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鳥取県内の温泉地入湯客数ランキング(2018年1月～12月)

1位 皆生(かいけ)温泉/米子市
2位 三朝(みささ)温泉/三朝町〔MAP⑫〕
3位 はわい温泉/湯梨浜町
以下、鳥取温泉/鳥取市、東郷温泉/湯梨浜町、吉岡温泉/鳥取市〔MAP⑦〕、関
金温泉/倉吉市、鹿野温泉/鳥取市、浜村温泉/鳥取市、岩井温泉/岩美町…と続く。
なかでも浜村温泉はランキングこそ下位ではあるが、2011年との比較では3倍以
上の入湯客数となっていて注目だ。鳥取県内のほかの温泉地は入湯客数が減って
いるか微増程度であることを踏まえると、驚異的である。最新の流れに乗り遅れ
たくなければ、浜村温泉へGO！

西部エリア

中部エリア

１

○鳥取県とは？

皆さんは鳥取県について、どこにあるの？と

思っている方もいるかもしれません。鳥取県
は、島根県とともに山陰地方にあり島根県の
東側に位置します。人口は約55万人と人口最
少県ですが、砂丘を始めとし自然が豊かで魅
力あふれる県です。現在は交通網が発達し、
関西と結ぶ特急スーパーはくと、また羽田空
港との定期便もあり、アクセスの面でもかな
り便利になっています。鳥取県東部に位置す
る県庁所在地、鳥取市は島根県の松江市と並
んで山陰地方最大級の都市であり、鳥取砂丘
や浦富海岸などの大自然を体中に感じること
ができます。中部にある倉吉市は白壁土蔵群
など歴史情緒あふれる街です。また、国内最
大級の梨についての博物館である「なしっこ
館」や、三朝温泉、青山剛昌ふるさと館があ
り充実した1日を過ごせること間違いありませ
ん！西部の米子、境港周辺では、1300年の歴
史がある大山寺でハイキングをしたり、水木
しげるロードでお土産を買ったりすることが
できます。また、境港市は国内有数の漁港と
して美味しい海鮮料理をいただくことができ
ます。

「ちぃとわてちぃとわて…。あちゃまけほ
んにけぇ…」って何言ってるんだろう？
「ちょっとずつちょっとずつ…ああ、やっ
ちゃったよもう…」という意味らしい。
鳥取弁って難しいけど少しかわいいかも、
勉強してみよう！ 文学部 越後谷 拓

鳥取を遊ぶ

倉吉市

境港市

米子市
大山町

南部町
伯耆町

江府町

琴浦町 北栄町

至

島
根
県

鳥取を知る

～温泉ランキング編～

1時間15分～1時間30分

約2時間30分

特急スーパーはくと

🚌夜行バス

バスで
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恋山形駅は智頭急行智頭線の駅。全国

に「恋」がつく駅は4つしかないにも関
わらず、2018年度の1日平均乗降客数
は5人しかいないという無人駅。お手洗
いすらない。にもかかわらず、駅やベ
ンチ、フェンスや道路は鮮やかなピン
ク色でハートも描かれている。しかも
恋ポストなるものがあり、ここにはが
きを投函するとハート型の消印が押さ
れるんだって！ 「恋がかなう駅」だ
から、白兎神社だけでなく恋山形駅に
行くのもおすすめ！

岸本辰雄 先生

〇ふるさと活動隊について
わたしたちふるさと活動隊は、明治大学創立者3人のそれぞれ

の出身地である鳥取県、山形県天童市、福井県鯖江市を訪れ、そ
れぞれの地域に対して理解を深めていきます。そこで得たことに
明大生視点の考えを加えてリーフレット作成や新たな政策提言を
考えるなど、より実践的に地域活性化に携わります。中でも私た
ちが参加した鳥取県のプログラムは唯一、2年にわたる活動に
なっており、観光リーフレットを作成するとともに、自分たちで
鳥取の魅力を最大限伝えるツアーを考えます。そして、私たち自
身がツアーのコーディネーターとして来年の夏ごろに明大生を
ターゲットとして実行する予定です。ご参加お待ちしています！

東部エリア

鳥取×明治

〇もちがせ週末住人
もちがせ週末住人とは、

「チャレンジする大学生と暮ら
す宿」をモットーに大学生が中
心となって運営している宿です。
体験型民泊などのサービスを提
供しており、用瀬の地域に根付
いた生活を体感することができ
ます。私たちも実際に宿泊した
だけではなく、用瀬にお住まい
の方々と一緒に料理をしご飯を
食べたり親交を深めることがで
きました。同時に、ガイドブッ
クには書かれていない用瀬の魅
力をたくさん知ることができま
した。人口が減少している今、
地域活性化について全力で考え
行動している週末住人の皆様と
交流できたのは私たちにとって
非常に貴重な経験となりました。

♨
⛩

岸本辰雄先生胸像前で撮影(鳥取市)

２

〇明治大学と鳥取の関係

ところで皆さんは鳥取県と明治大学の関係と聞かれたら、なにかご存じでしょ

うか？そうです、われらが明治大学の創設者 岸本辰雄先生の出身地が鳥取県で
す。明治大学には3人の創立者がいます。鳥取藩の岸本辰雄先生、天童藩の宮城
浩蔵先生、鯖江藩の矢代操先生の3人がおり、その中でも岸本辰雄先生は初代校
長として中心的な役割を果たしました。
岸本先生は、鳥取藩士の三男として生まれました。決して家は裕福ではなかった
ようですが、成績優秀であったため大学南校(現在の東京大学)に推薦で入学しま
した。その後司法省明法寮を経てフランスに留学し、フランス法学を専門に学び
ました。帰国後は日本でも、最先端で本格的な法律教育をすべきだと考え、明治
法律学校を1881年に開校します。この3人の先生方の努力があったからこそ今の
明治大学が存在するわけです。
その功績を称えるため、明治大学駿河台キャンパスのリバティタワー2階のひだ
まり広場には、3人の創立者の胸像が設置されているほか、最上階の23階にはそ
れぞれの名前を冠したホールもあります。また鳥取市内にも胸像が建立されてい
ます。

鳥取市

岩美町

三朝町

智頭町

若桜町

八頭町

湯梨浜町

至

兵
庫
県

至 岡山県

～恋山形駅編～
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砂像を展示する美術館。「砂で世界旅
行」をコンセプトに、毎年テーマを変
えて展示が行われます。そのため、砂
像制作の期間として1月初旬から4月末
までが休館となるので要注意。入場料
は一般600円・小中高校生300円。限ら
れた期間しか展示されない砂像を見る
と、美しさや迫力とともに儚さを感じ
ることでしょう。砂丘とセットで楽し
むのがオススメです。屋内展示が充実
しているため悪天候でも楽しむことが
できます。
〔住所:鳥取県鳥取市福部町湯山
2083‐17〕

鳥取東照宮は1874年から2011年までは
樗谿(おうちだに)神社と呼ばれていまし
た。しかし、江戸時代には因幡東照宮
と称されていたことから、鳥取東照宮
と改称されました。国の重要文化財や
鳥取県指定保護文化財となっており、
参道は樗谿公園となっています。鳥取
市歴史博物館やまびこ館も近くにあり、
歴史を一度に学ぶことができます。鳥
取市の中心部にあるためアクセスも非
常に良いスポットです。
〔住所:鳥取県鳥取市上町87〕

南北2.4㎞・東西16㎞にわたり、観光可能な砂丘としては日本
最大級です。戦前には陸軍の演習地としても利用されていまし
た。ラクダやファットバイク、砂丘ヨガも体験できます。長
靴・スリッパのレンタルも可能なほか、太いタイヤの車椅子も
用意されているため誰でも気軽に楽しむことができます。また
風が作る砂の模様の「風紋」や、低地に水が溜まった様子を見
ることもできます。季節や時間によって様々な顔を見せる鳥取
県随一の観光名所です。

神話「因幡の白うさぎ」の中では、
白うさぎは大国主と八上姫の縁結
びの神様とされています。その白
兎神がここでは祀られているため
恋人の聖地とも言われています。
道の駅も併設され、また白兎海岸
も隣接しており、夕暮れ時には絶
景が望めます。見所がコンパクト
にまとまっており、短時間で観光
できるスポットです。そして恋人
を探している方には絶対に欠かせ
ない観光地です。5月下旬から6月
中旬の間に海岸沿いにはハマナス
の花が咲き、これは自生南限地と
して国の天然記念物にもなってい
ます。〔住所:鳥取県鳥取市白兎
宮腰603〕

鳥取市の南方に位置し、昔ながらの町並みが残ってい
る地域です。旧暦の3月3日に、雛を流し無病息災を願
う「流しびな」という伝統行事で有名な場所でもあり
県外からも多くの観光客で賑わいます。また、澄んだ
小川の横にある、「川のhotori用瀬」というカフェを
始め、おしゃれな飲食店も多数あります。列車の本数
は少なく不便な土地柄でありながらも、日本の古き伝
統が残されており、心を落ち着かせてくれる場となっ
ています。

岩美郡岩美町にある浦富海岸は、日本海の荒波によって
形作られた壮大なリアス式海岸です。高い透明度を誇る
海水と多様な種類の魚の共存が生み出す美しい景観が認
められ、2010年に「世界ジオパーク」に登録されまし
た。また岩美町はアニメ「Free!」の舞台として知られ
るため、周辺の飲食店内は関連グッズも販売され、聖地
巡りをする観光客で賑わいます。シーカヤックやスタン
ドアップパドル体験で世界が認めた絶景を堪能するのも
おススメです。
〔岩美町観光協会 鳥取県岩美郡岩美町浦富783-8〕

鳥取温泉の1つで、吉岡温泉は「ホタルの里」として知られ、日本
一大きな池「湖山池」のほとりにあります。1000年前に発見され
た因幡三湯のひとつとして栄えた古湯で、歴史ある温泉です。現在
は国民保養温泉地に指定されています。一の湯には全国的にも珍し
く、ペット専用の個室温泉があります。一の湯を出た先にはレトロ
なカフェがあり、大山乳業農業協同組合の白バラ牛乳をふんだんに
使用したプリンを味わうこともできます。これも吉岡温泉の醍醐味
です。
〔住所:鳥取県鳥取市吉岡温泉町666〕３

クリアカヤックでは
洞窟探検もできるよ！
経営学部 大志民航

©鳥取県

境内や絵馬、お守りなどいたるところで
うさぎずくし！インスタ映え間違いなし♡
情報コミュニケーション学部 大貫紗也佳



観
光
情
報

西
部
エ
リ
ア

米子駅～境港駅間を結ぶJR境線を走る鬼太郎列車は、

座席から天井、そして列車のボディーまでゲゲゲの鬼
太郎づくし！列車内のアナウンスは鬼太郎・目玉おや
じ・ねこ娘が担当し、境線の駅も妖怪の名前が愛称に。
例えば米子駅は「ねずみ男」駅、境港駅は「鬼太郎」
駅に！ ©水木プロダクション

©水木プロダクション

漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の作者水木しげるの出身地として知られる境港市は、妖怪の街としての一面も持っていま
す。鬼太郎列車に乗りJR境港駅で降りれば、まるで水木作品の世界に迷い込んだかのような光景が広がります。駅
から800mの道のりを177体もの妖怪たちのブロンズ像が出迎える写真映え◎な水木しげるロードをはじめ、その脇
を固める商店街の店舗や神社は妖怪仕様になっています。ここでしか手に入らないグッズをゲットした先に待ち構
えるのは水木しげる記念館。ここに来ればゲゲゲの鬼太郎を、そして妖怪を何倍も楽しめること間違いなし。
〔水木しげる記念館 鳥取県境港市本町5番地(本町アーケード通り)〕

1日に平均約300-400tもの漁獲量を誇る、日本
海側最大級の最新型の漁港です。主に取れる魚
はブリやアジ、また水揚げ量全国1位の紅ズワ
イガニやマグロなど数多くの魚を見ることがで
きます。夏の時期は岩ガキや白イカなどが旬。
1日に2回開催される境港見学ツアーでは、ガイ
ド付きで卸売市場内や漁港を見学し、漁港の迫
力を肌で感じることができます。漁れたての魚
を使用した新鮮な海鮮丼も境漁港近くの市場や
飲食店で味わうことが可能です。
〔鳥取県境港水産事務所 鳥取県境港市昭和町9
番20〕

中国地方最高峰を誇る大山にあ
る、天台宗のお寺。歴史は古く
2018年には1300年祭を実施しま
した。山中にあるこのお寺には、
参拝だけでなくハイキングや登
山など様々な方が訪れます。大
山に来ることで身体、心を整え
てほしいとの思いを込めて「調
ふ」という言葉がお守りなどに
書かれています。実際に山の中
で体験できる座禅では、自然と
一体化したような不思議な感覚
を覚えることができます。
〔鳥取県西伯郡大山町大山9〕

東京の羽田空港から鳥取砂
丘コナン空港で鳥取へ。まず
旅の始まりは「鳥取砂丘」から。
砂丘散策で異世界のような
風景を満喫しよう！そのあと
は「砂の美術館」で砂像を見
よう！お腹が空いたら「すな
ば珈琲」でランチ。最後は世
界が認めた「浦富海岸」の透
き通る海をクリヤカヤックで堪
能。県内有数の名湯「吉岡温
泉」に宿泊しリラックス！

3日目は朝から迫力満載の
「境漁港」のツアーに参加しよ
う。その後はとれたて新鮮の
海鮮丼をいただこう！お腹を
満たせたら「水木しげるロード」
で妖怪の世界へLet‘s go！
たくさんの妖怪たちに囲まれ
インスタ映えも間違いなし！
妖怪グッズやお土産も購入で
きるよ！帰りは米子鬼太郎空
港から羽田空港で東京へ。
鳥取を満喫できたかな？

2日目は「白兎神社・白兎海
岸」からスタート。うさぎの像や
お守り、そして絵馬がとっても
かわいい！次にまんが王国
とっとりを語る上で外せない
「青山剛昌ふるさと館」を訪れ
よう。最後は「大山」で大自然
の神秘を感じよう！人気の白
バラ牛乳や禅バーガーを味わ
うのもおすすめ！鳥取県内人
気No. 1の「皆生温泉」で最後
の夜を満喫しよう！

【参考】飛行機時刻表
[羽田空港→

鳥取砂丘コナン空港]
〈片道大人２３,４９０円〉
06:40―07:55
09：35―10:50
13：05―14：20
16：35―17：50
19：20―20：35

[米子鬼太郎空港→
羽田空港]

〈片道大人２４.６９０円〉
０７：２０-０８：４０
０８：４５-１０：０５
１１：３５-１３：００
１１：５５-１３：２０
１４：３０-１５：５５
１６：５５-１８：２５
２０：２０-２１：５０
２０：２５-２１：５５
※ふるさと活動隊調べ

４

鳥取県内は非電化
区間が多く、鉄道
のことは電車でな
く列車と呼ぶん
だって！
文学部 長島 薫平

３日目

２日目

鳥取砂丘ではラクダに
乗ることもできるよ！

とっとり旅プラン

1日目

迫力満点の水揚げの様子を
間近で見ることができるよ！

文学部 越後谷 拓

～鬼太郎列車編～
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倉吉や用瀬と東部エリアの小川の畔を歩い

ていると、驚くほどたくさんのハグロトンボ
に出会えるよ。川のせせらぎとともにひらひ
らと飛ぶその姿は美しく、都会では絶対に見
られない光景。青緑の体に黒い羽根をもち、
体色が鮮やかでとても美しく綺麗！

【鳥取の銘菓】
出雲神話に出てくる「因幡の白兎」が有名ではあるけれど、
「因幡の白うさぎ」というお菓子もある。可愛いうさぎの形を
した焼きまんじゅうで、食べるのがもったいないくらいだ。
生地には地元の大山バターを使っていて、鳥取が詰まった一品
だ。黄身餡のものがスタンダードだが、こだわって作った抹茶
餡のものも存在する。他にも最近では「白ウサギフィナン
シェ」なるものも人気がある。お土産を調べると「ふろしきま
んじゅう」「砂の丘」など色々出てきた。全部美味しそう。境
港では「妖菓目玉おやじ」を買えばインスタ映え間違いない。
他にも、倉吉には第53代横綱・琴櫻も食したという「打吹公園
だんご」という白餡・小豆餡・抹茶餡の三色団子もあるみたい。

©青山剛昌／小学館

梨のことなら何でもわかる博物館。入館料は大人300円、子供150円。
梨の歴史から、育て方、世界の梨の品種まで展示されていて、梨博士に
なれること間違いありません。子供が遊べるスペースもあり、家族連れ
で週末や夏休みは大賑わいです。試食コーナーまであって3種類の梨の
食べ比べのサービスもあります！
〔住所:鳥取県倉吉市駄経寺町198-4
倉吉パークスクエア内〕

青山剛昌ふるさと館では、「名探偵コナ
ン」原作者青山剛昌の幼少期の作品から現
在の作品まで鑑賞できます。穴埋め形式で
コナンクイズをしながら回ることができ、
はじめて来た人でも楽しめます。オリジナ
ルグッズの販売やトークイベントも開催さ
れています。最寄りの由良駅からふるさと
館までは1.4㌔ほどコナン通りが続きます。
そこにはコナン関連のブロンズ像やカラー
オブジェなどが立ち並んでおり、訪問者を
楽しませます。
〔住所:鳥取県東伯郡北栄町由良宿1414〕

国重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、玉川に架けら
れた石橋や赤瓦に白い漆喰壁が見られ、江戸・明治時代に建てら
れた古き良き当時の面影を残した街を歩くことができます。桑田
醤油醸造所などで作られる醤油も有名で、醤油ソフトを食べるこ
とができます。「りんりんや」には7種類のミニたいやきが売って
おり、梨ソフトに醤油味ミニたい焼きがついたスイーツは絶品。

鳥取県内でも有数の温泉地。JR倉吉駅から
バスで20分。ラジウムやラドンを含む日本
トップクラスの放射能泉です。そのため昔
ながらの温泉街の観光と湯治の両方が楽し
めます。三徳川という清流に沿って旅館が
立ち並び、情緒がありながら美しい景観で
あるこの温泉は、日本遺産「六根清浄と六
感治癒の地」の一部となっています。ドラ
マや映画のロケ地に使われたこともあり、
鳥取に数多くある温泉のなかでも定評があ
ります。また日帰り入浴ができる温泉もあ
るため観光客にもおすすめです。

５
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【すなば珈琲】
“スタバはないがスナバ
がある”という鳥取県
知事の名言（？）によ
り誕生したすなば珈琲
は県内に8店舗を展開。
コーヒー豆を鳥取砂丘
の砂と混ぜて焼く独自
の焙煎方法を使用した
コーヒー、幻のグルメ
と評されるもさエビを
使用したホットサンド
や大山地鶏のカレーは
絶品。一息つくのに最
適なカフェ。

鳥取を食べる

【鳥取和牛】
鳥取和牛の「白鵬85の3」は、
5年に1度開催される和牛オリ
ンピック(全国和牛能力共進
会)の第11回目大会で肉質日本
一に輝いた。知名度は低いか
もしれないが鳥取和牛はとて
も品質の良いお肉なのだ。ま
た鳥取牛を使った弁当や駅弁
もあり、気軽にその味を楽し
むこともできる。

～ハグロトンボ編～

なしっこ館の
スケールの大きさ、
びっくりしました！
文学部小野倫瑠

他にも鳥取は地酒が
有名だよ！
商学部 前田晃哉
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【白バラ牛乳・コーヒー】
県内でも広く親しまれ、コン
ビニでも白バラ牛乳やコー
ヒー牛乳などの購入が可能。
大山の自然の恵みを享受した
白バラ牛乳は、優しい甘さと
後味のスッキリさが特徴的。
鳥取に訪れたら飲まないと後
悔するご当地グルメ！東伯郡
の本社では工場見学を実施中。

【とうふちくわ】
鳥取県名産品とうふちくわ。普通のちくわよ
り白く、柔らかな食感が特徴。ご飯のおかず
に、酒のつまみに、鳥取県民に愛されるとう
ふちくわ。他にも鳥取県ではあごちくわ、鯛
ちくわ、チーズちくわ、カレーちくわなど多
彩なバリエーションと味を楽しめる。

【牛骨ラーメン】
牛骨で出汁をとる鳥取発祥のご当地ラーメンである。
スープを口にするだけで非常に満足感のあるラーメ
ンである。しっかり牛の甘味や香ばしさを感じるが
しつこいわけでなく、クセになる味である。倉吉や
米子方面に店が多いが、最近は鳥取駅周辺でも味わ
うことができる。

【岩ガキ】
海のミルクとも称される、岩ガキ。大きいものだと大きさ
が20cmをも超えるものも。ポン酢などかけなくても、カ
キ本来の、濃厚でクリーミィな極上の味わいが楽しめる。
現地でしか食べられない一品。

【梨】
鳥取県の特産品は梨である。特に有名なのは透
明感のある黄緑色の二十世紀梨。口に含めばさ
わやかな甘さの果汁が広がる。最近開発された
のは新甘泉梨（しんかんせんなし）。その名の
通り、二十世紀梨より芳醇な甘みを堪能するこ
とが出来る。県内では、梨を使った様々なス
イーツも楽しむことができる。

６
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【らっきょう】
生命力の強いらっきょ
うを鳥取砂丘で育てた
ものが砂丘らっきょう
である。鳥取の冬は氷
点下と厳しく、夏は砂
丘の地表面温度は灼熱
になるため引き締まっ
た食感の良いらっきょ
うが取れる。健康にも
いいのでおススメ。

【海鮮丼】
日本有数の漁獲量を誇
る境漁港を膝元におく
境港市では、新鮮な魚
や海鮮丼を堪能できる。
境漁港の隣に構える直
売センターには数多く
の魚が並ぶ。また水木
しげるロード付近にも
海鮮丼のお店があり、
観光の合間にも気軽に
食べることができる。

現地では「新甘泉」って
いうなしを食べたよ！
みんなは、どのなしが

好きかな？商学部 小林 直樹

あっさりした中に旨味
がたっぷり！やみつき
になる美味しさ！

文学部 越後谷 拓

【松葉ガニ】
松葉ガニは、成長した
ズワイガニの雄のこと。
ぎっしり詰まった身と
上品なうまみが楽しめ
る鳥取の冬の味覚の代
表格である。とくにカ
ニの水揚げ量日本一で
ある境港で食べるカニ
は格別の味わい。



～あとがき～
このリーフレットでは、私達が感じた鳥取の魅力を学生の視点から伝えてみました。
今回作成にあたり、私たちの訪問を快く受け入れてくださった鳥取県庁ならびに鳥取
市役所の皆様、明治大学校友会・父母会の皆様、そして取材にご協力いただいた皆様
にこの場を借りて御礼申し上げます。
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