鳥取市文化財団各施設

★学芸員、スタッフ、
ボランティアガイドがご案内します。
★学校利用の場合、引率者を含め入館料は無料です。
★見学プログラムを希望される場合は、必ず事前に各施設にご連絡下さい。
★実施時期によっては、
ご希望にそえないこともありますので予めご了承下さい。
★①〜⑯以外のテーマについても可能な限り対応させていただきます。
各施設にお尋ね下さい。

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

6 樗谿公園と鳥取東照宮

場所

鳥取市歴史博物館

時間

30分〜1時間

内容

中世〜近世の鳥取のお殿さまについて解説します。江戸時代の
鳥取藩の成り立ちや藩主池田家について解説します。
また、池田
家だけでなく、室町時代の守護大名・山名氏や、天正9年鳥取城攻
めの後に因幡に入った、豊臣秀吉の時代の大名・宮部継潤、亀井
茲矩など、因幡地域各地の「お殿さま」
について対応可能です。

2 戦国時代の鳥取

場所
内容

鳥取市歴史博物館

場所

鳥取市歴史博物館・樗谿公園・鳥取東照宮（現地解説）

時間

45分〜
（45分以下の場合、東照宮・公園のどちらかになります）

内容

やまびこ館に隣接する樗谿公園と鳥取東照宮をご案内しま
す。樗谿公園には袋川で使われていた屋形船や、鳥取市の梅の
標準木があります。
また歴史的には、樗谿公園は寺院や神社の
境内地だった時代もあります。現地を歩きながらご案内します。

鳥取東照宮
（随神門）

時間

30分〜1時間程度

天正9（1581）年の鳥取城攻め（羽柴秀吉（織田方）
と吉川経家
（毛利方）
による鳥取城で戦い）の他、江戸時代以前の因幡（鳥取
県東部地域）の歴史についてご案内します。
アニメーション
「鳥取
城をめぐる世界」
をご覧いただける他、それ以外の内容や時代（亀
井茲矩、山名氏などの人物について、平安時代〜戦国時代の地域
の歴史）
など、可能な限りご要望に応じて対応いたします。

7 クイズ・オリエンテーリング（解説付き）
場所

鳥取市歴史博物館内（自由見学＋解説）

時間

45分〜1時間（例：30分自由見学、15分解説）

内容

児童のみなさんには、やまびこ館の常設展示室（特別展示室）に
関するクイズに答えながら、展示を自由に見学してもらいます。
見学終了後、問題の答えあわせをしながら、解説していきます。

8 鳥取が経験した戦争
場所

鳥取市歴史博物館

時間

30分〜１時間

内容

3 鳥取城と鳥取城下町 〜池田家と江戸時代の鳥取〜
30分〜1時間程度

場所

鳥取市歴史博物館

内容

江戸時代を中心に、鳥取藩主の居城・鳥取城と鳥取藩を支えた城
下町のなりたち、そして鳥取の中心市街地のあゆみなどについ
て、常設展示の映像をご覧いただける他、鳥取城主・池田家につ
いての解説など、近世の鳥取城、鳥取城下町に関わる内容につい
て広く対応いたします。

時間

4 昔のくらしと道具
鳥取市歴史博物館

時間

30分〜1時間

内容

江戸時代から近代、そして現代にいたる昔の生活についてご案
内します。江戸時代の生活については江戸時代終わり頃の千代
川流域の農村を描いたアニメーション
「太郎一家の農村生活」
を
ご覧いただいて学習していただけます。それ以降の時代につい
てはご要望に応じて昔の生活資料を使ったプログラムを、
ご相談
に応じて対応いたします。

場所
内容

鳥取市歴史博物館

鳥取で起こった災害、地震、
火事について、鳥取大地震
（1943）、鳥取大火（1952）
を中心にご案内します。被
害状況を写した古写真や映
像などをご覧いただき、災
害から見た、江戸時代〜現
代までの鳥取のあゆみにつ
いてもご案内いたします。

鳥取県東部は大規模な空襲被害はありませんでしたが、市民及
び県民は戦争の犠牲となり、食料や物資も不足するなど制限さ
れた生活を過ごしました。
また、鳥取県東部には鳥取市岩倉周辺
に「歩兵第四十連隊」などの歩兵連隊があり、鳥取の誇る観光地
「鳥取砂丘」はその兵士たちが訓練を行なった場所でした。そし
て、兵士たちは戦地に出征、過酷な戦場で多くの尊い命が犠牲と
なりました。
これら戦時中の鳥取及び軍隊と戦争について、当時
の写真や記録資料をもとに紹介していきます。

時間

30分〜1時間

鳥取大地震後の智頭街道

仁風閣

鳥取藩主池田家
一族の歴史

場所

仁風閣
史跡鳥取藩主
池田家墓所

14 和紙の里でつくる、

時間

1時間〜3時間

内容

国重要文化財である仁風閣はいつ、
なぜ建てられたのか、その歴
史をひもとくと、現代の鳥取の町の歴史につながっていきます。
近代鳥取の動乱をみつめた仁風閣から、地域の歩みをふりかえ
ります。

鳥取市あおや和紙工房

内容

伝統工芸品である因州和紙について技術、歴史などを学ぶこ
とができます。
さらに、自分でデザインした手すき和紙づくり
を体験することもできます。

12 山陰海岸ジオパーク 鳴り砂の浜と夏泊

場所

鳥取市あおや郷土館

時間

1時間〜2時間（移動時間を含む）

内容

青谷海岸・夏泊神社・夏泊

鳥取市あおや郷土館で鳴リ砂のしくみや、夏泊の海女漁につい
て学びます。その後、現地にでかけます。天候がよければ青谷海岸
を歩いて鳴り砂の音を聞いて
みましょう。夏泊神社では青谷
出身の江戸時代の石工・川六
（かわろく）が作った狛犬や鳥居
を見学できます。また近くには
獅子岩などの奇岩も見ることが
できます。青谷のさまざまな自
然や歴史にふれてみませんか。

時間

３０分〜１時間

内容

万葉集ってなんだろう？むかしの人はどうやって歌を詠んだの？
そんな素朴な疑問の答えを、万葉集に歌われた万葉植物の庭
園で万葉集の歌探しをしながら見つけます。和歌とともに、古代
の人が歌った木々や花々への思いを体感できます。

万葉と神話の庭

10 国府の歴史・文化をさぐる

場所

鳥取市因幡万葉歴史館

内容

因幡国府で花ひらいた古代の文化や貴重な遺跡、麒麟獅子舞
や因幡の傘踊りなど民俗文化の解説をします。

１時間程度

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館

時間

見学30分〜・体験30分〜

内容

青谷上寺地遺跡から出土した貴重な
品々を見学して、弥生時代について学
びます。
ものづくり体験も可能です。

体験による
オリジナル和紙

青谷スペシャル

15 青谷のジオサイトをめぐろう

場所

鳥取市あおや郷土館 鳥取市青谷上寺地遺跡展示館
鳥取市あおや和紙工房

時間

2時間〜2時間30分（各施設30分〜45分、青谷町内での移動時間含む）
※市街地からの移動時間 片道約25分（鳥取西IC〜青谷IC）

内容

青谷町内の3施設をめぐります

★鳥取市あおや郷土館

鳴り砂や海女の生業などのほか、ジオパークについて学びます。

★鳥取市青谷上寺地遺跡展示館

弥生時代の生活や弥生人について
学びます。

★鳥取市あおや和紙工房

ミニ土器・麻ひもコースター

※体験参加人数によっては、受け入れ時期、体験場所の調整が必要になります。
お早目にご相談下さい。
※土笛づくり・ミニ土器づくりは乾燥に数日かかります。

展示室
「青谷上寺地の衣・食・住」

1時間〜1時間30分

A3 1枚 ……………… 500円（20名以上400円）
A4 1校 ……………… 400円（20名以上320円）
ハガキ1枚 ……………… 300円（20名以上240円）
A3 スタンドランプづくり…2,000円（20名以上1,900円）
A4 ミニランプ
（3色）……… 800円（20名以上720円）
（7色）…… 1,000円（20名以上920円）

13 体験、体感、弥生人！

場所

時間

※一度に制作体験できる人数は40名程度です。それ以上の人数であれば
交代で制作することがあるため、青谷町内の他の施設見学と合わせて
利用することをお勧めします。

※歴代藩主の眠る史跡池田家墓所への見学も可能です。

なつ どまり

紙すき体験

場所

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館

鳥取市因幡万葉歴史館（万葉と神話の庭）

鳥取市因幡万葉歴史館展示室

世界にひとつだけの和紙

国指定重要文化財 仁風閣

鳴り砂の展示

場所

時間

鳥取市あおや
和紙工房

11 明治の洋館と

鳥取市因幡万葉歴史館
万葉集をみつけよう！

5 鳥取と災害

【利用の流れ】
❶鳥取市因幡万葉歴史館・博学担当（0857-26-1780）にご希望のプログラムと日時をお知らせ下さい。
❷行程が決まりましたら、所定の書式に記入してＦＡＸ
（0857-26-1781）
して下さい。
（３週間前までに）
❸鳥取市文化財団がバスを手配してお知らせします。規定額を超えた場合は請求させていただきます。

鳥取市あおや郷土館

9 万葉と神話の庭で

場所

財団施設までの移動手段として、バスを借り上げて学校に貸し出します。
①バス貸借費用を１校につき上限50,000円、
２台以上の場合および２校以上合同の場合は、上限
100,000円まで補助します。上限を超過した経費については各校で負担していただきます。
②利用に際しては、財団施設の見学プログラムのうちから２つ指定して下さい。
（青谷スペシャルは１つでも可）
③同日に財団施設以外の社会見学を行う際は、各校でスケジュール調整して下さい。

見学プログラム

おうちだに

1 鳥取のお殿さま

バス利用を支援します 〜博物館★MUSEUMをめぐる事業〜

におまかせ！

鋳造体験 ·············800円
土笛づくり···········300円
ミ二土器づくり ···300円
麻ひも
コースターづくり ···300円
かごづくり···········300円
組紐づくり···········100円
滑石勾玉づくり···400円

夏泊神社

鳥取県を代表する産業である、因
州和紙の里で、和紙について学び
ます。紙すき体験もできます。

城下町とっとり交流館 髙砂屋
16 明治時代の商家の建物
場所

城下町とっとり交流館 髙砂屋

時間

30分〜1時間

内容

明治時代の商家の建物と蔵を
見学して、建物のつくりと当時
の鳥取の城下町の様子について
学ぶことができます。

企画展示に使われる西蔵

