
第５３回「教育・文化週間」関連行事
63

鳥取県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

鳥取市 ① 郷土文化講演会　「伊良子清白」
郷土関係文学者「伊良子清白」の情報発信を行い、郷土理解を深めま
す。

11月5日 鳥取県立図書館 鳥取県立図書館 無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取市 ①
特別資料展「伊良子清白」
（「文字・活字文化の日」記念事
業）

県立図書館で新たに収集した資料を中心に展示し、伊良子清白の作品・
生涯を紹介します。

10月22日～11月27
日

鳥取県立図書館 鳥取県立図書館 無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取市 ③
【アートシアター】アンディ・ウォー
ホル

テレビ番組のインタビューや新聞記事、おびただしい数の作品、近親者の
証言等から、アメリカ・ポップアートの旗手、アンディ・ウォーホルを紹介す
るビデオ映像を上映します。

10月22日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取市 ①
【スペシャルトークセッション】「地
域に開かれた美術館　金沢21世
紀美術館の活動」

金沢21世紀美術館　館長　秋元 雄史氏をお迎えし、お話を伺います。 10月29日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取市 ③
【スペシャルアートシアター】ハー
ブ＆ドロシー～アートの森の小さ
な巨人～

ニューヨークで少しずつ現代アートをコレクションしてきたおしどり夫婦の
足跡をたどる感動のドキュメンタリーを上映します。

11月5日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取市 ①
講演会「幕末の鳥取藩－長州征
討と因州兵－」

幕末期、二度にわたる長州征討に幕府側として兵を進めた鳥取藩の動向
について紹介します。

11月6日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取市 ③
企画展「シリーズ　鳥取の表現者
File.03　大久保英治＿あるくことか
らはじまる」

歩くことをきっかけにしてさまざまな表現を展開してきた大久保英治の仕
事を、会場で制作する新作を交え紹介します。

公開制作期間
11月16日～12月1日

展示公開期間
12月3日～25日

鳥取県立博物館 鳥取県立博物館
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取市 ① 本のリサイクル市 家庭で不要になった本を市民に無料で提供します。 11月5日，6日
鳥取市立中央図書
館

鳥取市立中央図書館 無料
鳥取市立中央図書館
0857-27-5182

鳥取市 ① おはなし会 ボランティアグル－プによるおはなし会を開催します。 11月5日
鳥取市立中央図書
館

鳥取市立中央図書館 無料
鳥取市立中央図書館
0857-27-5182

鳥取市 ① おはなし会 図書館員によるおはなし会を開催します。 11月6日
鳥取市立中央図書
館

鳥取市立中央図書館 無料
鳥取市立中央図書館
0857-27-5182

鳥取市 ③ 第４回放哉を書く ４回目の全国公募書道展を開催します。 11月3日～6日
県立博物館
中電ふれあいホー
ル他

放哉の会
新日本海新聞社

無料
放哉の会事務局
0857-21-2526

鳥取市 ③ 谷口ジロ-原画展 本市出身の世界的漫画家である谷口ジロ-氏の原画展を開催します。 11月6日～20日 ギャラリー　　そら 文化芸術推進課 無料
鳥取市文化芸術推進課
0857-20-3226

鳥取市 ③ 「父の暦」ドラマリーディング
谷口ジロ―自らが鳥取を舞台に描いた代表作「父の暦」による朗読劇を
上演します。

11月13日 鳥取市民会館 文化芸術推進課 無料
鳥取市文化芸術推進課
0857-20-3226

週間からは外れ
ます

鳥取市 ①
展覧会「因州兵の戊辰戦争-いくさ
と弔いの明治維新-」

因州藩の戊辰戦争についての展覧会です。従来顧みられなかった下級
藩兵等の視点から戊辰戦争を紹介します。

9月10日～10月30日
鳥取市歴史博物館
特別展示室

鳥取市文化財団
鳥取市歴史博物館

http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/

要入館料、毎週
月曜日休館（月
曜が祝日の場合
は開館し、翌日休
館）
開館時間9：00～
17：00（入館は
16：30まで）
ただし、10月30日
は18：00まで開館
（入館は17：30ま
で）

鳥取市 ①
展覧会「因州兵の戊辰戦争-いくさ
と弔いの明治維新-」関連イベント
因州兵士のお墓参り

鳥取市内の6寺を訪れ、戊辰戦争で戦死した因州兵のお墓をお参りしま
す。

10月22日 鳥取市内 鳥取市歴史博物館 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/

要予約、定員10
名
集合場所鳥取市
歴史博物館
参加料は無料だ
が、100円バス「く
る梨」乗車料金が
必要

鳥取市 ①
展覧会「因州兵の戊辰戦争-いくさ
と弔いの明治維新-」関連イベント
因州兵士を語る座談会

当展覧会を担当した3名の学芸員が、調査での新発見や裏話を自由に語
り合います。

10月30日
鳥取市歴史博物館
研修室

鳥取市歴史博物館 無料 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/
予約不要、定員
60名

鳥取市 ①
テーマ講座～テーマで知る鳥取～
戦国武将-吉川経家-

特定のテーマから鳥取について理解を深める講座です。今回は戦国武将
の吉川経家に関係するテーマです。

10月23日
鳥取市歴史博物館
研修室

鳥取市歴史博物館 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/ 要入館料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鳥取市 ①
資料をよむ～資料を紐解いて知る
郷土の歴史～
Ⅰ近世資料を読む

戊辰戦争に関する因州藩の文書を読み、戊辰戦争における因州藩の動
きをたどります。

10月29日
鳥取市歴史博物館
研修室

鳥取市歴史博物館 無料 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/

要予約、定員15
名
全3回（他の実施
日は10月1日、10
月15日）

鳥取市 ①
資料をよむ～資料を紐解いて知る
郷土の歴史～
Ⅱ中世資料を読む

館蔵品の中世資料をつかって因幡国の中世史について考えます。 11月5日, 13日
鳥取市歴史博物館
研修室

鳥取市歴史博物館 無料 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/

要予約、定員15
名
全3回（他の実施
日は11月23日）

鳥取市 ①
歴史散策
Ⅲ水道遺構・水道谷を歩く

鳥取市内に残された水道関係施設を散策し、地域の水道の歴史をたどり
ます。

11月12日 鳥取市内 鳥取市歴史博物館 無料 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/
要予約
集合場所鳥取市
歴史博物館

鳥取市 ①
第13回鳥取県児童生徒地域地図
発表作品展

児童・生徒の皆さんが地域をテーマに作った地図を展示します。
11月5日

～
11月13日

鳥取市歴史博物館
特別展示室

鳥取県地域社会研究会、鳥
取県小学校教育研究会社会
部会、鳥取県中学校教育研
究会社会科学部会、鳥取県
高等学校文化連盟郷土研究
専門部

無料 http://www.tbz.or.jp/yamabikokan/ 日程は予定

鳥取市 ③
仁風閣フォトコンテスト2011展示・
審査

仁風閣の魅力を、より広く県民のみなさんに知っていただくことを目的とし
て、今年もフォトコンテストを開催します。審査：来館者による投票・審査員
による審査の後、応募作品の中から入賞作品を決定します。

10月15日～11月27
日

仁風閣2階陳列所 仁風閣 http://www.tbz.or.jp/jinpuukaku/

鳥取市 ③ 律令制と地方のくにぐに
地方における律令制の導入から普及への過程を文字資料や出土遺物や
遺構などを通して紹介します。

9月17日～10月30日 因幡万葉歴史館
因幡万葉歴史館
財団法人　鳥取市文化財団

http://www.tbz.or.jp/inaba-manyou/

鳥取市 ③
～江戸の華・稲嶺とその時代～
渡辺美術館優品展

鳥取藩関連の資料をはじめ3万点を越す古美術を収蔵する渡辺美術館
の資料のなかから選りすぐった優品を展示します。

10月1日～11月6日
鳥取市あおや郷土
館

鳥取市あおや郷土館・財団
法人 鳥取市文化財団

無料 http://www.tbz.or.jp/kyoudokan/

鳥取市 ①
平成23年度
青谷上寺地遺跡展示館 講演会

「青谷上寺地遺跡と吉野ヶ里遺跡」(仮)
青谷上寺地遺跡をより深く知るために、青谷上寺地遺跡と吉野ヶ里遺跡
の関連を探ります。

10月23日
鳥取市役所
青谷町総合支所

青谷上寺地遺跡展示館 無料 http://www.tbz.or.jp/kamijichi/

鳥取市 ①
青谷ようこそまつり「ミニ石庖丁作
りにチャレンジ」

青谷ようこそまつり関連企画。粘板岩を使用してミニ石庖丁を作ります。 10月29日, 30日
青谷上寺地遺跡展
示館

青谷上寺地遺跡展示館 無料 http://www.tbz.or.jp/kamijichi/

鳥取市 ①
青谷ようこそまつり「展示館で魚つ
り」

青谷ようこそまつり関連企画です。遺跡でみつかった骨や貝殻を参考に
作られた、魚などの写真パネルをつって魚博士になりましょう。

10月29日, 30日
青谷上寺地遺跡展
示館

青谷上寺地遺跡展示館 無料 http://www.tbz.or.jp/kamijichi/

鳥取市 ② ようこそ書道コンクール
鳥取県内、池田市の小中高生の書道コンクール入選作品の表彰と展示
を行います。

10月29日～11月6日 あおや和紙工房 鳥取市青谷町総合支所 無料 http://www.tbz.or.jp/aoya-washi/

鳥取市 ③
「昭和の映画ポスター展＜Ⅲ期
＞」

あおや郷土館の収蔵する映画ポスター群のうち、1960年代～1970年代の
邦画を中心にⅢ期に分けて展示します。そのⅢ期目です。

10月2日～11月13日
城下町とっとり交流
館
高砂屋

あおや郷土館・高砂屋共催 無料 http://www.tbz.or.jp/takasagoya/

鳥取市 ①
重要文化財旧美歎水源地水道施
設　一般公開

現在修理事業に着手している重要文化財旧美歎水源地水道施設を公開
します。

10月22日
重要文化財旧美歎
水源地水道施設
（鳥取市国府町）

鳥取市教育委員会 無料 http://www.city.tottori.lg.jp/

鳥取市 ①
平成23年度鳥取大学公開講座
とっとり県民カレッジ連携講座「テ
ニス教室」

　市民一般の方を対象に、生涯スポーツの一環として硬式テニスを取り上
げ実施指導をとおして硬式テニスの技術を高めると共に、運動不足に陥
りやすい人達の健康増進の一助けが目的です。また、老若男女が一緒に
楽しめるスポーツとして硬式テニスを開催します。

9月25日,
10月2日,

9日,16日,23日,30日,
11月3日

鳥取大学
テニスコート

国立大学法人
鳥取大学

http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?menuid=1846

【申込期間】
平成23年6月24
日～8月19日
※申込期間は終
了致しました。

鳥取市 ① とっとり駅南教室
大学の教員が、一般市民の方に肩の凝らない身近な話題を取り上げて
講話を行うほか、講話終了後には鳥取サテライトオフィスで講師と気軽に
おしゃべりをする事もできます。

毎月第１土曜日
11月5日(土）

鳥取市立中央図書
館・鳥取大学サテラ
イトオフィス

国立大学法人
鳥取大学

無料 http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?menuid=1492 申し込み不要

鳥取市 ③
鳥取環境大学
第１１回環謝祭

今年度は「参加者全員が『夢』のような時を過ごしてほしい」との思いから
テーマを『夢』とし、『夢』に関連したイベント・展示等や、本学の特徴である
環境に関連した楽しい大学祭を開催します。

10月22日, 23日 鳥取環境大学 大学祭実行委員会 無料 http://www.kankyo-u.ac.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鳥取市 ②
鳥取環境大学公開講座２０１１「グ
ローバル社会で必要とされる英語
力」

『英語が使える日本人の育成－その問題点と展望』　日本の英語教育の
実情と問題点について説明し、グローバル社会で本当に必要とされる英
語力について検討する。

10月1日
鳥取県立図書館２
階・大研修室

鳥取環境大学 無料 http://www.kankyo-u.ac.jp/visitors/extension/course/course2011/

鳥取市 ②
鳥取環境大学公開講座２０１１「大
気と地表・地下の循環する『水』の
話」

『植物を育てて大気汚染を知る』　植物の大気汚染感受性について説明
し、その応用として、植物の反応から大気汚染状況を調べる試みについ
て紹介する。

11月19日
とりぎん文化会館第
４会議室

鳥取環境大学 無料 http://www.kankyo-u.ac.jp/visitors/extension/course/course2011/

鳥取市 ①
ひとはくジオキャラバン
おもれー山陰海岸ジオパーク

ひとはくは山陰海岸ジオパークを支援しています。2011年度は、山陰海岸
ジオパーク内の拠点施設６ヶ所で、ジオパークをもっと良く知るための展
示やセミナー・イベント等体験プログラムを展開します。（開催期間：7/16
～3/11）

10月29日(土)～11月
20日(日)

湖山池情報プラザ
（鳥取県鳥取市）

県立人と自然の博物館、山
陰海岸ジオパーク推進協議
会

無料 TEL:0857-31-2900

米子市 ③ 第６７回米子市秋の文化祭 文化団体による作品の発表等を行います。 8月21日～12月28日 市内各所
米子市教育委員会、米子市
文化協議会

http://www.city.yonago.lg.jp/10432.htm

米子市 ③
上淀廃寺の謎を究明せよ～聴い
て見て食べて学ぶ古代史～

シンポジュウム・コンサート・エクスカーションを行います。 10月29日, 30日
淀江文化センター、
他

米子市、米子市教育委員会、
財団法人米子市教育文化事
業団、株式会社白鳳

米子市淀江文化センター
TEL0859-39-4050　FAX0859-39-4051

米子市 ① 図書館まつり
寄贈本や保存期間の過ぎた雑誌などを持ち帰っていただく本の市や、お
はなし会、絵本づくりなどをを行います。

11月5日, 6日 米子市立図書館 米子市立図書館 無料 http://www.yonago-toshokan.jp/

米子市 ③ 米子高専高専祭 学生の研究・課外活動の成果の発表です 11月3日, 4日
米子工業高等専門
学校

米子高専学生会 無料 学生課学生係　　０８５９-24-5023

米子市 ③ 米子高専文化セミナー
米子高専文化セミナーは、身近な疑問から最先端技術に至るまで、様々
な課題をテーマとした講演を年4回ずつ開催しております。

10月22日
11月26日

米子市公会堂２階
集会室

米子高専図書館情報セン
ター

無料
図書館
0859-24-5028

米子市 ①

鳥取大学サイエンスアカデミー
inYonago
「大山・日野川・中海学協会セミ
ナー」

鳥取大学の教員が行っている研究や、今日話題となっている事柄を取り
上げ紹介する「サイエンスアカデミー」のうち、10月～11月を「大山・日野
川・中海学協会セミナー」シリーズとして開催します。

10月8日, 22日,11月
12日,26日

鳥取大学医学部旧
保健学科棟323講
義室

国立大学法人
鳥取大学

無料 http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?menuid=1177 申し込み不要

米子市 ②④
錦祭
（医学部学園祭）

医学展示、コンサート、ショー 11月4日,5日,6日
鳥取大学
(米子キャンパス）

医学部
学生会

http://nishikisai2011.jimdo.com

米子市 ②
鳥取環境大学公開講座２０１１「グ
ローバル社会で必要とされる英語
力」

『英語が使える日本人の育成－その問題点と展望』　日本の英語教育の
実情と問題点について説明し、グローバル社会で本当に必要とされる英
語力について検討する。

10月8日
今井書店「本の学
校」２階・多目的
ホール

鳥取環境大学 無料 http://www.kankyo-u.ac.jp/visitors/extension/course/course2011/

米子市 ②
鳥取環境大学公開講座２０１１「大
気と地表・地下の循環する『水』の
話」

『植物を育てて大気汚染を知る』　植物の大気汚染感受性について説明
し、その応用として、植物の反応から大気汚染状況を調べる試みについ
て紹介する。

11月12日
今井書店「本の学
校」２階多目的ホー
ル

鳥取環境大学 無料 http://www.kankyo-u.ac.jp/visitors/extension/course/course2011/

米子市 ③ 米子茶道連盟寺町茶会
２０年以上の恒例行事で市民に親しまれている茶会。寺町周辺の各寺に
て６流派で開催します。

11月3日 米子市寺町 米子市茶道連盟 米子市役所内茶道連盟 0859-33-7336

倉吉市 ① 文化財めぐり 倉吉文化財協会「秋の文化財めぐり」を行います。 11月上旬 松江市 倉吉文化財協会
倉吉市教育委員会事務局文化財課
0858-22-4419

倉吉市 ① 2011住まい・職人の技ｉｎくらよし 伝統建築技術の体験型イベントを行います。 11月20日, 21日
倉吉淀屋（東岩倉
町）

住まい・職人の技ｉｎくらよし実
行委員会

倉吉市教育委員会事務局文化財課
0858-22-4419

倉吉市 ① 倉吉市生涯学習講座 打吹玉川人物伝（第４回）を開催します。 11月5日 倉吉交流プラザ 倉吉市教育委員会
倉吉市教育委員会事務局生涯学習課
0858-22-8167

境港市 ③ 第45回境港菊花展
市の花である「菊」を市民に鑑賞していただくため、市民に作品を出品して
いただき、展覧会を開催します。

10月28日～11月3日 境港市民会館 境港市 無料
境港市教育委員会事務局生涯学習課
0859-47-1093

岩美町 ①
ひとはくジオキャラバン
おもれー山陰海岸ジオパーク

ひとはくは山陰海岸ジオパークを支援しています。2011年度は、山陰海岸
ジオパーク内の拠点施設６ヶ所で、ジオパークをもっと良く知るための展
示やセミナー・イベント等体験プログラムを展開します。（開催期間：7/16
～3/11）

10月1日(土)～23日
(日)

岩美町立渚交流館
（鳥取県岩美町）

県立人と自然の博物館、山
陰海岸ジオパーク推進協議
会

無料 TEL:0857-73-0118

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

鳥取県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

若桜町 ③ 新川健一郎立体墨彩拓本展
墨と絵の具を併用し、立体的にも表現する新技法による、立体墨彩拓本
の企画展示を行います。

10月8日～11月6日 たくみの館 若桜町教育委員会 無料 http://www.town.wakasa.tottori.jp/

湯梨浜町 ③
ゆりはまキッズハロウィンパー
ティー

保育園児・小学生・中学生を対象に、英語のゲーム、トリック・オア・トリー
ト、食事、仮装コンテストなどを行います。

10月31日 水明荘 国民宿舎　水明荘
国民宿舎水明荘
0858-32-0411

湯梨浜町 ② 教育講演会
保育所（園）、幼稚園、小・中学校の保護者の皆さんや住民、教育関係者
を対象とした教育講演会を実施します。

11月11日 アロハホール 教育総務課 無料
湯梨浜町教育委員会事務教育総務課
0858-35－5364

湯梨浜町 ① 湯梨浜芸能大会
芸術文化の向上を推進するとともに、町民相互の理解と親睦を深めるた
め、出演団体による芸能大会を行います。

11月27日 アロハホール 中央公民館 無料
中央公民館
0858-32-1116

琴浦町 ③ 第7回琴浦町文化祭 町民・文化団体の写真・絵画等の作品展示を行います。 10月29日～31日 琴浦町総合体育館 琴浦町教育委員会 無料
琴浦町教育委員会社会教育課
0858-52-1161

琴浦町 ① 琴浦町女性のつどい 環境問題と男女共同参画について学び資質の向上を図ります。 11月3日
琴浦町生涯学習セ
ンター

琴浦町女性団体連絡協議会 無料
琴浦町教育委員会社会教育課
0858-52-1161

日吉津村 ③ ふれあいフェスタ 展示、発表、即売を行います。 11月5日，6日
日吉津村農業者ト
レーニングセンター

ふれあいフェスタ2011ひえづ
実行委員会

無料
日吉津村教育委員会
0859-27-5956

大山町 ③ 重要文化財門脇家住宅一般公開 重要文化財門脇家住宅を一般に公開します。 10月29日～11月3日 門脇家住宅 保存協力会 0859-53-3608

日南町 ③ にちなんふる里まつり 広く町民から書画、陶芸、写真、手芸作品などを募り展示します。 10月22日～23日
日南町役場/日南
町総合文化セン
ター

にちなんふる里まつり実行委
員会

無料
日南町教育委員会
0859-82-1118

江府町 ① 江府町文化祭 絵画・写真等展示・音楽芸能発表会・特産品販売他を開催します。 10月29日～11月6日
江府町防災情報セ
ンター

江府町教育委員会 無料
江府町教育委員会事務局社会教育室
0859-75-2005

各市町 ①
「ガイナーレ鳥取と一緒に本を読も
う！」キャンペーン

ガイナーレ鳥取の選手のおすすめ本のパンフレットを作成し、県内の各図
書館を通じて配布する。あわせて各図書館内で本の展示やガイナーレ鳥
取のパネル展示等を行います。

読書週間（10月27日
～11月9日）前後

鳥取県立図書館
県内の各図書館

鳥取県立図書館 無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取市及
び米子市

①②
公開授業講座(平成２３年度後期）

社会貢献活動の一環として、地域の方々に学習の機会を広く提供すると
ともに、地域社会との連携を深めるため、学生向けに開設された授業科
目の一部を公開しています。(平成２３年度後期に開設される１４科目を公
開します。）

ＨＰ参照 ＨＰ参照
国立大学法人
鳥取大学

http://www.tottori-u.ac.jp/koukaijugyo

各授業科目の初
回開講日１週間
前から前日まで
受講申込受付

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


