
歴博基幹研究「中近世における生業と技術・呪術信仰」文献目録 

 

〈 １、文献目録について 〉 

・本目録は、歴博基幹研究「中近世における生業と技術・呪術信仰」（研究代表・井原今朝

男）にかかる文献目録である。 

・本文献目録は、これまでの生業・技術・呪術・信仰・民衆知などの諸分野における研究

動向を一覧できるようにすることで、それぞれの分野が複合していた歴史実態を解明し

ようとする本基幹研究の基礎資料として資さんとするものである。 

〈 ２、凡例 〉 

・蒐集論文は、①呪術信仰と技術・文化、②生業論・技術論、③呪術・祭祀と権力、④民

衆知を第一カテゴリーとし、さらに第一カテゴリーの中で第二カテゴリーとして細分類

する。なお上記以外に、本研究会で巡見した万之瀬川流域・持躰松遺跡に関する文献目

録を⑤として掲載する。 

・文献記載は以下の順序で記す。 

著者、論題、収録雑誌・書、発行所（著書の場合）、発表年（初出年）。なお記載方法

は一般的な書式による。 

・それぞれのカテゴリー内は発表年次の新しいものから降順で記す。 

・本目録は随時更新してゆく。 

〈 ３、目次 〉 

①【 呪術信仰と技術・文化 】 

［ 呪術と和歌 ］ 

浅田徹「書くことの呪術」（『和歌をひらく 第 2巻 和歌が書かれるとき』岩波書店、2005） 

［ 呪術と絵画 ］ 

伊藤大輔「似繪の描かれた場‐いわゆる呪詛論を視野に‐」（『國華』1274、2001） 

［ 呪術と宗教 ］ 

伊藤慎吾「室町後期紀伝儒の祭文故実について‐東坊城和長を中止に‐」（『国語国文』75-8、

2006） 

山本琢「近代いざなぎ流考‐祭文の改変と民衆思想‐」（『歴史の広場』8、2005） 

宇野隆夫「中世の山岳宗教」（『岩波講座日本通史 第 8巻 』月報 6、岩波書店、1994） 

［ 技術と芸能 ］ 

木村茂光「祭りと民衆」（『中世の民衆生活史』青木書店、2000、初出 1997） 

黒田日出男「中世成立期の民衆意識と荘園体制」（『日本中世開発史の研究』校倉書房、1984、

初出 1971） 

［ 呪術・信仰と技術 ］ 

松尾恒一「狩猟と鉄砲の呪法」（『歴史のなかの鉄砲伝来－種子島から戊辰戦争まで－』歴

博企画展図録、2006） 

井原今朝男「中近世移行期の『鉄砲之大事』・『南蛮流秘伝一流』について」（『国立歴史民

俗博物館研究報告』121、2005 ） 

松尾恒一「職能者の技術と呪術」（『環境と心性の文化史』下、勉誠出版、2003） 

木村茂光「中世農民の四季」（『中世の民衆生活史』青木書店、2000、初出 1993） 



高知県立歴史民俗資料館『いざなぎ流の宇宙‐神と人のものがたり-』1997 

吉村武彦「新嘗祭と初尾儀礼」（『日本古代国家の展開 上』思文閣出版、1995） 

笹本正治「人柱伝説の背後に‐普請・災害に対する意識の変化‐」（『中世的世界から近世

的世界へ』岩田書院、1993） 

野村史隆「伊勢湾・志摩半島・熊野灘の漁労用具」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民

俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1987） 

小田雄三「古代・中世の出挙」（『日本の社会史 第 4巻』岩波書店、1986） 

奥野義雄「急急如律令の屋瓦」（『古代研究』18、1979） 

岡田精司「大化前代の服属儀礼と新嘗‐食国（ヲスクニ）の背景‐」（『古代王権の祭祀と

神話』、塙書房、1970） 

柳田国男「稲の産屋」（『定本柳田国男集 第 1巻』筑摩書房、1963、初出 1953） 

［ 信仰と儀礼 ］ 

松尾恒一「奄美の建築儀礼と山の神信仰」（『儀礼文化』37、2006） 

［ 信仰といくさ・武力 ］ 

山本隆志「辺境における在地領主の成立‐宇都宮朝綱を中心に‐」（『歴史と地理』547、2001） 

 

②【 生業論・技術論関係 】 

［ 生業・生業論 ］ 

安室知 『水田漁撈の研究‐稲作と漁撈の複合生業論‐』（慶友社、2005） 

安室知 「複合生業論のこれから」（『長野県民俗の会会報』26、2003） 

安室知 「民俗学における「畑作文化」とはなにか」（『長野県民俗の会会報』24、2001） 

上白石実「近世後期川根茶業の展開と地域形成」（『日本歴史』642、2001） 

森田喜久男「朝酌郡の景観と生業」（『島根県古代文化センター調査研究報告書 7出雲国風

土記の研究Ⅱ』、2000） 

野本寛一・香月洋一郎編『講座日本の民俗学 5生業の民俗』（雄山閣出版、1997） 

野本寛一『稲作民俗文化論』（雄山閣出版、1993） 

安室知 「存在感なき生業研究のこれから‐方法としての複合生業論‐」（『日本民俗学』

190、1992） 

野本寛一『生態民俗学序説』（白水社、1987） 

野本寛一『焼畑民俗文化論』（雄山閣出版、1984） 

［ 半栽培 ］ 

阪本寧男「半栽培をめぐる植物と人間の共生関係」（『講座地球に生きる 第 4巻 自然と

人間の共生‐遺伝と文化の共進化‐』雄山閣、1995） 

松井健 『セミ・ドメスティケーション‐農耕と遊牧の起源再考‐』（海鳴社、1989） 

［ 農業 ］ 

三原康之「『田の神祭』についての覚書」（『専修史学』41、2006） 

大津透 「農業と日本の王権」（『天皇と王権を考える』3、岩波書店、2002） 

山本隆志「荘園制下の民衆把握‐在家を中心に‐」（『歴史と地理』547、2001） 

山本隆志「中世農民の生活の世界」（『一揆』4、東京大学出版会、1981） 

［ 狩猟・漁業・漁撈 ］ 



苅米一志「荘園社会における生業の展開と宗教支配‐伊予国弓削島荘の網庭を素材として

‐」（『史境』51、2005） 

佐野静代「中近世における水辺の「コモンズ」と村落・荘郷・宮座‐琵琶湖の「供祭エリ」

と河海の「無縁性」をめぐって‐」（『史林』88-6、2005） 

東幸代 「江戸時代における琵琶湖の鳥猟について‐猟場支配の観点から‐」（『環琵琶湖

地域論』思文閣出版、2003） 

中沢克昭「狩猟と王権」（『天皇と王権』3、岩波書店、2002） 

春田直紀「自然と人の関係史‐漁撈がとり結ぶ関係に注目して‐」（『国立歴史民俗博物館

研究報告』97、2002） 

春田直紀『日本中世における非農業生産物の負担体系』（平成 9～10 年度科学研究費補助金

基礎研究（B）（2）研究成果報告書、1999） 

野本寛一『海岸環境民俗論』（白水社、1995） 

春田直紀「中世の海村と山村‐生業村落論の試み‐」（『日本史研究』392、1995） 

春田直紀「水面領有の中世的展開‐網場漁業の成立をめぐって‐」（『日本史研究』373、1993） 

［ 環境 ］ 

盛本昌弘「戦国期関東における山林利用と植林」（『千葉史学』49、2006） 

青山宏夫「桂川の河道変化と耕地開発‐松尾社周辺の古代中世‐」（研究代表者・金田章裕

『平安京‐京都の都市図・都市構造に関する比較統合研究とデジタルデータベー

スの構築』平成 14～16 年度科学研究費補助金基盤研究（Ａ）（１）研究成果報告

書、2005） 

高橋学 「環境史からみた中世の土地開発と災害」（『新しい歴史学のために』259、2005） 

宮瀧交二「今なぜ環境史・災害史の視点か‐日本古代史の立場から‐」（『新しい歴史学の

ために』259、2005） 

春田直紀「文献史学からの環境史」（『新しい歴史学のために』259、2005） 

春田直紀「中世記録地名の環境語彙分析‐肥後国阿蘇郡湯浦郷の「山野境注文」を素材に

‐」（『国立歴史民俗博物館研究報告』123、2005） 

重野昭茂「烏川扇状地の自然環境と古代開発沢」（『信濃』55-5、2003） 

原田信男「中世の気候変動と災害・飢饉」（『東北学』8、2003） 

菊池勇夫「天保四年の奥羽飢饉聞書について」（『宮城学院女子大学キリスト教文化研究所

年報』36、2003） 

義江彰夫「古代信濃における開発・環境管理と地域の支配」（『国立歴史民俗博物館研究報

告』96、2002） 

井原今朝男「中世善光寺平の災害と開発－開発勢力としての伊勢平氏と越後平氏－」（『国

立歴史民俗博物館研究報告』96、2002） 

原田信男「東国の中世村落における開発と災害」（『国立歴史民俗博物館研究報告』96、2002） 

野本寛一・福田アジオ編『講座日本の民俗学 4環境の民俗』（雄山閣出版、1996） 

［ 内海・干潟 ］ 

荒川隆史「沖積低地にくらした縄文人‐新潟県青田遺跡の事例から‐」（『歴博』136 特集

内海の世界、2006） 

鈴木哲雄「中世関東の内海世界」（『歴博』136 特集内海の世界、2006） 



佐野静代「「里潮」としての八郎潟‐近世～近代における生業活動とその生態系への影響‐

（『歴博』136 特集内海の世界、2006） 

大門哲 「潮と水田」（『歴博』136 特集内海の世界、2006） 

橋村修 ［コラム］「鹿児島のはんぎり出し‐19 世紀中葉の潟の新田開発との関わり‐」

（『歴博』136 特集内海の世界、2006） 

安室知 ［コラム］「潟、民俗技術、そしてワイズ・ユース」（『歴博』136 特集内海の世界、

2006） 

高橋一樹［収蔵品紹介］「失われた内海世界を史料にさぐる」（『歴博』136 特集内海の世界、

2006） 

服部英雄「博多の海の暗黙知・唐房の消長と在日宋人のアイデンティティ」（『内陸圏・海

域圏交流ネットワークとイスラム』九州大学 21 世紀ＣＯＥプログラム（人文科学）

「東アジアと日本：交流と変容、2006） 

渡辺誠 「太宰府の「唐坊」と地名の「トウボウ」」（『史学研究』251、2006） 

服部英雄「福岡市‐博多湾と唐房・唐人町‐」（『海路』2、石風社、2005） 

鈴木哲雄『中世関東の内海世界』（岩田書院、2005） 

高橋一樹「中世日本海沿岸地域の潟湖と荘園制支配」（小林昌二監修『日本海域歴史体系 3

中世』清文堂、2005） 

服部英雄「日宋貿易の実態－「諸国」来着の異客たちと、チャイナタウン「唐房」」（『東ア

ジアと日本』2、2005） 

服部英雄「旦過と唐房」（『中世都市研究 10 港湾都市と対外貿易』新人物往来社、2004） 

青山宏夫「干拓以前の潟湖とその機能‐椿海と下総の水上交通試論‐」（『国立歴史民俗博

物館研究報告』118、2004） 

小林昌二・研究代表『前近代の潟湖河川交通と遺跡立地の地域史的研究』（平成 12‐15 年

度科研費報告書、2004） 

高橋一樹「観音堀出土十一面観音像と中世の紫雲寺潟周辺」（『紫雲寺町埋蔵文化財調査報

告書』3、2004） 

［ 農業技術 ］ 

濱田敏彦「近世後期瀬戸内海地域における農業技術の一考察－芸備地域を中心として－」

（『広島経済大学研究論集』25-2、2002） 

山本隆志「荘園制下の生産と分業」（『講座日本荘園史 第三巻』吉川弘文館、2002） 

山本隆志『荘園制下における耕地と農法に関する研究』（平成 10～12 年度科学研究費補助

金基盤研究（C）（2）研究成果報告書、2001） 

岡光夫 「農業技術の伝播」（『近代日本の技術と社会 第 1巻 稲作の技術と理論』平凡

社、1990） 

大島暁雄「籾摺臼をめぐる諸問題－木摺臼と土摺臼－」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴

史民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1985） 

小川直之「焼畑と摘田－種肥混合播くをめぐって－」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史

民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1984） 

佐々木長生「『会津農書』の農具をめぐって－近世農具の発展過程－」（木下忠・網野善彦

ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1983） 



網野善彦「中世民衆生活の一側面」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技

術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1985） 

朝岡康二「鍬先き作り－湯金と『百姓伝記』を中心にして－」（木下忠・網野善彦ほか編『日

本歴史民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1979） 

芳井敬郎「龍骨車・踏車研究－湖東平野・奈良盆地での利用形態を中心に－」（木下忠・網

野善彦ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初

出 1978） 

木下忠 「島根県匹見町広瀬出土の犁サキの再検討」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史

民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1977） 

宝月圭吾「本邦占城米考」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技術と物質

文化』吉川弘文館、1993、初出 1949） 

黒田日出男「開発・農業技術と中世農民」（『日本中世開発史の研究』校倉書房、1984、初

出 1983） 

黒田日出男「中世東国の農業技術をめぐる一、二の論点」（『日本中世開発史の研究』校倉

書房、1984、初出 1983） 

黒田日出男「中世農業史・技術史の諸課題」（『日本中世開発史の研究』校倉書房、1984、

初出 1978） 

黒田日出男「田遊びと農業技術」（『日本中世開発史の研究』校倉書房、1984、初出 1970） 

［ 漁労技術 ］ 

池田哲夫「佐渡式イカ釣具の伝播について」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民俗論集

2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1988） 

野村史隆「伊勢湾・志摩半島・熊野灘の漁労用具」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民

俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1987） 

網野善彦「中世民衆生活の一側面」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技

術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1985） 

中田四朗「近世の志摩における鯔漁法－鯔楯漁業の展開を主として－」（『海と人間』3、1975） 

［ 建築技術 ］ 

藤井恵介「俊乗房重源と建築様式‐新たな造形と技術 1‐」（中尾尭編『日本の名僧⑥ 旅

の勧進聖重源』吉川弘文館、2004） 

藤井恵介「構造から意匠へ‐平等院鳳凰堂を解析する」（玉蟲敏子編『講座日本美術史第五

巻‐〈かざり〉と〈つくり〉の領分‐』東京大学出版会、2005） 

藤井恵介『密教建築空間論』（中央公論美術出版、1998） 

山岸常人『中世寺院社会と仏堂』（塙書房、1990） 

下村效「泉州堺と土佐‐堺商圏の一角、南海路を追う‐」（『高知県の研究 2古代中世篇』

清文堂、1982） 

宮本常一「工匠と民具」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技術と物質文

化』吉川弘文館、1993、初出 1981） 

［ 織物技術 ］ 

角山幸洋「手織機（地機）の東西差－産業史の立場から－」（木下忠・網野善彦ほか編『日

本歴史民俗論集 2生産技術と物質文化』吉川弘文館、1993、初出 1989） 



渡辺誠 「編布の研究」（木下忠・網野善彦ほか編『日本歴史民俗論集 2生産技術と物質文

化』吉川弘文館、1993、初出 1985） 

［ 鉄砲技術 ］ 

荒垣恒明「利器としての鉄砲について」（『戦国史研究』50、2005） 

荒垣恒明「戦国期における鉄砲の機能について－加勢・合力との関わりを中心に－」（『人

民の歴史学』154、2003） 

宇田川武久『鉄砲と戦国合戦』（吉川弘文館、2002） 

［ 鋳造技術 ］ 

小泉好延・伊藤博之、原祐一、西脇康「近世貨幣の製造技術と金銀定量法に関する研究」

（『産業考古学会第 25 回総会研究発表講演論文集』2001） 

③【呪術・祭祀と権力】 

林淳  『天文方と陰陽道』（日本史リブレット 46、吉川弘文館、2006） 

繁田信一『平安貴族と陰陽師－安倍晴明の歴史民俗学－』（吉川弘文館、2006） 

山里純 『呪府の文化史－習俗に見る沖縄の精神文化－』（三弥井書店、2004） 

林淳  「寛政三年諸国陰陽師支配の触れをめぐる一考察」（『愛知学院大学文学部紀要』

32、2003） 

佐々田悠「律令制祭祀の形成過程－天武朝の意義の再検討－」（『史学雑誌』111-12、2002） 

岡田荘司「古代神祇祭祀と杵築大社・宇佐八幡」（『王権と神祇』思文閣出版、2002） 

山本幸司「天皇と祝祭」（『天皇と王権を考える』8、岩波書店、2002） 

柳田康雄「摩滅鏡と踏返し鏡」（『九州歴史資料館研究論集』27、2002） 

西岡芳文「六壬式占と軒廓御卜」（今谷明編『王権と神祇』思分閣出版、2002） 

鐘江宏之「木簡・呪符・人形」（林淳・小池淳一編『陰陽道の講義』嵯峨野書院、2002） 

林淳  「王権と陰陽道」（『天皇と王権を考える』5、岩波書店、2002） 

米井輝圭「12 世紀日本の儀礼における陰陽師」（『歴史学研究』768、2002） 

梅田千尋「近世宮中行事と陰陽師大黒松大夫－朝廷周辺社会の構造転換－」（『日本史研究』

481、2002） 

落合俊典「『呪賊経』流伝」（中尾暁編『鎌倉仏教の思想と文化』吉川弘文館、2002） 

木村純子「陰陽寮における賀茂・安倍両氏掌握の一過程」（『日本女子大学大学院文学研究

科紀要』8、2002） 

西戸雄一郎「大和国高天市の地鎮祭と幸徳井友栄」（『ぐんしょ』53、2001） 

土橋誠 「印章のもつ呪術的性格について」（『朱雀』13、2001） 

古河歴史博物館図録『病よ去れ－悪疫と呪術と医術』（2001） 

竹ｹ原康弘「古代祈雨祈祷の施行に関する一考察」（『史流』40、2001） 

栄原永遠男「日本古代銭貨と呪力」（『日本古代銭貨流通史の研究』塙書房、1993） 

黒田龍二「床下参籠・床下祭儀」（山折哲雄・宮本袈裟雄編『日本歴史民俗論集 9祭儀と呪

術』吉川弘文館、1994、初出 1988） 

岩田勝 「神楽事における託宣型と悪霊強制型」（山折哲雄・宮本袈裟雄編『日本歴史民俗

論集 9祭儀と呪術』吉川弘文館、1994、初出 1982） 

瀬田勝哉「伊勢の神をめぐる病と信仰」（山折哲雄・宮本袈裟雄編『日本歴史民俗論集 9

祭儀と呪術』吉川弘文館、1994、初出 1980） 



小松和彦「呪術の世界－陰陽師の「呪い調伏」－」（山折哲雄・宮本袈裟雄編『日本歴史民

俗論集 9祭儀と呪術』吉川弘文館、1994、初出 1980） 

宮本袈裟雄「憑きもの信仰－その予備的研究－」（山折哲雄・宮本袈裟雄編『日本歴史民俗

論集 9祭儀と呪術』吉川弘文館、1994、初出 1976） 

島田成矩「蠱道の研究（三）」（山折哲雄・宮本袈裟雄編『日本歴史民俗論集 9祭儀と呪術』

吉川弘文館、1994、初出 1968） 

 

④【 民衆知関係 】 

速水健児「近世佐渡における書籍を巡るネットワークと医師・海運業者-柴田収蔵日記を中

心として‐」（『国史談話会雑誌』47、2006） 

横田冬彦「「牢人百姓」依田長安の読書」（『一橋論叢』134-4、2005） 

若尾政希「書物の思想史」研究序説‐近世の一上層農民の思想形成と書物‐」（一橋論叢

134、2005） 

奈倉哲三『風刺眼維新変革』（校倉書房、2005） 

武知正晃「名称・旧蹟」観についてのノート－幕末における知識人を素材に－」（『立命館

文学』578、2003） 

藤実久美子「近世社会における文化の階層性－書肆の存在・活動形態から－」（『歴史学研

究』768、2002） 

八鍬友広「近世における文字文化の地域的浸透－18 世紀前半における越後の俳諧文化と関

連して－」（『国立歴史民俗博物館研究報告』97、2002） 

加藤光男「天保期以降の出版メディアの特質とその流通－「時事浮世絵」の存在・名主の

蔵書と貸本屋－」（『関東近世史研究』51、2002） 

高木俊輔「農民日記の世界」（『立正史学』92、2002） 

川嶌真人「中津医学校と中津藩蘭学」（片桐一男編『日蘭交流史－その人・物・情報』思文

閣出版、2002） 

小林准士「近世における知の配分構造‐元禄・享保期における書肆と儒者‐」（『日本史研

究』437、1999） 

横田冬彦「近世村落社会における〈知〉の問題」（『ヒスとリア』159、1998） 

塚本学 「民衆知と文字文化」（『都市と田舎』平凡社、1991） 

奈倉哲三「近世の信仰と一揆」（『一揆』4、東京大学出版会、1981） 

 

⑤【万之瀬川流域・持躰松遺跡関係文献（年代順）】 

柳原敏昭「中世万之瀬川下流地域の様相について‐近世絵図をてがかりとして‐」（『羽下

徳彦編『中世の地域と宗教』吉川弘文館、2005） 

橋口亘 「中世港湾坊津小考」（橋本久和・市村高男編『中世西日本の流通と交通』高志書

院、2004） 

上東克彦「鹿児島薩摩半島に伝世された華南三彩‐クンディと果実形水注」（『貿易陶磁研

究』24、2004） 

橋口亘・上東克彦「薩摩半島西南端地域における中世遺跡の様相‐鹿児島県川辺郡西部地

域の中世遺跡‐」（中世都市研究会 2003 年九州大会資料集、2003） 



山本信夫「12 世紀前後陶磁器から見た持躰松遺跡の評価‐金峰町出土の焼き物から追及す

る南海地域の貿易流通‐」（『古代文化』530 特輯 11～15 世紀における南九州の

歴史的展開‐万之瀬川下流域に見る交易・支配・宗教（2）、2003） 

江平望 「阿多忠景について」（『古代文化』530 特輯 11～15 世紀における南九州の歴史

的展開‐万之瀬川下流域に見る交易・支配・宗教（2）、2003） 

永山修一「特輯『11～15 世紀における南九州の歴史的展開』寄せて」（『古代文化』529 特

輯 11～15 世紀における南九州の歴史的展開‐万之瀬川下流域に見る交易・支配・

宗教（１）、2003） 

柳原敏昭「平安末～鎌倉期の万之瀬川下流地域‐研究の成果と課題‐」（『古代文化』529 

特輯 11～15 世紀における南九州の歴史的展開‐万之瀬川下流域に見る交易・支

配・宗教（１）、2003） 

大庭康時「博多遺跡群の発掘調査と持躰松遺跡」（『古代文化』529 特輯 11～15 世紀にお

ける南九州の歴史的展開‐万之瀬川下流域に見る交易・支配・宗教（１）、2003） 

市村高男「11～15 世紀の万之瀬川河口の性格と持躰松遺跡‐津湊泊・海運の視点を中心と

した考察‐」（『古代文化』529 特輯 11～15 世紀における南九州の歴史的展開‐

万之瀬川下流域に見る交易・支配・宗教（１）、2003） 

宮下貴浩「山岳寺院と港湾都市の一類型‐小薗遺跡と観音寺の調査を中心として‐」（『古

代文化』529 特輯 11～15 世紀における南九州の歴史的展開‐万之瀬川下流域に

見る交易・支配・宗教（１）、2003） 

中村和美・栗林文夫「持躰松遺跡（2次調査以降）・芝原遺跡・渡畑遺跡について」（『古代

文化』529 特輯 11～15 世紀における南九州の歴史的展開‐万之瀬川下流域に見

る交易・支配・宗教（１）、2003） 

柳原敏昭「二階堂氏の所領と海上交通‐阿多北方の位置づけを考えるためのノート‐」（入

間田宣夫編『日本・東アジアの国家・地域・人間‐歴史学と文化人類学の方法か

ら‐』入間田宣夫先生還暦記念論集編集委員会、2002） 

吉岡康暢「南島の中世須恵器」（『国立歴史民俗博物館研究報告』94、2002） 

岡陽一郎「海と河内源氏」（『古代文化』521、2002） 

日隈正守「新田八幡宮の阿多郡支配に関する一考察」（『鹿児島大学教育学部研究紀要 人

文・社会科学編』52、2001） 

栗林文夫「万之瀬川下流域をめぐる最近の研究状況‐考古学を中心として‐」（『大河』7、

2000） 

栗林文夫「中世南九州の熊野信仰について」（『鹿児島史学』45、2000） 

大庭康時「集散地遺跡としての博多」（『日本史研究』448、1999） 

柳原敏昭「中世前期南九州の港と宋人居留地に関する一試論」（『日本史研究』448、1999） 

柳原敏昭「中世前期南薩摩の湊・川・道」（『藤原良章・村井章介編『中世のみちと物流』

山川出版社、1999） 

橋口亘 「薩摩出土の清朝磁器」（『貿易陶磁研究』19、1999） 

宮下貴浩「鹿児島県持躰松遺跡と出土陶磁器」（『貿易陶磁研究』18、1998） 

『金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書（10）持躰松遺跡 第１次調査』（金峰町教育委員会、

1998） 



村井章介「中世国家の境界と琉球・蝦夷」（村井章介・佐藤信・吉田伸之編『境界の日本史』

山川出版社、1997） 

柳原敏昭「西の境界領域と万之瀬川」（村井章介・佐藤信・吉田伸之編『境界の日本史』山

川出版社、1997） 

宮下貴浩「持躰松遺跡の遺物から見た中世の南薩摩について」（『鹿児島中世史研究会報』

52、1997） 

野口実 「薩摩と肥前」（『鹿児島中世史研究会報』50、1995） 

江平望 「中世加世田別府史」（『笠沙町郷土誌』上、1991） 

加世田市史編さん委員会『加世田市史 上巻』（加世田市、1986） 

五味克夫「平安末・鎌倉初期の南薩平氏覚書‐阿多・別府・谷山・鹿児島郡司について‐」

（『鹿児島大学法文学部紀要 文学科論集』9、1973） 

江平望 「古代末期の薩南平氏‐とくに平権守忠景と阿多四郎宣澄について‐」（『知覧文

化』9、1972） 

石母田正「内乱期における薩摩地方の情勢について」（『石母田正著作集』7、岩波書店、1989、

初出 1956） 

 

⑥【土佐国大忍荘関係文献（年代順）】 

米家泰作「中世山村と山地空間‐土佐国大忍荘槙山における名の領域と空間認識‐」（『中

近世山村の景観と構造』）校倉書房、2002） 

上杉和彦「中世土佐地域史論の諸前提‐鎌倉幕府権力と土佐国の関係に関する一試論‐」

（『中世成立期の政治文化』東京堂出版、1999） 

 

⑦【伊勢湾関連文献（年代順）】 

三重県埋蔵文化財センター編『北畠氏とその時代』（第二十五回三重県埋蔵文化財展図録、

2006） 

伊藤裕偉「大湊の考古学的研究素描」（『Ｍie history』18、2006） 

伊藤裕偉「熊野参詣道伊勢路と中世城郭」（『Ｍie history』18、2006） 

伊藤裕偉「雲出島貫遺跡と伊勢国木造荘」（『小野正敏・萩原三雄編『鎌倉時代の考古学』

高志書院、2006） 

竹内正弘・伊藤裕偉「資料紹介 先志摩半島の考古資料‐志摩市立御座小学校所蔵資料を

中心に‐」（『三重県史研究』21、2006） 

伊藤裕偉「瀬戸内・熊野・伊勢」（柴垣勇夫編『中世瀬戸内の流通と交流』塙書房、2005） 

伊藤裕偉「地域構造における領域支配と拠点の位相‐北畠氏領域と多気の状況‐」（『藤田

達生編『伊勢国司北畠氏の研究』吉川弘文館、2004） 

伊藤裕偉「斎宮寮・伊勢道・条里」（『斎宮歴史博物館研究紀要』13、2004） 

伊藤裕偉「中世後期における斎宮の交通路と関所」（『斎宮歴史博物館研究紀要』12、2003） 

伊藤裕偉「考古学から見た三雲町」（『三雲町史 第一巻通史編』三重県三雲町、2003） 

伊藤裕偉「ふたつの「こおりいち」‐古代一志郡家に関する覚書‐」（『斎宮歴史博物館研

究紀要』11、2002） 

伊藤裕偉「伊勢湾西岸部における中世港町の状況」（『ふびと』50、1998） 



伊藤裕偉「条里と方格地割」「斎宮の中世的展開」（『明和町史 斎宮編』） 

伊藤裕偉「古墳時代後期の土師器から見た伊勢湾沿岸部の地域関係」（八賀晋先生のご退官

を記念する会編『かにかくに』三星出版、1998） 

永原慶二「戦国期伊勢・三河湾地域の物資流通構造」（『戦国期の政治経済構造』岩波書店、

1997、初出 1995） 

棚橋光男「中世伊勢神宮領の形成」（『中世成立期の法と国家』塙書房、1983） 


