
音とことばのカ【タ】チ
＜地域と芸術のマネジメント＞

⻘柳いづみこ
ピアニスト・⽂筆家

講師

安川加壽⼦、ピエール・バルビゼの両⽒に
師事。東京藝術⼤学⼤学院博⼠課程修了。
ドビュッシーの研究により学術博⼠号。演
奏と⽂筆を兼ね、著作は32点、CDは21点を
数える。⽂化庁芸術祭賞、吉⽥秀和賞など
受賞多数。⽇本演奏連盟・⽇本ショパン協
会理事。⼤阪⾳楽⼤学名誉教授、神⼾⼥学
院⼤学講師。2021年より兵庫県養⽗市芸術
監督。

3歳半から住んだ家は、井伏鱒二、太宰治ら中央線沿
線の貧乏文士が集った『阿佐ヶ谷会』の会場だった。
音楽好きの祖父の勧めでピアノの道に進むも、書くこ
との魅力も捨てきれず、1996年にCD『ドビュッシー
・リサイタル』、97年に評伝『ドビュッシー 想念の
エクトプラズム』でデビュー。4半世紀の二刀流人生を
語る。

10
2022

22 Sat.

10:30-12:00

鳥取県立
図書館

会場

ライブ中継先：米子市（定員20名）、倉吉市（定員20名）、
琴浦町（定員10名）、南部町（定員10名）の各図書館

概要

無料
参加費

令和4年度 鳥取大学公開講座

!"#$%
&'()*

+,

-./

!"!#
$%&'

()*+
,-

カ【タ】チ共創プログラム
～新しい価値と形をつくる～

事前申し込み制。
Zoom視聴、ライブ中継もあります！

カ【タ】チ

弾いて書くことの惑い
～文士の家に生まれて

お申し込みはこちら
右のQRコードまた
は下記のURLからア
クセスできます。
https://bit.ly/toridai
scienceacademy

(鳥取県鳥取市尚徳町101)
©Miho KAKUTA



カ【タ
】チ

令和3年度に引き続き、令和4年度も「カ【タ】チ共創プログラム～新しい価値と形をつくる～」
を開催します。本プログラムは、一般・学生に対し、地方創生とイノベーションに必要な資質・
能力の獲得とアップデート、またそれを支える教養を身に付ける機会を提供することを目的とし
ています。「カ【タ】チ」とは、価値と形の両方の意味をひとつの言葉にこめたものであり、価
値と形の様々な関係と可能性を表します。講師にそれぞれの分野の「カ【タ】チ」を話してもら
い、全5回の講義を通じて、それぞれの受講者が、明日の地域の発展のため、新しい価値と形をつ
くりだすカ【タ】チ共創力の獲得を目標とします。

主催 : 鳥取大学地域価値創造研究教育機構
共催 : 鳥取大学振興協力会、鳥取県立図書館（10月22日のみ）
連携 : 明治大学商学部

「様々なマネジメントのカ【タ】チ」

カ【タ】チ共創プログラムとは

令和4年度テーマ

本プログラムは、本学に寄附される
「八幡不動産グループ地域価値創造基金」
を活用して実施するものです。

鳥取大学公開講座
カ【タ】チ共創プログラム～新しい価値と形をつくる～

P

プログラム・コーディネーター 清水まさ志
鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 准教授
Mail :  shimizum@tottori-u.ac.jp Tel : 0857-31-5999

正門入ってすぐのガラス
張りの建物がCDLです。
お車でお越しの方は、地
図上の「P」をご利用く
ださい。

八幡不動産グループ

【】開講期間 : 令和4年10月22日（土）～11月4日（金）
【】回数 : 全5回（各回90分、計7.5時間）

第1回「音とことばのカ【タ】チ」 10月22日（土）10:30-12:00 鳥取県立図書館
講師：青柳いづみこ[ピアニスト・文筆家] 
演題：弾いて書くことの惑い～文士の家に生まれて

第2回「商品のカ【タ】チ」 10月27日（木）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：富野貴弘[明治大学商学部教授]
演題：日本のものづくりの強みと弱み

第3回「環境のカ【タ】チ」10月28日（金）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：森永由紀[明治大学商学部教授] 
演題：馬乳酒づくりから見えるモンゴル遊牧民の暮らし方

第4回「情報倫理のカ【タ】チ」10月31日（月）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：村田潔[明治大学商学部教授] 
演題：インターネット時代のアイデンティティ：あなたがあなたであるために

第5回「片づけのカ【タ】チ」11月4日（金）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：籔田育子[こんまり流片づけコンサルタント・ライフコーチ]
演題：ときめきを選ぶ片づけで始める理想の暮らし

【】開催方法 : 現地とオンラインのハイブリット方式
（コロナ禍で現地開催できない場合は、オンライン開催のみ）

【】定員 : 鳥取県立図書館での開催はサイエンス・アカデミーと同じ。
CDLでの開催は、現地20名。オンライン最大100名

【】募集 : 事前申し込み制
【】見逃し配信：第2回～第5回について事前に申し込みされた方に１ヶ月間の見逃し配信を実施します。

お問い合わせ
鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 地域連携推進室
Mail : koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp
Tel : 0857-31-6777    Fax : 0857-31-6708 

会場（10/22は同時中継先も含む）:新型コロナウイルス感染防止の観点から、事前申し込み制とし、お名前・ご連絡先(電話
番号とメールアドレス)・ 講座名・会場のこ登゙録をお願いいたします。
当日の朝の検温をお願いいたします。発熱やせきなど体調に不良のある場合はご遠慮ください。マスク着用と手指消毒にご協
力ください。
※ コロナウィルス感染状況により、会場での開催ができなくなることもございます。中止または延期する場合がございます。

または、

お申し込みはQR
コードまたはURL
（https://bit.ly/torid
aikatachihp）
から



カ【タ】チ
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商品のカ【タ】チ
＜ものづくりのマネジメント＞

懇談会(自由参加)
20:00-20:30

18:30-20:00

講演会形式

＜司会・対話者 :地域学部准教授 馬場 芳＞

「日本のものづくりの強みと弱み」
日本は「ものづくり大国」と言われることもありますが、
同時に昨今は「日本のものづくりの危機」などと言われる
ことも少なくありません。果たして実際のところは、どう
なのでしょうか？本講座では、日本のものづくり企業の強
みはどこにあり、逆に今、何が問題になっているのかとい
うことについて考えてみたいと思います。

1972年京都市⽣まれ。京都⼤学博⼠（経済学）。
⼤学での担当科⽬は「⽣産管理論」。著書に『こ
の1冊でわかる⽣産管理の基本』（⽇本実業出版
社）、『⽣産システムの市場適応⼒：時間をめぐ
る競争』（同⽂舘出版）、『⽇産プロダクション
ウェイ：もう⼀つのものづくり⾰命』（共著、有
斐閣）などがある

講師

明治大学商学部教授
富野貴弘

環境のカ【タ】チ
＜人間と自然をめぐるマネジメント＞

＜司会・対話者 :農学部講師 木原奈穂子＞

「馬乳酒づくりから見えるモンゴル
遊牧民の暮らし方」
遊牧民の粗放的な土地利用は後進的とみなされることが多
いが、その暮らし方には、乾燥や寒冷といった人間の居住
限界ぎりぎりの地で生きぬくだけでなく、数千年も暮らし
続けることを可能にした多様なノウハウが詰まっている。
モンゴル草原に暮らす遊牧民の暮らし方を、彼らがこよな
く愛する馬乳酒を切り口に紹介する。

情報倫理のカ【タ】チ
＜情報倫理のマネジメント＞

＜司会・対話者 :工学部教授 桑野将司＞

「インターネット時代のアイデンティ
ティ：あなたがあなたであるために」
現在、多くの人がスマートフォンやパソコンを利用してい
ます。こうした電子機器はインターネットに常時接続され、
人々に多大な利便性を与えています。しかしこのような状
況には様々なリスクが付きまとっています。本講演では、
個人のアイデンティティの歪みに焦点を当てて、ネット時
代のリスクへの対応について共に考えていきます。

講師

明治大学商学部教授
森永由紀

講師

明治大学商学部教授
村田 潔

東京⽣まれ。⽇本⼥⼦⼤学、筑波⼤学⼤学院、⽇
本学術振興会研究員を経て、1996年より明治⼤学
に勤務。専⾨は気候学、環境科学。モンゴルの遊
牧⺠の伝統知の検証とその継承を試みる。最近は
特に⾺乳酒に熱中している（ただし下⼾であ
る）。⽔俣病などの⽇本の公害経験の途上国への
発信も⾏う。

明治⼤学ビジネス情報倫理研究所所⻑。経済学や
OR、経営情報論などの研究を基礎に、1997年から
情報倫理の研究に携わり、プライバシーや監視、
ICTプロフェッショナリズム、AI倫理、サイボー
グ倫理などの研究課題について、世界に向けた情
報発信を積極的に⾏っている。また、多くの学術
専⾨誌の編集委員を務めている。

鳥取大学CDL
会場

無料
参加費

(鳥取市湖山町南4-101)

18:30-20:00

18:30-20:00

令和4年度 鳥取大学公開講座

カ【タ】チ共創プログラム
～新しい価値と形をつくる～

!012
3435

事前申し込み制
※会場の定員20名
Zoom視聴、見逃し配信あり

お申し込みはQRコード
または下記のURLから
https://bit.ly/toridaikatachi

懇談会(自由参加)
20:00-20:30

懇談会(自由参加)
20:00-20:30

Thu.

Mon.

Fri.



カ【タ
】チ

令和3年度に引き続き、令和4年度も「カ【タ】チ共創プログラム～新しい価値と形をつくる～」
を開催します。本プログラムは、一般・学生に対し、地方創生とイノベーションに必要な資質・能
力の獲得とアップデート、またそれを支える教養を身に付ける機会を提供することを目的としてい
ます。「カ【タ】チ」とは、価値と形の両方の意味をひとつの言葉にこめたものであり、価値と形
の様々な関係と可能性を表します。講師にそれぞれの分野の「カ【タ】チ」を話してもらい、全5
回の講義を通じて、それぞれの受講者が、明日の地域の発展のため、新しい価値と形をつくりだ
すカ【タ】チ共創力の獲得を目標とします。

主催 : 鳥取大学地域価値創造研究教育機構
共催 : 鳥取大学振興協力会、鳥取県立図書館（10月22日のみ）
連携 : 明治大学商学部

「様々なマネジメントのカ【タ】チ」

カ【タ】チ共創プログラムとは

令和4年度テーマ

本プログラムは、本学に寄附される
「八幡不動産グループ地域価値創造基金」
を活用して実施するものです。

鳥取大学公開講座
カ【タ】チ共創プログラム～新しい価値と形をつくる～

P

プログラム・コーディネーター 清水まさ志
鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 准教授
Mail :  shimizum@tottori-u.ac.jp Tel : 0857-31-5999

正門入ってすぐのガラス
張りの建物がCDLです。
お車でお越しの方は、地
図上の「P」をご利用く
ださい。

八幡不動産グループ

お問い合わせ
鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 地域連携推進室
Mail : koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp
Tel : 0857-31-6777    Fax : 0857-31-6708 

または、

【】開講期間 : 令和4年10月22日（土）～11月4日（金）
【】回数 : 全5回（各回90分、計7.5時間）

第1回「音とことばのカ【タ】チ」 10月22日（土）10:30-12:00 鳥取県立図書館
講師：青柳いづみこ[ピアニスト・文筆家] 
演題：弾いて書くことの惑い～文士の家に生まれて

第2回「商品のカ【タ】チ」 10月27日（木）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：富野貴弘[明治大学商学部教授]
演題：日本のものづくりの強みと弱み

第3回「環境のカ【タ】チ」10月28日（金）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：森永由紀[明治大学商学部教授] 
演題：馬乳酒づくりから見えるモンゴル遊牧民の暮らし方

第4回「情報倫理のカ【タ】チ」10月31日（月）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：村田潔[明治大学商学部教授] 
演題：インターネット時代のアイデンティティ：あなたがあなたであるために

第5回「片づけのカ【タ】チ」11月4日（金）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：籔田育子[こんまり流片づけコンサルタント・ライフコーチ]
演題：ときめきを選ぶ片づけで始める理想の暮らし

【】開催方法 : 現地とオンラインのハイブリット方式
（コロナ禍で現地開催できない場合は、オンライン開催のみ）

【】定員 : 鳥取県立図書館での開催はサイエンス・アカデミーと同じ。
CDLでの開催は、現地20名。オンライン最大100名

【】募集 : 事前申し込み制
【】見逃し配信：第2回～第5回について事前に申し込みされた方に１ヶ月間の見逃し配信を実施します。

会場（10/22は同時中継先も含む）:新型コロナウイルス感染防止の観点から、事前申し込み制とし、お名前・ご連絡先(電話
番号とメールアドレス)・ 講座名・会場のこ登゙録をお願いいたします。
当日の朝の検温をお願いいたします。発熱やせきなど体調に不良のある場合はご遠慮ください。マスク着用と手指消毒にご協
力ください。
※ コロナウィルス感染状況により、会場での開催ができなくなることもございます。中止または延期する場合がございます。

お申し込みはQR
コードまたはURL
（https://bit.ly/torid
aikatachihp）
から



カ【タ】チ

籔⽥育⼦
こんまり流⽚づけ
コンサルタント・
ライフコーチ

講師

こんまり®流⽚づけ認定コンサルタント
早稲⽥⼤学卒。外資系IT企業で20年勤
務。多忙だった2015 年に、⽶国タイム誌
の「世界で最も影響⼒のある100⼈」で、
こんまり®流⽚づけに出会う。⾃宅や職場
の⽚づけを終わらせたことで、暮らしや
仕事の質が上がる。現在、個⼈向け「こ
んまり®流⽚づけレッスン」、企業・団体
向けこんまり®流⽚づけ研修・講演を提供
中。

「こんまり®流片づけ」は、自分の「ときめき」を基
準に、残すモノを選ぶ片づけです。自分のモノを通し
て、本当に大事にしたいモノに気づいていきます。当
日は、片づけを終えたお客様のビフォーアフターや
ワークを交えながら、そのメソッドの基礎をお伝えし
ます。新しい片づけ術「こんまり®流片づけ」を知り
たい、体験したい方向けです。

鳥取大学CDL

概要

スケジュール
18:30-20:00 ワークショップ形式イベント
20:00-20:30 懇談会（自由参加）

(鳥取市湖山町南4-101)

HPもチ
ェック

令和4年度 鳥取大学公開講座

カ【タ】チ共創プログラム
～新しい価値と形をつくる～

!"#$%
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片づけのカ【タ】チ
＜暮らしと働く環境のマネジメント＞

11
2022

04 Fri.

18:30-20:00

会場

ときめきを選ぶ
片づけで始める理想の暮らし

事前申し込み制（会場の定員20名）
Zoom視聴、見逃し配信あります！

無料
参加費

®

お申し込みはQR
コードまたはURL
（https://bit.ly/tori
daikatachi
）から



カ【タ
】チ

令和3年度に引き続き、令和4年度も「カ【タ】チ共創プログラム～新しい価値と形をつくる～」
を開催します。本プログラムは、一般・学生に対し、地方創生とイノベーションに必要な資質・能
力の獲得とアップデート、またそれを支える教養を身に付ける機会を提供することを目的としてい
ます。「カ【タ】チ」とは、価値と形の両方の意味をひとつの言葉にこめたものであり、価値と形
の様々な関係と可能性を表します。講師にそれぞれの分野の「カ【タ】チ」を話してもらい、全5
回の講義を通じて、それぞれの受講者が、明日の地域の発展のため、新しい価値と形をつくりだ
すカ【タ】チ共創力の獲得を目標とします。

主催 : 鳥取大学地域価値創造研究教育機構
共催 : 鳥取大学振興協力会、鳥取県立図書館（10月22日のみ）
連携 : 明治大学商学部

「様々なマネジメントのカ【タ】チ」

カ【タ】チ共創プログラムとは

令和4年度テーマ

鳥取大学公開講座
カ【タ】チ共創プログラム～新しい価値と形をつくる～

P

プログラム・コーディネーター 清水まさ志
鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 准教授
Mail :  shimizum@tottori-u.ac.jp Tel : 0857-31-5999

正門入ってすぐのガラス
張りの建物がCDLです。
お車でお越しの方は、地
図上の「P」をご利用く
ださい。

八幡不動産グループ

お問い合わせ
鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 地域連携推進室
Mail : koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp
Tel : 0857-31-6777    Fax : 0857-31-6708 

または、

【】開講期間 : 令和4年10月22日（土）～11月4日（金）
【】回数 : 全5回（各回90分、計7.5時間）

第1回「音とことばのカ【タ】チ」 10月22日（土）10:30-12:00 鳥取県立図書館
講師：青柳いづみこ[ピアニスト・文筆家] 
演題：弾いて書くことの惑い～文士の家に生まれて

第2回「商品のカ【タ】チ」 10月27日（木）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：富野貴弘[明治大学商学部教授]
演題：日本のものづくりの強みと弱み

第3回「環境のカ【タ】チ」10月28日（金）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：森永由紀[明治大学商学部教授] 
演題：馬乳酒づくりから見えるモンゴル遊牧民の暮らし方

第4回「情報倫理のカ【タ】チ」10月31日（月）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：村田潔[明治大学商学部教授] 
演題：インターネット時代のアイデンティティ：あなたがあなたであるために

第5回「片づけのカ【タ】チ」11月4日（金）18:30-20:00 鳥取大学CDL
講師：籔田育子[こんまり流片づけコンサルタント・ライフコーチ]
演題：ときめきを選ぶ片づけで始める理想の暮らし

【】開催方法 : 現地とオンラインのハイブリット方式
（コロナ禍で現地開催できない場合は、オンライン開催のみ）

【】定員 : 鳥取県立図書館での開催はサイエンス・アカデミーと同じ。
CDLでの開催は、現地20名。オンライン最大100名

【】募集 : 事前申し込み制
【】見逃し配信：第2回～第5回について事前に申し込みされた方に１ヶ月間の見逃し配信を実施します。

会場（10/22は同時中継先も含む）:新型コロナウイルス感染防止の観点から、事前申し込み制とし、お名前・ご連絡先(電話
番号とメールアドレス)・ 講座名・会場のこ登゙録をお願いいたします。
当日の朝の検温をお願いいたします。発熱やせきなど体調に不良のある場合はご遠慮ください。マスク着用と手指消毒にご協
力ください。
※ コロナウィルス感染状況により、会場での開催ができなくなることもございます。中止または延期する場合がございます。

本プログラムは、本学に寄附される
「八幡不動産グループ地域価値創造基金」
を活用して実施するものです。

お申し込みはQR
コードまたはURL
（https://bit.ly/torid
aikatachihp）
から


