
職員氏名 演題名 場所 主催等 月　日 参加数 備　考

岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 江府中学校1年生 平成27年4月15日 30名

塚田　浩
井田　智

火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 弓ヶ浜中学校1年 平成27年4月30日 131名

塚田　浩
長尾　かおり

昔の火おこし体験/地域の歴史と考古学　入門編 箕蚊屋小学校 箕蚊屋小学校6年 平成27年5月1日 60名

松井　潔 鳥取考古学紀行 奈良市 奈良世界遺産市民ネットワーク 平成27年5月13日 60名

中森　祥 歴史とはなにか？～考え方と学び方と～ 岩倉小学校 岩倉小学校 平成27年5月13日 70名

松本　絵理 鳥取県の民家 門脇家住宅 和塾白庵（神奈川県） 平成27年5月15日 15名

岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 溝口中学校1年生 平成27年5月15日 35名

中原　斉 とっとり文化財紀行
山陰合同銀行鳥取営業

本部ビル会議室
鳥取県銀行協会 平成27年5月15日 122名

岡田　芳博
井田　智

火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 岸本中学校1年生 平成27年5月21日 72名

岡田　芳博
井田　智

火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 南部中学校1年生 平成27年5月21日 43名

坂本　嘉和 古代伯耆国を中心とした製鉄遺跡の調査
東京工業大学

大岡山キャンパス本館
日本鉄鋼協会 平成27年5月30日 50名

君嶋　俊行 青谷上寺地遺跡にみる弥生時代港湾集落の交易 豊島区生活産業プラザ 東アジアの古代文化を考える会 平成27年6月6日 50名

中原　斉 とっとり文化財紀行
琴浦町生涯学習センター

まなびタウンとうはく
琴浦町寿大学歴史コース 平成27年6月12日 22名

岡田芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 安来南小学校6年生 平成27年6月18日 16名

中山　寧人 古代・中世の食事の話～グルメな古代・中世の人々～ 智頭町総合センター 智頭町中央公民館 平成27年6月24日 55名

君嶋　俊行 鳥取県の前期古墳～山陰古墳時代の幕開け～ 遷喬地区公民館 遷喬地区公民館 平成27年6月29日 16名

中森　祥 文化財の防災対策―防災にどう取り組むか― 倉吉市図書館 ミュージアムネットワーク鳥取 平成27年7月1日 30名

濵田　竜彦 土器の種実圧痕と初期農耕
島根県埋蔵文化財

調査センター
島根県埋蔵文化財調査センター 平成27年7月3日 50名

山枡　雅美
鳥取西道路建設に伴う発掘調査について
～気高町内を中心に～

乙亥正屋敷廻遺跡
気高調査事務所

鳥取市立気高中学校 平成27年7月7日 16名
総合選択学習の遺跡見
学及び講演

北　浩明
平成27年度琴浦町寿大学歴史コース
山陰の旧石器時代

琴浦町生涯学習センター
まなびタウンとうはく

琴浦町寿大学 平成27年7月10日 30名

 出前講座実績一覧　（平成２７年度）
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岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 江府中学校1年生 平成27年4月15日 30名

濵　隆造 青谷横木遺跡の様相～古代の青谷平野について～
鳥取市青谷町総合支所

多目的ホール
鳥取県埋蔵文化財センター 平成27年7月11日 65名

中森　祥 青谷の中世―城・石造物・亀井茲矩 鳥取市青谷総合支所 青谷町高齢者教室 平成27年7月14日 100名

松本　絵理
文化財保護制度の概要と
鳥取県内の文化財建造物

建築技能会館 鳥取県建築士会 平成27年7月18日 30名

中原　斉 とっとり発掘物語～遺跡が語る地域の歴史～ 鳥取ふれあい会館 鳥取県民カレッジ本部 平成27年7月25日 110名

松井　潔 鳥取藩台場跡～郷土の先人が残した土木遺産～
琴浦町生涯学習センター

まなびタウンとうはく
琴浦町教育委員会 平成27年8月1日 40名

橋津台場跡、由良台場
跡、赤崎台場跡見学

松本　絵理 三徳山に残る修験道建築 大阪歴史博物館 県文化財課 平成27年9月5日

松本　絵理 三徳山に残る修験道建築 三井記念美術館 県文化財課 平成27年9月6日

岡田芳博
井田智

火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 大山小学校4～6年生 平成27年9月3日 46名

岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 黒坂小学校5年生 平成27年9月4日 15名

岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 根雨小学校5年生 平成27年9月4日 10名

高橋　章司 下坂本清合遺跡の弥生時代の消失住居
鳥取市青谷町総合支所

多目的ホール
鳥取県埋蔵文化財センター 平成27年9月5日 43名

岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 日吉津小学校5年生 平成27年9月7日 40名

塚田　浩 妻木晩田遺跡の解説と石包丁づくり 名和小学校 名和小学校3～6年 平成27年9月11日 30名

岡野　雅則 東郷池周辺の歴史と環境
琴浦町生涯学習センター

まなびタウンとうはく
琴浦町寿大学歴史コース 平成27年9月11日 20名

中原　斉 鳥取藩台場跡について 米子市立図書館 伯耆文化研究会 平成27年9月12日 55名

松本　絵理 文化財登録の手続きについて 建築技能会館 鳥取県建築士会 平成27年9月26日 30名

中原　斉 鳥取学－とっとり再発見－
鳥取大学大学教育支援機構

（教育センター）
大学大学教育支援機構 平成27年10月5日 122名

坂本　嘉和 古代の役所と寺院
琴浦町生涯学習センター

まなびタウンとうはく
琴浦町寿大学歴史コース 平成27年10月9日 21名

濵本　利幸
ふるさと再発見生涯学習講座（歴史）
青谷上寺地遺跡解説・現地見学

鳥取市青谷町総合支所
多目的ホール

鳥取県立生涯学習センター
（県民ふれあい会館）

平成27年10月16日 45名

濵　隆造
ふるさと再発見生涯学習講座（歴史）
青谷横木遺跡解説・現地見学

鳥取市青谷町総合支所
多目的ホール

鳥取県立生涯学習センター
（県民ふれあい会館）

平成27年10月16日 45名
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岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 江府中学校1年生 平成27年4月15日 30名

岡野　雅則 「弥生の王国」鳥取のすがた 遷喬地区公民館 遷喬地区公民館 平成27年10月21日 17名

中原　斉 鳥取池田家32万石～揚羽蝶の時代～ 鳥取市文化センター 尚徳大学郷土コース 平成27年10月23日 130名

中原　斉 「鳥取・岡山を治めた大名　池田家」
とっとり・おかやま新橋館

２階催事スペース
（公財）史跡鳥取藩主池田家

墓所保存会
平成27年10月31日 20名

原島　知子 鳥取学～とっとり再発見～　鳥取の祭り・行事 鳥取大学 鳥取大学 平成27年11月9日 150名

濵田　竜彦 三徳山と大山
琴浦町生涯学習センター

まなびタウンとうはく
寿大学 平成27年11月13日 50名

長尾　かおり
あなたの知らないサイノカミさん
－よどえだいせんサイノカミがご縁を結ぶ町－

むきばんだ史跡公園 とっとりの魅力発掘プロジェクト 平成27年11月14日 50名
よどえだいせんトークプレ
イス

松本　絵理 奥田家住宅について 奥田家住宅 湯梨浜町教育委員会 平成27年11月14日 20名

松本　絵理 三徳山三仏寺投入堂と日本遺産 伯耆しあわせの郷 中国ろうあ連名 平成27年11月28日 30名

野口　良也
発掘調査から見えてくるもの
～湖山池南岸地域の様子～

湖南公民館 湖南教育振興会 平成27年12月5日 32名

原島　知子
平成27年度琴浦町寿大学歴史コース
鳥取の民俗芸能

琴浦町生涯学習センターま
なびタウンとうはく

琴浦町寿大学 平成27年12月11日 19名

梅村　大輔
第37回木簡学会　研究集会青谷横木遺跡の発掘調査と
出土木簡（続報）

奈良文化財研究所
平城京資料館

木簡学会
平成27年12月5日～

12月6日
200名

中原　斉 「鳥取藩台場跡探訪」～幕末期における攘夷思想～ 鳥取県関西本部交流室 大阪鳥取県人会
平成27年12月17日～

12月18日
100名

坂本嘉和 発掘調査報告会　（青谷横木遺跡） 島根県民会館３０７号室 島根考古学会 平成27年12月20日 40名

中原　斉 鳥取池田家32万石～揚羽蝶の時代～
琴浦町生涯学習センター

まなびタウンとうはく
琴浦町寿大学歴史コース 平成28年1月8日 50名

濵田　竜彦 妻木晩田遺跡の保存・整備・活用について 東北芸術工科大学 東北芸術工科大学 平成28年1月9日 100名

濵田　竜彦 妻木晩田遺跡の保存・整備・活用の現状と課題 奈良文化財研究所 奈良文化財研究所 平成28年1月15日 20名

荒川　和哉
気高町内の遺跡の発掘調査成果についてpart４
（下坂本清合遺跡）

鳥取市気高町中央公民館 鳥取市気高町中央公民館 平成28年1月16日 17名

高尾浩司 鉄器の流通・生産から見た弥生／古墳

長尾かおり 妻木晩田遺跡の盛衰と終焉

君嶋　俊行
激動の３世紀を生きる
－弥生時代の終焉と妻木晩田遺跡－

妻木晩田遺跡国史跡指
定15周年記念シンポジウ
ム

250名平成28年1月23日鳥取県教育委員会米子コンベンションセンター
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岡田　芳博 火起こし体験 鳥取県立大山青年の家 江府中学校1年生 平成27年4月15日 30名

下江　健太 鳥取東部における農耕社会のはじまりについて 智頭町中央公民館
智頭枕田遺跡の保存活用を

推進する会
平成28年1月28日 9名

梅村　大輔 第９回 木簡ワークショップ 奈良文化財研究所 奈良文化財研究所 平成28年1月29日 20名

松井　潔 文化財保護行政と文化財の修復について 東京芸術大学 東京芸術大学 平成28年2月6日

大川　泰広
平成27年度琴浦町寿大学歴史コース
池田家墓所の秘めたる魅力

琴浦町生涯学習センター
まなびタウンとうはく

琴浦町寿大学 平成28年2月12日 23名

枡家　豊 秋里遺跡の井戸跡について 鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取県さく井協会 平成28年2月2日 22名

濵田　竜彦 土器から探る！山陰地方における農耕のはじまり 島根県立古代出雲博物館 島根県立古代出雲博物館 平成28年2月6日 100名

福島　雅儀 北からみた倭国の形成 智頭町中央公民館
智頭枕田遺跡の保存活用を

推進する会
平成28年2月9日 11名

塚田　浩 妻木晩田遺跡の解説と火起こし 八郷小学校 八郷小学校4～6年 平成28年2月18日 11名

加藤　裕一 出土古銭について 島根県埋蔵文化財センター 島根県埋蔵文化財専門研修 平成28年2月19日 25名

下江　健太 鳥取東部における農耕社会のはじまりについて 遷喬地区公民館 遷喬地区公民館 平成28年2月22日 9名

原島　知子 大山学講座特別編　荒神祭について 大山農村環境改善センター
大山公民館・大山分館

・文化財室
平成28年3月6日 25名

原田　雅弘
乙亥正屋敷廻遺跡の集落の様相
～弥生時代から古墳時代の集落について～

鳥取市青谷町総合支所
多目的ホール

鳥取県埋蔵文化財センター 平成28年3月12日 58名

高橋　章司 遺跡活用基礎研究事業「弥生の石器づくり」
鳥取県立むきばんだ

史跡公園
鳥取県立むきばんだ史跡公園 平成28年3月18日 5名

原島　知子
鳥取県選択無形民俗文化財
弓浜半島のトンド　渡地区を中心に

渡公民館
境港市伝統文化継承事業

実行委員会
平成28年3月19日 30名

堀　寛之 妙見山城の城郭見取り図について 福栄地域振興センター 福栄の歴史書作成委員会 平成28年3月20日 5名
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