
ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

とっとり れきし

とっとりけんしょうがっこうしゃかいかきょういくけんきゅうかい

/
へん

にほんひょうじゅん
✍

こだい しょうわ とっとりけん おも れきし できごと

か よ ものしりょう かんまつ とっとりけん

れきし じんめいじてん れきし じょう しせき ぶんかざい とっ

とりけん れきし ねんぴょう

とっとりけん ねんせい

とっとりけんしょうがっこうきょういくけんきゅうかいしゃかいぶ

/
へん しゅっぱん

1996

2 ✍

とっとりけん せいかつ しょくりょう こうぎょう うんゆ じょ

うほう こくど れきし

れきし ねんぴょう へいせい ねん はっこう

じょうほう すこ

ないよう れきし し よ いちさつ

れきし ふどき とっとりけ

ん

れきし きょういくしゃきょうぎかい

/
へん

いわさきしょてん

✍

ゆうめい れきし じんぶつ とっ

とりけん い むら まち ひとびと せいかつ ふうど れき

し かた

れきし ねんぴょう

とっとりけん

とっとりけんりつこうぶんしょかん

/
へん

とっとりけんみらい すいしんきょくとっとりりょくすいしんか
✍

めいじ ねん はいはんちけん めいじ ねん とっとり

けん ようす しょうかい

さっし

とっとりけん きょうど ちり れき

し

よりた てるまさ

/
へんちょ しゃ

✍✍

ぶんしょう ちゅうしん きょうど ちり れきし せいじ さんぎょう せ

いかつ きょういく しゅうきょう くわ かいせつ かんまつ

けんない ほうげん みんよう でんせつ しょうかい

れきし ちゅうがくせいばんとっとりけん

し

とっとりけんきょういくいいんかい

/
へん しゅっぱん

2002
✍✍

じょうもんじだい げんだい とっとりけん れきし かんけい

できごと ちゅうしん か しりょう

おも じんぶつ しゃかい うご か

れきし ねんぴょう

ひと ふどき えど じだい とっとり

のうさんぎょそんぶんか きょうかい

/
へん しゅっぱん ✍✍

えど じだい とっとりけん ない じち なりわい きょういく かてい

じんぶつ か せ

いてつ ぎゅうば いち よねがわかいさく けいさい かんまつ れきし ね

んぴょう えど じだい とっとり ぶっさん いちらん さくいん

1



ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

とっとりけん ちゅうがく れきし しりょう

とっとりけんちゅうがっこうきょういくけんきゅうかいしゃかいか ぶかい

/
へん

いまい しょてん
✍✍

にほん せかい きょうど た

いひ れきし ねんぴょう かいせつ けいさい

とっとりけん ぶんか かんこう じてん

とっとりけんぶんか かんこうきょくぶんか しんこうか

/
へん

とっとりけんかんこうれんめい ✍✍

とっとりけん れきし しぜん ふうど かんしゅう こうつう かいせつけ

いさい つづ とうぶ ちゅうぶ せいぶ しちょうそん

しせき しぜん しせつ じんぶつ しょうかい

かんまつ ぶんかざい きょうど げいのう しぜん こうえん いちらん

ぶんか いさん きょうど しりょう じてん

31
とっとりけん じんぶんしゃ

/
へん

✍✍

げんし めいじ かんたん えんかく とう ちゅう せいぶ

しせき しぜん しせつ しょうかい

とっとりけん れきし

ないとう せいちゅう

/
ちょ やまかわしゅっぱんしゃ ✍✍✍

とっとりけん こだい しょうわ れきし ぶんしょう ちゅうしん

くわ か れきし ねんぴょう さいれい ぎょうじ

しちょうそん えんかく ひょう

とっとりけん れきし さんぽ

とっとりけん れきし さんぽ へんしゅういいんかい

/
へん

やまかわしゅっぱんしゃ
✍✍✍

とっとりけん ない しせき れきし じんぶつ ちいき

もうら かんまつ れきし ねんぴょう さくいん

2



ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

きょうど しせき にし ほうき へん

とっとりけんりつよなご としょかん

/
へん

いまい しょてん

✍✍✍

きょうど しせき あんない けっていばん よなごし さかいみなとだいせんちょう

なんぶちょう ほうきちょう ひのぐん しせき ばしょ しょうさい

もうら いっさつ かんまつさくいん

さんぽ かいていばん

よなご しりつ さんいんれきし かんうんえい いいんかい

/
へん ✍

よなご かくちいき れきし てき けんぞうぶつ しせつ いせき か

いせつ いっさつ

あたら よなご れきし よなご し きょういくいいんかい

へん はっこう ✍

へいせい

18
ねんはっこう きゅうよなごし きゅうよどえちょう がっぺい

よくとし

)
げんし へいせい よなご れきし ぶんか なが

わ か かんまつ ねんぴょう

よなご れきし ほうき ぶんか けんきゅうかい

/
へん はっこう

1967 ✍

しょうわ

42
ねん ほうき ぶんか けんきゅうかいはっこう げんし

しょうわ よなご れきし ぶんか なが

かんまつ ねんぴょう

よなご れきし さんぽ だい だい しゅう

よなご し さんいんれきしかん うんえい いいんかい へん

よなご にしき はっこう

✍

よなごし ない かくちいき しせき れきし しょうかい

しんしゅうよなごし し かん

よなご し はっこう ✍✍

だい　　　かん　　　こだい　　　げんだい　　　よなごれきしねんぴょう

よなご さんぽ よなごし さんいんれきし かん

うんえい いいんかい へん

よなご にしき はっこう

✍✍

よなごかくちいき　　　　　れきしてきけんぞうぶつ　　　　しせつ　　　いせき　　　　かい

せつ

よなご れきし さんぽ ふなこし げんしろう

/
ちょ

よなご れきし さんぽ かんこう かい

/
はっこう ✍✍

よなご さんぽ かんしゅう ふなこし せんせい ほん

よなご ちゅうしんぶ こみち の

よなご れきし じんぶつ ゆずりははんゆき

/
ちょ

たちはなしょいん
Y281/Y18 ✍✍

きんせい しょうわ じんぶつ じんぶつ かつやく

れきし しゃしん まじ ぶんしょう ちゅうしん

かんまつ よなご れきし じんぶつ りゃくねんぴょう

3



ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

よなご でんしょう れきし いくた み のり

/
ちょ

いまい しょてん
09223/I2-3 ✍✍

しょうわ　　　ねん　　　　　かん かんまつ さくいん

よなご しょうぎょうし

よなご しょうこうかいぎしょ よなご しょうぎょうし へんさん とくべつ いいんかい

よなご し

✍✍✍

えど じだい しょうわ しない かくまち へんせん

ねんぴょう

けっていばんよなご　　　　さかいみなと　さいはく　　　ひの　　　　　　　　　

すぎもと よしみ かんしゅう きょうど しゅっぱんしゃ

✍✍

さくいん　　　　　しぜん　　　れきしぶんかざい　　こうつう　さんぎょう　みんぞく　ぶん

か　　　　　　もうら　　　　　　　　だいひゃっか　　　　かんまつ　　　　きゅううしちょ

うそんべつがいきょうつき

しんよなご ぶんかざい よなご し きょういくいいんかい

2006
✍✍

きゅうよどえちょう よなごし がっぺい よくとし はっこう ほん

よなごし ぶんかざい けん けいさい

にしほうき れきし ねんぴょう すぎもと よしみ

たちばなしょいん ✍✍✍

きゅうせっき じだい ねん せいぶ れきし ねんぴょう

4



ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

にほん しろ

がっけん ✍✍

よなごじょう ふくげん しろ れきし しろ こうせい だいしょうてんしゅ

しょうかい けいさい

しゅうかんにほん しろ

2013

✍✍

よなごじょう いぎょう だいしょうてんしゅ かんとう

とくしゅう けいさい ふくげん てんしゅ

ふくげんず

しゅうかんにほん しろ

2013

✍✍

ひ よなごじょう よなごじょう ふくげん

よなごじょう ある よなごじょう しゅうへん こうくう しゃしん

よなごじょう かんれん れきしてき けんぞうぶつ しょうかい

さんいんれきし かん かん

よなごじょう れきだいじょうしゅ

よなごじょう みんわ

よなごじょう かしん だん

よなご じょうかまち せいかつ

にしきこうえん よなご こう れきし

よなごじょう やま しょくぶつ

よなごじょうしゅかとうさだやすとそのかしんだん１」

よなごじょうしゅかとうさだやすとそのかしんだん

✍✍

さんいんれきし かん はっこう

ぶんしょう ちゅうしん よなごじょう

かいせつ

ほうき よなごじょう ささき けん

 
いなば しょぼう

2000
✍✍✍

よなごじょう かん れきし こうぞう との ぶんがく ねんぴょう

ぶんしょう ちゅうしん

よなごじょう え ずめん よなご しりつ さんいんれきし かん

2001
✍✍✍

よなごじょう しりょう だい

1
しゅう よなごじょう たてもの ず ふかんず け

いさい かんまつ よなごじょう ねんぴょう

さんいん しろ そう が てつお しょうがくかん

1981
0952/O3 ✍✍✍

よなごじょう けいさい れきし こうぞう

わ しょうかい

にほん じょうかくたいけい とっとり しまね やまぐち

しんじんぶつおうらい しゃ ✍✍✍

よなごじょう けいさい よなごじょ

う おだか しろ けんない しない しろ けいさい
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えど じだい ひとびと よなごじょう れき

し し よなごじょう へい

せい

24
ねんよなご しりつ さんいんれきし かんきかく てん

)

✍✍✍

よなごじょう な た よなごじょう かんれんねんぴょう れきし ぶけ

やしき はっくつ ちょうさ ほうこく よなご しょうか ざいかた

(
まち いがい

くら えど じだい よなご くら

かいせつ

しろやま たいし はちじゅうはっ しょ いしほとけ

しろやま たいし いじ ほうし かい ✍✍✍

しろやま しゅうへん じぞうさま いちらん

いなば ほうき まち かいどう

なかばやしたもつ ふじ しょてん ✍✍✍

よなごじょう じょうかまち じんやちょう

しんしゅうよなごし し だいさんかん きんせいつうし へん

よなごし し へん きょうぎかい よなごし はっこう

2004

✍✍

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

よどえちょう し よどえちょう
✍✍✍

よどえ つうし ちし しゃかいさんぎょうけいざい きょういく みんぞく ぐん

じ しゅうきょう しんこう しゅうらく みなとわん ねんぴょう のぐち うじょう さく

よどえ こうた よどえ かん こもんじょ しりょう もうら

よどえ ふどき よどえちょう
Y223Y7-2 ✍✍✍

ちょうせいしこう

100
しゅうねん きねん し げんし こだい げんだい

つうし しゅうねん むか よどえちょう ぎょうせい じん

ぶつ とくさん ぶんかざい きさい

よどえちょう がっぺい

50
ねんきねん し おんこちしん

よどえちょう やくば ✍✍✍

しんよどえちょう たんじょう ねん

(
しょうわ ねん

(
へいせい ねんぴょう ねんかん とち じんこう すいい

ざいせい とうけい けいさい

よどえ ちょうないれきし さんぽ よどえ ちゅうおうこうみんかん

1984
✍✍✍

よどえ ちょうない れきし みんぞく じんぶつ けいさい こうほう

けいさい ぶんかざい れきしてき けんぞうぶつ しょ

うかい

ふく い むら れきし てんびょう やわた じゅん
✍✍✍

やはた じゅん ふっさ むら れきし しゅうきょう ぎょうじ

しょうかい いっさつ かんまつ はちまん せいさく かいけ うえ

ふく はらこあざ ず
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ふく いけ あゆ

ふく いけちく きねん し さくせい じっこう いいんかい ✍✍✍

ふく い しぜん れきし みんぞく なりわい かいけ おんせん せんちゅう

せんご さんぎょう げんだい ぶんか もうら いっさつ か

んまつ ふく い ちく れきし ねんぴょう

かいけ こんじゃく さんいんちゅうおうしんぽう しゃ

かいけ おんせんまち すいしんきょうぎかい
Y224/S6 ✍✍✍

かいけ おんせん かいはつ かいけ けいば でんしゃ

しょうかい かいけ おんせん えんかく し

かいけ かいがん なみ たたか

けんせつしょうちゅうごくちほう けんせつくらよし こうじ じむ しょ へん

ちゅうごくけんせつちゅうごくこうしざいかい ✍✍✍

かいけ かいがん ねんぴょう むかし かいけ しゃしん たすう けいさい

うみ　　　ゆ　　　　わ　　　いっせきき かいけ おんせんかいとう

100
ねんさいきねん し

かいけ おんせんかいとう

100
ねんさいきねん じっこう いいんかい

2001

✍✍✍

かいけ おんせん ねん れきし ねんぴょう み

しゃしん たすう けいさい

ふく よね

ふく よね かんこう じっこう いいんかい

1990

✍✍✍

ふく よね しんわ はじ れきし かいけ でんしゃ ぎょうせい

さんぎょう みんぞく せんそう きょういく じんぶつ けいさい

すみよし

すみよし れきし ぶんか でんしょうしゅっぱんぶつさくせい じっこう いいんかい

2011

✍✍✍

ゆみがはま れきし さんぎょう きょういく じんぶつ すみよし

しゅうきょう げんだい れきし いっ

さつ かんまつ れきし ねんぴょう

しんしゅうおおしのづ きょうど し おおしのづ きょうど し さくせい い

いんかい 2 ✍✍✍

しぜん ぎょうせい じち れんごう さんぎょう けいざい

こうつう つうしん しゃかいふくし ぶんか しゅうきょう きょういく み

んぞく ほうげん みほ きち せんそう けいさい

きゅうひんはんとう よ み むら もり おさむ

2 ✍✍✍

よる み むら れきし さんぎょう ふうぞく じんぶつ みんぞく

けいさい きゅうひんし ねんぴょう

とみます ねんし とみます

300
ねんし さくせい いいんかい

2010
✍✍✍

とみます ちく しぜん れきし ぎょうせい じち さんぎょうけいざい

こうつう つうしん ふくし ぶんか しゅうきょう きょういく みんぞく せんそう

ずひょう くわ ぶんしょう いっ

さつ かんまつ と ま れきし ねんぴょう

かも かも

かんこう じっこう いいんかい ✍✍✍

かも ゆらい しぜん れきし きんせい ようす みんぞく ぶん

か きんだい げんだい かも けいさい
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かわさき こうく そうりつ に じゅうしゅうねんきねん

し

かわさき こうく そうりつ

20
しゅうねんきねん じぎょう じっこう いいんかい

1999

✍✍✍

よねがわ めんさく ようさん しろ は ちゅうしん

かわさき こうく れきし さんぎょう

わだ きょうど し わだ きょうど かた かい
092.24/W1 ✍✍✍

わだ しぜん えんかく しゅうきょう せいじ きょういく さんぎょう のう

ぎょう こうつう じんぶつ ずひょう くわ ぶんしょう

いっさつ

しょうとくそんし しょうとくそんし かんこう いいんかい
✍✍✍

しょうとく しぜん かんきょう げんだい れきし ほっしょうじ がわ す

いがい さんぎょう みんぞく ぐんじ けいさい

しょうとく れきし ぶんかざい よなごし しょうとくこうみんかん

1999
✍✍✍

しょうとくこうく ない しせき ぶんかざい しゃしん ぶんしょう むら

しょうかい むら きゅうちめい けいさい

ごせんごく ふどき いくた わたるはん

きょうど ぶんか けんきゅうかい
09224/I12 ✍✍✍

ごせんごく ちめい でんせつ さの がわ ひのがわ ほっしょ

うじ がわ かくぶらく しょうさい ぶんしょう

きねん し さと かた つ かい

1997
✍✍✍

いわおちく れきし むらめい ゆらい ぶんか

いっさつ

5.
じんぶつ

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

よなご せんじん まな きょうど しりょう しゅう

しょうがっこう ねんせいよう ねんせい ちゅうがっこう

よう

)
よなごし きょういくいいんかい

✍

よなごし きょういくいいんかい はっこう よなごし じんぶつ

じんぶつ よなご れきし しょうかい ほん しょ

うがく ねんせいよう ねんせい ちゅうがくせいよう さつ

よなご れきし じんぶつ ゆずりははんゆき

たちばなしょいん
Y281/Y18 ✍✍✍

きんせい しょうわ じんぶつ じんぶつ かつやく

れきし しゃしん まじ ぶんしょう ちゅうしん

よなご だいひょうてき じんぶつ か

んまつ よなご れきし じんぶつ りゃくねんぴょう

きんだいし かざ とっとりけん せいぶ じんぶつでん

すぎもと よしみ にほん しゃしん しゅっぱん ✍✍

とっとりけん せいぶ かつやく じんぶつ かく しょ

うかい かんまつ じんぶつめいさくいん
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とっとりけん きょうど ほこ じんぶつ し

とっとりけん きょういくいいんかい ✍
✍

とっとりけん しゅっしん ちいき ないがい せいじ けいざい

しゃかい ぶんか かくはん かつやく じんぶつ

150
にん ぎょうせき

しょうかい かんまつ さくいん じんぶつかんけいしちょうそ

ん べついちらん

とっとりけん こ でんき かん

とっとりけん しょうがっこう こくご きょういくけんきゅうかい
092.89/T7 ✍

かん よこづな こと さくら いくた しゅんげつ さわだ れんぞう

2
かん おかの ていいち ひおき もく せん みねじ みつしげ

3
かん やまさき ひでこ たぐま つねきち ないとう いわお

なわ ながとし しりょう てん

よなご しりつ さんいんれきし かん

1988.9
09289/N1-5 ✍✍✍

しょうわ

63
ねん さんいんれきし かん てんじ なわ ながとし しりょう

てん きねん し なわ いちぞく ねんぴょう つき

よなご しりつ ごせんごく しょうがっこう ✍

たまこないしんおう ごだいご てんのう てら じんじゃ

けいさい ごせんごく れきし ちり

たまこ ないしんおう てらど よしのぶ

/
まんが

たちばなしょいん

2002.5
Y289/T8-2 ✍

ごだいご てんのう こうじょ たまこ ないしんおう れきし まんが

とうじゅ せんせい しがけん たかしまぐん あづみ がわちょうりつあおやぎ

しょうがっこう
Y289/N6-6 ✍

なかえ とうじゅ こ む わ か

いっさつ

なかえ とうじゅ でんき

ちょ とうりゅうかん

2000.9 Y289/N6-7 ✍

なかえ とうじゅ ひと

ものがたり か ほん かんまつ なかえ とうじゅ ねんぴょう

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

とっとりけん じんじゃ し とっとりけん しんしょくかい
✍
✍
✍

とっとりけん ない しょざい じんじゃ ちいき わ

しょうかい かんまつ さくいん

しんしゅうとっとりけん じんじゃ し いんはく

とっとりけん じんじゃ し へんさん いいんかい ✍
✍
✍

とっとりけん ない しょざい じんじゃ ひがし ちゅう せいぶ ちいき

もうら かんまつ じんじゃ れきし まつり

かみ しんこう じんじゃ けんちく してい ぶんかざい かみつつしむねんぴょう
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よなご じんじゃ よなごし してい ゆうけいぶんかざい ちゅ

うしん

ささお ちえこ へん よなご しりつ さんいんれきし かん

✍
✍
✍

へいせい

29
ねん よなごし さんいんれきし かん かいさい よなご

じんじゃ しゅっぴんしりょう ずろく よなごし ない かみしゃ

しゃしん しょうかい

あわしまじんじゃ ぜん さつ

)
ささき とおる あわしまじんじゃ しゃむしょ ✍
✍
✍

あわしまじんじゃ ぜんぐうじ ささき とおるし いこう しゅう

さつ あわしまじんじゃ ゆらい れきし

とっとりけん こ しゃ じ せん

よしだ ただし まきの しゅっぱん ✍
✍
✍

とっとりけん ない おも じんじゃ てら いなば ほうき ちいき

しょうかい かいせつ

てら よなご ぶっきょうかい
✍
✍
✍

よなごし ない かく てら れきし しょうかい

ほうき さんじゅうさんふだしょ たちばなしょいん
✍
✍
✍

ほうき ふだじょ かく てら しょうかい かいせつ いっさつ

しんしゅうよなごししだい２かん　　つうしへん　きんせい

よなごし へん きょうぎかい よなごし ✍
✍
✍

だいにへん　　　きんせいよなご　　　ぶんか　　　ない　　だいさんしょう　　しゅうきょう

しんしゅうよなごしし　　　だい　　　かん　　　　　みんぞくへん

よなごし へん きょうぎかい よなごし ✍
✍
✍

だいななしょう　　ひとびと　　　しんこう

かいてい よなご さんぽ

よなご しりつ さんいんれきし かんうんえい いいんかい へん

よなご にしき

✍
✍


よなごしない　　　　じんじゃ　　　　　てら　　　たすうけいさい

ほうきじゅんれい　　　たちばなしょいん ✍
✍


とっとりけんせいぶ　　　　さんじゅうさんふだじょ　　　　　　　てら　　しゃしん　　　

しゅうろく

かいていとっとりけんほうきさんじゅうさんふだじょあんないず

たちばなしょいん ✍
✍


ほうきさんじゅうさんふだじょかんのんれいじょう　　　　いちらん
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ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

とっとりけん ちめい にほん れきし ちめい たいけい

へいぼんしゃ ✍
✍
✍

へいぼんしゃ しゅっぱん ちめい じてん ちいき

ちめい はいれつ かんまつ ぎょうせいくかく へんせん

いしだかいちらん なんどく ちめい いちらん さくいん きんせいいぜん

ちめい しら とき

かどかわにほん ちめい だいじてん とっとりけん

かどかわしょてん ✍
✍
✍

50
おんじゅん ちめい はいれつ しら いっさつ

かんとう なんどく ちめい さくいん かんまつ こあざ いちらん しちょ

うそん えんかく ひょう めいじ いこう ちめい

しら とき

とっとりけん ちめい ゆらい ごげん さんこう

へいせい ちめい もりおさむ ✍
✍
✍

じょうき さつ ちめい じてん さんこう へいせい ねん よなごし

がっぺいご ちめい ゆらい

さつ がっぺいご ちめい おんじゅん

かんまつ とっとりけん なんどく ちめい け

いさい

いんはくちめい かんが とくなが しょくおとこちょ

とっとり きょうど ぶんか けんきゅうかい ✍
✍
✍

ちめい いま ちめい にぶ こうせい とう

ぶ せいぶ ちめい ゆらい とう せつめい

8.
とっとりけん みんわ

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

しんしゅうよなごし し だい

5
かん

(
みんぞくへん

よなごし し へん きょうぎかい

/
へん

✍
✍
✍

よなご つた こうしょうぶんげい でんせつ せけん ばなし うた

けいさい

よなご みんわ さんぽ かわかみみちひこちょ

いまい しょてん

✍
✍


へいせい

9
ねん ねん こうほう れんさい

よなご みんわ あんない よなごし ない みんわ ちいき

けいさい

むかし にしお しげる かわかみ

みちひこちょ しょぼう

✍



しょうわ

49
ねん ねん まいにちしんぶんとっとり ばん れんさい

みんわ しゅうろく でんせつ むかしばなし

な ほうげん かた

11



ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)

よ
ないよう

よ とっとり ばなし とっとりけん しょ

うがっこうこくご きょういくけんきゅうかいへん

にほん ひょうじゅん ✍



とっとりけん ない つた むかしばなししゅうしゅう

はなし はなし はなし

ぶんるい ほうげん かた よなごし かんれん

むかしばなしけいさい

ほうき むかしばなしにほん むかしばなし

15
いなた こうじ かんしゅう

にほん ほうそうしゅっぱんきょうかい ✍
✍
✍

おも さいはくぐん とうはくぐん ひの ぐん かた べ さいしゅう

むかしばなししゅう ほうげん ひょうげん か

んまつ かた て しょうかい むかしばなしかいせつ さくいん

とっとり たなか とらお ちょ

ふじ しょてん

✍
✍
✍

とうぶ ちゅうぶ せいぶ むかしばなしちいき けいさい

よなごし くめ しろ あんようじ

は くり の

こ とっとり でんせつ のづ とおるへんちょ

とっとり だいがくきょういくがくぶ こくぶんがく だいに けんしゅうしつ

1979

3 ✍


とっとりけん ない だいひょうてき でんせつ へんあつ こ む

か ほん とうじょうじんぶつ ことば ほう

げん か よなごし でんせつ よなごじょう

ひとばしら あわしま はっぴゃくびくに ふじない

の かんまつ とっとりけん ないでんせつちず つき

いなば ほうき でんせつ のつ りゅうへんちょ

だいいちほうき しゅっぱん

✍
✍

いなば くに ほうき くに こうもく わ とっとりけん ない

ちいき つた だいひょうてき でんせつ けいさい

よなごし よなごじょう ひとばしら は くり ふじ

ないきつね しりや かわ あわしま はっぴゃくびくに すくな

ひこな かみ でんせつ の かんまつ でんせつ

きねんぶつ しゅじんこう た ごじゅうおんじゅんさくいん ちょしゃ

でんせつきねんぶつ とう しゃしんけいさい

りゅうぐう とっとりけん みんわ

にほん じどう ぶんがくしゃきょうかいへん

かいせいしゃ

✍

とっとり けんない しんわ でんせつ むかしばなししゅうしゅう ほうげん のこ

こ む か ほん よな

ごし てん こびと かみ あわしまじんじゃ

でんせつ の

にほん みんわ さんいん

かわかみみちひこ みはら ゆきひさ

/
へん

✍
✍

どうぶつむかしばなし むかし わら はなし こうもく わ

さんいん むかしばなしかた て ほうげん しゅ

うろく よなごし しゅうしゅう むかしはなし

かんまつ かた て しょうかいけいさい
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とっとり さと はなし じょうげ いわた れんたろう

しんにほん かいしんぶんしゃ

✍

とっとりけん つた むかしばなしまんが とう

ぶ ちゅうぶ せいぶ ぶ こうせい よなごし

ない はなし はっぴゃくびくに なかうみ かい

えが

みんわ

みんわ とっとりけん せいぶ へん

さかい ただよし

/
ちょ

しゅっぱん

✍✍✍

さんいんちゅうおうしんぽう れんさい

おんどく みんわ たんこうぼん

よなごし ない はなし かずおお しゅうろく

なかうみ かいだん たちばなしょいん

✍✍✍

なかうみ かいだん なかうみ きつねでんせつ しょう な

よなごし やすぎし まつえし ちゅうしん つた

かいでんせつ あつ いっさつ よなごし でんせつ かんおうてら

ばんしょう よなごじょう ようかい はっぴゃくびくに はなし な

かうみ うみぼうず ふじすけ おおかみはなし おおかみでんせつ けいさい

でんせつ じんじゃ けいかん しゃしん

たすう

ひのがわ でんせつ たちばなしょいん

✍✍✍

ひのがわ かっぱ ひのがわ でんせつ にしょう

な ひのがわ でんせつ しゅうろく いっさつ ぜ

んちょう ひのがわ しゅうへん おに かっぱ だいじゃ

さまざま でんせつ のこ

なかうみ みんわ たちばなしょいん

✍✍✍

なかうみしゅうへん つた みんわ しりょう しゅざい

はなししゅうしゅう いっさつ よなごし かもがわ かっぱ きょ

うばし じぞう うみりゅうやまきっしょういん かんのん

わ けいさい

なかうみ きつね でんせつ たちばなしょいん

2009

✍✍✍

かんまつ なかうみしゅうへん いなり はちしゃ しょうかいつき よなごし きつね

でんせつ しり や ふじないきつね けいさい

しんばんにほん みんわ とっとり みんわ いなた か

ずこへん みらい しゃ

✍✍✍

1976
ねん はっこう とっとり みんわ しんばん いなば

ちほう ほうき ちほう しょう な ほうき おも とうはく

ぐん くらよし にちなんちょう みんわ しゅうろく
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みんわ うた さかい ただよし

しゅっぱん

✍✍✍

ちょしゃ さんいんりょうけん ころう たず しゅうしゅう

みんわ うた しょうだ ちいき

しゅうろく よなごし みんわ はっぴゃく

びくに うた かみ じゅうごにち

けいさい ちょしゃ けんきゅうかいせつつきみんわ とっとりけん れんごうふじ

んかい

2004

✍

とっとりけん ない みんわ ちいき こ

わ よな

ごし ない みんわ かさや ぜんべえ はなし とう ないきつね

もの だいせんまい あわしま はっぴゃくびくに

つる おんがえ けいさい

よなごじょう みんわ さんいんれきし かん

✍✍

さんいんれきし かん はっこう だい かん よな

ごじょう みんわ

しんしゅうよなご し し だいごかん みんぞく へん ✍✍

だいじゅっしょうこうしょうぶんげい よなご みんわ けいさい

まつ でんしょう ぎょうじ

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

とっとりけん まつ さいじき

のづ とおる さんいんほうそう ✍✍✍

とっとりけん ないしちょうそん さいれいぎょうじ くわ しょうかい

さつ よなごし よなご ぼんおど せんとうろう まつり よな

ご しろうと かぶき もう あ まつり けいさい

さいれいぎょうじ とっとりけん たかはしひでお

✍✍✍

とっとりけん ない さいれいぎょうじ かいせつ ほうふ しゃしん

けいさい よなご よみ ちょうおつまつり もう あ

まつり わだ おおしのづ すわ じんじゃ かや わ

けいさい

わたし まつり でんとう ぎょうじ

とっとり

けんみん ひ きねん じっこう い

いんかい

✍✍✍

とっとりけん ない まつ でんとう ぎょうじ しゃしん

しょうかい さつ よなごし よなご じぞう ぼん けいさい

しんしゅうよなごし し だいごかん みんぞく へん ✍✍

よなご しない かくち ねんちゅうぎょうじ けいさい
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よなご まつり しゅうねんきねん し

よなご まつり

25
しゅうねんきねん し へんしゅういいんかい

1999

✍✍

1974
ねん はじ よなご まつり しゅうねんきねん

し だい かい かい まつ しゃ

しん おも ないよう けいさい

10.
せんそう きろく

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

とっとりけん せんさいきろく

とっとりけん せんさい きろく かい ✍✍✍

たまえ まる ばくはつじこ だいせんぐちれっしゃ じゅうばくげき さんいんせんれっ

しゃ せんぱくじゅうばくげき よなごし と しゅうへん せんさい しゅうせん

ちょくぜん きろく けいさい せんそう たいけん

かた しょうげん か きろく しゅう

とき ねんせんそう とっとりけん

とっとりけん きょうしょくいんくみあい とっとりけん こうとう がっこう きょうしょくいん

くみあいはいせん ひ ばく

50
ねん いいんかい

1996

✍

かいせつ とっとりけん

ない せんさいきろく よう てびきしょ

とう ちゅうせいぶ ちいき えんたいごう とっとり け

んない せんそう つめあと しょうかい

かな き

だいせんぐちれっしゃ くうしゅうひさいしゃ かい ✍✍✍

だいせんぐちれっしゃ くうしゅうひさいしゃ かいはっこう だいせんぐちれっしゃ くう

しゅうひさい きろく

たまえ まる ついとう ごじゅうしゅうねんし

さかいみなとし ✍✍✍

さんいん さいだい せんそう さいがい たまえ まる ばくはつじこ

きろく

せいき

なかはまちいき し へんさん いいんかい ✍

さかいみなとしなかはまちく れきし みほ かいぐんひこうじょう きろく

けいさい

せんご ねん とっとり せんそう へいせい

27
ねんど きか

く てん とっとりけん りつはくぶつかん ✍✍

へいせい ねん かいさい とっとりけん りつはくぶつかん ずろく

せんじちゅう けんない せんそう きろく ねんぴょう

けいさい
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11.
だいせん

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

だいせんたんぼう しぜん あい こ

しみず たにのぼる ちゅうごくしんぶんしゃ
✍✍✍

だいせん れきし しょくぶつ やちょう ちけい ちしつ ねんじゅうぎょうじ

けいさい さつ

だいせん ちょうじょうほご かつどう

10
ねん

だいせん ちょうじょう ほご かい ✍✍✍

しょうわ

20
ねんだい ねんだい だいせん さんちょう ほご かつどう

しゃしん けいさい きちょう だいせんさんちょう へんか

しゃしん けいさい だいせん しぜん かんきょう もうら

いっさつ

いの やまだいせん れきし しぜん すぎもと

よ み すみ ひろゆきちょ はっこう ✍✍

しんわ じだい だいせん れきし だいせん しぜん しょくぶつ

わ か さつ

だいせん ひのがわ なかうみがく

だいせん ひのがわ ちゅう うみがく へん

しゅういいんかい ✍✍

だいせんちいき しぜん ぶんか かんこう か

こくりつ こうえん だいせん ひゃっかじてん だいせんもの

がたり だいせん びか すいしん かい だいせん

ちょうじょう ほご かい

/
へん はっこう

DVD-R ✍✍

2016
ねん しゅっぱん こくりつ こうえん してい

80
しゅうねんきねん し

こくりつ こうえん だいせん ぞうほ ばん でんし しょせき

だいせん しぜん どうしょくぶつ ちけい きこう くわ

きさい

とっとりけん れきし みちちょうさ ほうこくしょ だいじゅっしゅう だ

いせんみち とっとりけん きょういくいいんかい ぶんか か ✍✍✍

だいせんしんこう みち ぎゅうばいち みち じゅうよう やくわり

だいせんみち けんきゅう さつ

みんわ ぶんかざい れきし くわ ふ

ほうき こく だいせんれきし どくほん

2018.01
✍✍

KADOKAWA
べっさつれきし どくほん かんめ だいせん

とくしゅう しんわ ぞうざんかつどう れきし だいせん

はばひろ もうら いっさつ やすつな

こうさつ けいさい
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12.
よなご しゃしん

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

め み よなご さかいみなと ねん

すぎもと よしみ かんしゅう きょうど しゅっぱんしゃ ✍✍

めいじ じだい しょうわ へいせい とっとり せいぶ じしん れき

し しゃしん ぶんしょう しょうかい

おも で しゃしん しゅう

めいじ たいしょう しょうわ よなご まつお ようきち

こくしょ かんこう かい

✍✍✍

ぜんこく かくとし めいじ たいしょう しょうわ じだい きちょう しゃしん

ぶんしょう しゃしん しゅう よなご ばん

しんしゅうよなごし し

13
かん しゃしん へん

) ✍✍✍

だいいっしょう しゃしん よなご めいじ

しょうわ よなご しゃしん だいにしょう よなご

しゃしん し けいさい

よなご れきし しゃしん

ちいき かっせいか じょうほうこんだんかい

2009

✍✍

み よなご しゃしん しゅう

よなご めいじ たいしょう しょうわ れきしてき しゃしん

300
てんいじょ

う み

13.
かもがわ ひのがわ よね がわ

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

おんこちしん ねん

かもがわ うつく うんどう れんらく きょうぎかい へん

2001
✍✍✍

かもがわ しぜん ぶんか れきし かがく けいさい

かもがわ りゅういき ちいき けんきゅう

よなご しょうぎょうこうとう がっこう きょうど けんきゅう ✍✍✍

かもがわ れきし けいかん すいうん すいがい さんぎょう しゃしん

ず ちゅうしん いっさつ

かもがわ ねん

かもがわ じっこう いいんかい ✍✍

かもがわ まいとし かいさい まつ だい かいめ

かいめ しょうかい しょうわ ねん にほん

かいしんぶん けいさい かもがわ やわ しゅうろく
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ひのがわ しぜん ふじしま ひろすみ ふじ しょてん

2000
✍✍✍

ひのがわ しぜん しょくぶつ とり さかな はやし

か

ほうき ぶんか けんきゅう だい ごう

とっとりけん ひのがわ りゅうろ へんせん かん じゃっかん

こうさつ いわさ たけひこ

✍✍✍

たびかさ こうずい とう ひのがわ りゅうろ か

けんきゅう ろんぶん

ひのがわ こんじゃくしゃしん しゅう たちばなしょいん
✍✍✍

ひのがわ むかし しゃしん しゅう

だいせん ひのがわ なかうみがく

だいせん ひのがわ ちゅう うみがく へん

しゅういいんかい ✍✍

ひのがわ しぜん ぶんか さんぎょう かんこう か

とうち けんてい いっさつ

よねがわし ふっこくばん

まつ もといさお ✍✍✍

きこう かんこう きろく よねがわし

よねがわし よねかわとち かいりょうく
✍✍✍

ゆみがはま はんとう せいりつ のうぎょうかいはつ よねがわ れきし

かいりょうこうじ けいか ぶんしょう ちゅうしん けいさい

しんかいかわ れきし しんかいがわとち かいりょうく
✍✍✍

しんかいかわすいり し きろく りょうぜんこれりょうさく しんかいかわ

かいりょうこうじ がいよう けいさい

14.
とっとりけん さいがい

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

へいせい

12
ねんとっとりけんせいぶ じしん きろく

とっとりけん ✍✍✍

とっとりけん はっこう せいぶ じしん きろく しゅう

とっとりけんせいぶ じしん きろく しゅう

よなごし そうむ ぶ そうむか ✍✍✍

よなごしない ひがい じょうきょう きろく せいぶ じしん きろく しゅう
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とっとりけん せいぶ じしん ひの ちょう さいがい ふっこう

きろく

とっとりけん せいぶ じしん いっしゅうねんじぎょう じっこう いいんかい

2001

✍✍✍

ひの ちょう せいぶ じしん きろく しゅう

とっとりけんせいぶ じしん がいよう けんしょう

せいぶ じしん かつどう きろく しゅうぶ かい

とっとりけんせいぶ こういき ぎょうせいかんり くみあい しょうぼうきょく

2000

✍✍✍

せいぶ じしん がいよう しょうぼう かつどう けんしょうきろく

よなご さいがいりゃくし ふなこし げんしろう

よなご し きけんぶつ ほあん きょうかい ✍✍✍

しょうわ

58
ねん はっこう よなごし かさい すいがいし

むかしだいじしん

はしもと いわお とっとり しゅっぱんきかくしつ ✍✍✍

しょうわ

18
ねん とっとり じしん がいよう さつ

とっとり だいさいがいし すいがい しんさい だいひ

ふっこう

よこやま のぶひろ とっとり し れきし はくぶつかん

✍✍✍

とっとりけん ない すいがい じしん たいか きろく しゅう

しゃしん けいさい かんまつ とっとり さいがいねんぴょう

15.
どうわ じんけん がくしゅう

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

かがや

よなごし きょういくいいんかい どうわ きょういくか ✍

よなごし きょういくいいんかい はっこう どうわ じんけんがくしゅう

さっし よなごし じんけんそんちょうとし せんげん け

いさい

じんけんさくぶん ひょうご しゅう

よなごし きょういくいいんかい ✍

まいとし よなごし きょういくいいんかい はっこう よなごし

しょうちゅうがくせい じんけんさくぶん ひょうご しゅう

せかい ほこ でんしょうぶんか とっとりけん ぶらく かいほうけ

んきゅうじょ ✍✍

どうわ もんだいがくしゅうしりょう いっさつ とっとりけん

ほこ でんしょうぶんか たすう けいさい
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けんきゅうきよう かいほうけんきゅう

とっとりけん ぶらく かいほうけんきゅうじょ ✍✍✍

1986
ねん そうせつ とっとりけん ぶらく かいほうけんきゅうかい

はっこう けんきゅうきよう ぶらく し ぶらく かいほうけんきゅう

ぶらく かいほううんどう ぶらく みんぞく かん ろんぶん けいさい

げんざい ごう はっこう

(2017
ねんじてん

)

16.
しぜん

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

どうぶつ へん

/
しょくぶつへん とっとりけん しぜん かんきょうちょうさ けんきゅう

かい

✍✍✍

とっとりけん ない ぜつめつ やせい どうしょくぶつ け

いさい

かいていばん とっとり りか

とっとりけん りか きょういくけんきゅうかい ✍

さきゅう だいせん けんない どうぶつ しょくぶつ みずとり こうえん

せいてつ せいき けんないてんねんきねんぶつ しょうかい

けいさい

しんしゅうよなご し し しぜん へん
✍✍✍

よなごし きしょう さいがい みずとり こうえん かんせい けいい け

いさい

17.
かんきょう もんだい

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

かんきょうしんぶん なかうみ

はっこう ごう きねん し

かんきょうしんぶん なかうみ

はっこう ごう きねん し

ひこな ちく かんきょう かい

Y519/H2 ✍✍✍

なかうみ かつ

どう きろく しゅう

かわ うみ まも しみん かつどう

けいさい

しら なかうみ

うつく なかうみ まも じゅうみんかいぎ ✍✍

なかうみ りょうし けんきゅうしゃ き と

ほんじょうすいいき い ほか ぶんさつ

1997
ねん おこな なかうみけんきゅう かつどう きろく
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きょうしつ みず よなご

(
かんきょうがくしゅうしりょう

)
よなごし きょういくいいんかい

Y519/K6 ✍

よなごし みず

なかうみ え しゃしん

かいせつ しょうがくせいむ か

がくしゅうしりょう

ちきゅう ひと よなご

(
かんきょうがくしゅうしりょう

)
よなごし きょういくいいんかい

Y519/K6-2 ✍✍

よなご みず たいき よなごし かんきょう

もんだい けいさい ちゅうがくせいむ か

がくしゅうしりょう

よなご げすいどう よなごし ✍

よなごし げすいどう やくわり え ず

かいせつ

みず さと とっとり

のりべ だいすけ ✍✍

みず みず かん

じょうほう とっとりけん ない めいすい

しゃしん ちず けいさい

とっとりけん かんきょうはくしょ

とっとりけん せいかつかんきょうぶ かんきょうりつけんすいしんか
Y519/T1-2 ✍✍✍

とっとりけん まいとし はっこう とっとりけん ない かんきょう

しょうわ ねん げんざい はっこう

さっし いちぶ げんざい とっとりけん

えつらん

18.
きょうど りょうり とくさんひん

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

おい

おい かんこう かい
Y59/T7 ✍✍

とっとりけん ない とくさん しょくざい もうら いっさつ

みせ じょうほう けいさい

しゅん りょうり ちさんちしょう

しょくたく とっとりけん しょうこうろうどう ぶ けんのうりん すいさんぶ しじょ

う かいたくか
Y59/T9 ✍✍

とっとりけん ちさんちしょう しょくざい い しゅう

とっとりけん しろ えんかく し

とっとりけん のうぎょうきょうどうくみあいれんごうかい
Y62/T10-2 ✍✍✍

ゆみはまのうぎょう へんせん じけいれつ か しろ

さいばい へんせんねんぴょう とっとりけん しちょうそん べつ せいさんとうけい

(
しょうわ へいせい

8
ねん けいさい
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ぎょゆ まつした しちろう こうせい しゃ こうせい

かく

1991

Y62/M2 ✍✍✍

だい

7
しょう さんいん けいさい

せんぜん せんご げんだい ぎょぎょう

さかいみなと りよう じょうきょう

ろまん きこう なし き みち

とっとりけん りつとっとり に じゅっせいき なしきねん かん
Y625/Y1 ✍✍✍

とっとり に じゅっせいき なしきねん かん はっこう にほん なし

じゅっせいき なし れきし いっさつ

ほん
せいきゅうきごう ほん ばんち

)
よ

ないよう

ゆみがうはまちほう ほうげんしゅう はまだ まさはる
0988/H2 ✍✍✍

ゆみがはま ちいき ほうげん しゅうろく いっさつ

とっとりけん ひらやま てるお へん めいじ しょいん

1998.3
Y88/H5 ✍✍✍

とっとりけん ないちいき ほうげん れきし とくせい けいさい

とっとり し ちょうさ ほうげんきそ ごい しゅうろく

よなご べんこうざ おかもときよしちょ いまい しゅっぱん

2002.10
Y88/O4 ✍✍✍

よなご べん な た とくしつ よなご べんじてん しゅうろく

よなご なま ぶんせき たぶさ たけみつちょ

いまい しょてん

1990.8
Y88/T3 ✍✍✍

よなご ほうげん じつれい はつおん ぶんせき けいさい

とっとりけん ほうげんじてん もりした きいち へん

ふじ しょてん

1999.10
✍✍✍

とっとりけん ない つか ほうげん しゅうろく じてん

たいかん はっけんがくしゅう

とっとりけん きょういくいいんかい

✍

むきばんだ いせき たいけん かつどう さつ

やよい じだい まめちしき けいさい

20.
むきばんだ とっとり けんない いせき
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うみ やま おうこく とっとりけん むきばん

だ いせき ぐん

さこ かずえ へん うみ やま おうこく

1998

Y223/S11-2 ✍

むき ばんだ いせき ぐん かいせつ

むき ばんだ し

いっさつ

よみがえやよい こく おう むきばんだ いせき

(
かいていばん

)
とっとりけん むきばんだ いせき しせき こうえん ✍✍

2012
ねん しっぴつ さっし かいていばん むきばんだ

いせき はっけん ちょうさ ねんぴょう むら ようす やよい じだい

とうじ く ふんきゅうぼ ずかい

かいせつ

にほん かい のぞ わ こく おう むきばんだ い

せき

はまだ たつひこ しんせんしゃ

✍✍✍

いせき まな さつ むきばんだ いせき

はっけん やよい じだい しゅうらく しゅうえん

わ

やよい おうこく

とっとりけん りつはくぶつかん
Y223/T8 ✍✍

とっとりけん りつはくぶつかん ねん かいさい てんじ ずろく

やよい じだい ねんぴょう はっくつ しゃしん たすう けいさい

やよい じだい

さいしん せいか かた とっとり やよい ぶんか

とっとりけん きょういくいいんかい

Y20/T11-4 ✍✍

むきばんだ いせき あおや かみじち いせき けんない やよ

い じだい いせき けいさい しゃしん ほうふ やよ

い じだい わ まな さつ

しせき

とっとりけん ぶんか かんこうきょくぶんか しんこうか とっとりけん きょういく

いいんかい じむきょく ぶんか か
Y20/T11-5 ✍✍

ふくいち いせき あおき いせき むきばんだ いせき かみよど はいじ

あと あおや かみじち いせき けんない いせき しょうかい

さつ しせき ねんぴょう

さんいん やよい じだい

さんいんしせき だい かん

しせき せいび かいぎ じむきょく

✍✍

さんいん やよい いせき しょうかい さっし

ほか しせき かん かんこう
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第1号「民話マップの巻」 
第2号「米子城入門の巻」 
第3号「お寺や神社を調べてみようの巻」 

第4号「淀江ってどんな町？の巻」 

第5号「川とくらしの巻」 

第6号「中海入門の巻」 

第7号「村絵図に見るむかしのくらしの巻」 

第8号「弓ヶ浜農業の歴史の巻」 

第9号「大山入門 自然編の巻」 

第10号「米子人物事典の巻」 

第11号「見つけてみよう石造物の巻」 

第12号「大山入門歴史編の巻」 

第13号「米子の産業入門編の巻」 

第14号「米子の年中行事の巻」 

第15号「米子の水はなぜおいしい？の巻」 

第16号「かんきょう教室米子市クリーンセンターの巻」 

第17号「かんきょう教室 米子の下水道の巻」 

第18号「平和学習 米子にも空襲があったの巻」 

第19号「皆生温泉 今とむかしの巻」 

第20号「図書館のひみつの巻」 

米子市立図書館が毎年発行する子ども向

け郷土資料「ふるさと米子探検隊」シリーズ。 
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け郷土資料「ふるさと米子探検隊」シリーズ。 

無料で配布しています。どうぞ自由研究や学

習にお役立てください！！ 
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