
「体験的学習活動等休業日」の実施について 

コロナ禍で大きく制限を受けた学校教育における体験活動、社会教育における体験活動、家庭や地域

での触れ合いの機会を今後取り戻していくため、令和４年度から市立小・中・義務教育学校及び市立幼

稚園に体験的学習活動等休業日を導入しています。 

１ 体験的学習活動とは 

自分自身が実際に経験し、学ぶ活動のこと。 

（例） 

 ①生活・文化体験活動（遊び、お手伝い、スポーツ、地域行事） 

 ②自然体験活動（登山、キャンプ、星空観察、動植物観察） 

 ③社会体験活動（ボランティア活動、職場体験活動など） 

２ 体験的学習活動等休業日 

 ・昭和の日(4/29)と憲法記念日(5/3)の間の教育委員会が定める期間 

 ・文化の日(11/3)とその直前の日曜日又はその直後の土曜日の間の教育委員会が定める期間 

（鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則第7条第１項第８号） 

年度 日程  体験的学習活動等休業日 

令和４年度 4/29(金)～5/5(木) 7 連休 5/2(月) 

11/3(木)～11/6(日) 4 連休 11/4(金) 

＜今後の予定＞ 

年度 日程  体験的学習活動等休業日 

令和５年度 4/29(土)～5/7(日) 9 連休 5/1(月)、5/2(火) 

11/2(木)～11/5(日) 4連休 11/2(木) 

令和６年度 4/29(月)～5/6(日) 

※4/27(土)～5/6(日) 

8 連休 

※10連休 

4/30(火)、5/1(水)、5/2(木) 

11/1(金)～11/4(月) 4連休 11/1(金) 

３ イベント等の開催状況 

 本休業日にあわせて各種イベント等を企画しています。 

＊別添のとおり 

４ 期待される効果 

・子どもたちが家庭や地域で多様な体験活動等を行う機会が増え、子どもたちの心身の健全な発達

を促進します。 

・子どもの休みに合わせ、社会全体で年休取得の促進につながります。 

・地域、様々な社会教育団体、企業等が体験的活動につながるイベント等を組みやすくなります。 

・家庭や地域で子どもたちとふれあう機会が増え、社会全体で子どもたちを育てていく機運が醸成

されます。 
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放課後児童クラブ、鳥取市立の幼稚園の預かり保育は通常どおり開所し、

仕事を休めない保護者の方をサポートします。 



１１/３（木） ４（金） ５（土） ６（日）

日時：令和４年１１月４日（金）９時３０分～１１時３０分

（受付９時～１１時）

場所：国府町体育館

内容：ニュースポーツ体験

（モルック、ボッチャ、ディスゲッター、ラダーゲッターなど）

対象：鳥取市内在住の小学生・中学生・高校生

並びにその保護者

参加料：無料

持ち物等：運動ができる服装、体育館シューズ

≪ ≫利用方法

●事前に申込みをする。（電話での口頭申込みで可）
申込締切：１０月２８日（金）

※当日の飛び込み参加も可能ですが、人数把握のため、
可能な限り事前に申込みをお願いします。

問合先：鳥取市教育委員会事務局

生涯学習・スポーツ課スポーツ振興係

TEL：0857-30-8427

家庭や地域でのふれあいの機会に

してください。

体験的学習活動等休業日のイベント紹介

子どもたちが家庭や地域で多様な体験活動等を行う機会として本市のイベント等をご活用ください。

体験的学習活動等休業日

文化の日

鳥取市教育委員会

（４連休）

日時：令和４年１１月４日（金）

１３時～１５時

場所：鳥取市B＆G海洋センター

対象：鳥取市内在住の小学生・中学生

並びにその保護者

参加料：無料

≪ ≫利用方法

●事前に電話予約をする。
予約先：鳥取市B＆G 海洋センター

（085７-２8-５２５９）

※濡れてもよい格好・履物（ウインドブレーカー等
防寒着）、着替えを用意する。

※荒天時は中止する場合があります。

日時：令和４年１１月３日（木）、４日（金）

１０時～１５時

場所：鳥取市弓道場（１１月３日は遠的場を使用予定）

対象：小学生（５年生以上）及び中学生

受講料：無料

≪ ≫利用方法

１.事前に予約をする。

予約先：鳥取市弓道場（0857-30-7100）

電話受付平日のみ１０時～１８時

２．当日に申込書の記入をする。

※指導時間は、３０分程度
※小学生は、保護者同伴での利用とする

日時：令和４年１１月３日（木）～６日（日）

９時～１７時

場所：千代及び城北テニス場

対象：小学生及び中学生並びにその保護者

利用料：無料

≪ ≫利用方法

1.事前に予約をする。

予約先：鳥取市武道館（0857-26-8038）

2.事前予約後は当日の使用前までに申込書を提出

する。

※管理者が指定したコートを使用すること
※無料開放時間は、１グループ２時間までとする
※使用後は、コートの整備（ならし）を行うこと
※小学生は、保護者同伴での利用とする



日時：令和４年１１月３日（木）～２７日（日）

9時～17時（入館は１６時３０分まで）

場所：鳥取市あおや郷土館（0857-８５-２３５１）

内容：「大好き！」をテーマにした写真作品を展示

観覧料：無料

日時：令和４年９月１０日（土）～１２月１１日（日）

場所：鳥取市歴史博物館、仁風閣、

因幡万葉歴史館、高砂屋

内容：４施設をめぐると景品が当たるガラポンができる

参加料：無料（先着５００名）

日時：令和４年１１月４日（金）１０時３０分～１２時

場所：鳥取市立気高図書館

対象：小学校４年生以上

定員：先着６名

申込先：鳥取市立気高図書館

（TEL:0857-３７-６０３６FAX:０８５７-３７-６０３７）

日時：令和４年１１月４日（金）１０時～１２時

場所：鳥取市立中央図書館多目的ホール

対象：小学校４年生以上

定員：６名※抽選（１０月２３日締切、当選者には個別
に連絡有り）

申込先：鳥取市立中央図書館

（TEL:0857-2７-５１８２FAX:０８５７-２７-５１９２）

日時：①令和４年１０月２２日（土）～１１月２７日（日）
②令和４年１１月３日（木）～１２月１１日（日）
９時～１７時（入館は１６時３０分まで）

場所：①仁風閣（TEL:0857-2６-３５９５）
②鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
（TEL:0857-2３-２１４０）

内容：大正時代の大水害から復興した国指定重要文化

財「旧美歎水源地水道施設」を紹介

観覧料：無料（入館料は必要）

日時：令和４年１１月４日（金）９時～１２時

場所：国府町体育館・

内容：バウンスボールをゲーム方式で体験する。

１チーム３人でプレー（保護者を含む３人以上で

申込む）

対象：市内在住の小学生（３年生以上）・中学生並びに

その保護者

持ち物等：運動ができる服装、体育館シューズ

参加料：無料

≪ ≫利用方法

●事前に申込みをする。
※申込書および詳細はこちら
問合先：東部地区バウンスボール協会会長

TEL:0９０-４６９０-６９２５（轟義友）

日時：令和４年１１月３日（木）～１２月１１日（日）

9時～1７時

場所：鳥取市歴史博物館（やまびこ館）１階特別展示室

内容：令和３年度に新規指定された鳥取県指定文化財

を紹介

観覧料：無料 （TEL:0857-2３-２１４０）

日時：令和４年１１月６日（日）１４時～１５時

場所：仁風閣１階（TEL:0857-2６-３５９５）

内容：鳥取城表門復元の裏話や現在着手に向けて

準備中の櫓門のプロジェクトについて、現場

監督がたくさんの写真とともに報告

対象：一般（当日先着３０名）

参加料：無料（入館料は必要）

日時：令和４年１１月３日（木・祝）～１１月６日（日）

１５時～15時4０分

場所：さじアストロパーク・佐治天文台会議室

内容：皆既月食が起こる仕組みや観察方法を学ぶ。

参加料：一般（高校生以上）３00円（入館料として）

小中学生無料

≪ ≫利用方法

●事前に予約をする。
予約先：さじアストロパーク（0858-89-1011）



本休業日にかかわる本市のイベント等について追加でご紹介します。

子どもたちが家庭や地域で多様な体験活動等を行う機会としてぜひご活用ください。

１１/３（木） ４（金） ５（土） ６（日）

日時：令和４年１１月６日（日）

９時３０分～１２時３０分

場所：鳥取砂丘ビジターセンター

対象：小学生～大人（中学生以下保護者同伴）

定員：１０組（先着順・要予約１組５名まで）

持ち物：筆記用具、水筒、帽子、タオル、雨がっぱ、

長靴、カメラ

参加費：無料

≪ ≫利用方法

●事前に予約をする。
※１０月８日より、ホームページか電話で受付開始
予約先：鳥取砂丘ビジターセンター

TEL：0857-22-0021９時～１７時

日時：令和４年１１月６日（日）

10時～16時３０分

場所：とりぎん文化会館

小ホール・フリースペース・展示室

内容：鳥取県東部・兵庫県北但西部の各地域に伝わる

麒麟獅子が一堂に会するイベント。（麒麟獅子舞

についてのパネルディスカッションや舞の披露、

輪投げやヨーヨーなどのこども縁日、マルシェ）

入場料：無料

問合先：鳥取市役所本庁舎文化交流課（３４番窓口）

TEL：0857-30-8021

実行委員会事務局

TEL：090-3375-0191（山本）

家庭や地域での

ふれあいの機会にご活用ください。

体験的学習活動等休業日のイベント紹介 Part２

体験的学習活動等休業日

文化の日

鳥取市教育委員会

（４連休）

日時：令和４年１１月５日（土）・６日（日）

10時～12時

場所：鳥取砂丘ビジターセンター屋外休憩スペース

（集合・受付９時３０分～９時４５分）

内容：鳥取砂丘というジオパークフィールドの中で

砂丘について学び、大自然を活かした遊びを

満喫して、新たな再発見ができる体験をする。

対象：小学生と保護者（必ず保護者同伴）

持ち物等：運動ができる服装、運動靴、飲み物など

参加料：一人あたり500円（事前申し込みが必要）

問合先：株式会社Castingnet

TEL：0857-30-1991（担当：前田）

※砂丘会館食堂で使える
食事券のプレゼントあり！

日時：令和４年７月２２日（金）～１１月３０日（水）

内容：４ヵ所のスタンプ設置場所でスタンプを押印して

応募すると、Nintendo Switchや鳥取県の特産

品が当たる。

※期間中お一人様何回でも応募できます！
≪スタンプ設置場所≫
①道の駅「神話の里白うさぎ」
(※台紙が置いてあります。)

②白兎の丘
③気多ノ前遊歩道東屋
④白兎神社
問合先：NPO法人鳥取県地域観光推進研究所

TEL：0857-30-6412



６日（日）
のみ

５日（土）
のみ

日時：令和４年１１月５日（土）・６日（日）８時～１４時３０分（雨天決行）

場所・問合先：安蔵森林公園

TEL：0857-56-0888

令和４年１１月５日（土）のみ１１時集合

内容：ピザづくり体験

対象：小学生以上の親子（孫・甥・姪の関係も可）

定員：２０名

参加費：１名１,０００円

（ガイド代、ピザ代、保険代、小冊子代）

≪ ≫利用方法

●事前にメールにて①～④を明記して申込をする。
①代表者の氏名・フリガナ
②生年月日
③住所・昼間連絡が取れる電話番号
④同伴者名（全員分の氏名・フリガナ・生年月日）
【メールアドレス】info@azo-forestpark.com

※申込締切：１０月２５日必着

令和４年１１月６日（日）のみ

１回目：9時集合

２回目：１２時集合

対象：小学生以上で２時間程度森の中を歩ける方

定員：各回１０名

※事前申込・参加費が必要
※詳しくは問合先（安蔵森林公園）にお問合せ
ください。

野菜等の販売

５日（土）１００名

６日（日）２００名

ブランド「スノーピーク」の
テント体験

ジンギスカン等

６日（日）のみ

６日（日）のみ

日時：令和４年１１月３日（木）１０時～１５時

場所：鳥取市国府町「万葉の館」

問合先：万葉グルメウォーキング大会実行委員会

TEL：0857-26-2844

親子で

そばつくり

（５００円）

人力車

乗車体験

（５００円）

ダーツで

的あて

似顔絵

コーナー

（１,０００円）

キッチンカーの

マルシェ
ホールインワン
ゲーム

５色百人一首
万葉かるた
大会
（小学生）


