
249

３ 出版

［概　要]

　歴博では調査・研究活動の成果を広く公開すべく，多様な出版物を編集・刊行している。それらは，大学

共同利用機関として内外の研究者たちが協同しておこなってきた調査・研究や，博物館における地域との連

携などさまざまな活動の成果を，研究者などの専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。

　2011年度は，研究報告８冊，展示図録３冊，資料図録１冊，歴史系総合誌『歴博』６冊を刊行した。さら

に，国際交流や機構連携研究のプロジェクトの成果として，研究集会やシンポジウムなどの内容をまとめた

報告書等を適宜，作成した。また，過去に開催された歴博フォーラムの成果をより広く知ってもらうために，

その一部を館内外の共同研究者たちが編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行している（2011年

度は１冊）。

　その他に，教育関連の活動報告をまとめた冊子『れきはくにいこうよ』は，「博物館型研究統合」の理念

の下に，近隣の学校団体やボランティアなどの協力を得ながら歴博がすすめてきた来館者支援に関する多様

な活動の成果をまとめたものである。また，大学院（総研大・日本歴史研究専攻）が例年開催する講演会の

内容を中心にまとめた「歴史研究の最前線」シリーズも刊行している（2011年度は１冊）。

広報担当　関沢まゆみ・鈴木卓治　　

［国立歴史民俗博物館研究報告］

第167集（2012.1）

春秋戦国期の燕国における初期鉄器と東方への拡

散� 石川岳彦・小林青樹

瓦からみた７世紀の日羅関係についての予察

� 高田貫太

東京湾岸・「香取海」沿岸の前方後円墳

� 広瀬和雄

鉄道利用の魚行商に関する一考察� 山本志乃

［研究ノート］

房総半島における非在地系土器について

� 大内千年

学制期諸県に及んだ静岡藩小学校の影響

� 樋口雄彦

第168集（2011.11）
マンローコレクション研究
─写真・映画・文書を中心に─

研究の概要� 内田順子

写真・映画の資料化に伴う諸問題� 内田順子

伝統的知識の公開と「社会関係資本」としての活

用� 手塚　薫

マンロー・テクストはなにを「返還」するのだろ

うか� 出利葉浩司

［研究ノート］

マンロー関係資料研究・活用上の地域的諸課題

� 吉原秀喜

ニール・ゴードン・マンローの1930年代アイヌ民

俗誌映画への取り組み� 岡田一男
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『アイヌ写真帳』の比較� 森岡健治

［資料紹介］

国立歴史民俗博物館所蔵の「北海道沙流川アイヌ

風俗写真」� 内田順子

北海道開拓記念館所蔵のランタンスライド

� 手塚　薫・出利葉浩司

［調査研究活動報告］

「マンロー関係資料デジタル化プロジェクト」に

おけるデジタル化作業の過程� 城石梨奈

第169集（2011.11）
［共同研究］
身体と人格をめぐる言説と実践

共同研究の目的と経過� 山田慎也

養父母になった国際養子たち� 出口　顯

流動的で相互作用的な身体と自己� 川添裕子

現代社会における「生きづらさ（苦悩）」の病い

と生の技法� 浮ヶ谷幸代

身体の実践，人格の関係性としての「死者供養」

� 池上良正

葬送と肉体をめぐる諸問題� 長沢利明

遺影と死者の人格� 山田慎也

移動に住まう人びとはどこに埋葬されるのか

� 田原範子

ある遺品整理の顛末� 梅屋　潔

「人格崇拝」の射程と再配置� 金菱　清

自己を発見する賤民と百姓� 木下光生

耳のフォークロア� 小池淳一

思想を善導する環境設計� 土居　浩

江戸の墓誌の変遷� 谷川章雄

近世大名家の葬送儀礼と社会� 岩淵令治

第170集（2012.3）

国産万年筆研究の課題� 小池淳一

多摩川流域の後・終末期古墳� 広瀬和男

［研究ノート］

古墳時代の日朝関係史と国家形成論をめぐる考古

学史的整理� 高田貫太

［資料紹介］

史料紹介─田中本「実隆百首并後成恩寺殿三十三

回忌追善一品経和歌」紙背文書� 高橋一樹

『国立歴史民俗博物館研究報告』（第151集〜第

170集）総目次

第171集（2011.12）
［共同研究］
高度経済成長と生活変化

共同研究の経過と概要� 新谷尚紀

開発の50年代から成長の60年代へ� 浅井良夫

出稼農民像の変容� 加瀬和俊

都市近郊農山村における高度経済成長期という経

験� 湯澤規子

赤羽台団地の共用空間と居住者ネットワーク

� 篠原聡子

多摩ニュータウンという暮らしの実験� 金子　淳

高度成長期下の都市計画とまちづくりの現在

� 矢野敬一

高度経済成長期の民放テレビの展開と国民生活の

変化� 石川　研

高度経済成長と生活変化� 関沢まゆみ

高度経済成長と山村生活の変化� 湯川洋司

高度経済成長期を契機とした植生景観の変化につ

いて� 小椋純一

高度経済成長が川上と川下の住民にもたらした影

響� 千田武志

高度経済成長と農業の変化� 新谷尚紀

地域の互助協同と高度経済成長� 田中宣一

ある農村における高度経済成長期の食生活

� 古家晴美

民俗の衰退と表出� 松田睦彦

［研究ノート］

高度経済成長期農家の家計分析� 永江雅和

高度経済成長期前後における村内集団の変遷
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� 藤井　昭

東京湾沿岸部の大規模開発に伴う生活変化

� 加藤秀雄

［資料紹介］

美濃部都政と「東京ごみ戦争」� 中村政則

田子倉の生業関係調査資料� 関沢まゆみ

第172集（2012.3）
［共同研究］
東アジア先史時代の定住化過程の研究

共同研究「東アジア先史時代の定住化過程の研究」

（2007〜2009年度）の経緯と成果� 小林謙一

［第Ⅰ部］縄文時代草創期における定住化

旧石器時代の女性像と線刻棒� 春成秀爾

日本列島における土器出現期の較正年代について

� 工藤雄一郎

上黒岩岩陰の石器組成の分析� 綿貫俊一

［資料紹介］上黒岩遺跡出土石器�２� 綿貫俊一

愛媛県上黒岩遺跡における生活空間について

� 矢作健二

縄文時代草創期の地形環境� 橋本真紀夫

［調査研究活動報告］上黒岩遺跡現状測量調査報

告� 小林謙一

［研究ノート］東海地方における縄文時代草創期

から早期の土器の炭素14年代測定

� 遠部　慎・宮田佳樹・小林謙一

栃木県出土縄文早期土器の岩石学的手法による胎

土分析� 河西　学

［第Ⅱ部］縄文時代中期における定住の実態

縄文時代中期の集落と廃棄について� 中山真治

武蔵野台地東辺における縄文時代中期の集落景観

� 宇佐見哲也

縄文時代竪穴住居跡埋没過程の研究� 小林謙一

阿武隈川上流域における縄文中期から後期への集

落変化� 福島雅儀

［研究ノート］笹ノ沢（３）遺跡の集落規模

� 中村哲也

［調査研究活動報告］縄文時代中期集落（東京都

内）データベースについて� 小林謙一

第173集（2012.3）
［共同研究］
マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武
器武具の研究

［第一部］共同研究の目的と経過

［第二部］熊本県マロ塚古墳出土遺物の研究

［第三部］大阪府七観古墳1913年出土遺物の研究

［第四部］考察

第一章　帯金式甲冑の製作技術� 古谷　毅

第二章　熊本地域出土鋲留短甲の検討� 西嶋剛広

第三章　東アジアにおける眉庇付胄の系譜

� 橋本達也

第四章　小札鋲留衝角付冑の変遷とその意義

� 鈴木一有

第五章　線刻鉄鏃の系譜� 鈴木一有

第六章　帯金式甲冑と鏡の副葬� 上野祥史

第七章　菊池川流域の古墳� 髙木恭二

第八章　マロ塚古墳出現の背景� 杉井　健

［第五部］古墳時代甲冑研究の現状

［第六部］総括

第174集（2012.3）
［共同研究］
兆・応・禁・呪の民俗誌

共同研究の目的と経過� 常光　徹

火車の誕生� 勝田　至

枕団子と死者の想い� 山田慎也

秘術の公開� 横山泰子

夢とまじない� 花部英雄

衣裳を通した災悪防除の思想の比較� 川野和昭

サムハラ信仰についての研究� 渡邉一弘

琉球弧における船と樹霊信仰� 松尾恒一

目のフォークロア� 小池淳一

皮膚の病と境界の神� 鯨井千佐登
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流行病と予言獣� 常光　徹

俗信と「文明開化」� 荻野夏木

動植物をめぐる俗信とことわざと俳諧� 篠原　徹

湯立神楽の意味と機能� 鈴木正崇

［研究ノート］

「真覚寺日記」にみる疫病と呪術� 梅野光興

漁師の呪術観� 川島秀一

「幸運の手紙」についての一考察� 丸山泰明

［展示図録］
『紅板締め─江戸から明治のランジェリー─』

� （2011.7）

『風景の記録─写真資料を考える─』�（2011.11）

『洛中洛外図屏風と風俗画』� （2012.3）

［資料図録］
国立歴史民俗博物館館蔵資料図録８

『古墳関連資料』（2012.3）

［歴史系総合誌『歴博』］

第166号

特集解説

［特集］錦絵と版木

　�「錦絵と版木」を美術史・歴史学・自然科学の

分野から解析� 小瀬戸恵美

［特集］錦絵と版木

　歴博所蔵の錦絵とその活用� 大久保純一

　浮世絵版画の版木−現存する版木とその周辺

� 岩崎均史

　絵画資料の背景を読む楽しみ� 久留島浩

　錦絵のデジタル再現� 真鍋佳嗣

［コラム］死絵と版木の流用� 山田慎也

［コラム］錦絵の色� 小瀬戸恵美

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　�「金沢地方近代生活資料」を収蔵した経緯と意

義� 青木隆浩

歴博けんきゅう便　第39回

　国際シンポジウム　「韓国併合100年」を問う

� 安田常雄

研究者紹介［54］

　世界自然遺産や国立公園と民俗学� 柴崎茂光

博物館展示のいま　22

　明治大学博物館

　「知の交流拠点をめざして」� 忽那敬三

［自著紹介］

　�玉井哲雄��著『図説��日本建築の歴史�寺院・神

社と住宅』

　井原今朝男��著『中世の借金事情』

れきはく井戸端会議

歴博プロローグリニューアル� 西谷大

歴博かわら版

第167号

特集解説

［特集］東アジアの都城

　�都城研究を環境史・生活史・建築史の視点から

模索する� 林部　均

［特集］東アジアの都城

　�都城の時代の誕生─七世紀から八世紀の東アジ

ア─」� 妹尾達彦

　契丹国（遼朝）の都城・城郭遺跡� 武田和哉

　�講釈師��見てきたような 嘘を言い─古代都城・

平城京のまちとくらし─� 馬場　基

　�宮殿建築復元からみた東アジア都城の比較─日

本・中国・韓国─」� 玉井哲雄

［コラム］東アジアのなかの日本都城� 林部　均

［コラム］巨大都市江戸の造成と自然� 岩淵令治

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　�古代に何を表した？─館蔵古墳時代コレクショ

ン─� 杉山晋作

歴史への招待状［企画展示］
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「紅板締め─江戸から明治のランジェリー─」

� 澤田和人

研究者紹介［55］

　考古学からみた古代の日朝関係史� 高田貫太

博物館展示のいま　23

　九州歴史資料館「資料との対話から歴史を繙く」

� 杉原敏之

［自著紹介］

　�関沢まゆみ��著『現代「女の一生」人生儀礼か

ら読み解く』

　�西本豊弘・新美倫子編『〔事典〕人と動物の考

古学』

［特集展示］妖怪変化の時空� 常光　徹

歴博かわら版

第168号

特集解説

［特集］瀬戸内海─旅に生きる人々─

　旅する日常� 松田睦彦

［特集］瀬戸内海─旅に生きる人々─

　島の石屋は旅ぐらし� 松田睦彦

　拡大する瀬戸内漁民の世界� 武田尚子

　現代に生きる海の民　広島県豊島の家船

� 金柄　徹

　戦前期の一杯船主と石炭輸送� 木庭俊彦

［コラム］大阪湾の艀乗りとその家族� 藤原　洋

［コラム］瀬戸内海の漁民による朝鮮出漁と「波

市」の形成� 呉　昌炫

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　能登宇出津白山神社と酒垂神社の神輿

� 松尾恒一

歴博けんきゅう便　第40回

　�日韓青銅製品の鉛同位対比を利用した産地推定

の研究� 齋藤　努

研究者紹介［56］

　中世と近世�城下町と博物館� 小島道裕

博物館展示のいま�24

　�今治市村上水軍博物館「村上水軍を活かしたま

ちづくりと博物館活動─地域に根差した博物館

を目指して─」� 田中　謙

［展示批評］

企画展示「侯爵家のアルバム─孝允から幸一にい

たる木戸家写真資料─」� 岩下哲典

［特集展示］マリア十五玄義図の探究� 小島道裕

歴博かわら版

第169号

特集解説

［特集］戦争そして高度成長─共同研究20世紀に

関する総合的研究─

　共同研究の特集の開始� 樋口雄彦

［特集］

　�戦争研究は，二○世紀という方法をいかに受け

止めるか� 安田常雄

戦争とモダニズム� 大串潤児

高度経済成長と生活変化� 関沢まゆみ

　生活革命の時代� 浅井良夫

［コラム］展示手法の多様性� 原山浩介

［コラム］近現代日本の40年周期説� 新谷尚紀

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　勝海舟の大久保利通追悼歌� 樋口雄彦

歴史への招待状［企画展示］

　「風景の記録─写真資料を考える─」青山宏夫

研究者紹介［57］

　�先史学的手法による縄文時代の精神文化と社会

構造の研究� 山田康弘

［書評］

　小池淳一著『陰陽道の歴史民俗学的研究』

� 井上智勝

［自著紹介］

　樋口雄彦著『静岡学問所』

　�樋口雄彦編・解説『海軍諜報員になった旧幕臣
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─海軍少将安原金次自伝─』

［展示批評］企画展示「紅板締め─江戸から明治

のランジェリー─」� 水上嘉代子

れきはく井戸端会議［展示室Ｑ＆Ａ］

歴博かわら版

第170号

特集解説

［特集］怪異・妖怪文化

　�怪異・妖怪文化への関心の高まり─学際的な研

究へ� 常光　徹

歴博対談51　小松和彦×常光徹

　広がる怪異・妖怪研究

［特集］

　�風土と妖怪─徳島県吉野川流域の風土と首切れ

馬� 佐々木高弘

　妖怪と玩具� 香川雅信

［コラム］『暗夜行路』と妖怪フィギュア

� 今井秀和

［コラム］袖から拡がる風景� 土居　浩

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　風説と怪異・妖怪─流行病と予言獣

� 常光　徹

歴博けんきゅう便　第41回

　洛中洛外図屏風歴博甲本の復元� 小島道裕

研究者紹介［58］

　�出土文字資料を追う─古代国家の実像を求めて

─� 平川　南

博物館展示のいま�25

　�日本郷土玩具博物館「伝えたい��玩具に込めら

れた日本のこころ」� 三谷範子

［書評］

　�松尾恒一著『日本歴史民俗叢書　物部の民俗と

いざなぎ流』� 久保田裕道

れきはく井戸端会議［展示室Ｑ＆Ａ］

歴博かわら版
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特集解説

［特集］都市『江戸』の表象

　都市『江戸』の表象の相対化を試みる

� 岩淵令治

［特集］

　江戸名所の心理学� 井田太郎

　他国者がみた江戸─江戸勤番武士の江戸表象─

� 岩淵令治

　�異国人と江戸の表象─朝鮮通信使の点描を中心

に─� ロナルド・トビ

シーボルトの見た日本� 宮坂正英

［コラム］「三国一」の富士山� 小林ふみ子

［コラム］都市江戸は西洋人からどう見られたの

か？��エメ・アンベールの『絵で見る日本』（一

八七〇年）� ヴェロニック・ベランジェ

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　�江戸景観図─近代の『江戸』表象〈歴史画〉に

よせて� 岩淵令治

歴博けんきゅう便　第42回

　�カナダ文明博物館の特別展示「伝統と革新の国�

日本」�─外国で「日本」を展示するということ

─� 久留島浩

研究者紹介［59］

民俗学的課題としての日本近代� 丸山泰明

［企画展示］

　�人間文化研究機構　連携展示「都市を描く─京

都と江戸─」第Ⅰ部「洛中洛外図屏風と風俗画」

� 小島道裕

［書評］

原山浩介著『消費者の戦後史�闇市から主婦の時

代へ』� 満薗　勇

［くらしの植物苑特別企画］

　季節の伝統植物「伝統の桜草」� 山村　聡

歴博かわら版
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Ⅲ−３　出　版

［その他］
［研究集会・シンポジウム］

国際研究集会

『平成21年度　国立歴史民俗博物館　国際研究集

会成果報告書　民俗のなかの植物─日韓比較の視

点から─』

　国立歴史民俗博物館　編集・発行（2011.3）

国際シンポジウム

『「韓国併合」100年を問う』発表要旨集

　国立歴史民俗博物館　編集・発行（2010.8）

『「韓国併合」100年を問う』

　国立歴史民俗博物館編　岩波書店（2011.3）

［人間文化研究機構連携研究］

『唱導文化の比較研究』

　林雅彦・小池淳一編　岩田書院（2011.3）

［歴博フォーラム］

『琉球弧�海洋をめぐるモノ・人，文化』

�国立歴史民俗博物館・松尾恒一編　岩田書院

（2012.3）

［博物館教育・活動］

『れきはくにいこうよ2010　教育関連活動報告』

�国立歴史民俗博物館　編集・発行（2012.3）

資料で酒を味わう─生産と消費から─
（歴史研究の最前線　Vol.13）

本書の刊行にあたって

総合研究大学院大学　文化科学研究科

日本歴史研究専攻について� 齋藤　努

●講演

江戸の酒事情─酒屋の店舗図をよむ─　岩淵令治

〔コラム〕　酒史研究，とくに縄文時代の酒造に

ついて� 辻誠一郎

●講演

近代の酒造技術─東京市場をめぐる品質競争─

� 青木隆浩

〔コラム〕　杜氏の「職人」イメージとその実態

� 松田睦彦

講演者・執筆者の紹介

総合研究大学院大学　文化科学研究科　日本歴史

研究専攻　平成22年度授業科目

学位取得者一覧

岩淵令治・青木隆浩　編

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

（2011.2）


