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開催期間イベント名 時　間 場　所 問合せ先 その他 開催期間イベント名 時　間 場　所 問合せ先 その他

　平成30年４月に高等学校や大学等に進学し、奨学資金の借受けを希望
される中学３年生、高校３年生及び既卒者を対象に予約募集を行います。

平成30年度
鳥取県育英奨学生を募集します

問合せ先 県教育委員会育英奨学室 【電話】０８５７-２９-７１４５ 【FAX】０８５７-２6-8176
ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/ikueishougaku/

対 象 校
高等学校、特別支援学校
（高等部）、高等専門学校、
専修学校（高等課程）

大学、短期大学、
専修学校（専門課程）

申込期限

ご理解
ください

９月29日（金）必着 ８月31日（木）必着

募集要項 各中学校等で配布のほか、
ホームページにも掲載

奨学金の返還金は、後輩奨学生への奨学金として利用されます
ので、卒業後は滞りなく返還するようお願いします。

各高等学校等で配布のほか、
ホームページにも掲載

提 出 先 在学している中学校等に
所定の書類を提出

詳しくはお問い合わせください。

在学または出身の高等学
校等に所定の書類を提出

貸与月額

国公立
 （自宅通学） １８，０００円
 （自宅外通学） ２３，０００円
私　立
 （自宅通学） ３０，０００円
 （自宅外通学） ３５，０００円

国公立 ４５，０００円
私　立 ５４，０００円

高等学校等 大　学　等

学習・生活支援学習・生活支援

環境整備等の支援環境整備等の支援

例えば… 授業への集中を促す声かけ、暗唱・朗読等の聞き手、
授業補助、登下校の見守り、あいさつ運動、学校行事支援　など

例えば…  花だん整備、植木せん定、
 芝生の手入れ など

放課後等の学習支援放課後等の学習支援
例えば…  放課後や長期休養中の学習
 支援、自然体験活動　など

算数のゲームを取り入れた活動

除雪
ボランティア

スキーの指導

家庭科の指導支援 校外学習支援

特に学校生活の初期に
おける、小学校下学年の
学習支援や生活習慣の
定着を大切にしています

給食中の声かけ

かけ算九九の
聞き取り

その他にも、詩の暗唱の聞き取り、
給食準備の補助、掃除の補助　など
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【シリーズ】鳥取県のエキスパート教員（倉吉農業高等学校）･･･････････････････････ 5
【シリーズ】プロが教える文化遺産のツボ！
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　●中学生ポップコンテスト募集　●平成30年度鳥取県育英奨学生を募集します
　●お知らせ・イベントコーナー

問合せ先
・
送り先 バックナンバーはホームページでご覧いただけます。 http://www.pref.tottori.lg.jp/yumehiroba

〒680‐8570（住所記載不要） 県教育委員会教育総務課
電話 0857（26）7926　ＦＡＸ 0857（26）8185　Ｅ‐ＭＡＩＬ  kyouikusoumu＠ｐｒｅｆ．ｔｏｔｔｏｒｉ．lg.ｊｐよりよい紙面づくりのために

ご意見をお寄せください。

東部会場 中部会場 西部会場

事前申込が必要なものや集合場所が決まっているイベントもありますので、詳しくは
お電話等でお問合せください。

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

7月15日（土）

1泊2日

《スペシャルワークショップ》
「Art Diving! ー作品という
　  海へ潜ってみよう! ー」関連
「光と影で風景をつくる」

《スペシャルワークショップ》
「Art Diving! ー作品という
　  海へ潜ってみよう! ー」関連
「みんなでソウゾウ
　 絵画の中に入ってみたら？」

講師：多賀利寛（鳥取天文協会）
参加費用：無料　申込：不要
対象：幼児～一般
（中学生以下は保護者同伴）
定員：なし

講師：結城孝雄氏
（東京家政大学教授）
畑山未央氏
（東京家政大学助教）
参加費用：無料
（ただし、テーマ展示観覧料が必要）
申込：7月14日（金）～、電話のみ
対象：幼児～一般
定員：①～④各10名（先着順）

講師：クワクボリョウタ氏
　　　  （アーティスト）
参加費用：無料
申込：6月30日（金）～、電話のみ
対象：幼児～一般
定員：10組（先着順）

参加費用：無料
申込：7月13日(木)～、電話のみ
対象：小学4年生～6年生とその保護者
定員：20名（先着順）
※作った土器は後日焼いてお返し
します。（約１ヶ月半後）

鳥取県立博物館　
会議室

鳥取県立博物館　
会議室

鳥取県立博物館　
近代美術展示室

鳥取県立博物館　
近代美術展示室

鳥取県立博物館　
前庭

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

鳥取県立人権ひろば21
「ふらっと」
電話：0857-27-2010
FAX：0857-21-1714
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問合せ先 県教育委員会小中学校課  【電話】0857-26-7521 【FAX】0857-26-8170

問合せ先 県教育委員会体育保健課  【電話】0857-26-7527 【FAX】0857-26-7542

問合せ先 県教育委員会社会教育課 生涯学習推進担当　【電話】0857-26-7943 【FAX】0857-26-8175

9:00～17:00
（土・日・祝は19：00まで）

①
10:00～10:30
②
11:00～11:30
③
14:00～14:30
④
15:00～15:30

14:00～15:00

19:00～21:00

14:00～15:00

　中学生世代憧れの職業に就いている方が推
薦する本を読んでポップを応募してください。
推薦図書枠の優秀作品に選ばれたら、本の推
薦者に会いに行き、本を読むことの「楽しさ」や
「本当の意味」、大人になった未来の自分に
「日々の読書がどのように影響するか」、さらに
は「その仕事に就くにはどうしたらいいか」を
直撃インタビューできます！会えるのは「未来
のあなた」かもしれない？！ 交通安全について交通安全について

今年度の鳥取県交通安全年間スローガン

皆様ご存じのとおり『鳥取県支え愛交通安全条例』が施
行されました。
条例では、子どもに自転車を利用させるときは自転車損害
賠償保険等に加入するよう努めると規定されています。
万が一に備え、保険の加入及び見直しをお願いします。

保護者の皆様へ

自転車安全利用 五則

　　　　　　　　　夏の交通安全県民運動は７月１１日（火）から７月２０日（木）の期間です。
つくろうよ  事故なし  笑顔の鳥取県

自転車に乗るときは
小学生も中学生も

高校生も、そして大人も
ヘルメットを
かぶりましょう。

自転車事故に
あったとき

まず頭を守ることが
命を守ることに
つながります。

特に、夏休みは自転車を利用する機会も増えます。
楽しい夏休みを過ごすため、交通安全に気をつけましょう。
「自転車安全利用五則」を守り、安全に利用しましょう。

学校

特別な資格は必要ありません。
めざせ登録人数９,０００人!
皆さんのご登録をお待ちしています!

◎平成２８年度県事業活用状況　 １３市町村、１学校組合
　　　（小学校109校、中学校39校、特別支援学校1校）
◎平成２８年度ボランティア登録人数 　７，１９７名
ボランティアの活動については、各学校におたずねください。

学校の応援団！ 学校支援ボランティア学校の応援団！ 学校支援ボランティア

～できる人が、できるときに、できることを！～

地域
コーディネーター
学校からの要請を受
けて、学校支援ボラン
ティアの中から内容
にあった人を探して
学校に派遣します。

どのような人材がど
んなときに必要かを
教職員で話し合い、
支援を要請します。

連絡・調整

本でつなぐわたしたちの未来プロジェクト２０１７

～本を読んだら大人になってどうなるの？～
鳥取県内の中学生の皆さんから、
「本のポップ」を募集します！

共催：鳥取県書店商業組合、鳥取県図書館協会

中学生　　　 コンテスト

詳しくは応募要領をご覧ください。 ＵＲＬ：http://www.pref.tottori.lg.jp/pop2017/

平成29年 8月1日（火）～9月29日（金）募集期間

★ポップ…書店等の店頭で見られる、本などの商品の
　　　　　魅力を伝えるカード

推 薦 者 と 推 薦 本

■ はてしない物語
 ミヒャエル・エンデ 著
■ 世界地図の下書き
 朝井リョウ 著
■ トムは真夜中の庭で
 フィリパ・ピアス 著

（シンガーソングライター）奈都子さん
な　つ　こ

■ 竜馬がゆく
 司馬遼太郎 著
■ 舟を編む
 三浦しをん 著

（情報誌「さんいんキラリ」編集者）
上野永輔さん
うえ　の　 え　 ふ

7月15日（土）
〜

8月27日（日）

《アートシアター》
ユーリー・ノルシュテイン監督特集上映
「アニメーションの神様、その美しき世界」
(短編作品6話合計80分)

参加費用：テーマ展示観覧料
申込：不要
対象：高校生～一般

参加費用：テーマ展示観覧料
入館は閉館30分前まで

《ギャラリートーク》
美術部門テーマ展示
「Art Diving! ー作品という海へ潜ってみよう!ー」

美術部門テーマ展示
「Art Diving! ー作品という
　　　海へ潜ってみよう! ー」

7月29日（土）

7月22日（土）

《天体観望会》
夏の星を見る会

《歴史講座》
縄文土器をつくろう

7月29日（土）
※予備日30日（日）

参加費用：無料
申込期限：７月１０日（月）～２１日（金）
対象：小学5年～中学生
（保護者同伴可）
定員：5名
（多数の場合は抽選）
模造紙と筆記用具持参のこと

鳥取県立
公文書館

鳥取県立公文書館
電話：0857-26-81609:00～17:00こちら「夏休み自由研究」

協力隊
7月29日（土）

・
7月30日（日）

9:30～12:007月30日（日）

参加費用：無料
申込：7月13日(木)～、電話のみ
対象：幼児～一般
(小学生以下は保護者同伴)
定員：20名(先着順)

和奈見橋（用瀬町）
周辺の川原
集合：用瀬中央公民館

《野外観察会》
川原の石をしらべよう！ 10:00～15:007月30日（日）

参加費用：無料
申込期限：7月21日(金)
対象：小学3・4年生
定員：10名（先着順）

鳥取県立
人権ひろば21
「ふらっと」

子どもが学ぶ人権学習
「ユニバーサルデザインを
  体験しよう！」

子どもが学ぶ人権学習
「ユニバーサルデザインを
  体験しよう！」

9:00～12:007月31日（月）

8月  3日（木）
8月  8日（火）
8月10日（木）
※3日間の連続講座

鳥取県立人権ひろば21
「ふらっと」
電話：0857-27-2010
FAX：0857-21-1714

参加費用：無料
申込期限：7月21日(金)
対象：小学5・6年生
定員：10名（先着順）

鳥取県立
人権ひろば21
「ふらっと」

9:00～12:008月2日（水）

鳥取県立博物館　
地下バックヤード

《ワークショップ》
泥でアート！

参加費用：無料
申込：不要　対象：幼児～一般
(小学生以下は保護者同伴)
定員：なし
（汚れてもよい服装で参加を）

10:00～12:008月5日（土）

鳥取県立図書館
電話：0857-２６-８１５５

参加費用：無料
申込期限：7月28日（金）
対象：小学５年生～中学２年生
定員：12名（先着順）

鳥取県立
図書館

「目指せ図書館マスター！」
鳥取県ジュニア司書養成講座 10:00～16:00

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

参加費用：無料
申込：7月27日(木)～、電話のみ
対象：小学生（保護者同伴）
定員：20名
（保護者含む）（先着順）

参加費用：無料　申込：不要
対象：小学生～一般
(小学生は保護者同伴)
定員：なし

参加費用：無料　申込：不要
対象：幼児～一般
(小学生以下は保護者同伴)
定員：250名

鳥取県立博物館　
講堂

鳥取県立博物館
講堂

鳥取県立博物館　
会議室

鳥取県立博物館　
会議室

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

10:00～17:00

14:00～15:30

①
9月30日（土）
②
10月1日（日）

（23日）
　 9:30～
（24日）
　～14:30

9月23日（土）
〜

9月24日（日）

8月13日（日）

8月19日（土）

14:00～15:308月19日（土）

《歴史講座》
巻物を作ろう

どきどき自然塾①②
　①お母さんと一緒
　②お父さんと一緒

《自然講座》
標本しらべ相談室

参加費用：2,700円
申込期間：8月23日（水）
～9月8日（金）17時必着
対象：小学1・2年生
定員：36名

参加費用：1人850円程度
申込期間：8月30日（水）
～9月15日（金）17時必着
対象：
①小学生以上の子どもとお母さん
②小学生以上の子どもとお父さん
定員：①②各30家族

鳥取県立大山青年の家
電話：0859-53-8030
FAX：0859-53-8265

参加費用：常設展示入館料
申込：不要
対象：小学生～一般
(小学生は保護者同伴)
定員：約40名

鳥取県立博物館　
歴史・民俗展示室
復元民家コーナー

《民俗講座》
鳥取県の民話を聞く会

《アートシアター》
ＬＩＳＴＥＮ リッスン（2016/日本/58分）
　　　　　　　　　2週連続上映

14:00～15:008月20日（日）

参加費用：無料
対象：幼児～一般
(小学生以下は保護者同伴)
定員：なし
（材料がなくなり次第終了）

《ワークショップ》
素材の広場で何つくろ？ 13:00～16:008月12日（土）

14:00～15:00
8月26日（土）

・
9月2日（土）

はじめての冒険③

9:00～16:00

参加費用：無料
申込：不要
対象：小学生～一般
定員：250名

鳥取県立
大山青年の家
赤松の池

鳥取県立
大山青年の家

鳥取県では、学校と地域が一体となって、
子どもたちの学びと生活を支えています。

地域住民
連絡・調整 登

録

学校支援
ボランティア

何を
するの？

P2～P3でもイベントを紹介しています！

❶ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
❷ 車道は左側を通行
❸ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
❹ 安全ルールを守る
 　●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 　●夜間はライトを点灯
 　●交差点での信号遵守と一時停止・
　　 安全確認
❺ 子どもはヘルメットを着用


