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★特集

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）

27	 ★お知らせ
⃝県民ふれあい会館
⃝とっとり県民カレッジ『学友会まつり』のご案内
⃝大山青年の家　⃝船上山少年自然の家

29	 	 ⃝鳥取県家庭教育推進協力企業
⃝「小学生スタートブック」ができました！

30	 ★第66回優良公民館表彰
鳥取市立鹿野地区公民館・倉吉市小鴨公民館

31	 ★県立博物館企画展のご案内 没後50年　菅楯彦展
	 ★すぎやまあきらさんとともに 親子で楽しむ「ものがたり」の世界
	 ★シリーズ「手話を学ぼう」

1
ページ

『切り絵シリーズ』　大山と桜（江府町）
サクラの淡いピンクとダーク色の大山は感動のコントラスト。
私にとって待ちこがれた春の色です。
 絵・文：紙原 四郎 氏

ちょっと待って！
子どもにケータイ・スマホを渡す前に
知っておきたいこと



12：00
PHONE

ちょっと待って！

ケータイ・スマホはとても便利なものですが、使い方によっては被害者にも

加害者にもなり得るという危険があります。

進学や就職を機にケータイ・スマホ等の購入を考える今こそ、家族で話し合い､

安全･安心に使うためにトラブルの回避法やルールについて考えましょう。

買い与えるだけでは

危険すぎる…

個人情報の入力をする前にその情報が手続

きに必要かどうかを考えるべき。

個人情報を抜き取ることを目的とした不正

アプリもあります。

自ら情報発信することが、社会にどのよ

うな影響を与えるか考えましょう。

昼夜逆転など、生活習慣のみだれにも

つながります。使う時間や自宅で使用

する場所などルールを作りましょう。

サイト管理者やプロバイダに削除

要請ができます。  

スマホ

スマートフォンの略。ケータイは様々な機能が

ついた電話ですが、スマートフォンは『電話機

能がついたパソコン』です。スマート（smart）

は「賢い」の意。

Ｗｉ-Ｆｉ（ワイファイ）

無線でネットワークに接続する技術のこと。

アプリ（アプリケーション）

スマートフォンなどに機能を追加できるソフト

ウェアのことで、インターネットからダウン

ロードして利用できます。ゲーム、地図、音楽、

辞書など、数多くの種類があります。悪質なア

プリも存在し、思わぬところで被害にあうケー

スも増えています。

ＳＮＳ

（ソーシャルネットワーキングサービス）

友だちとのコミュニケーションや、

共通の趣味を持つ新たな人間関係を

作ったり、他人の意見を求めたりす

るなど、幅広く使われています。

他人によるなりすましなどもあるの

で知らない相手との交流には注意！

　持たせてからも子どもの成長段階を見定めて、親

子で十分に相談し、ルールを見直すことが重要です。

　また、どのようなサイトを閲覧しているのか、ト

ラブルに巻き込まれていないかなど利用の現状を常

に把握しましょう。

スマートフォンは OS( 基本ソフト）の更新が必要。古い

OS を使っているとウィルス感染の危険性が高くなります。

通常のパソコンと同様に、コンピュータウィルスに感染

すると重大なトラブルが発生します。ウィルス対策ソフ

トを利用しましょう。

公式マーケット以外からアプリケーションをダウンロード

するのは大変危険です。特に【無料】は危険度が非常に

高く、ウィルスを含んでいたり、自動的に持ち主の個人

情報を外部に流出させる可能性があります。

ケータイ・スマホを持たせる時に必要なこと

知っていますか？インターネットトラブルの実態

ケータイ・スマホには危険がいっぱいです！

ケータイ・スマホを持たせる時に必要なことケータイ・スマホを持たせる時に必要なこと

●本部・西部：米子コンベンションセンター４階　0859-34-2648（祝日以外  8:30 ～ 17:00） 

●東部：県庁第２庁舎２階　　0857-26-7605（平日のみ  8:30 ～ 17:00） 

●中部：倉吉交流プラザ２階　0858-22-3000（平日のみ  9:00 ～ 17:30） 

鳥取県消費生活センター

ネットいじめに
悩んだら

架空・不当請求の疑問を
感じたり悩んだら

ネットを利用した
犯罪にあったら

ネットいじめに
悩んだら

警察総合相談電話 0857-27-9110（鳥取県警察本部生活安全企画課内） 

サイバー犯罪対策係 0857-23-0110（鳥取県警察本部代表番号） 

 Ｅメール　k_haiteku@pref.tottori.jp 

■　困ったときの相談窓口

24 時間いじめ相談ダイヤル　0570-0-78310 

いじめ相談メール　　　　　ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp 

いじめ１１０番　　　　　　0857-28-8718 

グループで

無料でメールの

やり取りができる

アプリが人気

なんだって！

■　用語解説

ゲームは無料でも

有料アイテムを買うと、

莫大な請求がくるよ！

知っていますか？インターネットトラブルの実態

ケータイ・スマホには危険がいっぱいです！

知っていますか？インターネットトラブルの実態

ケータイ・スマホには危険がいっぱいです！ 鳥取県教育委員会 家庭・地域教育課 社会教育担当

保護者の「責任」において与えるものです

子どもにケータイ・スマホを渡す前に
知っておきたいこと
子どもにケータイ・スマホを渡す前に
知っておきたいこと
子どもにケータイ・スマホを渡す前に
知っておきたいこと

そうなんだ！

インターネット上の

色んなゲームが無料で

楽しめるサイトがあるよ。

オンラインで対戦だ！

すぐ負けちゃった！

有料アイテムで

パワーＵＰだ！

■　高校生フォーラムより

架空・不当請求の疑問を
感じたり悩んだら

鳥取県警察

相談電話・メール

ネットを利用した
犯罪にあったら

〔毎日 24 時間〕　

一方的な請求は、支払う必要はありません。

また、連絡を求められてもしてはいけません。

友だちからメールが来たらすぐに

返さないと嫌われる

１

２

３

お問合せ　 鳥取県教育委員会　家庭 ・ 地域教育課　社会教育担当

有害情報の閲覧やアプリの利用を制限するために

フィルタリングサービスを利用！
ケータイ・スマホについて知る！

子どもたちがケータイ・スマホを安全・安心に

利用するためには、保護者やまわりの大人たちが

ケータイ・スマホ等について十分な知識を持つ

ことが必要です。

学習会・研修会に講師を派遣します。
（４月から受け付けます）

● ケータイ・インターネットの現状と課題 

● ネット社会の子どもたちの心と身体の健康 

● ネットトラブルの対処方法 　等 

家庭のルールを作る！

スマートフォンにはウィルス対策を！

　インターネット端末であるスマートフォンには、

パソコンと同様にセキュリティ対策が必要です。

セキュリティー対策３か条セキュリティー対策３か条セキュリティー対策３か条

( 例 )

その 1　OS の更新

その２　ウィルス対策ソフトの利用

その３　アプリケーションのダウンロードに注意！

ネット上のいじめ

個人情報の流出

クリック詐欺 ケータイ依存　　

【実例②】

【実例④】　

【実例①】

不正アプリをダウンロードした際に個人情

報が外部に漏れた

アダルトサイトにアクセスし、年齢認証を

したらいきなり数十万円の請求があった

動画の投稿による他への影響

【実例⑤】

バイト先での過度ないたずらを動画サイトに

投稿したことが話題となり、バイト先を倒産

に追い込んだ

【実例③】

ＳＮＳやブログで他人に中傷・

悪口を書き込まれた

生の声を聞こう！生の声を聞こう！

保護者の見守りが、
最強のフィルタリングです。

使い方、気をつけてね！

使い方、気をつけてね！

12：00

PHONE

Ｔel 0857-26-7520・Fax 0857-26-8175

お問合せ先

　特にスマートフォンは携帯電話回線と無線ＬＡＮ回線の２つ

の回線でインターネットに接続できるので、どちらの回線でも

機能するフィルタリングの設定が必要です。また、スマート

フォンは色々なアプリを使うことができるので、使わせたくな

いアプリの利用制限をするためには、アプリフィルタリングや、

機能制限（ペアレンタルコントロール）が

必要です。詳しくは

各社ショップに

ご相談ください。

携帯電話回線

無線 LAN 回線

12：00

PHONE

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

インターネットインターネット

鳥取県では

中学２年生では約３割、

高校２年生ではほぼ全員が

自分のケータイ、スマホを

持っていて、ネットで

会話してるよ。

ペアレンタルコントロール

アプリフィルタリング

ＰＴＡや地域、企業が行う

なやみ言おう

　ケータイ・スマホを買い与える

前に、まず家族でよく話し合い、

使い方のルールをつくりましょ

う。利用する時間など、子どもに

も考えさせることが大切です。

12：
00

PH
ON
E

部活の連絡はスマホを利用
しているので、持っていな
いと困る。

スマホの利用時間を削って
みると、その分、学習時間
を長く取ることができた。

自分や他人の個人情報を
無意識にネット上に載せ
るのは危険だ！

→困ったら相談窓口へ

でも、

おしゃべり感覚で短い

メールのやり取りをするから、

ことばの取り違いから誤解が生じる

ケースも多いんだ。そういった

「誤解」や返信しない「既読無視」から、

いじめにつながるケースも

あるんだって。

℡0857-26-7520　　Fax0857-26-8175　　E-Mail ： kateichiiki@pref.tottori.jp 
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しているので、持っていな
いと困る。

スマホの利用時間を削って
みると、その分、学習時間
を長く取ることができた。

自分や他人の個人情報を
無意識にネット上に載せ
るのは危険だ！

→困ったら相談窓口へ

でも、

おしゃべり感覚で短い

メールのやり取りをするから、

ことばの取り違いから誤解が生じる

ケースも多いんだ。そういった

「誤解」や返信しない「既読無視」から、

いじめにつながるケースも

あるんだって。

℡0857-26-7520　　Fax0857-26-8175　　E-Mail ： kateichiiki@pref.tottori.jp 



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. どんな講座があるの？
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Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

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

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。）
※今年度の講座は終了しました。平成26年度は4月1日より募集開始予定です。

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。

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.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. 連携講座を探すには？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. 連携講座を探すには？

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26年度は、本部では平成21年度以降、その他では平成23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。

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）

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。
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■「未来をひらく鳥取学」最新収録ビデオ・DVD一覧
4 月より県民カレッジ本部では平成21～25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23～25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）

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

ようこそ断捨離へ やましたひでこ（クラター・コンサルタント） 25－1－A

科目：健康・生活

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

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

認知症を生きる・老いを生きる 矢崎タミコ（ヒューマンケア「モモの家」施設長） 25－2－B

科目：教育・福祉

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

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

地域と子どもの未来を創造
～ウォーキングによる地域活性化～ 岸田　寛昭（NPO法人未来理事長） 25－2－A

ウエカツ水産の「あなたの魚食力がニッポンを救う!」 上田　勝彦（水産庁研究指導課情報技術企画官、Re-FISH代表） 25－4－B

科目：産　業

※ このマークの講座はトリピー放送局
で配信しています。
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タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

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

世界とつながる鳥取県 平井　伸治（とっとり県民カレッジ学長、鳥取県知事） 25－2－C

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

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

ふるさとの風景が語りかけるもの
～森・里・海、水の連環とエコツーリズム～ 石村　隆男（NPO法人大山王国理事長

エコツーリズム国際大会2013in鳥取実行委員会副会長） 25－1－B

地震の揺れって何だろう？
―しくみを知って正しく備える― 香川　敬生（鳥取大学大学院工学研究科教授） 25－4－C

動物行動学からみた動物とヒト
～人間理解や社会貢献にどう役立つのか 小林　朋道（鳥取環境大学環境学部教授・副学部長） 25－4－A

科目：国際化

科目：自然・環境

タ　　　イ　　　ト　　　ル 講　　　師　　　名 ビデオ番号

“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

「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

鳥取発！赤ちゃん登校日
～“赤ちゃん力”が日本を変える～ トリピー042 1

ちょっと待って、ケータイ2（子ども向け）
ケータイに潜む危険2（保護者向け） トリピー043 1

【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るものがあります。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。

トリピー放送局配信番組マーク
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収録ビデオ・DVD一覧


