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一九三〇年代における海軍の宣伝と国民的組織整

　備構想−海軍協会の発達とその活動　土田宏成

軍事郵便の基礎的研究（序）　　　　　    新井勝紘

集合的記憶のポリティクス−沖縄におけるアジア

　太平洋戦争後の戦没者記念施設を中心に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　粟津賢太

餓死の島をなぜ語るか−メレヨン島生還者たちの

　回想記　　　　　　　　　　　　　一ノ瀬俊也

新沖縄県平和祈念資料館設立をめぐって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒川章二

各国の戦争展示−政治と「ミュージアム」の関連

　から　　　　　　　　　　　　　　　森山　優

［資料紹介］

独立歩兵第六二八大隊資料　　　　　　村瀬隆彦

　第 127 集（2006.3）

　［共同研究］

　中世都市の調査分析方法に関する研究

共同研究の経緯と概要　　　　　　　　小野正敏

中近世移行期における町場の空間構成−甲州にお

　ける近世初期検地帳による屋敷形態の比較分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤裕久

戦国期の都市消費を支えた陶器生産地の対応−越

　前焼を例に　　　　　　　　　　　　小野正敏

戦国期城下町研究の視点と方法−相模国小田原を

　事例としたその実践的考察　　　　　市村高男

肥前名護屋城下町の空間構造とその特異性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮武正登

［事業報告］

「日本中世都市データベース（案）」「日本中世都市文献目

　録データベース（案）」について　　　小島道裕

　

［国立歴史民俗博物館研究報告］

　第 125 集（2006. 3）

近代博多における個別町の社会構造と祇園山笠経

　営−昭和一〇年代の西町流古渓町を例に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野功一

忠臣蔵物の錦絵と泉岳寺　　　　　　大久保純一

帷子の基礎的研究−室町時代から江戸時代初期に

　於ける材質の変遷について　　　　　澤田和人

ポーランド国立アウシュヴィッツ‐ビルケナウ博

　物館の現象学−島尾敏雄の記述によるミュゼオ

　グラフィーの試み　　　　　　　 　   寺田匡宏

大原幽学没後門人と明治の旧幕臣　　　樋口雄彦

情報資源共有化のための博物館資料−データベー

　スのマッピングとその評価

　　　安達文夫・鈴木卓治・小島道裕・高橋一樹

平城京の都市設計　　　　　　　　　　阿部義平

肖像図蒔絵プラークの原図に関して　　日高　薫

［研究ノート］

雲南国境地帯の棚田−アールー族とヤオ族の灌漑

　システム　　　　　　　　　　　　　西谷　大

［資料紹介］

小松豊孝太夫記いざなぎ流御祈禱資料『仏法の作

　法』　　　　　　　　　　　　　　　  松尾恒一

　第 126 集（2006.3）

　［共同研究］

　近代日本の兵士に関する諸問題の研究

共同研究の概要と経過−近代日本の兵士に関する

　諸問題の研究　　　　　　　　　　一ノ瀬俊也

小普請の軍事的再編と静岡藩勤番組への帰着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口雄彦

宇垣軍縮での師団廃止発覚時における各 “該当地”

　の動向 　　                     　　　　　佃　隆一郎
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　第 128 集（2006.3）

　平田国学の再検討（二）

平田家資料　翻刻　解題（二）

一　気吹舎日記

二　両親宛平田延胤書簡（二）（明治三年四月～四

　年）

三　天保二年平田銕胤『三州行日記』及び人物注釈

　第 129 集（2006.3）

　［特定研究］東国の豪族居館

　茨城県常総市国生本屋敷遺跡発掘調査報告

［第一部］本文編

第一章　特定研究「東国の豪族居館」の研究計画

　と成果概要

第二章　先行する研究と調査の成果（国生本屋敷

　遺跡関係）

第三章　歴博特定研究による国生本屋敷遺跡発掘

　調査成果

第四章　国生本屋敷遺跡を巡る考察　　阿部義平

付　章　遺物観察表

［第二部］図版編

　第 130集（2006.3）

展示の理解の評価に関する検討

　　安達文夫・竹内有理・小島道裕・久留島　浩

古代城柵の研究（二）−城郭の成立と機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部義平

三角援青銅戈の雲南への伝播と変容−日本青銅戈

　との類似的要素の比較を含めて　　　　印　群

韓国全羅道出土青磁の胎土に含まれるジルコンを

　用いた産地推定の試み　　　　　　小瀬戸恵美

市はなぜたつのか−雲南国境地帯の定期市を事例

　として　　　　　　　　　　　　　　西谷　大

室町殿の徳政について　　　　　　　　榎原雅治

『広幢集』考−猪苗代家の源流を求めて   酒井茂幸

［資料紹介］

胎児・幼児の語りと震災の記憶−インタビュー映

　像「Die Kindheit in Kobe（神戸の幼年時代）」に

　ついて　　　　　　　　　　　　　　寺田匡宏

宮地正人さんを送る　　　　　　　　　吉岡眞之

宮地正人年譜・研究業績目録

『国立歴史民俗博物館研究報告』（第 101 集～第

　130 集）総目次

　第 131集（2006.3）

　［共同研究］

　佐倉連隊と地域民衆

共同研究の経過と概要　　　　　　　　樋口雄彦

城下町と連隊町−佐倉町のばあい試論　塚本　学

佐倉歩兵第二連隊の形成過程　　　　　宮地正人

佐倉連隊の日常生活−昭和九年のある上等兵日記

　から 一ノ瀬俊也

［資料紹介］

佐倉連隊関係資料　　　　　　　　　　宮地正人

昭和戦前期における第五七連隊と佐倉の町並み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安田常雄

『さくら』『千葉連隊区将校団報』『五七』の総目次

樋口雄彦

　第 132集（2006.3）

　［共同研究］

　民俗学における現代文化研究

共同研究の概要　　　　　　　　　　    島村恭則

〈生きる方法〉の民俗学へ−民俗学のパラダイム 

　転換へ向けての一考察　　　　　　    島村恭則

戦後民俗学の認識論的変質と基層文化論−柳田葬

　制論の解釈を事例にして　　 　　　   岩本通弥

幽霊の変容・都市の変貌−民俗学的近・現代研究

　に向けての試論 髙岡弘幸

フィールドにおける二つの語り　　　中筋由紀子

国家の装置としてのＰＴＡ　　　　    岩竹美加子

共有地利用の変遷と村の行方−石川県旧鳳至郡門

　前町七浦地区における植林と村の規約

　　　　　　　　　　　　　　　　　 安井眞奈美
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〈落差〉を解く−豊前神楽をめぐる歴史人類学的一

　解釈　　　　　　　　　　　　　　    白川琢磨

部落解放運動の現在と被差別部落の民俗−大阪府

　和泉市の事例を通して　　　　　　    政岡伸洋

映像と音−見る「主体」の問題として       内田順子

近代における遺影の成立と死者表象−岩手県宮守

　村長泉寺の絵額・遺影奉納を通して　 山田慎也

明治・大正期における軽犯罪の制度的変化と社会

　管理の強化　　　　　　　　　　　    青木隆浩

［講演記録］

〈私文化〉をめぐる諸問題−アイデンティティ論を

　中心に　　　　　　　　　　　　　    西川長夫

民俗学運動と学校教育−民俗の発見とその国民化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小国喜弘

［展示図録］

『水辺と森と縄文人−低湿地遺跡の考古学−』A4

版 104 頁（2005.6）

『縄文 VS 弥生』A4 変形版 140 頁（2005.7）

『うたのちから−和歌の時代史−』A4 版 192 頁

（2005.10）

『日本の神々と祭り−神社とは何か？−』A4 版

250 頁（2006.3）

［その他］

国立歴史民俗博物館国際研究集会

『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ』

　韓国民俗学の歴史と展望に関する省察　 張長植

　韓国民俗学における現地調査研究法　　 金時徳

　韓国服飾の研究方法に関する小考　　　 崔銀水

　戦後日本の民俗学　　　　　　　　　新谷尚紀

　村落研究と民俗学　　　　　　  　　関沢まゆみ

　芸能研究の近代　　　　　　　　　　 松尾恒一

　　国立歴史民俗博物館　編集・発行（2005.9）

『れきはくにいこうよ 2003　博物館プロジェクト

活動報告』

　はじめに

　教育関連事業一覧

　教育関連事業一覧（英文）

　１．2003 年度教育関連事業の概要

　２．教育普及活動

　３．博物館研究活動

　４．出版活動等

　５．成果と課題

　資料編

　　国立歴史民俗博物館　編集・発行（2005.9）

国際シンポジウム

『韓国における国民国家をめぐる研究状況と課題』

　開会挨拶　　　　　　　　  　　　　久留島　浩

　趣旨説明　『国民国家の比較史的研究』の目的

　　と意義　　　　　　　　　　　　久留島　浩

　問題提起　国民国家成立における日本と朝鮮の

　　分岐点　　　　　　　　　　　　　　趙景達

　講演１　大韓帝国の近代国民国家構想　河元鎬

　講演２　1894 年東学農民軍の政治的体制構想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裵亢燮

　コメント 1　国民国家研究をめぐる 12 のテー

　　ゼ   　　　　　 　　　　　　　　　小沢弘明

　コメント2　東アジアを広くとらえる観点から， 

　　この共同研究に期待すること

　　　　　　　　　　　　　　　 ロナルド・トビ

　討論

　編集後記

　　「国民国家の比較史的研究」プロジェクト　

　　　編集

　　国立歴史民俗博物館　久留島研究室　発行

　　（2006.3）
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　歴史と文学のあいだ（歴史研究の最前線 vol. 5 ）

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　　　　　安田常雄

●講演会［歴史研究の最前線 第５回］

倭武天皇の巡行する東国　　　　　　　三浦佑之

● 講演会［歴史研究の最前線 第５回］

古代「東国」論−歴史と文学の往来−　平川　南

［質疑応答／討論］

歴史と文学のあいだ　

　　　　    三浦佑之・平川　南／［司会］仁藤敦史

［補論］

相武の焼津と駿河の焼津　　　　　　　 仁藤敦史

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 18 年度授業科目

学位取得者一覧

　

　　仁藤敦史　編

　　総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物

　　館（2006.3.28）

日本人の心性を探る（歴史研究の最前線 vol. 6）

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　　　　　安田常雄

● 講演会［歴史研究の最前線 第６回］

古代人の心性を探る−弥生・古墳時代の首長墓か

らのアプローチ−　　　　　　　　　　広瀬和雄

● 講演会［歴史研究の最前線 第６回］

しぐさと呪い　　　　　　　　　　　　常光　徹

研究展示から見えてくるもの

　企画展示「日本の神々と祭り−神社とは何か−」

より　−博物館と大学院−　　　　　　新谷尚紀

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 18 年度授業科目

学位取得者一覧

広瀬和雄　編

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物

館（2006.3.28）


