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［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
用機関法人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，専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。
　2015年度は，研究報告６冊，展示図録３冊，資料図録０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などを
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，その一部につい
ては，館内外の共同研究者たちを編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行した（2015年度は３冊）。

広報担当　吉村郊子・松木武彦

［国立歴史民俗博物館研究報告］

３ 出版

第196集（2015.12）
［共同研究］
歴史・考古資料研究における高精度年代論

共同研究の概要と経過 坂本　稔
王子山遺跡の炭化植物遺体と南九州の縄文時代草創期土
器群の年代 工藤雄一郎
縄紋後期土器付着物における調理物の検討
 小林謙一・坂本　稔
厳島神社門前町における町家の14Ｃ年代調査とその意義 
 藤田盟児
住まいの14Ｃ年代調査─古民家と住宅建築─
 中尾七重・坂本　稔・今村峯雄・永井規男・
 西島眞理子・マーティンモリス・丸山俊明
【研究ノート】
ＡＭＳ─14Ｃ法による旧土肥家住宅の年代
 坂本　稔・中尾七重・今村峯雄

第197集（2016.2）
［共同研究］
歴史表象の形成と消費文化

共同研究の経緯と成果 岩淵令治
消費における趣味の大衆化 神野由紀
明治・大正期における「江戸」の商品化
 岩淵令治
流
モ ー ド

行の発信と＜文学＞ 瀬崎圭二
大正期の婚礼需要と百貨店の発展 藤岡里圭
明治末から大正初期の万年筆 小池淳一
［研究ノート］日本橋三越本店におけるパイプオルガン
導入について 内田順子
［研究ノート］須坂の豪商田中本家の発展過程と江戸 田
中和仁・岩淵令治
大正期における地方資産家の消費生活と通信販売
 満薗　勇

［研究ノート］豪商田中本家の雛人形 長沢利明
工芸品消費の文化的諸相と百貨店 濱田琢司
［研究ノート］近代におけるおせち料理の形成と婦人雑
誌 山田慎也
近現代の日本における美容観の伝統と変容
 青木隆浩
［研究ノート］昔語りを記録する 常光　徹

第198集（2015.12）
［共同研究］
高松宮家伝来書籍等を中心とする漢籍読書の歴史と
その本文に関する研究

共同研究の経緯と概要 静永　健
Ⅰ
［資料紹介］国立歴史民俗博物館所蔵『論語〔集解〕』
書誌解題稿 髙田宗平
［資料紹介］高松宮家伝来禁裏本「長恨歌」誌巻・「琵
琶行」誌巻について 静永　健
Ⅱ
［研究ノート］「秋萩帖」所収王羲之尺牘十一通について
 土屋　聡
［研究ノート］光明皇后筆「楽毅論」に見える重文符号 
 大渕貴之
［資料紹介］『白氏文集』巻十六「東南行」校記
 住吉朋彦
那波本の源流と成立 神鷹徳治
Ⅲ
鎌倉中期の京・鎌倉の漢籍伝授とその媒介者 福島金治
［資料紹介］『錦嚢風月』解題と翻刻 堀川貴司
［資料紹介］名古屋市蓬左文庫蔵『天文図象玩占』につ
いて 水口幹記
［資料紹介］光源院本『梅花無尽蔵』解題 中尾健一郎



194

第199集（2015.12）
［共同研究］
人の移動とその動態に関する民俗学的研究

共同研究の経緯と概要 松田睦彦
人の地域移動の日常性をめぐる民俗学史的考察
 松田睦彦
「生活」の場の創造性 阿部年晴
都市民俗学はどこへいったのか 小池淳一
郊外における人口移動と居住地選択プロセス 金子　淳
首都圏におけるアイヌ文化伝承活動と移動をめぐる一考
察 関口由彦
『明譽眞月大姉葬儀写真帖』からみた近代の葬列の肥大
化 山田慎也
移動する身体と故郷の物語の行方 川村清志
学校のなかの八重山芸能 呉屋淳子
日本華僑の共同墓地と后士・土地神の考察 松尾恒一
20世紀前半における日本の鮟鱇網の伝播と朝鮮漁民の受
容 呉　昌炫/室井康成［訳］
臼杵藩勤番武士の江戸における行動 岩淵令治
近世瀬戸内地域の新田開発にみる出稼ぎ労働 森下　徹

第200集（2016.1）

日本列島中央部におけるＡＴ下位石器群の地域化とその
背景 大塚宜明
外交拠点としての難波と筑紫 仁藤敦史
敦煌における9，10世紀の「印沙仏」儀礼の考察
 徐　　銘
【研究ノート】
韓国蔚山市細竹遺跡における新石器時代の土器付着炭化
物の分析 小林謙一・工藤雄一郎
幕末明治期の錦絵に用いられた色材調査 島津美子
国立歴史民俗博物館所蔵の古活字版５種と朝鮮版本
 李　載貞
近世初期の風俗画に見える「うどん屋」について
 小島道裕
【資料紹介】
「梅本記」 横山百合子

第201集（2016.3）

総合検索のための共通メタデータと歴博データベースの
データ項目のマッピング 安達文夫
満州国承認と日本学童使節 是澤博昭
鉄砲伝来と倭寇勢力 村井章介
【調査研究活動報告】
国立歴史民俗博物館総合展示第１室（原始・古代）の新
構築事業 渋谷綾子・上奈穂美
安達文夫先生を送る 鈴木卓治
安達文夫年譜・研究業績目録

［展示図録］

『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』
 （2015.7）
『大久保利通とその時代』
 （2015.10）
『万年筆の生活誌─筆記の近代』
 （2016.3）

［歴史系総合誌『歴博』］

第190号

特集解説
［特集］光でみる歴史資料
　見えない光で歴史資料を読み解く 島津美子
　赤外線観察による出土文字資料の解読 三上喜孝
　紫外線を用いた絵画の調査
　─紫外線蛍光反応から見える油彩画─ 鈴鴨富士子
　X線写真でみた歴史資料 永嶋正春
　X線で古代ガラスの起源を探る 中井　泉
［コラム］可視光と色・赤外線・紫外線・Ｘ線
 鈴木卓治
［コラム］一万メートルと一〇キロメートル
　　　　　─倍数を表すSI接頭辞─ 島津美子
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　「書画会に関する資料群」 大久保純一
歴史けんきゅう便　第53回
　開発型共同研究紹介
　近世の彩色材料
　─色を作り出す素材と技法を探る─ 島津美子
研究者紹介77
　女性史のおもしろさと難しさ
　─“襤褸のタペストリー”─ 横山百合子
博物館展示のいま42
　東京藝術大学大学美術館
　充実のコレクションと活力ある展示 芹生春菜
［書評］
久留島浩・須田努・趙景達 編『薩摩・朝鮮陶工村の四
百年』 藪田　貫
れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕
歴博かわら版

第191号

特集解説
［特集］民俗学─終焉からの再起動（リブート）─
　終焉からの再起動（リブート） 川村清志
　＜特集１＞ 口承文芸の落日，口承文芸の夜 飯倉義之
　［コラム］地理学と民俗学 青木隆浩
　＜特集２＞ 「民族」としての「民俗学者」 梅屋　潔
　［コラム］歴史学者と民俗学者の現在（いま）
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　　─ある近世史研究者の独り言として─ 岩淵令治
　＜特集３＞ 親しみやすく、実学的な民俗学のススメ
 柴崎茂光
　 ＜特集４＞ 祭りの終わる日、あるいは民俗学文化と

民俗学の行方 川村清志
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　大塚集古資料館旧蔵コレクションについて 青木隆浩
歴史への招待状　企画展示
　「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」 
 保谷　徹
研究者紹介78
　生き方をフィールドワークする 葉山　茂
博物館展示のいま43
　遠野市立博物館
　ようこそ『遠野物語』の世界へ 長谷川浩
［展示批評］
　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」
　“ニセモノ”は奥が深い！ 大澤研一
［特集展示］
　洒落のデザイン、冴える技「印籠」 日高　薫
歴博かわら版

第192号

特集解説
［特集］近現代日本の社会運動資料 荒川章二
　 ＜特集１＞ 法政大学大原社会問題研究所と社会運動

研究　 榎　一江
　 ＜特集２＞ 働く人々の歴史を未来へ─社会労働運動

史のお宝紹介
　大阪産業労働資料館（エル・ライブラリー）
 梅屋潔藤
　［コラム］　成田空港　空と大地の歴史館
　　─空港会社による負の遺産の展示─  石毛博道
　 ＜特集３＞ 「水俣学」をつくる　─熊本学園大学水俣

学研究センター　 花田昌宣
　 ［コラム］　くさい魚とぜんそくの公害　─四日市公

害と環境未来館発足─ 澤井余志郎
　 ＜特集４＞ 「問い」が出会い、響き合う空間へ　─立

教大学共生社会研究センター 平野　泉
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　歴博と社会運動・学生運動資料 荒川章二
歴史への招待状　企画展示
　「大久保利通とその時代」　 樋口雄彦
研究者紹介79
　韓国の考古遺跡から出土する動物遺体とその利用
 金　憲奭
博物館展示のいま44
　那覇市歴史博物館
　 「王朝文化と都市の歴史」をメインテーマとした沖縄

県唯一の国宝展示館　 外間政明
［書評］
　山田康弘 著　『老人と子供の考古学』 清家　章
〔特集展示〕
　泥絵と江戸の名所　 大久保純一
歴博かわら版

第193号

特集解説
［特集］浮世絵の戯画と風刺画 大久保純一
　＜特集１＞ 風刺画の流行 大久保純一
　＜特集２＞ 判じ絵に見る戯画性と風刺画的側面
 岩崎均史
　［コラム］　「秋人」が「小丸」のはなぜ？
 横山百合子
　＜特集３＞ 歌川国芳の擬人化戯画をめぐって
 津田卓子
　［コラム］　「子供遊び」の錦絵　 大久保純一
　＜特集４＞ 小林清親の戯画・諷刺画 岩切信一郎
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　洋花模様の着物 澤田和人
歴史への招待状　特集展示
　「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」
 内田順子
研究者紹介80
　『延喜式』研究への道─多分野遍歴録─ 清武雄二
博物館展示のいま45
　たばこと塩の博物館
　 たばこと塩の博物館　墨田区にてリニューアルオープ

ン　 西田亜未
［展示批評］
　「ドイツと日本を結ぶもの」とは何か 藤原辰史
歴博フォーラム紹介
　縄文時代・文化・社会をどのように捉えるか？
 山田康弘
歴博かわら版

第194号

特集解説
［特集］古琉球史再考
　古琉球から考える前近代の「沖縄」 田中大喜
　＜特集１＞ 八重山・宮古の英雄時代と「琉球帝国」
　 村木二郎
　［コラム］「万国津梁鐘」にみる琉球と朝鮮 荒木和憲
　＜特集２＞ 古琉球の官人と文字　 屋良健一郎
　＜特集３＞ 花押と朱印─古琉球の栄枯盛衰 黒嶋　敏
　［コラム］　琉球楽と朝廷　 豊永聡美
　＜特集４＞ 「古琉球」という自画像　 吉成直樹
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歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　「越前島津家文書」に伝わる琉球国王の書状
 田中大喜
歴博けんきゅう便　第54回
　「くらしの植物苑」の20年 　 青木隆弘
研究者紹介81
　中世対馬の研究、そして「宗家文書」との奇遇
 荒木和憲
博物館展示のいま46
　江戸東京博物館
　江戸東京博物館における常設展示リニューアルの実施
　 新田太郎
［書評］
　田中大喜著『新田一族の中世 「武家の棟梁」への道』
　 清水　亮
歴博映像フォーラム紹介
　屋久島の森に眠る人々の記憶　 柴崎茂光
歴博かわら版

第195号

特集解説
［特集］一衣帯水のあいだがら　─歴史・民俗からみた
日朝関係─ 高田貫太
　＜特集１＞ 国家を超えた中世の日朝交流 村木二郎
　＜特集２＞ 再生産される広開土王碑
　　 ─近代における広開土王碑石灰拓本の流通とその背

景─　 三上喜孝
　［コラム］　植民地朝鮮で活動した朝鮮人考古学者
 高田貫太
　 ＜特集３＞ 近現代と在日朝鮮人─占領期のフィルム

を糸口にして─　 原山浩介
　＜特集４＞ 韓国に残る日本の漁撈文化と向きあう
 松田睦彦
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　更新世のニホンオオカミ化石
　　─直良信夫コレクション─ 工藤雄一郎
歴史への招待状　企画展示
　「万年筆の生活誌─筆記の近代─」 小池淳一
研究者紹介82
　一粒の考古学　 渋谷綾子
博物館展示のいま47
　「森のちゃれんが」北海道博物館①
　平成27年４月リニューアルオープン！ 会田理人
［展示批評］
　「大久保利通とその時代」　 久住真也

〔特集展示〕
　 柳田國男と考古学　─柳田考古遺物コレクションから

わかること─　 松田睦彦

歴博かわら版

［その他］

［日本関連在外資料調査研究事業］
『ライデン国立民族学博物館蔵ブロムホフ蒐集目録─ブ
ロムホフの見せたかった日本』
大学共同利用機関法人人間文化研究機構・国立歴史民俗
博物館・ライデン国立民族学博物館編　臨川書店
 （2016.3）
『ライデン国立民族学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵
　死絵』
国立歴史民俗博物館編 （2016.3）
『オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料
─ライデン・ミュンヘン・ブランデンシュタイン城を中
心に─』 
青山宏夫編 （2015.3）
『五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション関係史料
集成』
国立歴史民俗博物館編 （2016.3）

［国際交流事業］
『日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の
実年代』 
藤尾慎一郎 （2016.3）
※歴博公開シンポジウム「資料がつなぐ大学と博物館─
『研究循環アクセスモデル』の構築にむけて」および歴
博国際シンポジウム「古代日韓交渉の実態」にて、それ
ぞれ予稿集を刊行している。

［歴博フォーラム］
『盆行事と葬送墓制』
国立歴史民俗博物館・関沢まゆみ編　吉川弘文館（2015.6）
『古代東アジアと文字文化』
国立歴史民俗博物館・小倉慈司編　同成社（2016.3）

メディアリテラシーを育む
（歴史研究の最前線　Vol.18）
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 小池淳一

●特集１（公開講演１）
メディアリテラシーを育む
─アイヌ文化に関する映像を中心に─ 内田順子
●特集２（公開講演２）
災害の遺構は保存されるべきか！？
─奥尻・阪神淡路・中越、そして東日本 川村清志

講演者・執筆者の紹介
総合研究大学院大学日本歴史研究専攻について
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Ⅲ－３　出版

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27年度授業科目
学位取得者一覧
内田順子・川村清志　編
総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館（2016.3）




