
《主なトピック》 ● 倉吉東高校が「国際バカロレア校」に認定されました！
● のぞいてみよう！ 小学校英語の今
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入学時に、国際バカロレア教育の希望者を募集。
通常授業に加え、国際バカロレア教育に向けた「探究」「振り返り」
を通じ、思考スキルの発達や、批判的思考を習慣づけます。

20名を選抜
（学力の定着状況や学校生活の状況等をもとに総合的に判断し決定します）

倉吉東高校が「国際 バカロレア校」に認定されました！
令和４年９月、県立倉吉東高校が山陰初の国際バカロレアの認定校になりました。

児童・生徒が、世界中のどこにいても世界基準の教育が受け
られることを目指して、スイスで開発された教育プログラム
です。このプログラムによって、多様な文化を理解・尊重し、
探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目指します！

「国際バカロレア」って何？？

どんな授業になるの？

卒業後の進路は？

いつから始まるの？

どんな教室で勉強するの？

倉吉東高校では、認定に向けて、学校の一部改修・整備が行われました。

来年春（令和５年度）に入学する生徒の希望者の中から、最大20人が選ばれます。
選抜された生徒たちは、２年生になってから国際バカロレアのプログラムに沿った授業を受けることになります。

国際バカロレア資格は国際的に通用す
る大学入学資格であり、海外大学受験
の際に活用することができます。２年間の履修を終え、最終試験を経て所定の成績を修めると、国際的

に認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が得られます。

下の６つのグループから１科目ずつ選択した計６科目を学びます。

上に加えて、以下の３つの科目を履修します。

▲化学の実験イメージ

▲放課後の図書館イメージ

化学室の整備

▲化学室（左に見えるのが換気装置）

音楽室の整備

▲創作交流ホール（IB音楽室）

実験で発生する有害物質を安全に
取り扱うための排気装置の設置

選択教室の増設

教室の色は
学習者に求められる
資質をイメージ！

一部の教室を可動式のパーティション
で２分割して、授業の増加に対応！
ホワイトボードも追加設置

音楽の授業で使用する
防音の個別練習ブースを設置

より高度な
授業に期待！

実践的な体験活動を
重視していることがわかるね！

YELLOW（Gold room）…inspiration（閃き）柔軟な授業づくりが
できるようになるね！

カラフルで明るくてボクも
学習意欲が増すっぴ！

海外大学へ！ 国際バカロレアの試験結果等を活用し
た入試を利用して、日本の難関大学を目
指すことができます。

国内大学へ！

１年

２年・３年

１　言語と文学（母国語）

２　言語と習得（外国語）

３　個人と社会

４　理科

５　数学

６　芸術

日本語

英語

日本語

日本語

英語

日本語

グループ名　　　　　　　実施科目　※　　は倉吉東高校で設置予定の科目　　　　　　　　　使用言語

文学、言語と文学、文学と演劇

言語B、初級言語

地理、歴史、経済、ビジネスと経営、哲学、心理学、世界の宗教　等

生物、化学、物理、コンピューター科学、デザインテクノロジー　等

数学：解析とアプローチ（標準）＆（上級）、数学（最上級レベル）　等

音楽、美術、ダンス、フィルム、演劇

※国際バカロレアでは６科目中２科目（倉吉東高校では「外国語」に加えて「数学」）は、英語等で履修する必要があります。

※国際バカロレアには３つの教育プログラム（ＰＹＰ（小学校相当のプログラム）、ＭＹＰ（中学校相当のプログラム）、ＤＰ（高等学校相当のプログラム））があり、
　倉吉東高校で認定されたのはＤＰ（高等学校相当のプログラム）です。

科目名 概　要

TOK（知の理論）

CAS（創造性・活動・奉仕）

EE（課題論文）

人間の思考や認知理論を探る

芸術、スポーツ、地域活動等

個人研究の成果をまとめ論文を作成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

鳥取で世界基準の学びを提供し、
グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指します！

最終試験（３年次11月）

PINK（Rose  room）…compassion（思いやり） ORANGE（Fire room)…ambition（立志）

問合せ先　高等学校課　　電話 0857（26）７786　ＦＡＸ 0857（26）０４０８

文部科学省 IB教育推進コンソーシアムHP

高等学校課HP

国際バカロレア教育に
ついて詳しくはこちらから➡

国際バカロレア教育について詳しくはこちらから➡

国際バカロレアフォーラム2022 in 鳥取
について詳しくはこちらから➡

今、この高校がアツい！
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鳥取県の子どもたちの「今、求められる学力」の状況
～令和４年度　全国学力・学習状況調査結果から～のぞいてみよう!　小学校英語の今

　予測困難な変化の激しい時代を生きる子どもたちには、自ら課題を見付け、
自ら学び、自ら考え、判断して行動していくための学力が求められています。
　全国学力・学習状況調査では、このような「今、求められる学力」を測る問題
が出題されています。

グローバル化の進展に伴い、外国語によるコミュニケーション能力を身に付けることがより一層求められています。
令和２年度から小学校３，４年生で外国語活動が、５，６年生では外国語科が始まりました。

各学校では、自校の結果を分析し、児童生徒の良いところや課題を把握し、教科指導や学習指導
の充実、改善を図っていきます。

「今、求められる学力」とは
● 知識を関連付けて、深く理解する力
● 問題を見出して解決策を考える力
● 情報を精査して考えを形成する力
● 思いや考えを基に創造する力　等

鳥取県と全国の比較【学力調査】　※令和4年度は4年ぶりに理科を実施

鳥取県の子どもたちの学習意欲・学習状況等【質問紙調査】
（　　　）内は前年度との比較
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小学校理科と、中学
校の国語・数学・理
科では全国平均正
答率と大きな差は見
られませんでした。
小学校国語・算数は
全国平均正答率を
下回りました。

小学校3,4年生と5,6年
生の学習の違いは？
どんなふうに中学校での
学習につながっているの
か見てみよう！

力を入れて取り組んできた「思考・判断・表現」（※）を問う問題では、改善傾向がみられました。

※「思考・判断・表現」・・・知識及び技能を活用して課題を解決するために必要な力

【「思考・判断・表現」を問う問題の全国平均との差】

学校・教科 令和３年度 令和４年度

小学校国語 －４．２ －２．０

小学校算数 －２．１ －１．６

成果が見られた問題

わり算に関する「思考・判断・
表現」を問う問題
２１個入り１４７０円のセットで売られている
カップケーキの７個分の値段について、1470÷３で求めら
れるわけを、言葉と数を使って書く問題

鳥取県正答率78.7％　全国正答率76.0%
※小学校国語・算数のみ前年度との比較可能

質問項目 小学校 中学校

59.4% (－1.3%) 57.9%(－1.9%)発表する機会に、資料や文章、話の組み立て等を工夫していますか。

76.2% (＋2.1%） 71.1%(＋0.6％）

79.6% (＋1.0%) 66.9%(＋0.2％）

失敗を恐れないで挑戦していますか。

将来の夢や目標を持っていますか。

コミュニケーション
を図る力を育成

Listening,Speaking,
Reading and Writing

中学校 外国語科

コミュニケーションを
図る基礎を育成

Listening & Speaking
+Reading  & Writing

小学校５・６年生 外国語科

・週２時間程度
・「聞くこと」や「話すこと」に加えて、段階
　的に「読むこと」や「書くこと」にも
　取り組みます。

コミュニケーションを図る
素地を育成

Listening & Speaking

小学校３・4年生 外国語活動

・週１時間程度
・「聞くこと」「話すこと」を中心に、
　英語に慣れ親しむ活動を
　行います。

英語で
コミュニ

ケーショ
ンを図

る基礎
的な力

を身に
付けま

す

 Key
point

 Key
point

友達や先生と英語でや
りとりします。

自分で調べたことや、考えた
ことを英語で伝え合います。

様々な人と英語でつなが
ります。

鳥取県教育委員会では、子どもたちが、英語で伝え合う楽しさを感じ、英語をもっ
と学びたいという意欲を育むことを大切にした授業づくりを推進していきます。

What sport do you like? 

自分の選んだ動物
についてタブレッ
トを使って紹介

「好きなスポーツ」について
即興で英会話

Hawks eat snakes.

Hello！
 Key
point

海外の学校とのオンライン交流

小学校第６学年 中学校第３学年

+2.2

+0.5

※小・中学校の外国語では、原則英語を扱います。※小・中学校の外国語では、原則英語を扱います。

問合せ先 小中学校課学びの改革推進室　電話 0857（26）7947　ＦＡＸ 0857（26）8170 問合せ先 小中学校課学びの改革推進室　電話 0857（26）7947　ＦＡＸ 0857（26）8170

・対話的な活動がこれまでよりも
一層重視されています。　　

・「聞くこと」「話すこと」「読むこ
と」「書くこと」の4技能をバラン
スよく育みます。

理由を説明したり、話し合ったりする活動が行われています。

理由を説明したり、話し合ったりする活動が行われています。

夢や目標を持ち、前向きに
取り組もうとする項目が少
しずつ伸びています。
授業で発表をする場面は増
えましたが、伝え方を工夫す
る必要がありますね。
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冬休みのおすすめ本

冬のイベントコーナー

本のタイトル
と、どういう内容の
作品なのか簡潔に
まとめられていて、
とてもわかりやすい
です。

形、色あい、
配置にこだわり、こ
の本の魅力を多くの
人に伝えたいという思
いがよく伝わってき
ます。

タイトルが分か
りやすく、全体の色づ
かいもとてもきれい
です。読んでみたく
なります。

背景の青、湯気、
花火、そしてレモン。そ
れぞれが作中で何を表
しているのか気になる
ポップに仕上がっ
ています。

初めて見たと
きのインパクトが
大！！シンプルかつ
大胆な構成に思わ
ずうなりました。

［審査
員コメント］

［審
査員コメント］ ［審査

員コメント］

［審
査員コメント］

［審
査員コメント］

［審
査員コメント］

世界の平和が
おびやかされている今だか
ら、世界をどう見たらいいの
か考えるために、本を手に
取ってみたくなる作品と
なっています。

POP

船上山ウィンターフェスティバル
開催日時：2月4日（土）10:00～
                  5日（日）14:30 1泊2日
参加費用：1人3,000円程度
申込期限：1月  7日（土）  9:00
                ～21日（土）12:00必着
対象：小中学生とその家族

春のピザ祭り
開催日時：3月11日（土）
　　　　 10:00～14:30
参加費用：1組2,500円程度
　　　　  ＋1人150円（保険料）
申込期限：2月  9日（木）9:00～
                  23日（木・祝）12:00必着
対象：小中学生とその保護者

ファミリーエンジョイスキー
開催日時：1月21日（土）
              A　８：３０～１５：３０
              B　９：3０～１６：30
参加費用：1人1,000円程度
申込期限：開催日の約1か月前から
　　　　  ホームページ等でご案内します
対象：小学１～3年生とその保護者

スキーハイキング
開催日時：2月11日（土・祝）
　　　　  9：00～16：00
参加費用:1人1,000円程度
申込期限：開催日の約1か月前から
　　　　  ホームページ等でご案内します
対象：小学3年生以上とその家族

船上山少年自然の家

鳥取県立博物館

大山青年の家

問合せ先
鳥取県立船上山少年自然の家　
電話　０８５８（５５）７１１１　　
FAX　０８５８（５５）７１１９

問合せ先 鳥取県立博物館　電話 ０８５７（２６）８０４２　FAX ０８５７（２６）８０４１

問合せ先
鳥取県立大山青年の家　
電話　０８５９（５３）８０３０
FAX　０８５９（５３）８２６５

その他イベントは
コチラ⇒

会　期：令和5年2月11日（土・祝）
　　　　　　　　～3月21日（火・祝）
休館日：３月20日（月）を除く月曜日
観覧料：一般700円
　　　 （大学生・70歳以上の方・前売・20名以上
　　　  の団体500円）

会　期：令和5年2月24日（金）～3月21日（火・祝）
休館日：３月20日（月）を除く月曜日
観覧料：一般180円（団体150円）

この他にも常設展示の入れ替えなども行っております。
詳しくはHPをご覧ください。➡

問合せ先 鳥取県立図書館　電話 ０８５７（２６）８１５５　　FAX ０８５７（２２）２９９６ ホームページはこちらから。➡

優秀賞全40作品は　　
こちらをご覧ください　➡

その他イベントは
コチラ⇒

定員
12家族

定員
80名

定員
50名

定員
16組程度

企画展

「安岡信義 1888-1933
―近代洋画の黎明期を生きた画家」

【テーマ展示】
シリーズ・美術をめぐる場をつくるⅣ
「感じる・鈴木昭男と宮北裕美のありかた」

※大学生以下の方、70歳以
上の方、学校教育活動での
引率者、障がいのある方・
難病患者の方・要介護者等
及びその介護者は無料

※高校生以下の方、学校教育活動での引率者、障がいのあ
る方・難病患者の方・要介護者等及びその介護者は無料

安岡信義 《火鉢（冬の読書）》 制作年不明 ▲   
カンヴァス・油彩　鳥取県立博物館蔵　　 

鈴木昭男による鳥取県立　 
博物館のための展示プラン ▶

どんなこにもぴったりのほんをみ
つけてくれるくろねこのほんやさ
ん。あるときあめでまちじゅうが
みずびたしに！おきゃくさんはこら
れなくなってしまいました。おみ
せもくろねこも、げんきをとりも
どせるでしょうか。にぎやかなえ
がたのしいえほんです。

おおみそかの朝「きょうはよなか
までおきている」といったこうたく
ん。長くて楽しい一日がはじまり
ます。しゅくだいしたり、おせちを
手つだったり、うたたねしたり！こ
たつの上から見たこうたくんの家
ぞくの一日がえがかれています。

南きょく大りくで生まれたペンギ
ンの兄弟、ルルとキキは元気いっ
ぱい。お父さん、お母さんがいな
い間に家をぬけだします。きびし
い自然の中で、たくさんの出会い
とともにふたりは成長していきま
す。どきどきはらはら、ぼうけん
いっぱいの物語です。

主人公の海斗は、中学２年生。家
庭の事情で私立中学受験をあき
らめ、夢のない日々を過ごしま
す。あるときいやいやながら保育
園時代の友達との同窓会をする
ことに。５さいの弟にふり回され
ながら、もう一度夢に向かってい
く成長の物語です。

秋山理乃は歴史学部の中学1年
生。展覧会をきっかけに洞窟に描
かれた壁画に夢中になり、フランス
まで本物を見に行くことに。文化祭
で発表するために調べて、まとめ
て大いそがし！理乃と一緒に「美術
のはじまり」を求めて走り回る気分
が味わえます。

未
就
学
児
向
け

低
学
年
向
け

中
学
年
向
け

高
学
年
向
け

中
高
生
向
け

『ながいながいペンギンの話』
いぬい とみこ／作
大友 康夫／画
岩波書店

『くろねこのほんやさん』
シンディ・ウーメ／文・絵
福本　友美子／訳
小学館

『こたつ』
麻生 知子／作
福音館書店

『マイブラザー』
草野 たき／著
ポプラ社

『なんで洞窟に壁画を描いたの？』
五十嵐 ジャンヌ／著
新泉社

中学生・高校生ポップコンテスト
中学生・高校生の皆さんが手作りした「本のポップ」のコンテストを実施しました。

ここでは優秀賞受賞作品の一部を紹介します。

細部まで丁寧に作られたポップ、デザインや形を工夫しているポップ、キャッチコピーや文章に引きつけられるポップなど、
すばらしい作品ばかり…思わず本を読んでみたくなりますね。冬休みにはぜひ本を手に取ってみてはいかがでしょうか。

 問合せ先   社会教育課　電話 0857（26）7943　FAX 0857（26）8175

中学生・高校生
ポップコンテスト2022

［ 募集期間 ］　　2022.8.1～9.30
［ 応募作品数 ］　879点
［ 優秀賞 ］　　　40点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※優秀賞の一部を、県内書店や図書館で展示します

鳥取県子どもの読書活動推進事業２０２２

琴浦町立赤碕中学校３年 玉木 真叶 さんの作品
たまき　まなか

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」（汐見夏衛/著 スターツ出版文庫）

鳥取西高等学校２年 大田 真結子 さんの作品
おおた　まゆこ

「君にさよならを言わない」（七月隆文/著 宝島社）

鳥取市立西中学校３年 竹内 碧泉 さんの作品
たけうち　あおい

「さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち」
（小坂康之・林公代/著 イースト・プレス）

大山町立名和中学校３年 福田 夏希 さんの作品
ふくだ　なつき

「はじめての」（島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都/著 水鈴社）

鳥取大学附属中学校２年 花村 昊 さんの作品
はなむら　そら

「１３歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海」
（田中孝幸/著 東洋経済新報社）

米子市立美保中学校２年 二宮 里桜 さんの作品
にのみや　りお

「蘭学事始」（菊池寛/著 ゴマブックス）
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★   　   シンポジウム＆
　個別相談会を開催しました 
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※景品やパッケージ等は変更になる場合があります。
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 問合せ先  教育総務課
電話 0857（26）7914　FAX 0857（26）8185

鳥取県教育委員会
公式 HP

公式Twitter 公式YouTube

教育情報発信中

明倫館（男子寮）
小田急小田原線 
成城学園前駅徒歩７分

清和寮（女子寮）
ＪＲ山手線　目白駅徒歩１２分
寮費：月額 51,700円（予定）

46,000円（予定）

※各寮とも、寮費に食費（朝・夕食）を含んでいます。
※入寮時に、寮費とは別に入寮金を納めていただ
　きます。

申込
資格

申込
締切

申込
方法

寮生の声

問合せ先  (公財）鳥取県育英会（県教育委員会人権教育課内）
電話 0857（26）8375　http://www.tottori-ryo.or.jp/

※先着順ではありません。

女子寮玄関にて

令和5年度 鳥取県学生寮（東京）入寮生募集

寮費：月額
令和5年1月27日（金）

各高等学校などで配布する
募集案内をご覧ください。
募集案内はホームページに
も掲載します。

●初めての都会暮らしは不安
でしたが、同郷の人たちに囲
まれ安心です。
●食事がとてもおいしいです。

未就学児から高校生まで
通年。 ただし、毎年１２月末で募集を締め切り、抽選を行います。

◆ 対 象 者
◆ 応募期間

県教育委員会では子どもたちに身に付けてほしい「４つの力と姿勢」に
ついて「とりっこ」を合言葉にスタンプラリーを開催しています。

鳥取県立夜間中学に関するお知らせ

いろとりどり［色鳥取］に、ともに自分らしく学ぶ

「 学ぶ 」
よろこび

「 社会の中で生きる 」
よろこび

「 つながる」
よろこび

「 校名 」を
まもなく発表します！

鳥取県教育委員会は、令和６年４月の「県立夜間中学」開校に向けて準備を進めています。
これから県立夜間中学に通ってこられる方や県民のみなさんに、安心して学べることが伝わるよう、目指す
学校の姿をコンセプトに込めました。

県立夜間中学のコンセプトを決定しました！

開校に向けた取組

目指す学校の姿

～ 県立夜間中学 ３つのよろこび ～

県立夜間中学は、
世代や国籍、これまでの学びの経験の違いなどを超えた、さまざまな人たちの思いや考え方にふれ、ともに学び
合うことをとおして、自分らしい学びを実感できる学校です。
安心して中学校の学びにチャレンジしたいと願う方のため、３つの「よろこび」を実現する教育活動を行っていき
たいと考えています。

いろとりどり [色鳥取］とは、「ふるさと鳥取」の中でいろん
な色（国籍、性、年齢、学習歴など、さまざまな事情や背
景などを含めた個性）を出しながら「のびやかに学んでいこ
う」、「社会（ふるさと鳥取）とつながりを持ちながら次の未
来にはばたいていこう」というメッセージを込めています。

★   夏  先進県の夜間中学を視察しました

★   　   体験授業会（12/16開催）

既設の高知県、徳島県、福岡県、そして、令和
５年４月開校予定の静岡県を視察しました。
高齢の方や日本語支援が必要な方にも配慮
した特色ある授業や、学校行事について、ヒ
ントをいただきました。

県民のみなさんに夜間中学のことを知っ
てもらうため、シンポジウムを開催し、たく
さんの方に来ていただきました♪

「夜間中学ではどんなことが学べるの？」開校予定地の県教育
センターで、体験授業会を企画しました。今後も引き続き開催し
ていく予定です。

※詳しくはホームページをチェック！ ➡

※詳しくはこちらから ➡

大学、短大、専修学校専門
課程に入学予定または在
学中のかた。

【表紙写真】 英語の授業風景
　　　　   （左上、右上：岩美町立岩美西小学校、下：米子市立福米西小学校）

10月

12月
 問合せ先  小中学校課　県立夜間中学設置準備室
電話 0857(26)7500  FAX 0857(26)8170　
住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２７１番地
Mail　nightschool-j@pref.tottori.lg.jp

今後のスケジュール

個別相談はいつでもOK！

県立夜間中学校舎（県教育センター情報教育棟
１階）の改修工事スタート
入学者募集内容の発表
学校説明会＆体験授業会、入学希望者との面談
学校設置、学校内覧会、入学予定者の決定

　県立夜間中学のことをもっと知りたい方、県立夜間中学
に通ってみたい方はこちらにお問い合わせください。

県立夜間中学のホームページはこちらから ➡

２月

春
夏

秋・冬

令和5年


