
№ 職員氏名 演題名 場所 主催等 月　日 備　考

1 中原　斉
古代国家成立前夜のとっとり
　　　　～前方後円墳から古代寺院へ～

鳥取大学 平成29年4月17日 40 名 鳥取の歴史に学ぶ・第２回

2 大川　泰広 地下の弥生博物館・青谷上寺地遺跡を読み解く イーブルなごや（名古屋市女性会館）
東海鳥取県人会「鳥取県の歴史を考える
会」

平成29年4月22日 17 名

3 高尾浩司
妻木晩田遺跡の発掘調査について ～平成28年度
報告＆平成29年度見所紹介～

本の学校２階多目的ホール むきばんだやよい塾 平成29年4月22日 17 名

4 中原　斉
パネルディスカッション「大山開山1300年に向けて
～古から現代まで連綿と続く大山と出雲の物語～

大山ロイヤルホテル 伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会 平成29年5月20日 94 名 パネルディスカッション

5 八峠　興 発掘調査からみた古代の鳥取について 河原町コミュニティーセンター 河原町女性セミナー 平成29年5月24日 40 名

6 下江　健太
青谷横木遺跡の発掘調査結果
～飛鳥時代から平安時代を中心に～

浜村温泉「旅風庵」 気高町退職者公務員連盟 平成29年5月25日 17 名

7 中森　祥 鳥取県中部地震における文化財被害と対応 倉吉市文化活動センター 鳥取地域史研究会 平成29年5月28日 20 名

8 中森　祥 鳥取の城郭研究最前線 鳥取市高齢者福祉センター 郷土の歴史を楽しむ会 平成29年5月31日 15 名

9 中森　祥 鳥取県中部地震における文化財被害と対応 倉吉博物館
島根大学教育学部共生社会教育専攻「地
域総合研究」震災関連研修

平成29年6月3日 40 名

10 君嶋俊行 青谷上寺地遺跡の農耕～農具を中心に～ 米子市・今井書店本の学校多目的ホール むきばんだ応援団 平成29年6月3日 38 名

11 松井　潔 古代における鳥取と大陸の交流 エル・おおさか 古代を偲ぶ会 平成29年6月17日 85 名

12 坂本　嘉和 鳥取県鳥取市青谷横木遺跡 日本大学経済学部 古代交通研究会 平成29年6月24日 170 名

13 大川　泰広 発掘調査から見えてきた　青谷上寺地のものづくり 青谷上寺地遺跡展示館 青谷上寺地遺跡を学ぶ会 平成29年6月24日 29 名

14 松井　潔 日本遺産について 湯梨浜町中央公民館羽合分室 湯梨浜町教育委員会 平成29年6月26日 16 名

15 原島　知子 国府町の民俗芸能について 鳥取市国府町コミュニティーセンター 国府町観光大学 平成29年7月14日 30 名

16 中山　寧人
砂に埋もれた大集落
～長瀬高浜遺跡の紹介～

琴浦町まなびタウンとうはく３階 琴浦町寿大学歴史コース 平成29年7月14日 20 名

17 君嶋俊行 鳥取県の歴史遺産 伯耆国分寺・法華寺畑遺跡（遺跡解説） 北栄町老人クラブ女性部 平成29年7月20日 10 名

18 中森　祥 城のおはなし 湯梨浜町立図書館 湯梨浜町立図書館 平成29年8月12日 30 名
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19 松井　潔 日本遺産制度とこれからの文化財活用 鳥取市文化センター大会議室 鳥取市尚徳大学 平成29年9月8日 114 名

20 下江　健太 戦国の知将　亀井茲矩 琴浦町まなびタウンとうはく３階 琴浦町寿大学歴史コース 平成29年9月11日 18 名

21 濵田　龍彦 青谷上寺地遺跡の整備活用計画について 青谷町総合福祉センター 青谷支部老人クラブ 平成29年9月14日 37 名

22 大川　泰広 発掘調査から見えてきた弥生時代の青谷上寺地 米子市文化ホール 米子市文化財団 平成29年9月30日 33 名

23 小山　浩和 鳥取県の庭園文化史 琴浦町まなびタウンとうはく３階 琴浦町寿大学歴史コース 平成29年10月13日 12 名

24 高橋　章司 翠鳥園遺跡における石材の調達 大阪歴史博物館
公益財団法人大阪市博物館協会大阪文化
財研究所

平成29年10月14日 30 名

25 原島　知子 鳥取の祭り・行事 鳥取大学 鳥取大学地域学部「鳥取学」 平成29年10月16日 40 名

26 中森　祥
河原中学校周辺の歴史～「歴史」を学ぶということ
～

鳥取砂丘こどもの国多目的ホール 鳥取市立河原中学校 平成29年10月17日 60 名

27 枡家　豊 米子の弥生時代を探るー弥生集落の発掘調査ー 米子市文化ホール 米子市文化財団 平成29年10月28日 20 名

28 内田　徹 ぶらっと青谷れきし学 青谷地区公民館 青谷地区まちづくり協議会 平成29年10月28日 30 名

29 小口　英一郎 埋められた大量の銭貨 琴浦町まなびタウンとうはく３階 琴浦町寿大学歴史コース 平成29年11月10日 15 名

30 中森　祥 因幡の戦国時代と城 浄土宗東善寺サラナ苑 浄土宗因幡組壇信徒会 平成29年11月17日 100 名

31 原島　知子 長谷寺の信仰と絵馬群 倉吉交流プラザ
倉吉市教育委員会「平成29年度生涯学習
講座　1300年目を楽しむ」

平成29年11月25日 60 名

32 下江　健太 青谷横木遺跡の発掘調査成果 賀露神社「神社会館」 賀露文化保存会 平成29年11月26日 50 名

33 北浦　弘人 古代の青谷像（仮） 青谷町総合支所
鳥取市教育委員会
青谷町分室

平成29年12月12日 41 名

34 中原　斉
白鳳の精華
～上淀廃寺跡にみる古代寺院の実像～

琴浦町まなびタウンとうはく３階 琴浦町寿大学歴史コース 平成30年1月12日 30 名

35 小口　英一郎
鳥取西道路の改築工事に伴う発掘調査成果につい
て～気高町近隣の遺跡を中心に～

鳥取市気高町コミュニティセンター
鳥取市教育委員会
気高町分室

平成30年2月3日 36 名

36 中山　寧人
中世の食事の話
～グルメな古代・中世の人々～

湯梨浜町中央公民館 湯梨浜町中央公民館 平成30年2月9日 76 名
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37 中原　斉 まちを歩いて、地域のお宝を探そう！ 倉吉交流プラザ 鳥取県立生涯学習センター 平成30年2月11日 60 名
基調講演とトークプレイス
コーディネーター

38 中原　斉
とっとり古代びと、千年の記憶～妻木晩田遺跡・向
山古墳群・上淀廃寺～

イーブルなごや 東海鳥取県人会 平成30年2月24日 30 名

39 中森　祥 これからの文化財保存と活用の在り方について 大山町・名和公民館会議室 大山町文化財保護審議会 平成30年2月26日 10 名

40 中原　斉
トークセッション「鴟尾が物語る上淀廃寺」のコメン
テーター

むきばんだ史跡公園内
弥生の館むきばんだ

とっとりの文化遺産魅力発掘
プロジェクト実行委員会

平成30年3月4日 60 名

41 久保　穰二朗
「山陰の鴟尾」基調講演
「鴟尾が物語る上淀廃寺」のコメンテーター

むきばんだ史跡公園内
弥生の館むきばんだ

とっとりの文化遺産魅力発掘
プロジェクト実行委員会

平成30年3月4日 名 40と同じ

42 田中　正利 地域（中ノ郷）に残る知られざる歴史 中ノ郷地区公民館 中ノ郷地区公民館 平成30年3月12日 20

43 坂本　嘉和 青谷横木遺跡からみた古代山陰道のすがた 智頭町中央公民館
智頭枕田縄文遺跡の保存活用を推進する
会

平成30年3月13日 20 名

44 中森　祥 文化財としての 「因州和紙」 まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学歴史コース 平成30年3月28日 15 名

45 高橋　章司 検地帳から中世の景観を復元する 伯耆町溝口公民館 伯耆町教育委員会 平成30年3月31日 34 名

46 松井　潔 史跡と考古ツアー
安来市→松江市→倉吉市→（湯梨浜町）
→鳥取市

平成29年9月27日～29日 30 名

1,809 名平成29年度　合計参加数
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