
報告事項イ

県教育委員会「まんが王国とっとり」関連事業について

県教育委員会「まんが王国とっとり」関連事業について、別紙のとおり報告

します。

平成２４年７月２４日

鳥取県教育委員会教育長 横 濵 純 一



県教育委員会「まんが王国とっとり」関連事業について

教 育 総 務 課

高 等 学 校 課

本県で開催される「第１３回国際マンガサミット鳥取大会」及び「国際まんが博」に関連した事業を推

進するため、教育委員会事務局に設置した「教育委員会まんが王国建国推進チーム」で、教育委員会「ま

んが王国とっとり」関連事業の共通のロゴマークを決定しました。

また、県内高等学校の漫画研究部の生徒を中心として、漫画に興味のある生徒による「高校生まんが王国と

っとり応援団」が、まんが王国とっとりを盛り上げるため、様々な取組を行いました。

１．共通ロゴマーク

（１）デザイン

（２）キャラクターの名前

左から タツヤ（中学生・男子） ユタカ（小学生・男子） ココロ（高校生・女子）

（３）名前の由来

鳥取県教育の基本理念「自立した 心豊かな ひとづくり」

自立・・・タツヤ 心・・・ココロ 豊か・・・ユタカ

（４）活用方法

・県教育委員会各課が実施する事業（別紙）の広報用チラシ・ポスター等に活用

・高校生まんが王国とっとり応援団のメンバーに缶バッジを配布

・「若鳥丸」出港式の応援フラッグへの活用

・高校生まんが王国とっとり応援団事業」の合同作品集等での使用

・児童・生徒にわかりやすく国際まんが博を紹介する「国際まんが博入門ガイド」の活用

＜参考＞

教育委員会まんが王国建国推進チームの概要

（１）チームメンバー 教育委員会のまんが王国とっとり関連事業を実施する関係課職員、

まんが王国官房職員等の約１０名

（２）チームの目的 まんが王国とっとり関連事業を実施する関係課間の情報共有と連携
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２．高校生まんが王国とっとり応援団の取組

（１）対象生徒

漫画研究部等に所属している生徒や漫画やアニメに興味のある高校生で、応援団に応募し、登録された生

徒。 

（２）応援団メンバー

２０４名（平成２４年７月３日現在）

内訳 鳥取湖陵４名、青谷５７名、鳥取中央育英３名、米子東８名、米子西１０名、米子１８名、 
米子南５名、米子工業３名、境港総合技術５３名、日野２名、鳥取城北１６名、 
米子松蔭１２名、米子高専１３名

（３）活動報告

①「高校生まんが王国とっとり応援団」発足式

平成２４年５月１２日（土）１３時００分～１５時３０分

米子市文化ホール １階展示室

参加生徒：４３名

②著名人との交流会・ワークショップ

参加予定者数：５２名から６０名（内容により異なる。）

開催日・場所 時間 内容

９時４５分～ 
１３時１５分

まんがの描き方ワークショップ 前半

講師：漫画家 鳥取砂丘

鳥取県非常勤職員 田中裕也

平成２４年７月２１日（土） 
倉吉市上井公民館 多目的ホール

住所：倉吉市大平町３１９番地１

電話：０８５８－２６－１７３６ １４時００分～ 
１５時３０分

著名人との交流会

講演：バンダイホビーセンター 技術者

１０時００分～ 
１２時００分

著名人との交流会

講演：漫画家 安彦良和

平成２４年７月２２日（日） 
鳥取県立倉吉未来中心

セミナールーム３

住所：倉吉市駄経寺町２１２番地５ 電

話：０８５８－２３－５３９０

１３時００分～ 
１６時３０分

まんがの描き方ワークショップ 後半

講師：漫画家 鳥取砂丘

鳥取県非常勤職員 田中裕也

③境港総合技術高等学校海洋練習船「若鳥丸」船体ラッピング一般公開、出港式及びＰＲ活動

参加者（若鳥丸乗船）：海洋科３年生生徒２７名、海洋科職員及び船員

開催日・場所 時間 内容

平成２４年７月１日（日） 
境港市 竹内岸壁

１０時００分～ 
１５時００分

一般公開（外観のみ）

１１時００分～ 
１１時１５分

出港式平成２４年７月２日（月） 
境港市 竹内岸壁

１１時４５分 出港（沖縄潜水航海）

平成２４年７月１１日（水） １６時４５分～ 海洋科生徒及びバードプリンセス
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神戸港 ハーバーランド前 １７時１５分 まんが王国とっとりＰＲ

（チラシ及びティッシュ配布）

平成２４年７月２１日（土） 
境港市 竹内岸壁

１０時００分～ 
１２時００分

１３時００分～ 
１５時００分

一般公開（船内含む） 

④鳥取県立境港総合技術高等学校ビジネス科研修旅行におけるまんが王国とっとりＰＲ

参加者：ビジネス科３年生３６名及びビジネス科教員４名 
開催日・場所 時間 内容

１０時１５分～ 国際まんが博のパンフレット、鳥取県・境港市

の観光マップ等の配布

（トリピー着ぐるみ有） 

平成２４年７月４日（水） 
ＪＲ京橋駅前

空堀商店街 １３時００分～ プロから指導を受け、生徒がちんどん屋に扮し

商店街を歩き、国際まんが博・境港市をＰＲす

る。 
パンフレット等の配布（トリピー着ぐるみ有） 

平成２４年７月６日（金） 
ラマダホテル大阪（宿泊先）

９時００分～ パンフレット等配布

（トリピー着ぐるみ有） 
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（１）高等学校課 「高校生まんが王国とっとり応援団事業」 【参考：応援団メンバー204名（H24.7.13現在）】

時期・期間 事業内容 場所 備考

5月12日 「高校生まんが王国とっとり」応援団発足式 米子市文化ホール

7月1日 「若鳥丸」ラッピング一般公開（7/1 外観、7/21船内含） 境港市 竹内岸壁

7月2日 「若鳥丸」船体ラッピング出港式 境港市 竹内岸壁

7月21日 著名人との交流会・ワークショップ① 倉吉市上井公民館

まんがの描き方ワークショップ
講師：漫画家 鳥取砂丘

鳥取県非常勤職員 田中裕也氏
著名人との交流会
講演：バンダイホビーセンター 技術者

7月22日 著名人との交流会・ワークショップ②
鳥取県立
倉吉未来中心

著名人との交流会
講演：漫画家 安彦良和氏
まんがの描き方ワークショップ
講師：漫画家 鳥取砂丘

鳥取県非常勤職員 田中裕也氏

（２）図書館 「まんが王国とっとり建国YEAR記念事業」

時期・期間 事業内容 場所 備考

7月～11月 まんが王国とっとり関連企画展示 図書館
郷土出身の漫画家の作品やまんが王国とっとり
関連資料を順次ギャラリーで展示

8月5日
8月12日

「あこがれの仕事マンガ家を体験！プロに学ぶ！マンガ
制作講座」①～②（8/5、8/12）

図書館
マンガの制作を体験する
講師：株式会社ラ・コミック 寺西達也氏
対象：高校生

10月6日
～11月11日

郷土の漫画家作品展（仮） 図書館
展示内容：図書、ポスター、設定資料、セル画、
フィギアなど

10月14日
郷土に関わるアニメ映画上映会①～③
（10/14、10/21、11/4、）

図書館
まんが王国関連企画の作品展にあわせ、郷土
出身者関連のアニメ映画上映会を開催

随時 県内巡回展示 県内各地
希望する市町村図書館、高校図書館の巡回展
示

（３）博物館 「まんが王国とっとり建国YEAR記念事業」

時期・期間 事業内容 場所 備考

8月～12月 まんが関連グッズの販売（博物館振興会）
博物館ミュージアム
ショップ

販売品：青山剛昌、谷口ジロー、水木しげるの各
マンガキャラクター関連グッズ

10月7日 まんが評論家・夏目房之介氏による講演会 博物館
講師：夏目房之介氏
対象・定員：一般先着250名

10月28日 ワークショップ「四コママンガを描くぞ！！！」 博物館
講師：ばうみみ（現代美術作家３名の四コママン
ガユニット）
対象・定員：小学生４年生以上 先着30名

（４)文化財課 「青谷上寺地遺跡活用事業」

時期・期間 事業内容 場所 備考

5月8日
青谷小学校イラスト出前講座①～⑩
（5/8、6/5、7/3、9/4、10/2、11/6、12/4、1/8、2/5、2/19）

青谷小学校 講師：イラストレーター 宮本栄一氏

6月3日
古代米田んぼアート

（6/3 田植え体験、10月下旬 稲刈体験）
青谷上寺地遺跡内
の水田

参加者：青谷小学校５年生とPTA（約100名）等
田んぼアートのデザイン：サメ

（５）教育総務課 「まんがを活用したいきいきキャンペーン啓発事業」

時期・期間 事業内容 場所 備考

５月～１１月

いきいきキャンペーン４コマまんが募集
（募集期間 5/30～8/31）

・応募作品審査会10月上旬
・表彰式11月上旬

対象：県内小・中・高・特別支援学校の児童生徒
募集作品：いきいきキャンペーンに関連する４コ
マまんが

（６）家庭・地域教育課

時期・期間 事業内容 場所 備考

11月25日 「家族のつながりを考える」講演会 県民ふれあい会館
講師：高野優氏（育児漫画家）
対象・参加想定数：就学前から小学校を中心に
した保護者200名

（７）その他 「大学連携」

時期・期間 事業内容 場所 備考

11月11日 龍谷大学吹奏楽部と県内中高生との吹奏楽コンサート 倉吉未来中心
アニソンの演奏を含む
主催：県吹奏楽連盟、龍谷大学、県教育委員会

鳥取県教育委員会「まんが王国とっとり」関連事業一覧
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