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都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

鳥取県 倉吉市 ① ふるさと再発見　令和ウオーク
令和改元にちなんで、光格天皇のご生母大江磐代君ゆかりの地や、鳥取県中部地震で
被災した鳥取藩家老荒尾家墓所などをめぐります。

11月2日 倉吉市内現地
倉吉ライオンズクラブ
倉吉市教育委員会

http//kurayoshi-lions.jp
倉吉市教育委員会文化財課
0858-22-4419

鳥取県 倉吉市 ③ 大坂弘道・福留章太作品展
倉吉市出身の重要無形文化財「木工芸」保持者である大坂弘道と、国画会会員で鳥取県
の近代芸術文化運動を展開した「砂丘社」メンバーの洋画家・福留章太の所蔵作品展で

10月2日～11月4日 倉吉博物館 倉吉博物館
https://www1.city.kurayoshi.lg.jp/hakubuts
u/

倉吉博物館
0858-22-4409

鳥取県 倉吉市 ①
令和元年度倉吉市生涯学習講
座

「ことばの魅力に迫る」をテーマに9月から11月にかけ5回シリーズで開催する講座。本講
座は第4回目にあたり、「ひとつのことば　手話言語」と題して伝達手段としてのことばのひ
とつである「手話」を取り上げます。

10月27日
倉吉交流プラザ
視聴覚ホール

倉吉市教育委員会
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/di
v/kyouiku/gakushu/1/a100/

倉吉市教育委員会
事務局生涯学習課
0858-22-8167

鳥取県 倉吉市 ①
令和元年度倉吉市生涯学習講
座

「ことばの魅力に迫る」をテーマに9月から11月にかけ5回シリーズで開催する講座。本講
座は第５回目にあたり、「知の拠点　図書館」と題してことばの中でも文字・書籍を扱う図
書館の使命や役割について紹介します。

11月9日
倉吉交流プラザ
視聴覚ホール

倉吉市教育委員会
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/di
v/kyouiku/gakushu/1/a100/

倉吉市教育委員会
事務局生涯学習課
0858-22-8167

鳥取県 鳥取市 ①
講演「面接を通して“心のありよ
う”を探し求める」

　昨年度開催した「心豊かに生きるためにーメンタルヘルスの視点からー」の第2回目とし
て2名の講師（精神科医、臨床心理士）による講演、演習を行います。
今回は、人との関係性に焦点を当てた内容が予定されています。

10月20日
とりぎん文化会館
2階第4会議室

放送大学 無料 https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tottori/
鳥取学習センター
0857-37-2351

鳥取県 鳥取市 ①
演習「こころとからだに耳を澄ま
す」

　昨年度開催した「心豊かに生きるためにーメンタルヘルスの視点からー」の第2回目とし
て2名の講師（精神科医、臨床心理士）による講演、演習を行います。
今回は、人との関係性に焦点を当てた内容が予定されています。

10月20日
とりぎん文化会館
2階第4会議室

放送大学 無料 https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tottori/
鳥取学習センター
0857-37-2351

鳥取県 鳥取市 ①,②,③
全国大学ビブリオバトル2019鳥
取地区決戦（中国Eブロック）

　ビブリオバトルは発表者が面白いと思う本を持ち寄り紹介し、投票により皆が一番読み
たくなった本（チャンプ本）を決める書評ゲームで、鳥取地区決戦は全国大学ビブリオバト
ル2019の鳥取県大会となります。県内の各予選を勝ち抜いた発表者でビブリオバトルを
実施し、12月22日に開催される首都決戦への代表を選出します。

11月9日または10日 鳥取大学附属図書館 鳥取県大学図書館等協議会 無料

【鳥取大学附属図書館HP】
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/
【鳥取地区決戦（中国Eブロック）情報】
http://zenkoku.bibliobattle.jp/zone_yosen/
chugoku_e
【全国大学ビブリオバトル2019～首都決戦
～公式HP】

鳥取大学附属図書館
0857-31-5673
ac-gakuju@ml.adm.tottori-
u.ac.jp

※一般観覧可。
※大会規定上、発表
者は大学生・大学院
生、大学生相当年齢
の高専生・専門学生
のみ参加が可能。

鳥取県 鳥取市 ①
「鳥取大学サイエンス・アカデ
ミー」

地域住民の皆様を対象に、鳥取大学の教員が行っている研究や、日頃疑問に思っている
ことなどを中心に、自然科学、技術、環境、地域社会に関する今日的問題について紹介し
ます。

10/26,11/9 鳥取県立図書館 国立大学法人鳥取大学 無料 https://www.core.tottori-u.ac.jp/
鳥取大学研究推進部
地域価値創造研究教育機構
企画管理室 0857-31-6777

開催日程、会場は変
更となる可能性あり

鳥取県 鳥取市 ①、④ ミニ砂漠博物館の休日公開
乾燥地のプロセス及び乾燥地農業・緑化技術の紹介、現地調査などで収集した資料、標
本などを休日（土・日・祝日）に市民へ無料公開しています。

土日・祝
日

鳥取大学乾燥地研究センター 同左 無料
http://www.alrc.tottori-
u.ac.jp/japanese/index.html

鳥取大学乾燥地
研究センター 
0857-23-3411

鳥取県 南部町
①、②、
③

10月・11月は「南部町教育月間」

南部町では未来を担う人材育成を行うために、学校・家庭・地域・関係機関が一丸となっ
て南部町教育の充実や発展に取り組むため「教育の日条例」を定め、11月1日を「南部町
教育の日」、10月・11月を「南部町教育月間」とし、町内の小中学校をはじめ、地域や保育
園・こども園でイベントを実施します。10月13日は「第12回南部町教育の集い」や、「ほっ
と・ハートコンサート」、「生涯学習作品展」、町内小中学校での学習発表会、文化祭、人
権教育参観日など地域住民が教育、文化に触れるイベントを実施します。

10、11月 町内各施設
南部町教育委員会、町内の各園・
小中学校、教育関係機関など

無料 http://www.town.nanbu.tottori.jp/
南部町教育委員会事務局
総務・学校教育課
0859-64-3787

鳥取県 日南町 ①
日南町生涯学習講座
にちなん町民大学「心の笑顔」

不登校やひきこもり傾向のある青少年の支援を行っている講師を招いて、青少年の育成
について講演を行っていただきます。

11月6日 日南町総合文化センター
日南町教育委員会
日南町青少年育成協議会

無料
日南町教育委員会社会教育
室

鳥取県 日南町 ③
わくわく今昔ものがたり
～伝統と現代アートのコラボ～

伝統的な芸術技法を用いた現代作家による展覧会です。 11月8日～12月8日 日南町美術館 日南町美術館 無料
http://culture.town.nichinan.tottori.jp/bijyu
tukan/bijyutukan.top.html.htm

日南町美術館
0859-77-1113

鳥取県 日南町 ③ にちなんふる里まつり2019 町民による文化、芸術活動の展示や郷土芸能の発表を行います。 10月26～27日 日南町総合文化センター 日南町
日南町教育委員会社会教育
室

鳥取県 日野町
①，②，
③

第10回　日野町読む読むキャン
ペーン

「日野町子どもの読書推進計画」に基づき、図書館・地域・家庭・保育所・学校が連携し
て、読書の楽しさを全町に広げようと実施している。お気に入りの本をみつける「読書マラ
ソン」。一冊の本をみんなで楽しむ「読書リレー」。おすすめの本を紹介する「ほんの木」。
本とのふれあいをテーマにした写真や川柳を募集する「本のある風景コンテスト」。以上の
４つのことにチャレンジする。

10月9日～11月20日 全町 日野町子ども読書推進委員会 無料
日野町図書館ＨＰ　
http://tosyo.town.hino.tottori.jp/

日野町図書館
0859-72-1300

鳥取県 日野町 ①，③ 図書館まつり
読書週間を含め、約10日間開催する。手作りの品を作るイベントや、俳句教室等の講座、
古雑誌お持ち帰りコーナーを開催し、より多くの方に図書館に来館していいただき、親し
んでもらう機会とする。

11月上旬～中旬 日野町図書館 日野町図書館 無料
日野町図書館ＨＰ　
http://tosyo.town.hino.tottori.jp/

日野町図書館
0859-72-1300

鳥取県 日野町 ①，③

第18回日野町民ミュージカル
「ひのタウンのホスピタル　　　　　
　　　　　　～とてもたいせつなも
の～」

平成14年県で開催された国民文化祭における「わらべミュージカル光明寺の河童」の上
演を契機に、町に伝わる伝承や自然、文化財を素材として劇化した町民らによる手作りの
ミュージカル。異年齢の児童生徒や地域の住民が半年間の厳しい練習を経てその成果を
発表する。出演者と観衆が一体となる感動のステージ。ミュージカルを通して、地域の文
化振興と郷土愛を育む。

11月10日
日野町文化センター・ホール森
の音楽隊

日野町民ミュージカル実行委員会

日野町文化センター内
日野町民ミュージカル
実行委員会事務局
電話　0859-72-1300

鳥取県 北栄町 ①③ 北栄文化回廊
町内の文化を総合的、重層的に発信し回遊できる催しです。各施設で美術展、みらい伝
承館企画展、図書館まつり、北条ふるさとまつり等を開催します。

11月3日～15日 町内各社会教育施設等 北栄町教育委員会
北栄町教育委員会
0858-37-5871

鳥取県 三朝町 ① 三朝町駅伝競走大会 町内外から参加者を募り、8人のチームで三朝町内を駅伝する。 11月3日 町内 三朝町教育委員会 無料 三朝町教育委員会

鳥取県 三朝町 ③ 第2回三徳学講座
山岳資源や山岳信仰の江戸時代からの変遷に基づく三徳山の成り立ちについて学ぶ講
演会を開催する。

11月2日 ブランナールみささ
日本遺産三徳山三朝温泉を守る
会

無料 三朝町教育委員会

鳥取県 三朝町 ③ 三朝町芸能文化祭 町内の文化芸術活動を行う団体による発表を行う。 11月頃 町総合文化ホール 三朝町教育委員会 無料 三朝町教育委員会

鳥取県 米子市 ②、④
リケジョ-未来シンポジウム＠
Totttori

女子中高生およびその保護者を主な対象に、進路選択において多くの女子生徒が理系
に関心を持ってもらえることを目的とする公開シンポジウム。
若手理系女性研究者を中心とする講演とパネルディスカッションを行います。シンポジウ
ム終了後に、講演者を囲んで茶話会も開催します。

10月6日 米子コンベンションセンター
お茶の水女子大学
理系女性教育開発共同機構

無料 http://www-w.cf.ocha.ac.jp/cos/ ocha-cos-office@cc.oha.ac.jp 要事前申し込み

鳥取県 若桜町 ① 読書週間お話会
子ども達に本とふれあい親しみをもってもらうため、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行
います。

11月2日 わかさ生涯学習情報館 わかさ生涯学習情報館 無料
http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id
=7284

わかさ生涯学習情報館

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


