
ID 名前 フリガナ 論文名
置換した

文字

01517 白川〓磨 シラカワタクマ 修験道儀礼における「火」の象徴性 琢

01557 入江〓 イリエキヨシ 長崎県の須古踊考 湑

02275 入江〓 イリエキヨシ 田結浮立の考察 湑

02459 難波〓雄 ナンバタクオ 千鳥アイヌの鳥皮衣（チールル）について 琢

02525 藤田稔 フジタミノル 筑波の〓歌と苗族の対歌 嬥

02909 粕渕宏昭 カスブチヒロアキ 〓と虫送りについて 桛

03490 荒木一〓 アラキヒトシ
都市－農村関係からみた村落地域集団の変遷－広島市
から島根県石見町にいたる地域を事例として－

視

03502 原毅〓 ハラタケヒコ トリモチ考－北信・栄村の事例より－ 彥

03666 〓田正雄 マツダマサオ 巴伝承と小林 柗

04201 酒井〓 サカイゲン 丸子町飯沼の道祖神祭 伭

05069 岩崎敏夫 イワサキトシオ 大須賀〓軒の「巡村雑記」について 筠

05236 駒形〓 コマガタサトシ 追悼・山本修之助さんを悼む 覐

05495 岡部〓子 オカベユウコ 高野農村歌舞伎を見て－高岡郡東津野村回り舞台－ 祐

05549 楊鶴書 ヤンヘンシュウ 黄〓の客家の喪礼・喪服制度とその変革 畬

05797 佐藤毅 サトウツヨシ 祈〓札と上田小県の山伏（修験）

06258 堀田吉雄 ホッタヨシオ 台北游記－童〓の踊る島－ 乩

06272 上田耕 ウエダコウ 耳飾の流行－縄文時代前期・南九州の〓状耳飾－ 玦

06301 小川浩 オガワヒロシ 中国少数民族の桶作り技術－貴州省・〓族の場合－ 侗

07276 酒井〓 サカイゲン 子供は小動物の死をどう考えるか 伭

07773 木仕〓 ムーズーファー
納西族「三多」神考（特集・中国西南民俗・麗江納西
族民俗調査中間報告１）

07778 余嘉華 ユージャーツァオ
〓文化と鶏（特集・中国西南民俗・麗江納西族民俗調
査中間報告１）

07864 志賀市子 シガイチコ
香港の道教団体と扶〓－意思決定にみる神意と人為の
ダイナミクス－

乩

07889 田中〓 タナカミガク 奈良コンファレンスと文化遺産のオーセンティシティ 琢

08887 坂本敬司 サカモトケイジ 幟〓り（歴史の中のまつり６） 邌

09218 〓修明／訳・中原律子
ツォショウミン／ヤ
ク・ナカハラリツコ

古朴的戯劇・有趣的面具－貴州省徳江土家族地区儺堂
戯－

庹

09335 酒井〓 サカイゲン ヂョーというドンドヤキの呼び名 伭

09890 大林太良 オオバヤシタリョウ 〓神話と王権 羿

10317 大島建彦 オオシマタテヒコ 〓抬〓〓神社の現状（サムハラジンジャ）

10329 駒形〓／山口精一
コマガタサトシ／ヤマ
グチセイイチ

モンビと農耕儀礼 覐

10927 楊鶴書 ヤンヘンシュウ 粤東〓族と漢族客家宗教祭典の比較研究 畲

10944 巴莫曲布〓 バモチュブモ
言葉の魔力－涼山彝族における呪経の意義模範－（特
集・中国西南民俗・麗江納西族民俗調査中間報告１）

嫫

10957 程〓娜 ツェンニーナー
遼・金時代の中国東北地区における漢族の葬祭につい
て

妮

11114 志賀市子 シガイチコ 扶〓 乩

11127 野崎充彦 ノザキミツヒコ
朝鮮の物語（６）金時習・許〓・林巨正－抵抗と反逆
の精神－

筠

11834 高原一朗 タカハライチロウ
中国・貴州省の少数民族の家－ミャオ（苗）族・トン
（〓）族・プイ（布依）族の住居－

侗

11859 古家信平 フルイエシンペイ
動〓の誕生－台湾における座禁儀礼からみた民間信仰
の諸相－

乩

JIS水準外の文字について、一部、適宜置き換え等を行って収録しています。

入力文字について

I.　「〓（げた記号）」で収録した文字
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12926 土居祐子 ドイユウコ
『諸蕃志』の著者・趙汝〓について－最近発見された
墓誌－

适

13080 杉本壽 スギモトヒサシ
木地師史料・熊野大社と古代木地師の祖神熊野〓樟日
命

櫲

13263 朴〓玄 パクジョンヒョン
韓国の銀行の取引行動から見た韓日間の国際的都市シ
ステム

倧

13280 朴〓玄 パクジョンヒョン 国際通話量から見た韓日間の国際的都市システム 倧

13295 朴〓玄 パクジョンヒョン
国際物流の移動プロセスからみた釜山企業の対日輸出
行動－食品・衣服業種における取引行動を事例に－

倧

13359 駒形〓 コマガタサトシ 栃堀・小向の年中行事 覐

13374 呉賢〓 オヒョンラン
韓国の「地神踏み」と佐渡の「鬼太鼓」における信仰
の比較

欗

13376 佐藤和彦／駒形〓／他
サトウカズヒコ／コマ
ガタサトシ

第９回全国生涯学習フェスティバル－昔話シンポジウ
ム記録－

覐

13384 駒形〓 コマガタサトシ 長沢のモンビと貸鍬慣行 覐

13505 中村裕一 ナカムラユウイチ
竈神－司命菩薩・司命〓君・東厨司命－（特集・道教
の神々－その由来と信仰－）

灶

13629 浅野春二 アサノハルジ
道士稼業入門（４）－けむい〓壇（道教儀礼と香煙）
－

醮

13649 浅野春二 アサノハルジ
道士稼業入門（６）－〓の種類が多くなるわけ（依頼
者の欲求と道教儀礼）－

醮

15281 工藤紘一 クドウコウイチ 会津喜多方大〓（桝）商店

15606 廣畑輔雄 ヒロハタスケオ
大嘗祭の久米舞と中国〓祭の大武－神武伝説久米歌由
来譚の背景－

禘

15915 浅井忠 アサイタダシ 時計資料・〓とⅣ

16548 浅野〓 アサノタツミ 広峰天王講

16621 佐々木〓 ササキタケシ 岩手県北地域の焼畑習俗 虣

16629
金野静一／工藤紘一／
佐々木〓／他

キンノセイイチ／クド
ウコウイチ／ササキタ
ケシ

特集・北上山地の焼畑・畑作習俗 虣

16632 佐々木〓 ササキタケシ
岩手県北畑作農法の原流－焼畑（アラキ）とボッタ播
－（特集・北上山地の焼畑・畑作習俗）

虣

17431 白川〓磨 シラカワタクマ 北部沖縄における「両属」儀礼 琢

17735 赤松紀彦 アカマツノリヒコ 餃子と年〓（食の文化誌１０） 糕

17869 大月隆寛 オオツキタカヒロ
都市としての競馬－競馬または競馬社会研究のための
〓ｔｕｄｅ（１）－

é

18341 小倉学 オグラマナブ お祭りブームと神事の冒〓 瀆

18562 津田豊彦 ツダトヨヒコ 志摩の咄〓〓鬼神 咣

18853 朴〓玄 パクジョンヒョン 韓日の大企業間提携と首脳間結合 倧

18925 駒形〓 コマガタサトシ 高校教育と民俗学 覐

18927 駒形〓 コマガタサトシ 芋名月 覐

18947 渡辺奎二 ワタナベケイジ カンジキ考－板〓発生について－ 樏

18982 駒形〓 コマガタサトシ
（特集・魚沼地方）ムラの暮し－小千谷市芹久保の共
同体について－

覐

18999 駒形〓 コマガタサトシ
（特集・小国町法末・大貝・三桶・苔野島共同採訪）
大貝・三桶のムラ仕事

覐

19016 駒形〓 コマガタサトシ わらべ唄伝承の周辺－村松のわらべ唄から－ 覐

19042 駒形〓 コマガタサトシ （特集・上川村室谷採訪）葬送とムラ人 覐

19082 駒形〓 コマガタサトシ 中蒲原郡村松町のわらべ唄 覐

19114 呉賢〓 オヒョンラン （特集・笹神村笹岡・山崎共同採訪）祈りの場所 欗

19127
駒形〓／本井晴信／伊
藤治子

コマガタサトシ／モト
イハルノブ／イトウハ
ルコ

特集・山北町雷地区共同採訪 覐

19128 駒形〓 コマガタサトシ （特集・山北町雷地区共同採訪）ムラの暮らし 覐

19198 竹内寿 タケウチヒサシ 葬〓のこと 殮
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19295 陶立〓 タオリハン 清代宮廷の薩満祭祀 璠

19417 山岸素夫 ヤマギシモトオ 神童女〓姫伝説『梅の薫』と〓姫画像の考察 耇・耇

20130 橋本千栄子 ハシモトチエコ 琉球の神女の衣裳－〓衣について－

20891 津田豊彦 ツダトヨヒコ 咄〓〓鬼神補遺 咣

21018 武田正 タケダタダシ 「俵薬〓」小論（昔話のフォクロア１０）

21760 陶立〓／訳・川瀬千春
タオリハン／ヤク・カ
ワセチハル

愛知県半田市亀崎町の「潮干祭」と山車彫刻にみられ
る中国起源の題材について（特集・年中行事と祭祀）

璠

21858
矢沢〓／聞き手・寺田
一雄／桜井弘人

ヤザワレイ／キキテ・
テラダカズオ／サクラ
イヒロト

民話を語り継いで 姈

21939 宮口〓廸 ミヤグチトシミチ
庄川流域の文化（シンポジウム・庄川の水文化と自然
環境を考える）

侗

22347 渡瀬昌忠 ワタセマサタダ
漢王朝と天武朝の「天漢」－「〓」と人麻呂歌集七夕
歌群－（特集・中日儀礼の交渉）

雩

22349 永井弥人 ナガイミズヒト 後漢の儒教儀礼－特に〓祭・〓祭について－ 禘・祫

22365 浅野春二 アサノハルジ
慶土科儀の供物－台湾南部金〓慶成祈安〓の事例から
－

籙・醮

22613 杉山二郎 スギヤマジロウ 東西旅行記往来（６）胡〓始めて西瓜を喰った事 嶠

22618 赤羽正春 アカバマサハル （民具再見・農村）〓善様の原版 驄

22717 難波〓雄 ナンバタクオ アイヌ丸木舟の地方型 琢

23011 福江充 フクエミツル
立山信仰にみる石仏寄進の一例－江戸の信徒による〓
堂境内六地蔵尊石像の寄進－（特集・石と宗教民俗）

23260 矢放昭文 ヤハナシアキフミ 一〓的月光（中国の少数民族１） 样

23647 〓村侑 マツムラススム 神々とともに消えた庚申山 柗

24114 酒井〓 サカイゲン 真田町横道の十九夜和讃考 伭

24133 孫薇 ソンビ 〓人三十六姓と明初の対琉政策 閩

24304 王秀文 ワンシュウウェン
桃をめぐる蓬〓山・崑崙山・桃源郷の比較民俗学的研
究

萊

24316 金〓哲 キムトウチョル
過疎地域における従属的地域構造の形成過程と内生的
住民組織の変容－長野県下伊那郡浪合村を事例に－

枓

26459 駒形〓 コマガタサトシ
ムラの暮らしと村落共同体－葬送とヤウチを中心にし
て－（特集・牧村川上地区共同採訪）

覐

26655 三谷吉男 ミタニヨシオ
春告魚（にしん）の浜初山別と〓三谷漁業部（個人の
生活史と民俗文化）

26947 小助川元太 コスケガワゲンタ 『〓嚢鈔』の后宮婦人論－「子推恨」考 壒

26965 山下〓巳 ヤマシタタクミ
天竜川下流域における治水事業の進展と流域住民の対
応－江戸時代から明治時代までを中心として－

琢

27055 駒形〓 コマガタサトシ
前倉の暮らしから－ヤゴモリ・オカネサマ・サンチ・
春木山－

覐

27311 酒井〓 サカイゲン
太子講のこと－小県郡傍陽地区に見られる太子講など
から－

伭

27754 倉林正次 クラバヤシショウジ 平安時代の〓飯 垸

27967 勝俣隆 カツマタタカシ
日本神話の星と星座（５）－〓田毘古神と天孫降臨神
話－

猨

28081 荒木正見 アラキマサミ
田能村竹田「〓紅碑（えいこうのひ）」の場所論的分
析

瘞

28124 桜井冬樹 サクライフユキ 「松前〓ぎ人減らし」をめぐって 挊

28138 中村節雄 ナカムラセツオ 闇〓神社考（１） 龗

28162 中村節雄 ナカムラセツオ 闇〓神社考（２） 龗

28167 高嶋喜與衛 タカシマキヨエ 〓 聻

28694 王景東 ワン・チントン
琅〓台と徐福の東渡（特集・徐福アジア２０００年の
青い鳥）

琊

28790 呉賢〓 オヒョンラン
西川口・上川地区の嫁（特集・川口町西川口・上川共
同採訪）

欗
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28947 根岸英之 ネギシヒデユキ
翻刻・『般若心經繪入講釋』「無〓碍故無有恐怖」
（八幡不知森説話）

罣

29663 小川三郎 オガワサブロウ 〓の民俗随想（特集・上甑島） 𩸕

30112 高橋逸人 タカハシハヤト
水車屋と農村生活－野火止用水沿いの水車屋・清水家
〓をめぐって－

30182 原田正史 ハラダマサフミ
高瀬〓（ウハキュウ）供養碑の謎にせまる－相良隠れ
キリシタン説－

30409 増田重信 マスダシゲノブ 播磨国風土記－神前郡〓岡里波自賀村考－

30858 白川〓磨 シラカワタクマ
金毘羅信仰の形成－創立期の政治状況－（修験道の世
界観）

30920 趙恩〓 チョウウネ 南方熊楠と朝鮮－今村鞆との関係から－ 馤

31374 呉賢〓 オヒョンラン
カカユズリと嫁の位置－新潟県佐渡郡相川町石名にお
けるセンダク事例の一考察－

欗

31428 本田善郎 ホンダヨシロウ 富士松春太夫と睦月連理〓 𢢫

31537 市原麟一郎 イチハラリンイチロウ 土佐祠堂伝説探訪記（４７）－〓神社（宿毛市）－ 鷣

31984 阿辻哲次 アツジテツジ 漢字考現学（１）－〓と麺－ 麵

31988 阿辻哲次 アツジテツジ 漢字考現学（５）－「華」と「〓」－

31989 阿辻哲次 アツジテツジ 漢字考現学（６）－「正面橋」と「正〓〓」－ 靣・𣘺

31991 阿辻哲次 アツジテツジ 漢字考現学（８）－大衆はゾウか「衆と〓」－

32115 〓村裕子 マツムラユウコ 日本昔話における果樹のイメージ 柗

32228 古賀登 コガノボル 講演・中国の〓〓暦と出雲の神有月 顓・頊

33235 駒形〓 コマガタサトシ 鷲崎今昔（特集・佐渡市鷲崎共同採訪） 覐

33237 呉賢〓 オヒョンラン 婚姻と産育（特集・佐渡市鷲崎共同採訪） 欗

33450 横山十四男 ヨコヤマトシオ 姨捨山と人〓田－その伝説の考証と現代的意味－

33487 福江充 フクエミツル
芦峅寺日光坊の〓堂別当及び布橋大灌頂法会開催に関
わる勧進活動－日光坊所蔵の立山御〓尊別当奉加勧進
記（弘化３年）を中心に－

33618 陶立〓 タオリハン 『中国民俗大系』の編纂及び中国民俗学の現状 璠

34135 野村〓一 ノムラシヅカズ 「私たちの大澤」発行－東近江市大澤町－

34337 稲田雅洋 イナダマサヒロ
群馬県布達に見る「文明」の強制－「違式〓違条例」
を中心にして－

詿

34607 奥野義雄 オクノヨシオ
『諸国風俗問状答』に現われたまじない「〓抬〓〓」
について－近世における怪我・災難除けから蝗の害を
避ける呪符へ展開した符字－

34618 木本秀樹 キモトヒデキ 立山信仰関係用語用字覚書（１）－「峅」と「〓」－

34631 福江充 フクエミツル 芦峅寺の〓尊（オンバサマ）とお召し替え行事

34947 佐藤泰子 サトウヤスコ 〓言格言－野依ニ於テ一般ニ用ヒラレ居ルモノ－

34989 八木意知男 ヤギイチオ 住吉信仰史の研究－住吉と〓惑－ 熒

35071 藤野陽平 フジノヨウヘイ

台湾のキリスト教にみるスピリットとスピリチュアリ
ティ－真耶〓教会信者の奇蹟体験の語りから－（特
集・アジアのスピリチュアリティ－精神的基層を求め
て－）

穌

35404 白川〓磨 シラカワタクマ
「落差」を解く－豊前神楽をめぐる歴史人類学的・解
釈－

35764 駒形〓 コマガタサトシ 越後・佐渡のカッパ群像 覐

37119 出利葉浩司 デリハコウジ マレ〓の使用方法について形態分析の立場から-

37433 中村和之 ナカムラカズユキ アイヌ語のkotanと１３世紀の中国史料にみえる豁〓 疃

38294 林〓也 ハヤシタクヤ
青森県南部町名川地域における観光農業の発展要因－
地域リーダーの役割に注目して－

琢

38377 佐々木長生 ササキタケオ
『会津農書』にみる運搬具－吐篭・腰篭・透〓の呼称
をめぐって－

38904 白川〓磨 シラカワタクマ
神仏習合と多配列クラス（特集・神仏習合とモダニ
ティ）

38975 網谷りょういち アミタニリョウイチ
五箇山・相ノ倉で使われているカンジキ（〓）につい
て

樏
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39087 関啓司 セキケイジ 「〓萩峯」について－甲賀市信楽町多羅尾－ 莿

39088 野村〓一 ノムラシヅカズ 「写真で綴る湖国の原風景」を発行して

39298 小倉俊治 オグラトシハル 谺〓・こだま・児玉（石仏研究）

39439 野村隆 ノムラタカシ 弘前市の〓字一尊板碑と〓字信仰－（石仏論考） 唵・唵

39449 平井一雄／柳沢栄司
ヒライカズオ／ヤナギ
サワエイジ

盗難道祖神〓末記（特集・現代と石仏） 顚

39476 伊藤介二 イトウスケジ
供養塔と〓〓（日・月）－その意味する所を探る－
（石仏論考）

40170 晏〓 ヤンニ 戦前日本における中国映画に関する一考察 妮

40171 内山美樹子 ウチヤマミキコ 「一谷〓軍記」ノート 嫰

40510 繁原央 シゲハラヒロシ
日中の兄妹始祖神話－イザナキ・イザナミと伏羲・女
〓－（特集・日本神話の今）

媧

40895 木下美保 キノシタミホ
モンテルランにおけるスポーツの意義－男らしさ
（virilit〓)の概念をめぐって－

é

40898 柳〓和 リュウミンワ
『日本書紀』記載の朝鮮固有名表記－元興寺露盤銘を
通して－

玟

40900 柳〓和 リュウミンワ
『日本書紀』記載の朝鮮固有名表記－文註の表記字を
対象として－

玟

40949 徐志紅 ジョシコウ 『日本霊異記』〓火考－中巻十縁を中心に－ 爝

41141 河合洋尚 カワイヒロナオ
中国広州市における「私〓局」ブームの一考察－本地
人と客家人によるサウンドスケープの再生－

伙

41144 大柴弘子 オオシバヒロコ
馬療書『〓〓千金寶』の医療・文化（１）－解読およ
び課題－

41290 関啓司 セキケイジ 「〓萩野」（タラノ）について 莿

41435 名取〓自 ナトリタクジ
人形浄瑠璃とロボットアニメ－身体性と投影の視点か
ら－

琢

41696 呉孟晋 クレモトユキ
筆墨による平和と抗戦－『アジア』誌の〓兆和と張善
孖作品－(特集・戦争とメディアそして生活）

蔣

41744 趙恩〓 チョウウネ
東アジアにおける「法華霊験記」（特集・東アジアの
文学圏－比較から共有へ）

馤

41956 勝俣隆 カツマタタカシ
星座としての〓田毘古神（第１回「猿田彦大神と未来
の精神文化」（研究・提言・表現）助成論文－応募作
から－）

猨

41969
朝山芳〓／後藤俊彦／
司会・櫻井治男

アサヤマヨシクニ／ゴ
トウトシヒコ／シカ
イ・サクライハルオ

第４回猿田彦大神フォーラム－列島のサルタヒコ伝承
－

囶

42075 羽賀祥二 ハガショウジ 家と地域をみる眼－渡辺崋山『訪〓録』の世界－ 瓺

42184 原田〓也 ハラダタクヤ
学校文化・その差別の構造－服装・頭髪指導という
「葛藤の場」より－

琢

42198 原田〓也 ハラダタクヤ
「同和地区生徒」のアイデンティティ形成にかんする
エスノグラフィ

琢

42505 王頂倨 ワンティンテュ 台北大稻〓と西川満の文学 埕

42507 蔡雅芸 ツアイヤユン 江戸時代唐話資料に見られる〓州語 漳

42519 丁海鈴 チョンヘリョン
「弘法字尽」の研究－『〓玉集』の諸本研究の一つと
して－

琑

42647 寺西貞弘 テラニシサダヒロ 津秦薬徳寺所蔵〓原薬師如来縁起について 蘆

43283 松石江梨香 マツイシエリカ
『〓〓抄』と『晴明傳記』－信太妻伝説の地方的展開
－

簠・簋

43414 趙恩〓 チョウウネ 臨終儀礼と死後の世界観 馤

43438 松尾恒一 マツオコウイチ
いざなぎ流　託宣祈〓の諸相－神霊と交感する言葉と
身体－（呪術と身体）

禱

43732 山下〓巳 ヤマシタタクミ
天竜川下流域における水防組合活動とその経済的基盤
－明治から昭和戦前期を中心として－（特集・災害・
防災の歴史地理学的アプローチ）

琢

43751 山下〓巳 ヤマシタタクミ
天竜川における流出材木の流通と下流域沿岸住民の対
応－明治期から昭和初期を中心として－

琢
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43968 重野昭茂 シゲノテルシゲ
小穴芳美先生と烏川扇状地の地域史－用水〓での地域
開発の歩みを中心に－（追悼・小穴芳実元委員長・小
穴氏の研究を顧みる）

44051 采〓晃 ワケミアキラ
南岳慧思と『法華経』－慧思後身説の背景－（シンポ
ジウム・平安～鎌倉期における宗教心の転換－法華・
太子・観音信仰－）

睪

44242 白川〓磨 シラカワタクマ 宗教民俗と権力関係－臼杵祇園祭を事例として－

44283 渡辺和子 ワタナベカズコ メソポタミアの祈〓・呪術・治療 禱

44311 佐藤優 サトウマサル
架蔵『羽州〓上村山郡外川山仙人堂略縁起』－関東に
おける出羽三山信仰に関する研究ノートと翻刻－

44795 鍾〓／訳・林和生
チョンチョン／ヤク・
ハヤシカズオ

東南中国・呉越水郷地域における歴史都市の「夾城作
河」構造について（特集・東アジアの都市景観）

翀

44898 内田康 ウチダヤスシ
偽史としての〓説話（特集・古典キャラクターの展
開）

鵼

45281 鈴木潔 スズキキヨシ
火〓光背考－仏教彫刻における人体像と光背表現の関
係について－

焰

45323 加藤健司 カトウケンジ 大日〓貴神社大日堂の舞楽（特集・雅楽と舞楽２） 孁

45371 梶川賢二 カジカワケンジ 〓〓〓を主尊とする庚申塔

45526 山本〓 ヤマモトタク
近世・近代移行期における宗教者組織の再編と解体－
土佐国「博士」集団を事例に－

琢

45558 橋本〓子 ハシモトノリコ
雄山神社藏『立山寺院主世代記帳』につて－立山寺創
建に注目して－

紃

45790 王珍〓 ワンジェニー
日本語の「心」に関する慣用表現の意味分析－「気」
を含む慣用表現との対比を通じて－

妮

45901 徐〓 シュチオン
中国朝鮮族の食文化について－漢族との比較の視点か
ら－

45902 大柴弘子 オオシバヒロコ
馬療書『〓〓千金寶』の医療・文化（２）－病因・対
処法・馬絵の精読と考察－』

46728 嶋津宣史 シマヅノリフミ
千返楽祈〓について－１６世紀宮廷における法楽御会
の一様相－

禱

46895 浅野春二 アサノハルジ
廟神の信仰と道教儀礼－台湾南部の〓を例として－
（特集・アジア世界の文化と交流）

醮

47109 呉定国 ウーディングオ
〓族民歌対唱形式の種類と韻律－中国貴州省南部〓族
の事例を通して－

侗・侗

47289 〓庸海 イエヨンヘ 講演・韓国の工藝と文化について（上） 芮

47294 〓庸海 イエヨンヘ 講演・韓国の工藝と文化について（下） 芮

47999 李炫〓／尚真貴子
イヒョンジョン／ショ
ウマキコ

韓国済州地域に見られる日本語教育の現状と特徴－韓
国全般における日本語教育と比較して－

姃

48130 金利惠 キムリエ あの頃のこと（１）サーム〓ノリと出会う ㇽ

48157 佐々木長生 ササキタケオ
『会津農書』にみる選別用具の変遷－〓・篩を中心に
－

簁

48253 辻野喬雄 ツジノタカオ 乙子「聚〓社」常夜灯 鱣

48855 荻原眞子 オギハラシンコ
Ａｏｍｏｍｍｏｍｏ（我つまびらかに述ぶ）について
－アイヌ叙情詩ユカ〓の「１人称」叙述に寄せて－

ㇻ

48918 李〓 リショウ
漢代銅鏡にみえる神話および道教の図像について（道
教美術の可能性－道教美術の諸相と展開－）

凇

48963 小池淳一 コイケジュンイチ 里修験と陰陽道－新出の『〓〓』の分析を中心に－ 簠・簋

49175 小嶋義雄 コジマヨシオ
日本の修復技術とその応用及び海外における日本の修
復技術の評価－装〓技術における和紙の役割－

潢

49229 蔡〓仁 ツァイイエンウレン

台湾における大衆の死後観の分析－「台湾における宗
教体験の比較研究」の２００９年の試験調査資料をも
とに－（日台国際研究会議「東アジアの死生学へ
２」）

彥

49371 夏目〓史 ナツメタクミ
縁結びと縁切り－長野県内の「縁切り信仰」の事例を
中心に－

琢

49519 野村〓一 ノムラシヅカズ
「坂の上の雲」の時代を庶民の視点で書いた「明治の
風」

49596 夫惠眞／金〓哲
ブヘジュン／キムドゥ
チョル

過疎山村における住民組織の自治機能の維持－広島県
安芸高田市川根地区を事例に－

枓
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49639 本田優子 ホンダユウコ
アットゥ〓の歴史を紡ぐ－アイヌ文化を歴史的にとら
えるための試みとして－（特集・アイヌ史のメッセー
ジ）

ㇱ

50061 丸山太郎 マルヤマタロウ
民藝の道を求めて・蒐集物語（丸山太郎著『〓肋集』
より）

𨿸

50689 坪井〓太 ツボイリュウタ
生命の教育に取り組んだ教師たち－教職の理解を深め
るために－

50725 田村勇 タムライサミ 「〓」の訓みと南房総のサンマ漁 鰶

50823 〓惠民／訳・上田貴子
ショウケイミン／ヤ
ク・ウエダタカコ

中国山東省黄県人の商慣習 蔣

52109 松岡正子 マツオカマサコ
世界諸地域の事例からの示唆・中国式復興モデル－２
００８・５・１１〓川地震から３年－（特集・復興へ
の道）

汶

52119 山下〓登 ヤマシタショウト
捕鯨－最後に産業化された史上最大の狩猟業－（特
集・鯨の文化誌）

涉

52135 九〓家隆 クキイエタカ 八咫烏と熊野信仰（特集・神の鳥）

52315 鈴木〓也 スズキタクヤ
北海道における７～９世紀の土器の特性と器種組成様
式

琢

52321
右代啓視／鈴木〓也／
村上孝一／他

ウシロヒロシ／スズキ
タクヤ／ムラカミコウ
イチ

北方四島の先史文化研究と博物館交流の基礎づくり
（１）

琢

52501 陳〓勳 タンカフン
「花見」の人類学的研究－宮城県仙台市における
フィールドワークに基づいて－

52516 陳〓勲 タンカフン
神仏習合・分離・新習合－浅草寺本尊示現会の「復
活」にみる神仏習合の現代的構築－

珏

52563 鳥〓京一 トリスキョウイチ 豆州内浦の鯨子漁 巢

52958 木山克彦 キヤマカツヒコ
靺〓・渤海・女真の考古学（アイヌ史を問いなおす　
生態・交流・文化継承－北方世界を行きかうヒトとモ
ノ－）

輵

53113 浅尾和年 アサオカズトシ
日光二社一寺（二荒山神社・東照宮・輪王寺）の保存
修理－歴史遺産を守り〓ぐ環境（特集・近世社寺建築
の装飾と修理）

繫

53464
〓微子／訳・依田菜津
子

コウビシ／ヤク・ヨダ
ナツコ

香港における村上春樹とサブカルチャー－アニメ・マ
ンガ／ライトノベル－（東アジアのサブカルチャーと
若者のこころ－香港調査報告－）

黃

53565 仁木光 ニキヒカル
「楽しみ」「親しみ」でつながる流域ネットワーク－
横浜市〓川を事例に－

㹨

53616
河原典史／川角龍典／
村上忠喜／他

カワハラノリフミ／カ
ワスミタツノリ／ムラ
カミタダヨシ

景観保全と地域の振興－みやこと〓がる丹波の文化－ 繫

53707 佐久間かおる サクマカオル
収蔵庫を覗いてみれば－九十九里町指定文化財「〓陵
集版木」

灞

53735 佐々木長生 ササキタケオ 『会津農書』にみる「木〓片縄引」について 礱

53814 前田あやの マエダアヤノ
オキク〓ミ（道具の神様）に呼ばれて（特集・日本民
藝夏期学校）

ㇽ

54054 〓俊雄 タツミトシオ 岡崎領周辺の西三河での木綿栽培について

54061 渡辺則雄 ワタナベノリオ
資料・日露戦争後の原料（大豆）供給について－大正
期の〓カクキュウー早川商店の大豆購入－

54067 吉澤政己 ヨシザワマサミ
〓（ヤマキチ）組〓製糸の繭倉庫と繭乾燥場－諏訪の
風物詩・高層繭倉庫最後の姿を記録－

54073
聞き手・編集委員会／
話し手・諏佐キク／石
原キヨ

ヘンシュウイインカイ
／ハナシテ・スサキク
／イシハラキヨ

聞き取り調査の記録・岡谷の製糸業（５）昭和初期・
〓林組製糸・争議の頃－夏の暑い日・社長葬儀の会場
で青空に舞い上がったパラソルの幻想的な光景が蘇る
－

54079
聞き手・宮坂敏美／鮎
澤真二／他／話し手・
岩本きゑ

キキテ・ミヤサカトシ
エ／アユサワシンジ／
ハナシテ・イワモトキ
エ

聞き取り調査の記録・岡谷の製糸業（７）飛騨高山よ
り〓（ヤマキチ）小口製糸工場へ－１０４才優等工女
の語り「野麦峠を歩いて郷里へ」－

54081
聞き手・宮坂敏美／会
田進／他／話し手・安
江キリ

キキテ・ミヤサカトシ
エ／アイダススム／ハ
ナシテ・ヤスエキリ

聞き取り調査の記録・岡谷の製糸業（８）岡谷はどえ
らい都会やった。家の仕事するより糸挽きの方が楽
やったわ－岐阜県白川町から〓（ヤマジュウ）製糸の
〓（ヤマシチ）工場へ－
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54085
聞き手・宮坂敏美／鮎
澤真二／他／話し手・
関とめの

キキテ・ミヤサカトシ
エ／アユサワシンジ／
ハナシテ・セキトメノ

聞き取り調査の記録・岡谷の製糸業（９）工場に着い
てすぐ「父危篤」の電報でとんぼ返り－長野県穂積村
から小口組〓（カネサン）製糸所へ－

54102 小口圭一 オグチケイイチ
製糸工女賃金制の仕組みを探る－〓（ヤマキチ）製糸
所史料を通してみる－

54214 粕渕宏昭 カスブチヒロアキ 「あか（〓）取り」について 洤

54330 林蘇喜男 ハヤシソキオ
薩摩藩下の徳之島における行政区域名「〓（あつか
い）」について

噯

54562 中村〓 ナカムラタク
「伝統」をつなぐこと－等覚寺の松会の伝承について
の一考察－

琢

54571 四方一〓 ヨモカズミ
発足期青年学校に関する一考察－旧西浦村・内浦村の
青年学校を中心として－

55173 神英雄 ジンヒデオ
明治期における新宗教と新聞報道－阿吽鉢〓婆教拝斥
報道を中心として－

囉

55208 〓刀郷子 クヌギサトコ
『江戸名所図会』に記されたさいたま市内の名所につ
いて

㓛

55249 森山一徳 モリヤマイットク
〓がった「折れた道標」（特集・八千代の道しるべ
（２））

繫

55631 吉川雅章 ヨシカワマサフミ
和田高〓神社のトウヤ座－奈良県桜井市和田における
宮座の変遷－

55745 葉倩〓 ヨウセイイ
植民地都市とジェンダーー日本統治下台北の日常空間
－

瑋

55947 北口英雄 キタグチヒデオ 神像と〓枳尼天騎狐像－日光山の神々との習合－ 吒

56007 浅香怜子 アサカレイコ 辻（チージ）の侏〓と廿日正月の原景

56245 高橋明雄／高橋勝也
タカハシアキオ／タカ
ハシカツヤ

〓関漁場にみる鰊漁の歩み

56246 高橋明雄／高橋勝也
タカハシアキオ／タカ
ハシカツヤ

続・〓関漁場にみる鰊漁の歩み－礼受の農耕・鰊場の
回顧・雇い入り込み・神社と獅子神楽－

56247 高橋明雄／高橋勝也
タカハシアキオ／タカ
ハシカツヤ

漁場親方・〓小林吉三郎の足跡をたどる－幕末から明
治にかけて　増毛と共に－

56248 高橋明雄／高橋勝也
タカハシアキオ／タカ
ハシカツヤ

〓松江番屋の素描と留萌・増毛にみるニシン漁場の歩
み－松江漁場の追憶・記録に見る漁獲量の推移にふれ
て－

56256 山本〓也 ヤマモトタクヤ 宮崎県に関する江戸時代前期の歴史地震 琢

56322 王家〓 ワンジアホワ 渋沢栄一の「論語算盤説」と日本的な資本主義精神 驊

56344 高〓烋 コウジョンヒュ
太平洋問題研究会をめぐる朝鮮支会の動向－朝鮮事情
調査研究会との関係を中心として－

珽

56503 川名興 カワナタカシ 深川元儁の『房總三洲漫〓』の動植物方言と民俗

56637 齋藤愼一 サイトウシンイチ
雪旦・真桑瓜・鮎の子〓－「江戸名所図会」の日野津
－

鱁

56812 酒井〓 サカイゲン 位牌分けについて 伭

57075 楊乃〓 ヤナギノケイ
北京絹人形の創作話（特集・日本人形・北京絹人　学
術技芸交流会）

57440 杉岡信行 スギオカノブユキ
古代インドにおける支配について－ｖａ〓ａとｖａｓ
ａ－

ś

57451 西村玲 ニシムラリョウ 雲棲〓宏の不殺生思想 袾

57486 阿部友紀 アベトモノリ 祈〓寺院における聖地空間と信者のニーズ 禱

57497 坂出祥伸 サカデヨシノブ
平田篤胤と道教－『志都能石屋』『〓宗仲景考』につ
いて－

毉

57546 古田富建 フルタトミタテ
天宙清平祈〓苑の「恨言説」－９０年代以降の統一教
の恨－

禱

57904 秋野茂樹 アキノシゲキ
場所請負制とアイヌの熊の霊送り儀礼－軽物・イコ〓
から見る－

ㇿ

58018 宇野正〓 ウノショウエイ 郷土の産業（２）千草鉄 碤

58111 朴美〓 パクミギョン
韓国の「ドッケビ」の視覚イメージの形成過程－植民
地時代を中心に日本の「オニ」との比較を手がかりと
して－

暻

58640 浅香怜子 アサカレイコ 沖縄の女性芸能者－辻村と侏〓がつむいだ琉球芸能－
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58726 姚〓 ヤオチオーン スサノオ信仰の民俗学的考察－お祭りを中心として－

59365
巴莫曲布〓／訳・西村
真志葉

ハボキョクフボ／ヤ
ク・ニシムラマシバ

ナラティブのコンテクストと演じられる場－ノス系イ
族の「克智」およびその叙情詩伝統を例に－（特集・
アメリカと中国の民俗学のフロントライン）

嫫

59525 李利 リリ
年中行事にみる「医食同源」－中国福建省泉州・〓州
地域を事例に－

漳

59592 朴炳〓 パクビョンソビ 竹島＝独島漁業の歴史と誤解（１） 涉

59593 朴炳〓 パクビョンソビ 竹島＝独島漁業の歴史と誤解（２） 涉

59594 朴炳〓 パクビョンソビ 江戸時代の竹島＝独島での漁業と領有権問題 涉

59740 李忠〓 イチュンホ
近世期における韓日の英雄伝説の比較－民衆の英雄と
しての金徳齡と由比正雪（日本近世文学と朝鮮）

澔

60203 尹〓郁 ユンジョンウク 植民地下朝鮮の土幕部落研究（１） 晸

60205 尹〓郁 ユンジョンウク 植民地下朝鮮の土幕部落研究（２） 晸

60206 尹〓郁 ユンジョンウク 植民地下朝鮮の土幕部落研究（３） 晸

60542 夏堀長五郎 ナツホリチョウゴロウ 盆踊りと「ナニャ〓ヤライ」

60575 星野〓夫 ホシノタカオ 明治初期における秦野地方の姓についての雑感

60668 松永しのぶ マツナガシノブ
違式〓違条例と外国人への「御体裁」－裸体といれず
みの禁止を巡って－

詿

61053 荻原眞子 オギワラシンコ
アイヌの叙事詩「メノコユカ〓」（婦女詞曲）－若干
のテキストについて－

ㇻ

61093 土山〓之 ツチヤマユウシ
現地調査にみる新見荘三職－西方・金谷地区の水利と
地名－現地からの荘園復原（中世の荘園空間と現代－
備中国新見荘の水利・地名・たたら－）

祐

61185 新垣則子／佐藤宣子
アラガキノリコ／サト
ウノリコ

野原集落のサーツ〓ニガイ祭祀 キ゚

61358 姚〓 ヤオチオーン
スサノオ神話に由来する疫病退散祭祀現代的意味－神
奈川県「蛇も蚊も祭り」を例として－

61522 酒井〓 サカイゲン 婚姻の民俗 伭

61622 今村賢司 イマムラケンジ
近世前期における伊予国松山地方の四国遍路の様相－
真念『四國〓路道指南』以前の遍路道標と札挟みを素
材として－

籩

61765 姚〓 ヤオチオーン
地域活性化事業の推進と祭祀儀礼の変化－茨城県行方
市麻生町天王崎「馬出し祭り」を例として－（特集・
地域振興と民俗学）

61780 高野修 タカノオサム 一遍における神〓信仰と廃仏毀釈 衹

61855 游舒〓 ユウジョテイ 通書（暦）と択日の知識 婷

61912 坂江〓 サカエワタル
古代の神話と口承の祭祀儀礼－『播磨国風土記』を中
心に－

涉

62148 姚〓 ヤオチオーン
現代社会における疫病退散儀礼の「変化」と持続－三
重県津市白塚地区「やぶねり」神事を事例として－

62286 鄭敬珍 ジョウキョウチン
１７６４年の朝鮮通信使からみる庶〓文人－「蒹葭雅
集図」製作の過程と大坂文人たちとの交遊－

孼

62386 桃崎有一郎 モモサキユウイチロウ
鎌倉幕府〓飯役の成立・挫折と（御家人皆傍輩）幻想
の行方－礼制と税制・貨幣経済の交錯－

垸

62415 塩野谷明夫 シオノヤアキオ 川内アクド〓末記－北上山地を旅する－ 顚

62416 関啓司 セキケイジ
近藤富士と華表（とりい）－列仙伝〓像の丁令威の図
を捜す（１）－

繡

62463 田中文雄 タナカフミオ 道教の十王儀礼の展開－黄〓斎と十方－ 籙

62489 鶴巻武則 ツルマキタケノリ
流木「娥眉山下〓」と漢詩－良寛・牧之・南城そして
歓励－

62544 姚〓 ヤオチオーン
現代社会における疫病退散儀礼の「変化」と持続－三
重県津市白塚地区「やぶねり」神事を事例として－

62596 濵岸宏一 ハマギシコウイチ 『闘〓神社学術調査報告書』の概要について 雞

62805 川野明正 カワノアキマサ
〓南地方大陸側の石獅爺・風獅爺　東シナ海・南シナ
海石造獅子・狗犬文化圏の比較研究（１）

閩

62811 〓〓kr〓 Aslan シュクルアスラン
The Perception of Earthquakes in the Muslim World　
Example of the 1999 Marmara Earthquake in Turkey
－

Ş・ü・ü
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62821 松浦章 マツウラアキラ 清代河南〓旗鎮と水運 賖

62936 野村〓一 ノムラシズカズ
東近江の自然信仰について（前）－山の神・田の神・
野神など－

𡨁

62941 野村〓一 ノムラヨシカズ
東近江の自然信仰について（後）－山の神・田の神・
野神など－

𡨁

63003 三橋広延 ミツハシノブヒロ 説経節浄瑠璃若松太夫の「武蔵大〓」拝領 堟

63021 諏佐貴史 スサタカシ 蜜〓の利用（特集・蜜蜂とのつきあい） 蠟

63158 川合ゆう カワイユウ
マダム・タッソーの〓人形（特集・生人形とその周
辺）

蠟

63183 水原渭江 ミズハライコウ 鳥神の巫及び覡による〓舞の二元性 醼
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