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小中学生向けに鳥取県の取り組みを紹介しています。
しょうちゅうがく  せい    む　                 とっ  とり   けん　        と　           く                　しょうかい

　「花トリピー」は、第64回全国植樹祭のシンボル「トッキーノ」とコンビを
組んで、「とっとりグリーンウェイブズ」として活動しています。
　県内で自然環境の保全活動等に取り組む方々を「美鳥の大使」に認定し、
自ら行動する県民運動「とっとりグリーンウェイブ」をPRし、鳥取県の緑
の豊かさ、環境の良さを全国にアピールします。
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鳥取県のマスコットキャラクター
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豊かな自然の  美しい風景を、

みんなで守っていこ  うと国が指定した  　 

自然あふれる公園の  ことだよ。日本には　

   30の国立公園が  あって、鳥取県には、

山陰海岸国立公  園のほかに、 　　

    大山隠岐国立  公園があるよ。 　

　みんながよく知ってる鳥取砂丘から、浦富海岸を越えて、京都府の網野海岸

までの海岸沿い約75キロメートルのひろ～いエリアなんだ。きれいな海岸や

波の力でできた崖などが特徴だよ。

 　また、「ジオパーク」って聞いたことあるかな？ジオパークも貴重な自然の公園の一つ

なんだけど、山陰海岸は、世界ジオパークネットワークにも加盟認定されているんだよ。
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俳優、代表作 NHK教育テレビ ストレッチマン（1994年～）

その他TV、舞台でも活躍中。
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　50周年を記念して、６／30～９／７の間、山陰海岸でたくさんのイベ
ントが開かれるよ！みんなも山陰海岸のすばらしさを満喫しよう！

その他にもたくさんのイベントが開催されるよ。詳しくは公式ＨＰを見てね！
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山陰海岸国立公園指定50周年！
この夏、山陰海岸が国立公園に指定されて50周年を迎えるよ！

？

50周年記念フェスティバルin鳥取砂丘
　　　　８月24日（土）　　　　　　鳥取砂丘こどもの国
　　　　「さかなクン」講演会

開催日

内　容

場　所

３府県こどもジオパークサミット
　　　　９月７日（土） 　　　　　　岩美町中央公民館
　　　　こども研究発表、こども作品コンテスト表彰式
　　　　「らんま先生」の実験ショー

開催日

内　容

場　所

山陰海岸ジオパークこども作品コンテスト❸その
　「山陰海岸ジオパーク」がテーマのこども研究と、「こどもたちと
山陰海岸ジオパーク」がテーマの写真、動画を募集中！
　優秀作品は、「３府県こどもジオパークサミット」で表彰するよ！

  　　　　こども研究作品…8月20日(火) 写真・動画作品…7月19日(金)
  　　　　※応募方法等の詳細は公式ＨＰを見てね
応募期限

公式HP http://www.pref.tottori.lg.jp/san-in-kaigan50/

山陰海岸国立公園ってどんなところ？

　三徳山は東伯郡三朝町にある高さ899.7ｍの自然いっぱいの山なんだけ

ど、その特徴のひとつに、たくさんの珍しい植物が生育しているということ

があるんだ。「ミツガシワ」や「ホンシャクナゲ」といった、珍しい植物に

出会えるよ。

　また、中国地方ではほとんどなくなってきている昔からの自然のままの森が残ってい

たり、山陰地方では、ブナ林は一般に標高600ｍより高いところに見られるのに、三徳

山では、400ｍあたりからブナ林が見られるというのも大きな特徴だよ。

　あと、みんな「投入堂」って知ってるかな？とっても急な崖に建てられたお堂で、だ

れが、どうやって建てたのかわかっていないなど不思議がいっぱいなんだ。投入堂の他

にも歴史的に貴重な建物が

あって、それも三徳山の特徴

の一つなんだ。

？ 「三徳山」ってどんなところ？

　とてもすばらしい自然の特徴を持つ三徳山を国立公園にしようと、国や県、地域のみん

なで力を合わせがんばってるんだ。

　平成26年春に大山隠岐国立公園の一部として国立公園になることを目指していると

ころだよ。

「三徳山」地域を

国立公園にしよう！

　紹介した山陰海岸や三徳山の他にも鳥取県にはたくさんの自然があるよ。

　みんなの宝物でもある鳥取県の美しい自然を、この先ずっと残していくためにも、たく

さんの人に鳥取県の自然を体感して、その素晴らしさや大切さを知ってもらえるとうれ

しいな！

鳥取県は

自然がいっぱい！

「三徳山」って知ってる？
鳥取県は山や海に囲まれ、自然いっぱいなところだね。
今回はその中から「三徳山」を紹介するよ。

三徳山 三徳山ホンシャクナゲ

国立公園って  なに？？？

❷その

❶その

今年の夏はイベント盛りだくさん！！！
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