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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，いくつかの出版物を編集・刊行している。それらは，

大学共同利用機関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，研究者コミュニティのみならず広く市民に伝える役割を担っている。

　2007 年度は，研究報告 6 冊，展示図録 2 冊，資料目録 1 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，研究集会やワークショップ，シンポジウムな

どの内容をまとめた報告書を適宜，作成した。また，共同研究や歴博フォーラムの成果を広く知ってもらう

ために，その一部を館内外の共同研究者たちが編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行したもの

もある（2007 年度は共同研究 1 冊，歴博フォーラム 4 冊）。

　その他に，教育関連の活動報告をまとめた冊子『れきはくにいこうよ』は，「博物館型研究統合」の理念

の下に，近隣の学校団体やボランティアなどの協力を得ながら歴博がすすめてきた来館者支援に関する多様

な活動の成果をまとめたものである。また，大学院（総研大・日本歴史研究専攻）が例年開催する講演会の

内容を中心にまとめた「歴史研究の最前線」シリーズを，今年度は 1 冊刊行した。

 出版担当　吉 村 郊 子　　

３　出版

阿部義平年譜・業績目録　

今村峯雄先生を送る 坂本　稔

今村峯雄年譜・著作目録

宇田川武久先生を送る 齋藤　努

宇田川武久年譜・著作目録

春成秀爾先生を送る 西本豊弘

春成秀樹（秀爾）年譜・業績目録

ネットワークで公開する電子展示の利用特性と評価

に関する検討 安達文夫・小島道裕・高橋一樹

河内地域における弥生前期の炭素14年代測定研究

 小林謙一・春成秀爾・坂本　稔・秋山浩三

土地利用と斜面畑からみた水田稲作の多様性－雲

南省者米谷のタイ，ハニ，アールー，ヤオ，クー

ツォン族の生業戦略を事例として 西谷　大

鎌倉期の諏訪神社関係史料にみる神道と仏道－中

世御記文の時代的特質について 井原今朝男

韓国観音図像の変化と信仰の連関性 金　秀炫

後陽成天皇の収書活動について－文学関係資料を

中心に 酒井茂幸

［資料紹介］

国立歴史民俗博物館所蔵『顕広王記』応保三年・

長寛三年・仁安二年巻 髙橋昌明・樋口健太郎

阿部義平先生を送る 杉山晋作

［国立歴史民俗博物館研究報告］

第 139 集（2008. 3）

　第 140 集（2008.3）

　［共同研究］

歴史展示における「異文化」表象の基礎的研究

　 久留島浩・小島道裕 編

研究の経緯と成果･課題 久留島浩・小島道裕

第Ⅰ部　資料に見る「異文化」

アイヌの御目見（ウイマム）儀礼－小玉貞良『松

前屏風』を導入として 菊池勇夫

渡辺村の構造について－絵図と被差別民
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第 141 集（2008.3）

［共同研究］

生老死と儀礼に関する通史的研究 新谷尚紀 編

第 142 集（2008.3）

　［共同研究］

　宗教者の身体と社会 松尾恒一 編

 村上紀夫

江戸勤番武士が見た「江戸」－異文化表象の視点

から 岩淵令治

異国へ贈られた漆器－天正遣欧使節の土産物

 日高　薫

近代日本人の東アジア・南洋諸島への「まなざし」

－絵葉書の史料的価値と「異文化」表象

 浦川和也

第Ⅱ部　展示における表象

博物館利用者主体の教育論構築に向けて－異文化

理解を促す学習論の紹介と提案 並木美砂子

「異文化」とされる側の記憶と表象－在日朝鮮人

と博物館運動 君塚仁彦

歴史展示における模型の意味と活用 小島道裕

「異文化」を展示すること・「自文化」を展示する

こと－歴博と大英博物館の「対外関係」の展示

プランを比較して 久留島浩

共同研究の経過と概要 新谷尚紀

古代・中世前期出産儀礼における医師・医書の役

割 勝浦令子

古代における天皇大葬管掌司について 榊　佳子

装束からみた天皇の人生 近藤好和

王の生と死をめぐる儀礼と法会文芸－堀河院の死

と安徳帝の生 小峯和明

臨終儀礼と死後の世界観 趙　恩馤

“七つ前は神のうち” は本当か－日本幼児史考

 柴田　純

近世公家社会における葬送儀礼 佐竹朋子

秋田藩佐竹家子女の人生儀礼と名前－徳川将軍家

と比較して 大藤　修

近世における誕生日－将軍から庶民まで　そのあ

り方と意識 鵜澤由美

可視化される習俗－民力涵養運動期における「国

民儀礼」の創出 岩本通弥

性と出産の近代と社会統制－雑誌メディアからみ

た衛生観念・家族規範・国民意識の形成とその

回路 大出春江

『風俗志』にみる儀礼と習俗の変化－記録された

明治大正期の人生儀礼 関沢まゆみ

石塔と墓籍簿－実際の死者と記録される死者：両

墓制・単墓制の概念を超えて 新谷尚紀

葬儀用品問屋と葬儀の産業化－ある問屋さんのラ

イフヒストリーを通して 山田慎也

四国山地・上須戒の出産民俗史－夫婦共同型出産

習俗にみる安産への視線 𠮷村典子

余韻で構成される韓国の伝統喪礼 金　時徳

［研究ノート］

死者の火－儀礼伝承の潜伏と顕在と 関沢まゆみ

共同研究の経過と概要 松尾恒一

第Ⅰ部　論考

1 民間宗教者の中・近世から近代へ

東北地方における修験者と権現舞 神田より子

梓神子と神事舞太夫 林　淳

富士山の神事と芸能 堀内　眞

富士山信仰における庚申縁年の由緒について

 菊池邦彦

中世春日社の社司と祈祷 松村和歌子

東大寺二月堂修二会「中臣祓」の典拠と構成－南

都寺院における中臣祓の一例として 大東敬明

祭りと葬式を行き交う身体－奴振りを担う人々と

葬祭業 福持昌之

伊豫神楽の神道化をめぐって 越智三和

2 呪術と身体

三信遠における死霊祭儀－静岡県浜松市水窪町に

おける霜月祭と念仏踊の比較研究 井上隆弘

天中姫宮，米の本地－いざなぎ流と巫女信仰

 梅野光興

いざなぎ流，託宣祈禱の諸相－神霊と交感する言

葉と身体 松尾恒一

本川神楽の呪法と系譜 小池淳一
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巳正月と御田植祭にみる「後ろ向き」の行為につ

いて 常光　徹

宗教者としての中世の春日巫女 松村和歌子

3 南西諸島の宗教者の身体と社会

沖縄の祭祀とシャーマニズムについての覚書－宮

古の事例を中心に 赤嶺政信

現代を生きるネーシ－島と都会の狭間で

 川崎史人

女性神役の就任過程と唱え言についての試論－石

垣島川平の事例 澤井真代

第Ⅱ部　資料

［資料紹介］

村山口を中心とする富士信仰関係資料 堀内　眞

平安，鎌倉期春日社の清祓史料『永仁四年中臣祐

春記』「廻廊諸門清祓勘例」を中心に

 松村和歌子

『春日社若宮記』 松村和歌子

伊豫神楽神楽本『伊豫神楽神祇歌並次第』『津嶋

組　伊豫神楽神祇歌』 越智三和

静岡県浜松市水窪町草木の神名帳 井上隆弘

小松豊孝太夫記　いざなぎ流御祈禱資料『屋の神，

おん崎，覡子神等，太小祭式作法』二冊

 松尾恒一

第一章　特定研究Ⅲ期の研究課題の設定と成果品

第二章　「北部日本における文化交流」の共同研

究の経過

第三章　続縄文文化研究班の遺跡選定まで

第四章　寒川遺跡の調査研究

第五章　木戸脇裏遺跡他の発掘調査成果

第六章　森ヶ沢遺跡の発掘調査の計画と実施状況

第七章　森ヶ沢遺跡の発掘

第八章　森ヶ沢遺跡の調査成果の総括と問題点

第九章　分析研究の成果

第十章　北部日本における文化交流－続縄文期班

の研究の考察と展望

［展示図録］

『弥生はいつから !? －年代研究の最前線－』

 （2007.7）

『長岡京遷都－桓武と激動の時代－』 （2007.10）

［資料目録］

国立歴史民俗博物館資料目録 7

『直良信夫コレクション目録』（2008.3）

［歴史系総合誌『歴博』］

第 142 号

特集解説

［特集］湯屋・風呂屋

　湯屋・風呂屋は寺院から離れてどのように定着

するのか 高橋一樹

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　近世の湯屋・風呂屋 山本光正

［特集］湯屋・風呂屋

　考古学からみた古代・中世の浴室の変遷

 梅本康広

　湯屋の祭儀と芸能 松尾恒一

　近世の都市居住空間と湯屋 藤川昌樹

　風呂屋と地域社会形成－戦後の風呂屋を担った

都市移住者を視点にして 湯浅俊郎

第 143 集（2008.3）

［特定研究］北部日本における文化交流－続縄文期

寒川遺跡・木戸脇裏遺跡・森ヶ沢遺跡発掘調査報告

〈上〉 阿部義平 編

第 144 集（2008.3）

［特定研究］北部日本における文化交流－続縄文期

寒川遺跡・木戸脇裏遺跡・森ヶ沢遺跡発掘調査報告

〈下〉 阿部義平 編
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［コラム］富の表象としての風呂  内田澪子

［コラム］イスラーム世界の湯屋・風呂屋　ハン

マーム 澤井一彰

歴博けんきゅう便  第 28 回

　基幹共同研究「20 世紀における総合的研究」

 安田常雄

研究者紹介 30

　化石から埴輪，銅板へ 春成秀爾

総合展示の新構築　第 6 室

　現代史研究と第 6 室展示計画 原山浩介

［書評］

　杉山晋作著『東国の埴輪と古墳時代後期の社

会』 日高　慎

れきはく井戸端会議

歴博かわら版

第 143 号

特集解説

［特集］縄文時代を測る

　弥生はいつから？縄文はいつまで？？

 小林謙一

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　漆資料の年代を測る 永嶋正春／小林謙一

［特集］縄文時代を測る

　旧石器時代から縄文時代へ，更新世から完新世

へ－生態系史という視点－ 工藤雄一郎

　縄文時代の中の年代 早坂廣人

　炭素 14 で縄文を測る  小林謙一

　縄文時代から弥生時代へ 山本直人

［コラム］イエの火災とその後  村本周三

［コラム］西日本最古のキビを測る  宮田佳樹

歴史への招待状

　企画展示「弥生はいつから！？」 藤尾慎一郎

研究者紹介 31

　自然科学と考古学 今村峯雄

総合展示の新構築　第 3 室

　旅する庶民 山本光正

［展示批評］

　企画展示「西のみやこ  東のみやこ－描かれた

中・近世都市－ 岩崎均史

れきはく井戸端会議

歴博かわら版

第 144 号

特集解説

［特集］コンピュータは考古学の夢を見るか？

　定性から定量へ，直感から実証へ。 鈴木卓治

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　皇朝十二銭の原料と製作技術 齋藤　努

［特集］コンピュータは考古学の夢を見るか？

　地下に真実，地にロマン－コンピュータが拓く

21 世紀の考古学－  及川昭文

　考古学における数値を考える－わたしのコン

ピュータ考古学－ 小沢一雅

　統計分析や数量分析で古墳の謎にせまる

 北條芳隆

　コンピュータで文化と歴史を考える 津村宏臣

［コラム］数値と解釈  坂本　稔

［コラム］遺跡情報のモデリングとその標準化

 村尾吉章

歴史への招待状

　企画展示「長岡京遷都－桓武と激動の時代－」

 仁藤敦史

研究者紹介 32

　「海賊と鉄炮」の研究  宇田川武久

総合展示の新構築　第 4 室

　新たな民俗展示への模索　

 第四室リニューアル委員会

［展示批評］

　企画展示「弥生はいつから！？－年代研究の最

前線－」 秋山浩三

れきはく井戸端会議

歴博かわら版

第 145 号

特集解説

［特集］学びの風景
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　ゆたかなコミュニケーションにささえられ

 佐藤優香

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　洛中洛外図屏風（歴博甲本）はなぜ描かれたか

 小島道裕

歴博対談 48

　学びの風景 上田信行×久留島浩

［特集］学びの風景

　寺子屋における学びの世界 木村政伸

　「書くこと」から見える学びの風景－日本近現

代の三つの場面から－ 大門正克

　学びの風景「変わる大学の教室」 山内祐平

［コラム］定時制高校の風景，断片  松尾恒一

［コラム］洛中洛外図屏風がつなぐ室町時代の京

都と修学旅行 田中裕樹

歴博けんきゅう便  第 29 回

　総合研究大学院大学文化科学研究科学生企画事

業　戦争 平和博物館と戦跡・基地の比較見学

プロジェクト－沖縄から戦争展示を考える－

 安田常雄／村山絵美

研究者紹介 33

　学びのためのコミュニケーションデザイン

 佐藤優香

総合展示の新構築　第 3 室

　絵図・地図にみる近世 青山宏夫

［書評］

　国立歴史民俗博物館研究報告第 134 集／第

135 集『共同研究 律令国家転換期の王権と都

市〔論考編〕〔資料編〕』 佐藤　信

　国立歴史民俗博物館研究報告第 137 集『共同

研究 高精度年代測定法の活用による歴史資料

の総合的研究』 米田　穣

歴博かわら版

第 146 号

特集解説

［特集］神女  神霊と交流する身体と社会

　流動化する地域と民間宗教者 松尾恒一

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　館蔵  物部の仮面といざなぎ流 松尾恒一

［特集］神女  神霊と交流する身体と社会

　東北地方における巫女の祈祷と儀礼

 神田より子

　神楽に神の声を聞く－春日大社巫女神楽の原

像－ 松村和歌子

　トランスをこえて－都会に生きるトカラ列島

ネーシの交流と葛藤－ 川崎史人

　祈る女性，神へのことば－石垣島川平のツカ

サ－ 澤井真代

［コラム］愛媛県南予地方の神子－伊吹八幡神社

の神子朝日－ 越智三和

［コラム］祈りと感謝の力－奄美大島のノロ－

 西田テル子

歴博けんきゅう便  第 30 回

　共同研究「国民国家の比較史的研究」 趙　景達

研究者紹介 34

　古代蝦夷文化の成立を探る 阿部義平

総合展示の新構築　第 6 室

　「現代展示」と歴史的思考  安田常雄

［書評］

　常光徹著『しぐさの民俗学－呪術的世界と心性』

 花部英雄

れきはく井戸端会議

歴博かわら版

第 147 号

特集解説

［特集］映像－文化資源としての可能性－

　映像を「史料」として扱うこと 原山浩介

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　絵葉書になったガラス乾板三八〇〇枚

 樋口雄彦

［特集］映像－文化資源としての可能性－

　映像による「国民」の創生 加藤厚子

　映像を扱う 澤畑利昭

　ニュース映画の資料化にむけて 濱崎好治

　世界の映像アーカイブの現状と課題 江原　学

［コラム］映像を解釈する権利とアーカイブ
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 内田順子

［コラム］日本のアニメーション史研究が抱える

一課題 木村智哉

歴博けんきゅう便  第 31 回

　共同研究［基盤研究］「博物館情報資源の機能

的活用手法の検討と応用に関する研究」

 宮田公佳

研究者紹介 35

　今を考えるための現代史研究 原山浩介

総合展示の新構築　第 3 室

　新しく変わる近世展示のみどころ 久留島浩

［展示批評］

　企画展示「長岡京遷都－桓武と激動の時代－」

 西本昌弘

れきはく井戸端会議

歴博かわら版

［その他］

［研究集会・ワークショップ・シンポジウム］

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Ⅳ‐2』

　　国立歴史民俗博物館 編集・発行（2007.11）

［人間文化研究機構連携研究］

国際ワークショップ

『19 世紀中東・バルカンへの新しいアプローチ　

－オスマン帝国における近代国家の形成』報告

書

　　 「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 発行（2007.6）

『大衆芸能の世界－唱導文化の日韓比較研究への

試み－』

　　林雅彦 編集，「唱導文化の比較研究」班 発行

　　（2007.7）

『武士関係資料の総合化－比較史および異文化表

象の素材として－』

　　小島道裕 編集，人間文化研究機構 発行

　　（2008.2）

「日本とユーラシアの交流に関する総合的研究」　

シンポジウム

『ユーラシアと日本：境界の形成と認識』報告書

　　 人間文化研究機構研究「ユーラシアと日本：

交流と表象」研究プロジェクト 編集・発行

（2008.3）

『アジアの国民国家構想　近代への投企と葛藤』

　　 久留島浩，趙景達 編集，青木書店 発行

　　（2008.3）

『中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究－高松宮

家伝来禁裏本を中心として－』

　　 「中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究－高

松宮家伝来禁裏本を中心として－」研究プロ

ジェクト 編集・発行（2008.3）

［共同研究］

『支配の古代史』

 広瀬和雄・仁藤敦史 編　学生社（2008.3）

［歴博フォーラム］

『排除する社会・受容する社会　現代ケガレ論』

 関根康正・新谷尚紀　吉川弘文館（2007.5）

『鉄砲伝来の日本史　火縄銃からライフル銃まで』

 宇田川武久　吉川弘文館（2007.10）

『生業から見る日本史　新しい歴史学の射程』

 国立歴史民俗博物館 編　吉川弘文館（2008.3）

『縄文時代のはじまり－愛媛県上黒岩遺跡の研究

成果－』

 小林謙一・国立歴史民俗博物館 編

 六一書房（2008.3）

［博物館教育・活動］

『れきはくにいこうよ 2006　教育関連活動報告』
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 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2007.11）

　建築史と考古学の接点を求めて－平泉と鎌倉から
　－（歴史研究の最前線　Vol. 9 ）

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 常光　徹

●第６回大学院講演会［歴史研究の最前線 ］

平泉と鎌倉、発掘された虚と実 小野正敏

●第６回大学院講演会［歴史研究の最前線 ］

平泉・鎌倉の建築文化 玉井哲雄

〔コラム〕　平泉の発掘調査

 羽柴直人

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 19 年度授業科目

学位取得者一覧

　齋藤努　編

　総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

（2008.3）


