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2003」について	 寺田匡宏

高橋　敏先生を送る	 久留島　浩

高橋　敏年譜・著作目録	

　第 122 集（2005.3）

　平田国学の再検討（一）

「平田家資料」翻刻　解題（一）

一　気吹舎日記

二　両親宛平田延胤書簡（一）（明治元年一月〜

三年三月）

三　三河関係平田家宛書簡

四　特別展示「明治維新と平田国学」出陳史料解

題並翻刻

　第 123 集（2005.3）

　［共同研究］

　環境利用システムの多様性と生活世界

共同研究の経過と課題	 安室　知

エコトーンとしての潟湖における伝統的生業活動

と「コモンズ」−近世〜近代の八郎潟の生態系

と生物資源の利用をめぐって	 佐野静代

暮らしの中の川−阿賀野川流域千唐仁の生活文化

とその変容	 関　礼子

水田漁撈と現代社会−環境思想とフォークロリズ

ムの交錯	 安室　知

ブタはどのようにして現金になりうるのか ? −パ

プアニューギニア高地辺縁部における生業生態

と貨幣経済	 小谷真吾

水資源をめぐるムラの経験と規範	 柏木亨介

近世漁場の占有・利用と自然生態との関わり−近

世五島 , 天草の争論史料と絵図から	 橋村　修

奄美大島北部 , 笠利湾における貝類知識−エリシ

［国立歴史民俗博物館研究報告］

　第 121 集（2005. 3）

中近世移行期の『鉄炮之大事』・『南蛮流秘伝一流』

にみる技術と呪術	 井原今朝男

近世博多祇園山笠における当番町制度と当番費用

徴収法	 宇野功一

『日本名山図絵』と浮世絵の風景表現	 大久保純一

霊元院仙洞における歌書の書写活動について	 	

	 酒井茂幸

名主座における村落内身分の研究	 薗部寿樹

時間と歴史表象−ミュージアムにおけるその表現

の試み／阪神大震災を中心として

寺田匡宏

旧幕府陸軍の解体と静岡藩沼津兵学校の成立	 	

	 樋口雄彦

古代城柵の研究（一）−城柵官衙説の批判と展望

	 阿部義平

東京府における明治天皇聖蹟指定と解除の歴史

	 北原糸子

市のたつ街−交易からみた多民族の交流

	 西谷	 大

［研究ノート］	

公募企画展示「ドキュメント災害史	1703 −

2003	地震・噴火・津波 , そして復興」の記録

−展示の過程と構成	 西谷	 大

［調査研究活動報告］	

博物館教育員実習の試行（2000 〜 2003）	

	 	 小島道裕

立ちこめる記憶の重さ−ドイツ・ポーランド・イ

ギリスのミュージアムにおける戦争	 寺田匡宏

［資料紹介］

小松豊孝太夫記いざなぎ流御祈禱資料『日月祭，

託宣作法』	 松尾恒一

阪神大震災と語り−映像「風が運んだ救援隊

1　出版



102

テーション・データをとおした人ｰ自然関係の

　記述	 飯田　卓・名和　純

生業活動における資源分配の構造と出かせぎ−青

森県内の二つの漁業集落を事例として	 	

	 葉山　茂

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	 春田直紀

環境資源の入会利用・管理に関する日英比較−共

同的な環境保全に関する民際研究に向けて	 	

	 三俣　学・室田　武

山菜の採取地としてのエコトーン−兵庫県旧篠山

町と岩手県沢内村の事例からの試論	 斉藤暖生

産業構造の異なる地方都市近郊集落における周辺

自然環境利用の変化と野生獣出現との関連性に

ついての比較検討

	 	 小笠原	輝・後藤厳寛・本郷哲郎

香具師系露店商集団にみられる「なわばり」の運

用	 厚　香苗

川辺の生活世界−サクラマス漁をめぐる越後荒川

の現在	 出口晶子

近世山間地域における環境利用と村落−信濃国秋

山の生活世界から	 白水　智

災害と語り−悲劇としての三陸津波の記憶表象と

その分析方法に関する試論	 寺田匡宏

　第 124 集（2005.3）

　都市の地域特性の形成と展開過程Ⅱ

　［共同研究］

　日本における都市生活史の研究（B 班第Ⅱ期）

都市の地域特性の形成と展開過程・序論−基幹研

究「日本における都市生活史の研究（第 2 期）」

の研究概要	 上野和男

佐原祭礼の変遷と周辺の都市儀礼　　　		飯塚		好

佐原のシンノミ畑−地方都市近郊の野菜栽培と行

商	 小林裕美

近世在郷町における祭礼の成立と展開	 宇野功一

近代都市祭礼における神輿巡行と山車巡行の分離

過程	 宇野功一

山車祭における御輿渡御の変容−佐原市本宿の祇

園祭を事例として	 小笠原尚宏

朝鮮半島系住民集住地域の都市民俗誌−福岡市博

　多区・東区の事例から	 島村恭則

都市の地域特性と映像民俗誌の作成−佐原の映像

民俗誌制作をめぐる諸問題	 上野和男

［調査研究活動報告］

利根川下流域における言語の動態	 中井精一

［単行本］

『歴史展示のメッセージ』歴博国際シンポジウム

「歴史展示を考える−民族・戦争・教育−」

あいさつ

趣旨説明

［セッション１］　戦争と表象

ドイツの戦争展示−「国防軍の犯罪」展の経緯と

背景−」	 藤尾慎一郎

佐賀県立名護屋城博物館の建設と開館 10 年の歩

み−「日本列島と朝鮮半島との交流史」の中

での文禄・慶長の役（壬辰・丁酉倭乱）の展示

−」	 浦川和也

現代史研究と戦争展示	 安田常雄

＜レポート＞

ハンブルク社会研究所と「ドイツ国防軍の犯罪」

ハンブルク展−ウルリケ・ユライト氏を訪ねて

−」	 長田謙一

［セッション２］　民族と歴史

全米日系人博物館とアメリカにおける日系人の展

示−個人的見解−	 ロイド・イヌイ

暗闇をぬけて−国立オーストラリア博物館の先住

民オーストラリア人展示で我々自らの博物館を

語る−	 マーゴ・ニール

常設展示『在日コリアン』コーナーについて	 	

	 文　公輝

アイヌ伝統文化の今日的継承−その教育的意味と

意義−	 吉原秀喜

［セッション３］　博物館教育の可能性

オーストラリアの博物館教育	 	

	 ピーター・ミルウォード
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韓国の博物館教育	 李　基媛

国立歴史民俗博物館における博物館教育の試み	 	

	 久留島　浩

［討論］

セッション１　戦争と表象

セッション２　民族と歴史

セッション３　博物館教育の可能性

総合討論

英文要旨

あとがき

著者略歴

　国立歴史民俗博物館編

　株式会社アム・プロモーション	（2004.12.30）

［展示図録］

『海をわたった華花	−ヒョウタンからアサガオま

で−』A4 版 104 頁（2004. 7）

『明治維新と平田国学』A4 版 80 頁（2004.9）

『東アジア中世海道−海商・港・沈没船』A4 版	

200 頁（2005. 3）

［報告書］

『戦争体験の記録と語りに関する資料集成』（博物

館資料調査報告書 3・4）A4 版（2005.3.）

［資料目録］

国立歴史民俗博物館資料目録

	『田中穣氏旧蔵典籍古文書目録（国文学資料・聖

教類編）』（2005. 3）

［その他］

　歴博フォーラム

　王の墓と奉仕する人びと

第一部　報告　古代王墓の造形物と人びとの心

第一部　報告　古代王墓の造形物と人びとの心

報告 1　メソアメリカの墓と奉仕する人びと	 	

	 寺崎秀一郎

報告 2　古代エジプトの王墓に奉仕する人びと	 	

	 近藤二郎

報告 3　古代中国秦漢時期の帝王陵と陪葬坑の考

古研究	 劉　慶柱

		 	 翻訳代読　西谷　大／補足説明　上野	祥史

	

報告 4　韓国南西部の前方後円形古墳と埴輪状土

製品	 林　永珍　通訳／具　京姫

報告 5　古代人の死生観	 和田　萃

報告 6　埴輪の構造	 車崎正彦

報告 7　古墳時代人の死生観	 一瀬和夫

報告 8　人物埴輪の意味	 若松良一

第二部　討論　王墓における造形物供献の意図を

さぐる

第三部　講演　埴輪のつくり・すがた・いのり

講演 1　はにわが語ること	 杉山晋作

講演 2　古代女帝の衣装	 武田佐知子

講演 3　他界はいずこ	 辰巳和弘

　国立歴史民俗博物館	編

　山川出版社（2004.8.25）

				

歴博フォーラム

古代日本　文字の来た道−古代中国・朝鮮から列

島へ−

第一部　基調講演

1	　人は何のために文字を書いたか−中国での文

字の発生−	 阿辻哲次
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2	　古代朝鮮の文字文化−見えてきた文字の架け

橋−	 李　成市

3	　古代の「言葉」から探る文字の道−日朝の文

法・発音・文字−	 犬飼　隆

4	　古代日本の文字文化−空白の六世紀を考える

−	 東野治之

5	　声と文字と歴史と−「文字を必要としなかっ

た社会」からの視点−	 川田順造

第二部　フォーラム

司会：平川　南

パネリスト：阿辻哲次／李　成市／犬飼　隆／東

野治之／川田順造

1	　文字の誕生

2	　本格的な文字文化の始まり　

3	　文字の浸透と宗教

4	　文字の力

5	　文字を学ぶ

6	　朝鮮半島と日本列島，文字資料を解く

7	　文字研究の広がりとこれから

あとがき

　

　国立歴史民俗博物館編

　大修館書店（2005.3.31）

　新しい近現代史研究へ（歴史研究の最前線 vol. ３）

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　	 新谷尚紀	

●講演会［歴史研究の最前線	第 3 回］

	幕末維新史の史料学	 宮地正人

〔コラム〕	静岡藩	←→佐倉藩の御貸人・留学生

			−維新期の軍事・教育と人材交流−	 樋口雄彦

●講演会［歴史研究の最前線	第 3 回］

	民衆史研究の現在−『〈帝国〉』との接点で　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田常雄

〔コラム〕日本陸軍の「白兵主義」とは何か

	 	 一ノ瀬俊也

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 16 年度授業科目

学位取得者一覧

　　安 田 常 雄　編

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物

館（2004.	9.	30）

					

　出土文字資料の新展開（歴史研究の最前線 vol. 4 ）

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　	 新谷尚紀	

●講演会［歴史研究の最前線	第 4 回］

	文字資料と出土文字資料	 吉岡眞之

●講演会［歴史研究の最前線	第 4 回］

	在銘鉄剣・銅印−その調査と保存活用について−

	 	 永嶋正春

〔コラム〕柳町遺跡出土 “棒状と留具” の意味

永嶋正春

〔コラム〕中世の出土文字資料−経塚の可能性

村木二郎

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 17 年度授業科目

学位取得者一覧

　　永 嶋 正 春 　編

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物

館（2005.	3.28）


