
号数 発行年 論文の種類 タイトル 著者 頁
第1号 1999年 地域史というパラダイム　―『鳥取地域史研究』創刊にあたって― 安藤　　文雄　 1

（平成11年） 「鳥取地域史研究会」設立の経緯と活動 坂本　　敬司 3
研究論文 平安期の伯耆国の農業災害について 錦織　　勤 5
研究論文 鎌倉後期の伯耆国守護と小鴨　―六波羅探題発給文書からの検討― 岡村　　吉彦 21
研究論文 竹島渡海と鳥取藩　―元禄竹島一件考・序説― 池内　　敏 31
研究論文 播磨国鳥取藩領、及び福本藩に関する基礎的研究 伊藤　　康晴 48
研究ノート 因幡国の神葬祭運動　―文化年中を中心にして― 田村　　達也 66
研究ノート 『因幡民談』の諸本 佐々木　孝文 76

鳥取地域史この一年 82
地域史関係の出版物 83

第2号 2000年 地域史という姿勢　―『鳥取地域史研究』第二号発行にあたって― 安藤　　文雄　 1
（平成12年） 研究論文 祭礼と庶民信仰　―江戸時代中後期の鳥取藩を事例として― 北尾　　泰志 3

研究論文
「移住士族取扱規則」成立の背景
　　　　　　　　　　　―鳥取県士族の北海道移住の検討から―

伊藤　　康 29

研究ノート 戦国末永禄・天正期の北条郷山田氏の城館 日置　粂左ヱ門 48
研究ノート 米子組士と荒尾家臣団 坂本　　敬司 54
研究ノート 一九一〇年韓国皇太子の来鳥前後 池内　　敏 66
書　　評 池内　敏著『近世日本と朝鮮漂流民』 清水　　太郎 73
書　　評 阿部恒久著『「裏日本」はいかにつくられたか』 佐々木　孝文 78

一九九九年の活動記録 坂本　　敬司 81
鳥取地域史この一年 84
地域史関係の出版物 85

第3号 2001年 資料救出活動に参加して　―巻頭言にかえて― 田村　　達也 1

（平成13年） 研究論文
光仁・桓武朝における因幡国造氏
　　　　　　　　　　　―浄成女と因幡内親王の乳母への再検討から―

石田　　敏紀 5

研究論文
伯耆山名氏の権力と国人
　　　　　　　　　　　―山名教之期を中心として―

岡村　　吉彦 15

研究論文
芸能に興じる若者と藩による農村の風儀改め
　　　　　　　　　　　―鳥取藩における領主と農民―

北尾　　泰志 31

研究ノート
名所図会の図像変遷について
　　　　　　　　　　　―描かれた因幡国加路・小山―

伊藤　　康晴 75

研究ノート 統計資料による小学校の地域別比較 田村　　達也 86
研究ノート 地域課題から立ち上げる地域史 坂本　　敬司 103

二〇〇〇年の活動記録 坂本　　敬司 105
地域史この一年 107
地域史関係の出版物 109

第4号 2002年 巻頭言　―うすらぎゆく「記憶」の中で 田村　　達也 1

（平成14年） 研究論文
幕末期鳥取藩池田家における「家」存続の意義
　　　　　　　　　　　―長州藩毛利家処分への対応をめぐる大名家の「私」―

笹部　　昌利 3

研究論文 嘉永四年一揆と鹿野の若者 北尾　　泰志 19
研究ノート 平安末期西伯耆の有力武士「紀成盛」について 錦織　　勤 41
研究ノート 戊辰戦争と招魂祭　―鳥取招魂社起源― 岸本　　覚 49
研究ノート 武家屋敷　―旧岡崎家住宅―　の保存について 田村　　達也 59
資料紹介 本町四丁目稲荷大明神資料について 佐々木　孝文 65

二〇〇一年の活動記録 71
鳥取地域史この一年 73
地域史関係出版物 75

第5号 2003年 巻頭言　―仁風閣秘話― 田村　　達也 1
（平成15年） 研究論文 戦国期因幡国における守護支配の展開と構造 岡村　　吉彦 5

研究論文
幕末期の地域争論と大庄屋
　　　　　　　　　　　―嘉永五年汗入郡福尾村・国信村水論を事例に―

石田　　裕子 27

研究ノート 『山名家譜』所収の但馬国「円通寺文書」について 渡邊　　大門 40
研究ノート 画面構成に見る渡辺美術館蔵関ケ原合戦図屏風 奥平　　収 48

研究ノート
鳥取県関連の郡是・村是資料と『岩美郡生産力調査書』
　　　　　　　　　　　―紹介と集計の試み―

大川　　篤志 57

二〇〇二年の活動記録 70
鳥取地域史この一年 73
地域史関係出版物 76

第6号 2004年 巻頭言 田村　　達也 1

（平成16年） 研究論文
中世山陰海運の構造
　　　　　　　　　　　―美保関と隠岐の位置づけを中心に―

錦織　　勤 5

研究論文 鳥取藩領の鋳物師と真継家の支配 池内　　敏 15

研究論文
因幡伯耆の選ばれた空間
　　　　　　　　　　　―八景などの景観選定と因伯人―

北尾　　泰志 29

研究ノート 玄賓僧都の実像 石田　　敏紀 61
研究ノート 早稲田大学中央図書館特別資料室所蔵山名氏関係史料について 渡邊　　大門 71

二〇〇三年の活動記録 75
鳥取地域史この一年 78
地域史関係出版物 82

第7号 2005年 巻頭言にかえて　―海を渡った満州国務院経理学校の少年― 田村　　達也 1
（平成17年） 研究論文 毛利氏の兵糧政策と西伯耆国人村上氏 岡村　　吉彦 9

研究論文 御番からみる鳥取藩医の医療活動 溝口　　智子 33

研究ノート
尼子氏と伯耆の所領
　　　　　　　　　　　―晴久・義久と勝久発給文書―

日置　粂左ヱ門 51

研究ノート 二つの本家と一つの分家の関係　―新宮池田家と岡山藩・鳥取藩― 藤尾　　隆志 59
研究ノート 「因・伯給人所附帳」による「鳥取藩（因幡・伯耆）給人一覧」の掲載について 山田　　洋一 69

二〇〇四年の活動記録 97
鳥取地域史この一年 101
地域史関係出版物 105

第8号 2006年 巻頭言にかえて　―再会― 田村　　達也 1

（平成18年） 研究論文
豊臣政権と因幡・伯耆
　　　　　　　　　　　―宮部継潤の発給文書と関係史料―

日置　粂左ヱ門 15

研究論文 鳥取武家屋敷　―拝領屋敷・借宅屋敷・長屋― 坂本　　敬司 25
研究論文 千代川の筏流しと智頭の元木（本木）調度 大北　　英太郎 45
史料と解説 久米郡国坂村斎尾家所蔵の下貼り文書について 朝尾　　直弘 69
研究ノート 因幡国における鉄炮の登場 岡村　　吉彦 81

二〇〇五年の活動記録 91
鳥取地域史この一年 94
地域史関係出版物 98

第9号 2007年 巻頭言「そら恐ろしい同一性の進行」の果て 田村　　達也 1
（平成19年） 研究論文 隠岐・村上家文書と安龍福事件 池内　　敏 3

研究論文 近世後期幕府の歴史・地誌編纂と池田冠山 岸本　　覚 17
研究論文 鳥取藩町奉行の文書管理と引き継ぎについて 来見田　博基 29



研究論文
老農中井太一郎と地租改正反対運動
　　　　　　　　　　　―鳥取県久米八橋郡改租不服運動を事例として―

大島　　佐知子 41

研究ノート
中世の東伯耆国境と美作国
　　　　　　　　　　　―矢送の伯耆国衆長氏について―

日置　粂左ヱ門 65

史料紹介 「戦中工場学徒勤労動員日記（上）」 松尾　　尊兊 69
二〇〇六年の活動記録 99
鳥取地域史この一年 102

第10号 2008年 巻頭言 田村　　達也 1

（平成20年） 研究論文
戦国末～近世初頭の土地売買の特質について
　　　　　　　　　　　―鳥取県湯梨浜町の岡本文書の分析を通してみた―

錦織　　勤 3

研究論文 安龍福と鳥取藩 池内　　敏 17
研究論文 中井太一郎の技術普及（1）　―太一車と正条植― 大島　　佐知子 31
史料紹介 「戦中工場学徒勤労動員日記（下）」 松尾　　尊兊 59

第10号記念エッセイ　～「私と地域史研究」～
　　　安藤文雄／石田敏紀／伊藤康晴／大嶋陽一／岡村吉彦／岸本　覚／来見田博基
　　　坂本敬司／清水太郎／錦織　勤／濵田英一／山嵜雅晴／渡邉仁美
二〇〇七年の活動記録 99
鳥取地域史この一年 102
『鳥取地域史研究』（1～9号）掲載の研究論文・研究ノート 106

第11号 2009年 巻頭言　―歴史遺産の継承と岡崎邸― 田村　　達也 1

（平成21年） 研究論文
池田忠雄家臣団の知行割についての一考察
　　　　　　　　　　　―鳥取藩家譜をもとにして―

内池　　英樹 3

研究論文
鳥取藩政確立期の御用頼老中と旗本
　　　　　　　　　　　―寛文・延宝期「御用人日記」を事例に―

大嶋　　陽一 15

研究論文 日記にみられる峰地光重の作文教育行動　2 田村　　達也 29

研究論文 天然記念物鳥取砂丘から産出した石器について（1）
赤木　　三郎
水村　　直人
水村　　美緒

43

研究ノート
北条八幡宮蔵の戦国期の史料
　　　　　　　　　　　―伯耆南条領に関連して―

日置　粂左ヱ門 55

書　　評 『鳥取県史ブックレット　1　織田vs毛利　―鳥取をめぐる攻防―』 倉恒　　康一 61
二〇〇八年の活動記録 67
鳥取地域史この一年 70

第12号 2010年 巻頭言　―庶民が歴史にうかびあがる手記と口承― 田村　　達也 1
（平成22年） 研究論文 因幡国布施・溝口の中世　―湖山「潟」の発見― 錦織　　勤 3

研究論文
戦国期戦争下における伯耆国人の動向
　　　　　　　　　　　―天文期の南条国清の活動を中心に―

岡村　　吉彦 19

研究論文
幕末期鳥取藩京都藩邸の所在と拡大
　　　　　　　　　　　―絵図からみる空間的拡大過程―

阿部　　裕樹 35

研究論文
伯耆国日野郡の鉄穴経営に関する一考察
　　　　　　　　　　　―近藤家文書「小鉄斗分帳」を中心に―

若林　　亮 53

研究ノート 伯耆国河村郡に伝わる文書　―戦国時代を中心に― 日置　粂左ヱ門 65
研究ノート 国立歴史民俗博物館蔵「鉄炮書物」について 大嶋　陽一 75

二〇〇九年の活動記録 87
鳥取地域史この一年 89

第13号 2001年 巻頭言　―市町村に公文書保存機関設置を― 田村　　達也 1

（平成23年） 研究論文
絵図と発掘調査で読み解く山名氏の布施天神山城
　　　　　　　　　　　―理論からのアプローチ―

八峠　　興 3

研究論文 戦国期因幡武田氏の権力形成過程と家臣団構造 倉恒　　康一 35

研究論文
鳥取県における学校史料の史料学的研究
　　　　　　　　　　　―米子市角盤高等小学校を題材に―

小山　　景子 47

研究ノート 岡崎邸小考　―御殿風武家屋敷論― 田村　　達也 69
史料紹介 「宮本文書」の翻刻と紹介 岡村　　吉彦 81

二〇一〇年の活動記録 95
鳥取地域史この一年 97

第14号 2012年 巻頭言　―一字違い― 田村　　達也 1

（平成24年） 研究論文
鳥取藩領における伊勢参宮
　　　　　　　　　　　―伊勢内宮御師白鬚太夫文書「御参宮人引留」を中心に―

伊藤　　康晴 3

研究ノート 伯耆国東郷荘絵図の周辺 日置　粂左ヱ門 13
資料紹介 鳥取市歴史博物館所蔵「理性院・金剛王院等相承血脈次第」 石井　　伸宏 19
資料紹介 「河村郡泊村山伏大楽院文書」の翻刻と紹介 大嶋　　陽一 29

二〇一一年の活動記録 55
鳥取地域史この一年 58

第15号 2013年 巻頭言　―湖山池周辺の神社等についてー 田村　　達也 1

（平成25年） 研究論文
戦国大名尼子氏と伯耆
　　　　　　　　　　　―天文期の尼子奉行人と代官―

日置　粂左ヱ門 3

研究論文
中近世移行期草苅氏に関する通史的言説をめぐって
　　　　　　　　　　　―萩藩士草苅家関連史料の検討を中心に―

森　　　俊弘 17

研究論文
鳥取県社会保健委員制度の成立
　　　　　　　　　　　―昭和戦前期地方における無医村・無産婆村対策の展開―

西村　　芳将 47

研究ノート
『因幡志』の「神話」叙述
　　　　　　　　　　　―創造される「大国主命」、「ウサギ」、「八上比売」の「神話」―

石田　　敏紀 65

史料紹介 抄物資料に見える戦国期山陰地域関連記事について 倉恒　　康一 83
史料紹介 元和五年の池田忠雄による大坂城普請について 内池　　英樹 95

二〇一二年の活動記録 109
鳥取地域史この一年 112

第16号 2014年 巻頭言 知って欲しい弾圧事件 田村　　達也 1

（平成26年） 研究論文
戦国末期伯耆国「境目」地域の動向と諸勢力
　　　　　　　　　　　―山田重直の活動を中心として―

岡村　　吉彦 3

研究論文
中近世の遺跡からみた湖山池形成の素描
　　　　　　　　　　　―歴史的な景観復元へのプロセス―

八峠　　興 27

研究論文 安政期近藤家経営鉄山の山内 渡邉　　仁美 47
資料紹介 元和五年の池田忠雄による大坂城普請について（続） 内池　　英樹 59

二〇一三年の活動記録 73
鳥取地域史この一年 76

第17号 2015年 巻頭言 村の景観の変貌　―賀露の場合― 田村　　達也 1

（平成27年） 研究論文
毛利元就の使者派遣
　　　　　　　　　　　―「小寺家文書」にみる戦国期の北九州・西中国と伯耆―

日置　粂左ヱ門 3

研究論文 明治期の疫病対策 田村　　達也 15

研究ノート
大雲院所蔵「御感状御書御褒美等所持之面々覚書之写」について
　　　　　　　　　　　―鳥取池田家の「貞享書上」―

伊藤　　康晴 27

資料紹介 鳥取藩家老日記中の衣川長秋関係記事 坂本　　敬司 37
二〇一四年の活動記録 47

第18号 2016年 巻頭言 教科書をめぐって 田村　　達也 1



（平成28年） 研究論文
室町期における因幡の守護
　　　　　　　　　　　―とくに山名熈高と健仲承泰について―

片岡　　秀樹 3

研究論文 織田信長の山陰出陣計画と秀吉の動向 岡村　　吉彦 19
研究論文 鳥取・湖山池周辺の中世墓群について（上）　―布勢地域― 八峠　　興 43

研究論文
伯耆国米子城主中村氏とその家中
　　　　　　　　　　　―一門中村一栄の八橋配置―

日置　粂左ヱ門 63

研究論文
戊辰戦争出張の因州藩兵
　　　　　　　　　　　―出張から凱旋までの士分の動向を中心に―

藤澤　　匡樹 77

研究論文
陰陽連絡鉄道計画と府県分合運動
　　　　　　　　　　　―地域振興をめぐる一八九〇年前後の山陰地域―

沼本　　龍 109

二〇一五年の活動記録 125
第19号 2017年 巻頭言　―大学紛争の頃― 田村　　達也 1

（平成29年） 研究論文
鳥取・湖山池周辺の中世墓群について（下）
　　　　　　　　　　　―桂見・西桂見・湖山地域ほか―

八峠　　興 3

研究論文
中世因幡の禅宗の展開
　　　　　　　　　　　ゆかりの禅僧と天隠龍沢の因幡下向―

片岡　　秀樹 25

研究論文
大正・昭和初期における地方救貧結社の考察
　　　　　　　　　　　―鳥取社会事業協会を通して―

小池　　桂 41

研究ノート 「粟賀御家譜」と池田輝澄 伊藤　　康晴 51
研究ノート 本土決戦と「チ号演習」、勤労義勇隊、国民義勇隊 西村　　芳将 61

研究ノート 戦時下、日本曹達株式会社米子製鋼所の学徒勤労動員
大嶋　　陽一
木下　　収
巽　　　　新

75

鳥取県中部地震による被災歴史資料の保存に関する緊急アピール 89
二〇一六年の活動記録 90

第20号 2018年 巻頭言 小山　　富見男 1
（平成30年） 研究論文 信長の外交と戦国大名　―伯耆南条・小鴨氏の家中― 日置　粂左ヱ門 3
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