
in 東京 in 九州（福岡）
西谷正氏

「北東アジアの古代に迫る」
―日本古代史との接点を求めて―

鉱物資源からみる交易と歴史
―九州の火山と鉄・銅・金・硫黄・朱・石など―

６（土） １３（土）　【大木公彦氏/鹿児島大学名誉教授】 ４/２２（月）～２５（木）
４ 【渤海】 渤海の遺跡 九州の火山と歴史にみる地質資源 日本海シリーズ【1】 石見・出雲・隠岐の巻

１８（土）　【高橋徹氏/元大分県立歴史博物館長】
５ 半島に延びる丹生の道

―朱で塗りこめられた女性首長墓― 

１５（土） １（土）　【藤本貴仁氏/宇土市文化課】 ６/３（月）～５（水）
６ 【渤海】　渤海と日本 馬門石と大王のひつぎ 古代の群馬【続編】―赤城山麓を中心に―

６（土）　【松井和幸氏/北九州市立埋蔵文化財センター】
７ 阿蘇のリモナイトと弥生製鉄の可能性 ７/３１（水）～８/７（水）

―阿蘇盆地出土の多量の弥生鉄器は何を語るのかー 古代渤海国 ―旧国と五京の主要地へ―

１７（土）
８ 【敦煌】　要衝の地・敦煌 　　休み ８/２７（火）～２９（木）

日本海シリーズ【2】 因幡・伯耆の巻
７（土）　【永山修一氏/ラ・サール学園】

９ 硫黄とイオウガシマをめぐる歴史
―南島の交易ネットワークの変容―

５（土） １２（土）　【松見裕二氏/壱岐市文化財課】 １０/７（月）～１０（木）
１０ 【シルクロード】　草原の道 一支国カラカミ遺跡にみる最先端の"モノづくり" 江原道をめぐる

―加工で高めた鉄製品の付加価値と交易ネットワーク― ―新石器時代遺跡と高句麗遺跡を中心に―

１１/５（火）～８（金）
１１ 古代の長野 ―縄文文化の宝庫へ―

  ＊11月以降は夏ごろに決定します
１４（土） １２/１９（木）～２１（土）

１２ 【シルクロード】　オアシスの道（1） 装飾古墳シリーズ（5）拾遺編/九州シリーズ完結編

【石山勲氏/元九州歴史資料館】
2020 １/２１（火）～２３（木）
１ 古代の鹿児島

―火山灰考古学・縄文文化と前方後円墳の南限―

８（土）
２ 【シルクロード】　オアシスの道（2）

３

2019
年

１３：３０～１６：００
代官山ヒルサイドテラス 「サロンウエスト」

１４：００～１６：００
 「松楠居（しょうなんきょ）」（大名） ３/３（日）～９（土）　寧波・杭州・南京

―稲作の起源・シルクロード海の道の起点・南朝の都へ―

お申込み・お問合せ　http://kataranne.com     FBやLINEでもお知らせ発信中！

                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　【監修：西谷正氏　主催：かたらんね】

学ぶ -manabu- 楽しむ -tanoshimu-

西谷正氏と
めぐるシリーズ

スペシャリストと
めぐるシリーズ

２０２０年 【予定】

◎二里頭・鄭州・安陽

◎ベトナム（漢の南方政策）

◎敦煌

◎日本海シリーズ

＊概要は裏面をご覧ください

文化財で楽しむ九州アジア倶楽部 ® ２０１９

現地講座
================================

九州らしい仏像の世界

―現地で本物が語ってくれること―

【井形進氏/九州歴史資料館】
==================================

■現地集合・解散 10：00～12：30

■日程は２ヶ月位前に決定

（１） 7/3（水）または10（水）
（２） 9/4（水）または11（水）

（１）太宰府―観世音寺を中心に―
観世音寺・政庁周辺・光明禅寺など

（２）箱崎―恵光院を中心に―
中国風の希少な仏が集中する世界



1971年、福岡県北九州市生まれ。九州大学文学部（美学美術史専
攻）卒業後、九州歴史資料館学芸員となる。専門は仏教美術史。
九州の仏像を主たる研究対象としているが、2013年に国指定史
跡となった首羅山遺跡の調査にも深くかかわり、謎の石塔である
薩摩塔の研究においても新境地を拓いている。

井形 進（いがた すすむ） 氏

1938年、大阪府生まれ。京都大学大学院修了。専門は東アジア考古
学。奈良国立文化財研究所、福岡県教育庁、九州大学教授、韓国伝
統文化大学外国人教授などを経て、現在、海の道むなかた館長、九州
歴史資料館名誉館長、伊都国歴史博物館名誉館長、九州大学名誉
教授。元日本考古学協会長。文化庁や世界遺産関係の役職多数。

西谷 正（にしたに ただし） 氏

1945年、新潟県生まれ。早稲田大学大学院（芸術学）修了。九州
歴史資料館にて2005年まで調査・研究に従事。その後も複数の
館で子供たちとの活動に注力。九州全域の装飾古墳の現場を知
り尽くし、装飾古墳の独特の魅力と、そこから垣間見える「ヒト」の
面白さを伝える活動を行っている。

石山 勲（いしやま いさお） 氏

1947年福岡県生まれ。鹿児島大学理学部地学科卒業。専門は地
質学(理学博士/東北大学)。鹿児島大学理学部で教育研究に携わ
る。同大学総合研究博物館長を経て現在、鹿児島大学名誉教授、
鹿児島県文化財保護審議委員会副会長ほか役職多数。最近は
石塔（薩摩塔など）や碇石、古墳の石棺などの石材も調査研究中。

大木 公彦（おおききみひこ） 氏

ラ・サール学園教諭。鹿児島大学・鹿児島県立短期大学非常勤
講師。1957年宮崎市生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。
博士（文学　九州大学）。 古代の南九州、古代～中世併行期の南島
の歴史を、文献を中心に考古学の成果も 取り込みながら研究
している。また、近世の薩摩藩の学問についても興味を持つ。

永山 修一（ながやましゅういち） 氏

1975年、熊本県八代市生まれ。宮崎大学教育学部（人文社会課程考古
学専攻）卒業後、宇土市教育委員会にて文化財調査・保護業務に従事。
古墳時代に畿内等の 有力豪族の石棺が製作された馬門石石切場跡の
発掘調査を担当し、古墳時代の石切場跡を特定。2005年の「大王のひつ
ぎ実験航海」事業にも携わった。現在、古墳時代の土器製塩も研究中。

藤本 貴仁（ふじもとたかひと） 氏

1976年、佐賀県鳥栖市生まれ。別府大学文学部史学科（考古学専攻）
卒業後、福岡県小郡市にて嘱託を経て、壱岐市教育委員会で埋蔵文
化財調査・保護業務に従事。島内にある「一支国」を構成する弥生遺跡
である国特別史跡原の辻遺跡や市史跡カラカミ遺跡の調査を担当し、
弥生集落遺跡の実態解明について調査・研究・情報発信を行っている。

松見 裕二（まつみゆうじ） 氏

1955年、富山県生まれ。広島大学大学院文学研究科博士前期（考古
学専攻）修了。博士（文学）。（財）広島県埋蔵文化財センター、北九州
市立いのちのたび博物館歴史課長を経て、2019年より北九州市立
埋蔵文化財センター次長。東アジアの前近代鉄文化を中心に研究し、
近年は阿蘇リモナイトから弥生時代製鉄の可能性を模索している。

松井 和幸（まつい かずゆき） 氏

1950年、大分県大分市生まれ。九州大学大学院修了。大分県教
育委員会で文化財調査保存に携わる。大分県立歴史博物館館長
を経て、現在、NPO法人文化財調査保存協会副理事長。古鏡、埴
輪ほかの個別研究を含め、考古学全般に関わる。長年エジプトア
コリス遺跡調査に参加中。

高橋 徹（たかはし とおる） 氏

「学ぶ」「楽しむ」 講師のご紹介　（50音順）

お問合せ
【 HP 】http://kataranne.comより　
【FAX】次の内容を明記の上、092-823-1708宛て

福岡　
松楠居
（しょうなんきょ）

福岡市中央区大名2-1-16
地下鉄「天神駅」徒歩5分

東京都渋谷区鉢山町13-13
http://hillsideterrace.com
東急東横線「代官山駅」徒歩10分

「学ぶ」へのお誘い 「楽しむ」へのお誘い

主催 有限会社かたらんね　〒814-0001 福岡市早良区百道浜 1-3-70-4408　TEL.092-823-1689　FAX.092-823-1708

東京

代官山ヒルサイドテラス
「サロンウエスト」

料金 20,000円
定員 70名

（年間チケット）

 ※ご夫婦、ご家族でご参加の場合は
　 お2人様 36,000円
※残席がある場合は1回4,000円

料金 15,000円
定員35名

（4～10月の6回）

  ※ご夫婦、ご家族でご参加の場合は
　 お2人様 28,000円
※残席がある場合は1回3,000円

HPまたはFAXにて、ご質問やご興味をお寄せください。
各回の詳細はHPやFBでお知らせしていきます。

2014年から5年かけて日本海を北上したこのシリーズ、日本海側の深さと凄み
に圧倒され続けました。リクエストも多く頂き、今年から再度スタートします。
①石見・出雲・隠岐　②伯耆・因幡　③丹後　④若狭・越前　
⑤加賀・能登　⑥越中・越後・佐渡　⑦出羽　⑧陸奥　⑨北海道

●二里頭・鄭州・安陽／中国の古代国家、夏・殷・商に絞った企画。2019年に
　新設開館の国立二里頭博物館や殷墟を中心に。甲骨文字は圧感。
●ベトナム／古代ドンソン文化・サーフィン文化や、南越9郡を置いた漢の
　南方政策を。日本で見る前漢鏡がここにも！
●敦煌／講座で学んだ現地へ。城壁や狼煙台や墳墓、敦煌莫高窟へ！
●日本海シリーズ／2019年に続き第3弾の丹後から。日本海は面白い！

2020年の企画（予定）

日本海シリーズ

装飾古墳王国・九州を、現場を知り尽くした専門家とライト片手に巡ります。
彩色も線刻も。大陸文化や黄泉の世界や船やクジラも。虜になります。

今年は遠方の先生方をお招きします。福岡ではなかなか
拝聴できない貴重なお話ばかり！火山や地質の話が、いつ
も学ぶ歴史と深く関わっていることに、興奮を覚える面白
さ。鉄・石・硫黄・朱など、歴史に登場する重要なトピックと
して鉱物資源を切り口にした連続講座。乞うご期待！

装飾古墳シリーズ

● 詳細はこちら http://kataranne.com　　●facebookやLINEでも発信中！
　　

今年は「シルクロード」「敦煌」「渤海」という人気のテーマ。
東アジア考古学の専門家であり日本考古学界を代表する
西谷先生の連続講座を東京で拝聴できる、希少な機会です。
講師が50年来撮りためた今や貴重な現場写真や当時の風景
も楽しみです。贅沢な時間をお過ごし下さい。

JR恵比寿駅
デンマーク大使館

蔦屋書店
東京都立第一商業高

東京バプテスト教会

首都高
速3号

渋谷線

サロンウェスト

JR渋谷駅

代官山駅

旧山手通

N

JR
山
手
線

東急東横線

松楠居

明治通り

西鉄グランドホテル
旧・大名小学校

中央区役所

▼

赤坂門

▼

警固四ツ角

四谷学院

ローソン
歯科医師会

ジョーキュウ

駒屋

国体道路

岩
田
屋

天
神
西
通
り

お申し込み
「学ぶ福岡」または「学ぶ東京」、〒・住所・お名前・ふりがな、
昼間に連絡可能な電話番号（できれば携帯）、FAX番号。
先着順に受け付け、定員に達したら締め切ります。



in 東京 in 九州（福岡） in 九州（鹿児島）
西谷正氏

「日本古代史の謎」
―最新事情を交えて―

玄界灘ルートを中心に 南方ルートを中心に

14（土）　【7】 4/16（月）～19（木）

４ 装飾古墳と高句麗の壁画古墳 古代の安芸・備後をめぐる

5/8（火）～10（木）

５ 魏志倭人伝⑦ 「岐阜・愛知」

16（土）　【8】 6/11（月）～14（木）

６ 元岡G号墳出土の庚寅年銘金象嵌大刀 韓国シリーズ 「古代の加耶諸国へ」
―大加耶・金官加耶を中心に―

７

4（第1土）　【9】

８ 大宰府の成立過程 8/20（月）～22（水）
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
9/2（日）～5（水）

９ 日本海シリーズ【完】 「北海道」

13（土）　【10】 10/16（火）～18（木）

１０ 古代山城の諸問題 宇佐神宮と国東・六郷満山（高橋徹氏）

11/25（日）～28（水） 11/中旬

１１ 魏志倭人伝【完】 「関東～福島」 大隅の巨大古墳と神話をめぐる
（北郷泰道氏）

8（土）　【11】 12/上旬

１２ 泰山における封禅 九州の装飾古墳　（石山勲氏）

2019 1/21（月）～23（水）

１ 魏志倭人伝（番外編） 「播磨・淡路・阿波」

9（土）　【12】

２ 日本出土のイスラム陶器

3/3（日）～9（土）

３ 中国ツアー「　テーマ検討中　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【監修:西谷正氏　主催:かたらんね】

学ぶ -manabu- 楽しむ -tanoshimu-

西谷正氏と
めぐるシリーズ

スペシャリストとめぐる
テーマ別シリーズ

2018
年

（全12回/2年間 の後半）
第２（土） １３：４０～１６：１０

（テーマ毎2回連続講座）
原則第１（土） １４：００～１６：００

（テーマ毎2回連続講座）
原則第１（日） １４：００～１６：００

3/4（日）～10（土）
魏志倭人伝特別編
「西安」 始皇帝陵と兵馬俑

世界遺産

「神宿る島」宗像・沖ノ島と

関連遺産群

（西谷正氏）

6/9（土） ★会場黎明館

薩摩塔が語るダイナミズム

（井形進氏）

12/2、 1/13★第2日曜

南九州からみえる「日本」

（北郷泰道氏）

4/1、 5/13★第2日曜

吉野ヶ里遺跡からみる

南の貝の道

（高島忠平氏）

2/3

＜2019（平成31）年4月以降＞

2019年 讃岐・伊予
2019年 「渤海」

2020年 「古代国家/夏・殷・商」

（二里頭博物館 2019開館予定）

廃仏毀釈を生き抜いて

―鹿児島に残る仏像―
（切原勇人氏、栗林文夫氏）

10/7、 11/4

文化財で楽しむ九州アジア倶楽部 ® ２０１８

―10周年記念特別編―
玄界灘を越えて

世界遺産「沖ノ島」・「百済」

（西谷正氏、ユンヨンヒョク氏）

5/30（水）★会場10階大会議室

北の筑紫君磐井・南の諸県君牛諸井

ー宮崎や大隅の巨大古墳を中心に―
（北郷泰道氏）

7/7、 9/1

衝撃の響灘（松井和幸氏）

1）縄文時代にもあった温暖化
2）企救の国の青銅器文化
12/1、 1/12★第2土曜

最古級の縄文文化「東名遺跡」

1）東名遺跡の凄さ（西田巌氏）
2）南九州の火山灰台地に広がる縄文文化

（本田道輝氏）

4/8★日曜、 4/28★第4土曜

信仰・芸術・権力のるつぼ国東

1）至高の芸術（井形進氏）
2）宇佐神宮とは何か（高橋徹氏）

2/16、 3/2

九州古代史の曲がり角

1）継体天皇の時代（水谷千秋氏）
2）筑紫君磐井（大塚惠治氏）

10/6、 11/3

【日帰り企画】

―遠賀川流域の前古代史―
「物部氏の影を探して」

（高島忠平氏）

ヤマトへ、

そして磐井の鎮圧へ繋がるのか！？

* 全３回 （5月、6月、7月）
* 天神発着、原則9～18時

薩摩の縄文文化

（本田道輝氏）

7/8、 9/9



1971年、福岡県北九州市生まれ。九州大学文学部（美学美術史
専攻）卒業後、九州歴史資料館学芸員となる。専門は仏教美術
史。九州の仏像を主たる研究対象としているが、2013年に国指
定史跡となった首羅山遺跡の調査にも深くかかわり、謎の石塔
である薩摩塔の研究においても新境地を拓いている。

井形 進 氏（いがた すすむ）
1938年、大阪府生まれ。京都大学大学院修了。専門は東アジア考古
学。奈良国立文化財研究所、福岡県教育庁、九州大学教授、韓国伝
統文化大学外国人教授などを経て、現在、海の道むなかた館長、九州
歴史資料館名誉館長、伊都国歴史博物館名誉館長、九州大学名誉
教授。元日本考古学協会長。文化庁や世界遺産関係の役職多数。

西谷 正 氏（にしたに ただし）

1945年、新潟県生まれ。早稲田大学大学院（芸術学）修了。九
州歴史資料館にて2005年まで調査・研究に従事。その後も
複数の館で子供たちとの活動に注力。九州全域の装飾古墳
の現場を知り尽くし、装飾古墳の独特の魅力と、そこから垣
間見える「ヒト」の面白さを伝える活動を行っている。

石山 勲 氏（いしやま いさお）
1966年、福岡県大牟田市生まれ。山口大学人文学部（考古学専
攻）卒業後、佐賀市教育委員会にて文化財調査・保護業務に従
事。佐賀市内の主要な遺跡調査を担当する一方で、東名遺跡の
調査を25年間継続中。現在、佐賀市教育委員会文化振興課主
査。東名遺跡の保存・活用・整備を中心に活動している。

西田 巌 氏（にしだ いわお）

1968年、広島県生まれ。福岡大学法学部卒業後、八女市教育委員
会にて文化財調査・保護業務に従事。鶴見山古墳の武装石人を
発掘した当人であり、岩戸山古墳、八女古墳群のスペシャリストで
ある。国指定無形民俗文化財「八女福島の燈籠人形」で下遣い人
形を操る人形遣いの顔もあわせ持つ。現在、八女市商工観光課。

大塚 惠治 氏（おおつか けいじ）
1949年、熊本市生まれ。鹿児島大学法文学部（日本史専攻）卒
業後、私立高校教員を経て、2015年まで鹿児島大学法文学部
教授（考古学関係の授業を担当）。現在、鹿児島県考古学会
会長。九州南部の縄文時代や弥生時代の人々の生活、他地域
との交流に関心を持つ。

本田 道輝 氏（ほんだ みちてる）

1964年、鹿児島市生まれ。鹿児島大学教育学部（中学校美術）
卒業。中学校、高等学校の美術教諭を経て、2011年より鹿児島
県歴史資料センター黎明館学芸専門員（美術・工芸担当）。 
2017年、「かごしまの仏たち～守り伝える祈りの造形～」展を黎
明館にて開催。塑像制作する彫刻家でもある。

切原 勇人 氏（きりはら はやと）
1953年、宮崎県都城市生まれ。立正大学文学部史学科（考古学専攻）
卒業。宮崎県教育庁文化課、宮崎県立西都原考古博物館を経て、宮
崎県埋蔵文化財センター所長を退職。南九州大学非常勤講師。2018
年まで宮崎県教育庁文化財課専門主幹。南九州の古墳文化を「世界
文化遺産」として評価する調査・研究、情報発信を行っている。

北郷 泰道 氏（ほんごう ひろみち）

19 6 4年、福岡市生まれ。広島大学大学院文学研究科博
士課程前期修了。現在、鹿児島県歴史資料センター黎明
館調査史料室長、鹿児島国際大学非常勤講師。専門は
日本中世史。鹿児島の廃仏毀釈について文献から詳しく
解説する。

栗林 文夫 氏（くりばやし ふみお）
1955年、富山県生まれ。広島大学大学院文学研究科博士前期
（考古学専攻）修了。博士（文学）。（財）広島県埋蔵文化財セン
ターを経て、現在、北九州市立いのちのたび博物館歴史課長。
東アジアの前近代鉄文化を中心に研究し、近年は阿蘇リモナイ
トから弥生時代製鉄の可能性を模索している。

松井 和幸 氏（まつい かずゆき）

1939年、福岡県飯塚市生まれ。熊本大学法文学部（東洋史専攻）
卒業後、奈良国立文化財研究所を経て、佐賀県教育委員会へ。
2017年まで旭学園理事長。吉野ケ里遺跡の発掘、保存整備の陣
頭指揮を執り、今も「ミスター吉野ケ里」と呼ばれる。邪馬台国九
州説派。近年は遠賀川流域の古代史を見直そうと活動中。

高島 忠平 氏（たかしま ちゅうへい）
1962年、滋賀県大津市生まれ。龍谷大学大学院博士後期課程
満期退学。博士（文学）。龍谷大学非常勤講師を経て、現在、堺
女子短期大学教授。専攻は日本古代史。継体天皇をめぐる各
地の遺跡や出土品を、朝鮮半島や九州に至る広域で俯瞰し、
わかりやすく解説する講演や著書多数。

水谷 千秋 氏（みずたに ちあき）

1950年、大分県大分市生まれ。九州大学大学院修了。大分県
教育委員会で文化財調査保存に携わる。大分県立歴史博物
館館長を経て、現在、NPO法人文化財調査保存協会副理事
長。古鏡、埴輪ほかの個別研究を含め、考古学全般に関わる。
長年エジプトアコリス遺跡調査に参加中。

高橋 徹 氏（たかはし とおる）
1952年生まれ。公州師範大学、高麗大学校大学院卒業。文学博
士。韓国中世史および忠清南道地域史専攻。2017年まで公州大
学教授。その間、公州大学院長、文化遺産大学院長、公州大学
博物館長、および韓国中世史学会会長、湖西史学会会長、国史
編纂委員を歴任。筑波大学、九州大学、琉球大学でも研究。現
在、忠清南道文化財委員、百済文化祭推進委員会理事など。

尹 龍爀 氏（ユンヨンヒョク）

「学ぶ」「楽しむ」 講師のご紹介　（50音順）

有限会社かたらんね　
〒814-0001 福岡市早良区百道浜 1-3-70　レジデンシャル福岡 4408
TEL.092-823-1689　FAX.092-823-1708　http://kataranne.com

福岡県教育委員会、鹿児島県教育委員会、
NPO法人 国境地域研究センター

主
催

後
援

最前線で活躍する講師陣による最新情報と新たな視点。想いの
こもった講師のお話に人生観を感じ、参加者同士の情報交換
を楽しむ場は、想像の羽を広げ日常を豊かにしてくれます。
一流の講師陣を囲む幸せな時間へ。ご参加お待ちしております。

お申し込み方法
【ホームページ】http://kataranne.comより

【FAX・ハガキ】「開催地」を明記の上、お名前・ふりがな・郵便番号・住所・
昼間連絡可能な電話番号・FAX番号を、下記主催者あてにお送りください。
お電話ではお受けしておりません。ご了承ください。

　＊お申し込み先着順。定員に達したら締め切ります。
　＊受付後、お支払い情報などをご連絡します。
　＊各回ごとのお申込みは4/1以降、残席がある場合にお受けします。
　　ホームページでご確認ください。

東京 日経カンファレンスルーム
（日経新聞本社ビル）

料金 17,000円
定員90名

（年間チケット）

 ※ご夫婦、ご家族でご参加の場合は
　 お2人様30,000円

※残席がある場合は1回3,500円

鹿児島 JR九州ホテル鹿児島 
会議室

福岡　JR博多シティ9F会議室3

アミュプラザ
鹿児島

アミュプラザ鹿児島
駐車場

九
州
新
幹
線

市
電

ダイエー

→至
天文
館

鹿児島本線

中
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突
川

駐車場への道程

JR九州ホテル鹿児島

鹿
児
島
中
央
駅
前

高見
橋

〒

P P

JR鹿児島中央駅

改札口

料金 15,000円
定員40名

（年間チケット/特別編含む）

 ※ご夫婦、ご家族でご参加の場合は
　 お2人様28,000円

※残席がある場合は1回2,000円

料金 18,000円
定員70名

（年間チケット/特別編含む）

 ※ご夫婦、ご家族でご参加の場合は
　 お2人様32,000円

※残席がある場合は1回2,000円

「学ぶ」へのお誘い



in 東京 in 九州
西谷正氏

「日本古代史の謎」
―最新事情を交えて―

九州学
「海と向き合って」

シリーズ

3/1（水）～7（火）
魏志倭人伝　特別編
 「洛陽・鄭州・安陽」

8（土）　① 4/11（火）～14（金）

４ 首長墓の出現と王墓の形成過程 玄界灘の島めぐり

5/17（水）～19（金） 5/13（土）～14（日）

５ 魏志倭人伝⑤「投馬国を探しに吉備へ」 磐井と継体天皇（大塚惠治氏）
～①石人石馬の謎～

10（土）　② 6/13（火）～16（金）

６ 奴国の王墓と「漢委奴国王」金印 韓国シリーズ
世界遺産「百済歴史地区」へ

7/6（木）～7（金）

７ 小値賀の海底遺跡と島の文化
　（林田憲三氏）

5（土）　③＊第1土

８ 墳丘墓と前方後円墳

9/12（火）～15（金）

９ 日本海シリーズ⑥「山形・秋田・青森」

14（土）　④ 10/16（月）～19（木）

１０ 巨大古墳と技術革新の世紀 韓国シリーズ 11/12（日）～14（火）
「古代三国の国境地帯-高句麗・百済・新羅-」 古代日向　　（北郷泰道氏）

～西都原と隼人・熊襲の世界～

１１
11/20（月）～22（水）

2（土）　⑤＊第1土 12/6（水）～8（金） 九州の装飾古墳　　（石山勲氏）

１２ 「神宿る島」宗像・沖ノ島と 魏志倭人伝⑥「ヤマト」 ～③豊前・豊後から筑後川流域へ～

 神社、古墳
2018 1/下旬

１ 台湾と台北故宮博物院
　（下野寿子氏）

10（土）　⑥
２ 筑紫君磐井の乱の背景

3/4（日）～10（土）いずれか6～7日間

３ 魏志倭人伝特別編 「西安」

 【後援】 福岡県教育委員会・ 公益財団法人 九州国立博物館振興財団・ NPO法人 アジア水中考古学研究所・ NPO法人 国境地域研究センター ＊「楽しむ」現地講座は、企画/かたらんね、旅行企画・実施/（株）西日本新聞旅行　

2017
年

（全12回/2年間 の前半）
第２（土） １４：００～１６：３０

（テーマ毎2回連続講座）
原則第１（土） １４：００～１６：００

　第２版 ２０１７/０３/０８付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【監修:西谷正氏　主催:かたらんね】

学ぶ -manabu- 楽しむ -tanoshimu-

西谷正氏と
めぐるシリーズ

日帰りシリーズ
スペシャリストとめぐる

テーマ別シリーズ

―海に眠る文化遺産―
鷹島の海底遺跡と世界の海

（佐々木蘭貞氏）

6/3、7/1

―南の海が繋ぐ先―
薩摩の島々・琉球の島々

（永山修一氏）

9/2、9/24（日曜）

―玄界灘が開いた新時代―
青銅器から見る文化の往来

（常松幹雄氏）

12/3（日曜）、1/6

―ヤマトとつなぐ海人―
隼人・熊襲から見える事

（北郷泰道氏）

4/1、4/23（日曜）

―中国商人が連れてきた事―
九州に息づく大陸仏と石塔

（井形進氏）

2/17（第3土）、3/3

■高島忠平氏とめぐるシリーズ
「風土記の考古学」
4/26（水） 豊前国風土記（田川）

5/25（木） 肥後国風土記（宇土・八代）

6/22（木） 肥前国風土記（東松浦）

＊天神発着、発着時間は企画による

■折尾學氏とめぐるシリーズ

「川から探る古代史」
9/28（木） 山国川を探る

11/2（木） 遠賀川を探る

11/23（木） 筑後川を探る

＊天神発着、原則9～18時

■職食紀行（しょくしょくきこう）シリーズ
毎月１テーマ/ 15：30帰着
「職」 職人訪問と、
「食」 歴史を感じる地元ゆかりの昼食を

＊原則9：00～15：30
＊8月、12月除く

-----------------------
4月 酒蔵と漁師料理

5月 い草とうなぎのせいろ蒸し

6月 老舗茶舗と元醤油蔵の鴨料理

7月 特別編

重要無形文化財久留米絣工房へ

・9月以降の予定
塩づくり、のごみ人形、水車小屋、
小倉織、鍋島段通 など（予定）

＜2018（平成30）年4月以降＞
5月か6月 魏志倭人伝 特別編 「渤海」

9月 魏志倭人伝⑦（完結） 「関東」
11月 日本海シリーズ⑦（完結）

「青森・福島・宮城」

―城が海を越えた―
倭城の特異性と倭城その後

（木島孝之氏）

10/7、11/4

文化財で楽しむ九州アジア倶楽部 ® ２０１７





in 大阪 in 九州

魏志倭人伝
-邪馬台国への道-

神話・仏像
福岡に

邪馬台国を探る
九州学シリーズ

（西谷正氏） （西谷正氏） （テーマ毎2回連続講座） 1/26（火）～28（木） 長門・周防の古代史

第２土曜
１４：００～１６：３０ １４：００～１６：３０

原則土曜
１４：００～１６：００

3/15（火）～19（土） 魏志倭人伝②
 「帯方郡～狗邪韓国」

9（土）

4 ⑦ 伊都国

21（土） 5/10（火）～13（金）

5 ① 奴国 日本海シリーズ⑤「古代の越中・越後・佐渡」

11（土）

6 ⑧ 奴国

16（土） 24（日） 7/5（火）～8（金）

7 日向神話 ② 伊都国 魏志倭人伝③「狗邪韓国から対馬へ」

（北郷泰道氏）
6（土） （番外編）

8 ⑨ 不弥国 28（日）筑紫君磐井
（大塚恵治氏）

3（土） 25（日） 9/6（火）～8（木）

9 九州の古仏古刹 ③ 九州説を探る 魏志倭人伝④「一支・末盧国・伊都国・奴国」

（井形進氏）
8（土） 9/26（月）～10/2（日） 10/28（金）～29（土）

10 ⑩ 投馬国 魏志倭人伝　特別編　「山東省」 筑紫君をめぐる
　（大塚恵治氏）

11/8（火）～11（金） 11/17（木）～18（金）

11 日本海シリーズ番外編「謎の継体天皇を訪ねて」 古代文化の十字路
―豊前・宇佐―（小倉正五氏）

10（土） 12/14（水）～16（金） 12/6（水）～8（金）

12 ⑪ 邪馬台国 福岡に邪馬台国を探る 装飾古墳　　（石山勲氏）

　　ー九州説― ―②筑後川から宇佐周辺へ―

2017年

1

11（土祝）

2 ⑫ 邪馬台国
　　―近畿説―

3/1（水）～7（火）

3 魏志倭人伝　特別編　「洛陽と鄭州」

2017年４月以降　日本海シリーズ⑥「古代の青森・秋田」

学ぶ -manabu-

                  文化財で楽しむ九州アジア倶楽部®   ２０１６　　  　　　【監修:西谷正氏　主催:かたらんね】

2016
年

高島忠平氏と
めぐるシリーズ

折尾學氏と
めぐるシリーズ

スペシャリストとめぐる
テーマ別シリーズ

楽しむ -tanoshimu-

西谷正氏と
めぐるシリーズ

in 東京

隼人と南島の時代
（永山修一氏）
6/12（★日）、7/2

長登銅山から見える
古代史
（池田善文氏）

7/30、8/27

筑紫君磐井
（大塚恵治氏）
12/3、1/7

畿内・半島における
日向の役割

（北郷泰道氏）
4/2、5/7

九州の古仏古刹 ③
（井形進氏）
2/18、3/11

日帰り企画

福岡市天神発着、専用車
原則9～18時（企画による）

＜奇数月、原則第4金曜＞
----------------------

【高島先生と歩く】
筑紫神話と古代史の旅

----------------------

1. 志賀島・糟屋 （5/27）
2. 壱岐 （7/28～29）

★この回のみ1泊2日

3. 伊都 （9/23）
4. 宗像・芦屋 （11/25）

5. 豊前 （1/27）
6. 筑紫平野 （3/24）

＜偶数月、原則第3木曜＞

----------------------
【折尾學先生と歩く】

地域の文化をめぐる旅

----------------------
(第１弾) 玄界灘を東へ西へ

1. 福岡市 （4/21）
2. 北九州市 （6/16）

(第2弾) 狗奴国はどこだ？

3. 菊地川流域 （8/18）
4. 球磨川流域 （10/20）

(第3弾) 支石墓から見えること
5. 島原 （12/22）★第4木
6. 佐世保 （2/16）

＊各回詳細はHPをご覧下さい

北部九州の古代豪族

と
那津官家

（酒井芳司氏）
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