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★特集
大人も子どもも、いっしょに考えよう！

ケータイ・スマホとの関わり方

鳥取県内の生涯学習講座が満載！

ご
自
由

に
お
持
ち帰りく

ださい。

3 	 ★とっとり県民カレッジ
◦入学のご案内
◦収録ビデオ・DVD一覧
◦ 3 ・ 4 月講座情報（連携講座）

24	 ★お知らせ
◦大山青年の家
◦船上山少年自然の家

25	 ★県民ふれあい会館
まなび・ふれあい交流会・休館、移転のお知らせ

26	 ★県内の社会教育関係団体の取り組み『鳥取県連合婦人会』
	 ★シリーズ元気な公民館　北栄町中央公民館大栄分館
27	 ★県立博物館　企画展のご案内

『フナイタケヒコ　絵画の光景』『企画展 サルとヒト』
	 ★ 4月23日は「子ども読書の日」
	 ★子育てホットライン

～子育ての悩み。一人で抱えないで、まず話してみてください。

１
ページ

『切り絵シリーズ』　とっとり花回廊（南部町）
春と言えば花。花と言えばやはり「とっとり花回廊」。一足早い春を見つけに出かけませんか？

画：紙原 四郎 氏
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media@kodomomirai.kirara.st
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申込
問合せ

保護者向けの研修、地域での研修会などにご活用ください。

大人も子どもも、いっしょに考えよう！

　近年、ケータイ、スマホ（スマートフォン）、ゲーム機など、インターネット
につながる機器や機能がめざましく進化しています。
　しかし、これらは、使い方のマナーやルールが未確立なまま便利な道具とし
て世の中に広まってしまったため、使用する人の認識や注意不足によるトラブ
ルも多発しています。
　進学や就職により購入を考える今こそ、大人も子どももケータイ・スマホを
使うにあたって、ルールやマナーを考えてみましょう。

　鳥取県の子どもたちは、高校２年生ではほぼ全員、

中学生２年生では約４人に１人、小学６年生では約６

人に１人が、自分のケータイ（スマホ）を持っています。

（平成 24 年度 鳥取県ケータイ・インターネット利用にかかる実態調査より）

スマホは、携帯電話ではありませんスマホは、携帯電話ではありません

子どもたちにケータイ・スマホを持たせるメリット・デメリット！

メリット デメリット
・緊急時に連絡が取れる　

・防犯対策

・ ＧＰＳ※で現在地がわかる 

・家族割で通話料無料

※ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）とは、

　フェイスブックやツイッターなどの誰でも参加できる

　交流サイトのこと

・ネット中毒

・メール依存症

・ゲーム中毒　

・ ＳＮＳ※でのトラブル

・学校裏サイトなどのイジメ問題※人工衛星を利用した

　位置測定システムのこと

　法的な整備がまだ追いついていない今、ネッ

ト社会で自分の身を守るのは、自分自身でし

かないのが現状です。自由度が高く、大人で

も使いこなすのが難しいスマホを、社会経験

が少ない子どもたちが、正しく使いこなすの

は至難の業です。

　子どもたちを守るために、ケータイ・スマ

ホ使用について大人（親）が関わるのは当然

の責任（義務）と言えます。

フィルタリングの設定
※犯罪、アダルト、出会い系、ギャンブル、薬物などの子どもに見せたく

　ない情報の閲覧を制限するサービス

学習の必要性

　ケータイ・スマホの機器や機能の進化に伴い、

大人（親）もケータイ・スマホの使い方や危険性、

情報モラル等について学習し、ケータイ・スマホ

について子どもと対等に話ができる力を持つこつ

が必要です。よく分からないから「子どもに任せ

ている」は責任放棄です。

親子（家族）のルールづくり

情報モラルの研修会に
講師を無料で派遣します。

ケータイ・スマホとの関わり方ケータイ・スマホとの関わり方ケータイ・スマホとの関わり方
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お問い合わせ 鳥取県教育委員会事務局家庭・地域教育課 〒680-8570  鳥取市東町 1-271　TEL：0857-26-7520    FAX：0857-26-8175   

テレビや動画の
閲覧

電話機能カメラ機能

メールや
ＳＮＳ機能

ＧＰＳ機能
パソコンファイルの

閲覧・編集

パソコンとの

データ共有

（携帯電話） （スマートフォン）

フィルタリング

まず、自分自身を振り返ってみましょう！まず、自分自身を振り返ってみましょう！

□ 歩きながらケータイ・スマホをいじっていませんか？

□ ケータイ・スマホを見ながら食事をしていませんか？

□ 会話中にケータイ・スマホを操作していませんか？

□ 使用を控えなくてはならない場合に、きちんと電源を切ったり、

　 マナーモードにしていますか？

□ イヤホンで音楽を聴きながら、道路を歩いていませんか？

□ 勝手に他人や他人の物、店の物などの写真を撮っていませんか？

□ 自転車や自動車の運転中にケータイ・スマホを使っていませんか？

あなたはルールやマナーを守っていますか？
まずは、大人が正しく使っている姿を子どもたちに見せることが大事です。

県内の子どもたちにも広がる
　　ケータイ・スマホ！
県内の子どもたちにも広がる
　　ケータイ・スマホ！

　ケータイは、「さまざまな機能がついた電話」ですが、スマホは、

「電話機能がついたパソコン」です。多機能ゆえに良くも悪しきも

使い方次第で、ウィルスの脅威やネット犯罪

の危険性と常に隣り合わせだという

ことを忘れてはいけません。

　青少年の使用するケータイには、フィルタリングを

設定することが法律で定められています。また、鳥取

県青少年健全育成条例でフィルタリングを安易に解除

しないよう規定しています。

子どもを守る

最低限の対策

です。

　ケータイ・スマホを買い与える際には、ルール

づくりをしましょう。子どもを危険から守るため

に親子（家族）で十分に話し合い、お互いが納得

してルールを決めることが大切です。

。
。

。
。

。
。

。

（接続制限サービス）は解除しない。

・スマホ

※「親子のケータイ・スマホ契約書」は家庭で保管してください。

親子のケータイ・スマホ契約書親子のケータイ・スマホ契約書

最後に、万が一子どもがネット
トラブルに遭った場合、素直に親

（家族）に相談できるような親子関係を
普段からつくっておくことが大事です。
　コミュニケーションを大切にしま

しょう！

最後に、万が一子どもがネット
トラブルに遭った場合、素直に親

（家族）に相談できるような親子関係を
普段からつくっておくことが大事です。
　コミュニケーションを大切にしま

しょう！

ケータイ（スマホ）の所持率

困った事や嫌な事があった事例

チェーンメール

メールによる悪口

知らない人から連絡が来た

ケータイが手放せない

人間関係のトラブル

勝手にケータイで写真を撮られた
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とっとり県民カレッジとっとり県民カレッジとっとり県民カレッジ 入学のご案内入学のご案内入学のご案内入学のご案内

　とっとり県民カレッジは、さまざまな機関と連携し、県民の皆様の生涯学習を
支援するしくみです。いつでも、どなたでも入学ができます。

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. 連携講座を探すには？

自宅でテレビやビデオ・DVD、インターネット（トリピー放送局）などを見て学ぶ講座です。

Ｑ. どんな講座があるの？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. 連携講座を探すには？

Ｑ. どんな講座があるの？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. 連携講座を探すには？

Ｑ. どんな講座があるの？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. 連携講座を探すには？

②ビデオ・ＤＶＤの視聴

①テレビの視聴

平成25年度は、本部では平成20年度以降、その他では平成22年度以降の鳥取学の収録ビデオ・DVDを貸出しています。

また、本部では生涯学習ビデオ・DVDの貸出も行っています。（事前に電話でビデオ・ＤＶＤの有無を確認してください。）

コンパクトに旬の県政情報をお知らせします。

③トリピー放送局の視聴
ビデオ・ＤＶＤの一部をインターネット（トリピー放送局）で視聴することができます。

「とっとり県民学習ネット」のホームページから「トリピー放送局」の
バナーをクリックしてください。

主催講座

連携講座

「未来をひらく鳥取学」の講演会

「放送利用」での在宅学習

県、市町村、大学・短大、公民館などが実施する講座

番 組 名

週刊とり☆リンク

放 送 局 放 送 日 時

山陰放送 毎週水曜日　夜 7:55～8:00(5分間)

ビ デ オ ・Ｄ Ｖ Ｄ 配 置 場 所

とっとり県民カレッジ本部（県庁第2庁舎6階）

東 部

中部教育局（中部総合事務所内）中 部

西部教育局（西部総合事務所内）西 部

電 話 番 号住 所

０８５７－２６－７９４４

県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） ０８５７－２１－２３３１

０８５８－２３－３２５３

０８５９－３１－９７７４

（6 回の視聴で１単位を認定。）

※県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）は平成 25 年 4 月１日～平成 26 年 1 月 31 日まで耐震工事のため閉館します。
　貸出を希望される方は、とっとり県民カレッジ本部までお問い合わせください。

鳥取市扇町

県立図書館　図書係 ０８５７－２６－８１５５鳥取市尚徳町

倉吉市東巌城町

米子市糀町

※

鳥取市東町

詳細はこちらへお問い合せください。

とっとり県民カレッジ本部　鳥取県教育委員会事務局  家庭・地域教育課内　（℡０８５７-２６-７９４４）

とっとり県民学習ネット http://manabi.pref.tottori.lg.jp/

2 ヶ月ごとに発行する生涯学習情報誌「生涯学習とっとり」（本誌）に
掲載するほか、インターネット「とっとり県民学習ネット」で最新の
講座情報がご覧になれます。なお、連携講座の詳細については各機関へ
お問い合せください。

ふるさと鳥取県を見直したり、地域社会が直面する現代的な課題について学ぶ県民の
ための講座です。県内の東中西部で年間10回講演会が開催されます。

（毎年の申込みと資料代 1,000 円が必要です。）

Ｑ. 入学するにはどうすればいいの？Ｑ. 入学するにはどうすればいいの？Ｑ. 入学するにはどうすればいいの？

はがき等に、住所・氏名・電話番号をご記入いただき、とっとり県民カレッジ本部へお送り
ください。本部から「入学者手帳」をお届けします。（入学手続きは一回のみ。）

※鳥取学を受講すると、自動的に県民カレッジに入学となります。

平成25年度
「未来をひらく鳥取学」は
４月１日より募集開始
（予定）です！
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■平成25年度「未来をひらく鳥取学」収録ビデオ・DVD一覧
県民カレッジ本部では平成20～24年度分、県民ふれあい会館、県立図書館、中部教育
局、西部教育局では平成22～24年度分のビデオ・DVDをとっとり県民カレッジ入学者に貸出
しています。

トリピー放送局配信番組マーク

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号
（年度－回数－会場）

料理と人生 道場六三郎（「銀座 ろくさん亭」オーナー） 20－5

現代の食環境と健康 ～食の魅力と課題～ 松島　文子（鳥取短期大学教授） 21－1－B

野菜がおいしい　健康的食生活のすすめ カノウ　ユミコ（野菜料理研究家） 21－3－C

元気で長生きのためのからだづくり 加藤　敏明（鳥取大学医学部准教授） 22－2－A

目指せ長寿世界一!!
～鳥取の『食』がまちと人を元気にする～ 河崎　妙子（フード・コーディネーター） 23－1－A

認知症の正しい理解と効果的な予防 浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座・教授） 23－1－C

救命医療の現場から 小林　誠人（公立豊岡病院但馬救命救急センター長） 24－2－C

科目：健康・生活

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

なるほどなっとく介護 ～みんなで老いと認知症を支えよう～ 三好　春樹（生活とリハビリ研究所 代表） 20－2－B

夢の力・再発見 ～アトリエの窓から たなか　かおる（童画家・エッセイスト） 21－1－A

本当の幸せとは… Paix2（ペペ）（歌手） 21－4－B

鳥取の教育 －教育郷土史－ 若原　道昭（龍谷大学名誉教授） 23－4－C

支え愛のまちづくり ～いま考える社会の「絆」～ 平井　伸治（とっとり県民カレッジ学長、鳥取県知事） 24－2－A

科目：教育・福祉
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タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

私が歩いた難民キャンプ ～故郷を求めて～ 河上　友香（難民支援団体「ピースバード」代表） 20－1－A

鳥取県が目指すこれからの国際化とは 平井　伸治（とっとり県民カレッジ学長・鳥取県知事） 20－1－B

NGOの草の根国際協力 ～中国・黄土高原で木を植えつづけて～ 高見　邦雄（認定NPO法人緑の地球ネットワーク事務局長） 20－1－C

認識台湾 川口　斐斐（鳥取大学中国語講師・日華ふれんず代表） 22－2－B

地球の裏側から
～パリの一日本人芸術家の反省と観察～ 足羽　俊夫（画家・日南町美術館名誉館長） 23－4－A

世界の空から ～ふるさと鳥取の魅力とおもてなしの心～ 山脇　彰子（元全日空横浜支店長） 24－4－A

マンガの持つ可能性 ～国際マンガサミットがもたらすもの～ 里中満智子（マンガ家、国際マンガサミット鳥取大会実行委員） 24－4－B

科目：国際化

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

石油ピークとオフショア風力発電 林　　　農（鳥取大学名誉教授） 20－6－A

ネットワークで農業を支える 高橋　和子 （株式会社東研　インターネット通販
有機野菜のぶどうの木　店長） 20－6－B

地域との共存に挑む　コンビニエンスストア　ローソン 和田　祐一（㈱ローソン中四国支社商品部長） 20－6－C

鳥取県からの挑戦 ～元気な産業　しっかり雇用～ 平井　伸治（とっとり県民カレッジ学長・鳥取県知事） 21－1－C

魅力ある農林水産業とは 鹿田　道夫（鳥取県農林水産部長） 21－4－A

“運明の船”と私 ～運と縁は隣り合わせ～ 南部真知子（㈱コンチェルト社長） 22－1－A

ガイナーレ鳥取の軌跡 塚野　真樹（㈱SC鳥取代表取締役） 22－1－C

私の企業人生 ～企業の危機管理と社会貢献～ 山田　憲典（㈱不二家代表取締役会長、県政顧問） 24－1－A

科目：産　業
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タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

鳥取の食卓から地球を考える 岸本　康子（とっとり環境ネットワーク　環境教育グループ） 20－3－A

「動物と人間が共存する地球環境」
“今だから動物と人間の共存が重要である” 山根　義久（東京農工大学獣医学科教授） 20－3－B

エネルギーと環境問題 中国電力㈱鳥取支社 22－4－B

地球温暖化対策の枠組みと国際交渉 福井宏一郎（日本カーボンファイナンス㈱社長） 22－4－C

第 ４の産業革命とくらし 藤原　　洋（㈱ナノオプトニクス・エナジー代表取締役社長） 23－1－B

廃棄物を資源に！ ～ごみゼロ社会を作る～ 田中　　勝（鳥取環境大学特任教授、サステイナビリティ研究所長） 24－1－C

科目：自然・環境

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

美術館から見た文化力競争時代 林田　英樹（独立行政法人国立美術館　国立新美術館長） 20－4－A

「世界遺産・石見銀山の奥深さ」
～世界遺産としての価値、登録までの道のり～ 椿　　真治（島根県教育庁文化財課世界遺産室） 20－4－B

新鳥取県史シンポジウム
「歴史の語りと聞き取り　オーラルヒストリーの可能性」 中村　政則（一橋大学名誉教授） 20－4－C

“どちらへ？ちょっとオペラへ” ～歌劇派宣言！～ 谷口　　伸（声楽家） 21－3－A

前田寛治の歩んだ道 前田　明範（倉吉博物館館長） 21－4－C

アーティストリゾート鳥取県 ～鳥取から発信する文化～ 平井　伸治（とっとり県民カレッジ学長・鳥取県知事） 22－1－B

白磁と私 前田　昭博（陶芸家） 22－4－A

人に歴史あり、歴史に人あり
－小説『TATARA』を書いて思うこと 松本　　薫（作家） 23－2－B

古事記神話の舞台としての、因幡と伯耆 多羅尾整治（作家、古代出雲王国研究会代表） 24－2－B

科目：歴史・文化
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タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　師　　名 番　号 単位数

鳥取県の民話を聞く会　１ 語り：小谷寛美・長谷淑子・山田　馨・
　　　高田智恵子・中嶋須美子 トリピー017 1

鳥取県の民話を聞く会　2 語り：谷口富美子・下田三榮子・
　　　吉岡郁恵・岡田敬子・谷口雅江 トリピー020 1

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　師　　名 番　号 単位数

読書活動推進フォーラム
「子どもに伝えよう読書の魅力」

㈶出版文化産業振興財団理事長
㈶文字・活字文化推進機構理事長　肥田美代子 トリピー030 1

生ごみ堆肥づくり講座
～失敗を防ぐポイントを知って、家庭菜園に活かす！～

㈳農林水産技術情報協会情報システム部長
明治大学農学部客員教授　藤原俊六郎 トリピー031 1

「いま、鳥取砂丘があぶない！！」
～黄河断流　水と砂をめぐる環境～

鳥取環境大学教授
福嶌　義宏 トリピー032 1

「上手なお金の貯め方、殖やし方」 金融広報アドバイザー
河田　一人 トリピー033 1

「なぜ？保険が必要なのか」
～保険の基礎とその役割～

金融広報アドバイザー
稲村　　務 トリピー034 1

「仏師に聞く　仏像の見方」
～ポーズの意味から、市内の鑑賞スポットまで～

倉吉市在住仏師
山本　竜門 トリピー035 1

ケータイ・インターネットとのつきあい方フォーラム
「ネットいじめ・ケータイ依存から子どもを守る」

全国webカウンセリング協議会理事長
安川　雅史 トリピー036 2

鳥取大学公開講座
鳥取のことばを考える

鳥取大学国際交流センター副センター長
准教授（日本語教育学）　谷守　正寛 トリピー037 2

鳥取県西部地震から１0年目フォーラム
パネルディスカッション

鳥取県知事
平井　伸治ほか

トリピー038 3

ワーク・ライフ・バランス　シンポジウム
～みんなで考えよう　上手な時間の使い方を～

NPO法人ファザーリング・ジャパン代表
安藤　哲也ほか

トリピー039 1

日常生活　ストレッチング
（日々の生活の中の様々な場面で取り組みやすいストレッチです。）

（協力）NPO法人日本健康運動指導士会
鳥取県支部 トリピー040 1

いのちを支えあう地域であるために
みんなで支えあう地域づくりフォーラム

精神保健福祉センター所長
原田　　豊ほか

トリピー041 2

【むかしばなし】

【そ　の　他】

■その他のビデオ・DVD
その他、県が主催した講演会やシンポジウム、県が制作したテレビ番組などで収録から年月が経ち、情

報の古くなったものも記録資料として所有しています。視聴をご希望の方は県民カレッジ本部までお問い
合わせください。

■「生涯学習講座」ビデオ・DVD
とっとり県民カレッジ本部で貸し出ししています。
概ね 3年以内に開催された講座は、インターネットのビデオ配信（トリピー放送局）での視聴も可能です。
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