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出版 
 

 

［概 要］ 
 

 歴博では調査・研究活動の成果を広く公開すべく，多様な出版物を編集・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，研究者などの専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。 

 2008 年度は，研究報告８冊，展示図録３冊，資料目録２冊，資料図録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，研究集会やシンポジウムなどの

内容をまとめた報告書等を適宜，作成した。また，過去に開催された歴博フォーラムの成果をより広く知っ

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

している（2008 年度は２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」シリーズも刊行している（2008 年度は２冊）。 

出版担当 吉村郊子 

 

 

［国立歴史民俗博物館研究報告］ 
 

第 145 集（2008.11） 

 

「商売」を軸とした〈べてる〉との付き合いの技

法－北海道浦河町 ４丁目住民の精神障害者と

ともに暮らす事例か       浮ヶ谷幸代 

ポーランド民族学の歴史およびポズナンにおける

民族学環境    ヤツェク・スプリスガルト 

棚田の灌漑システムからみた水利用と環境利用の

多様性－多民族が暮らす雲南国境地帯を事例と

して               西谷 大 

弥生中期・栗林式土器編年の再構築と分布論的研

究－弥生交易論の可能性を視野に入れて 

                馬場伸一郎 

前方後円墳祭祀の論理－墳頂部の内方外円区画を

めぐって             広瀬和雄 

戦争を「民話」として語るということ－『現代民

話考』の戦争にまつわる話をめぐって 

                 村山絵美 

ナミビアの牧畜民ヒンバと土地のかかわり－その

歴史と現在            吉村郊子 

農家の兼業はいかにして続いてきたか－農業と臨

時雇いを兼業する人々の労働観   渡部鮎美 

祭礼観光経済序説－近世・近代における都市祭礼

の経済構造            宇野功一 

洛中洛外図屏風歴博甲本の成立と初期洛中洛外図

屏風諸本             小島道裕 

『政事要略』所引『論語義疏』の性格について 

                 髙田宗平 
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世田谷のボロ市の発達史と現況    長沢利明 

［資料紹介］ 

国立歴史民俗博物館蔵田中穣氏旧蔵『西行物語』

－翻刻・附解題          内田澪子 

 

第 146 集（2009. 3） 
平田国学の再検討（三） 
「平田家資料」翻刻 解題（三） 

 

一 金銀入覚帳 

 遠藤潤・熊澤恵里子・中川和明・松本久史・宮

地正人・吉田麻子 

二 文政六年平田篤胤上京日記（続）（十月六日～

十一月十三日）     中川和明・宮地正人 

 

第 147 集（2008.12） 
［共同研究］ 
「戦争体験の記憶と語りに関する資料論的研
究」             関沢まゆみ 編

 

共同研究の経過と概要       関沢まゆみ 

「戦争と死」の記憶と語り－その個人化と社会化 

                関沢まゆみ 

兵士が死んだ時－戦死者公葬の形成  荒川章二 

アジア・太平洋戦争と日本の宗教研究－学史から

のアプローチ           西村 明 

遺骨への想い，戦地への想い－戦死者と生存者た

ちの戦後             西村 明 

戦没者の遺骨と陸軍墓地－夫が戦没した妻たちの

六〇年後の意識から        横山篤夫 

戦争の民俗－戦争体験の記録と語りをどう記述す

るのか              佐藤雅也 

「被爆の証言」を紡ぎだす－「原爆の絵」作者へ

の聴きとりから          直野章子 

広島市周辺地域の「被爆体験」について 

                  藤井 昭 

戦時下の氏神－長野県東筑摩郡『神社誌』の資料

論的考察             伊藤純郎 

営内神社と地域社会－「軍都」金沢の事例を中心

に                本康宏史 

営内神社等の創建          坂井久能 

忠霊塔建設に関する考察－その敗戦までの経緯 

                 今井昭彦 

戦争体験のオーラル・ヒストリー－日米の実践と

課題               河野 仁 

集合的記憶のエージェンシー－集合的記憶の社会

学構築のために          粟津賢太 

三浦郡葉山町における戦没者の記録  坂井久能 

日本とドイツにおける歴史認識－その概念と実態 

             サーラ・スヴェン 

［研究ノート］ 

戦時体験の記録と語り－日赤看護婦のリアルタイ

ムの「陣中日記帳」と，晩年の「記憶と語り」

より：一九三七年の上海戦線と病院船勤務 

                 新谷尚紀 

 

第 148 集（2008. 12） 
［共同研究］ 
「神仏信仰に関する通史的研究」三浦正幸 編

 

共同研究の経過と概要        三浦正幸 

古代日本の神仏信仰         北條勝貴 

広瀬大忌祭と龍田風神祭の成立と目的について 

                 山口えり 

社社殿の成立と律令国家       有富純也 

真名鶴神話と伊勢神宮の祭祀構造   藤森 馨 

神社本殿の分類と起源        三浦正幸 

神社玉殿の起源と特質－安芸国の玉殿を中心とし

て                山田岳晴 

仁治度厳島神社廻廊の復元的研究   山口佳巳 

中世諸国一宮制の歴史的構造と特質－中世後期・

長門国の事例を中心に       井上寛司 

中世後期における豊前一宮宇佐宮の動向－大内氏

との関係を中心に         永田忠靖 

神社史料の諸問題－諏訪神社関係史料を中心に本

川神楽の呪法と系譜       井原今朝男 

近世神社通史稿           井上智勝 
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吉田家の諸社家官位執奏運動－寛文九年吉田執奏

一件争論を中心に         橋本政宣 

十七世紀中葉における吉田家の活動－確立期とし

ての寛文期            幡鎌一弘 

近世の神職組織－触頭を擁する組織を対象に 

                 井上智勝 

古写真と絵図類の考察からみた鎮守の杜の歴史 

                 小椋純一 

神社祭祀の伝承力－美保神社と佐太神社の祭祀か

ら               関沢まゆみ 

伊勢神宮の創祀－日本民俗学の古代王権論 

                 新谷尚紀 

ドイツ語圏の日本学における神社に関する研究 

            ウルズラ・フラッヘ 

ドイツ語圏の日本研究から見た神仏分離 

            ウルズラ・フラッヘ 

［研究ノート］ 

明治維新期における神仏分離と地域神社 

                 櫻井治男 

［資料紹介］ 

史料紹介－近世祇園社年中行事関係史料 

                 五島健児 

神宝基礎史料集成（摂関期まで編年史料） 

                 近藤好和 

国史見在社について         三橋 健 

 

第 149 集（2009. 3） 
［共同研究］ 
「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」 

藤尾慎一郎 編

 

研究の経緯と成果・課題      藤尾慎一郎 

論考編１ 弥生時代の集落論 

集落分布パターンの変遷からみた弥生社会 

                 若林邦彦 

独立棟持柱建物と祖霊祭祀      設楽博己 

弥生集落の祭祀機能と景観形成    小林青樹 

14Ｃ年代測定を利用した縄紋中期竪穴住居の実態

の把握              小林謙一 

較正年代を用いた弥生集落論    藤尾慎一郎 

論考編２ 各地の弥生集落 

北部九州の弥生時代集落と社会    小澤佳憲 

松山平野における弥生社会の展開   柴田昌児 

山陰地方の弥生集落像        濵田竜彦 

山陰の弥生都市－出雲東部地域の非農耕的な大型

集落               広瀬和雄 

伊勢湾周辺地域における弥生大規模集落と地域社

会                石黒立人 

北陸における弥生時代中期・後期の集落 

                 安 英樹 

 

第 150 集（2009. 3） 

 

北陸地方石川県における縄文晩期から弥生移行期

の炭素 14 年代測定研究 

        小林謙一・福海貴子・坂本 稔 

        工藤雄一郎・山本直人 

古墳時代像再構築のための考察－前方後円墳時代

は律令国家の前史か        広瀬和雄 

［研究ノート］ 

国立歴史民俗博物館第 ３展示室リニューアルに

伴う試行展示とその評価に関する考察 

           井上由佳・久留島 浩 

平成 17 年度国立歴史民俗博物館 民俗研究映像

「AINU Past and Present－マンローのフィルム

から見えてくるもの」：映画フィルムの資料批判

的研究に関連する研究ノート    内田順子 

［資料紹介］ 

脱走旧幕府軍兵士の戊辰戦記－塩谷敏郎「戊辰ノ

変夢之桟奥羽日記」の翻刻     樋口雄彦 

『国立歴史民俗博物館研究報告』（第 131 集～第 

150 集）総目次 
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第 151 集（2009. 3） 
［共同研究］ 
「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」東 潮 編

 

研究の経緯と成果・課題        東 潮 

『三国志』東夷伝の文化環境      東 潮 

三国期段階における烏丸・鮮卑について 

－交流と変容の観点から見た    川本芳昭 

考古遺跡・遺物からみた遼東郡－遼陽・瀋陽地域

の後漢・魏・晋墓と副葬土器の基礎編年 

                 石川岳彦 

考古学から見た夫余と沃沮      宮本一夫 

挹婁の考古学            大貫静夫 

楽浪・帯方郡摶室墓の再検討－摶室墓の分類・編

年・および諸問題の考察      高久健二 

［資料紹介］ 

古代推定船「野性号」による海路踏査－韓国沿岸

地域の航海を中心として      藤口健二 

三韓と倭の交流－海村の視点から   武末純一 

弥生時代の倭・韓交渉－倭製青銅器の韓への移出 

                 後藤 直 

卑弥呼の王権と朝貢－公孫氏政権と魏王朝 

                 仁藤敦史 

［資料紹介］ 

『魏志』東夷伝訳註初稿（1）     田中俊明 

 

第 152 集（2009. 3） 
［共同研究］ 
「古代における生産と権力とイデオロギー」 

広瀬和雄 編

 

共同研究の経過と概要        広瀬和雄 

第１部 古代の権威と権力の研究 

大和王権と鎮魂祭－民俗学の王権論：折口鎮魂論

と文献史学との接点を求めて    新谷尚紀 

鉄剣銘「上祖」考－氏族系譜よりみた王統譜形成

への一視角            義江明子 

古代王権と「後期ミヤケ」      仁藤敦史 

古代天皇制における出雲関連諸儀式と出雲神話 

                 水林 彪 

光仁・桓武王権の国境政策に関する一考察 

                 山中 章 

唐代前期律令制下の財政的物流と帝国編成 

                渡辺信一郎 

第２部 古代・中世イデオロギーの研究 

弥生時代における生産と権力とイデオロギー 

                 安藤広道 

古墳の他界観            和田晴吾 

装飾古墳の変遷と意義－霊魂観の成立をめぐって 

                 広瀬和雄 

遣隋使と礼制・仏教－推古朝の王権イデオロギー 

                 鈴木靖民 

水穂国の変換と統治理念      西谷地晴美 

日本中世民衆運動の思想－紀州惣国の成立過程 

                 海津一朗 

第３部 古代接触領域の研究 

弥生開始期の集団関係－古河内潟沿岸の場合 

                藤尾慎一郎 

続縄文文化における物質文化転移の構造 

                 鈴木 信 

墓から見た古代の本州島北部と北海道 藤沢 敦 

 

［展示図録］ 
 

『旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－』（2008. 7） 

『［染］と［織］の肖像－日本と韓国・守り伝えら

れた染織品－』（2008. 10） 

『錦絵はいかにつくられたか』（2009. 2） 
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［資料目録］ 
 

国立歴史民俗博物館資料目録８-１ 

『高松宮家伝来禁裏本目録』［分類目録編］（2009. 

3） 

国立歴史民俗博物館資料目録８-２ 

『高松宮家伝来禁裏本目録』 

［奧書刊記集成・解説編］（2009. 3） 

 

［資料図録］ 
 

国立歴史民俗博物館資料図録６ 

『弥生青銅器コレクション』（2009. 3） 

 

［歴史系総合誌『歴博』］ 
 

第 148 号 

 

特集解説 

［特集］職人の技術 

 現代に生きる職人の技術      青木隆浩 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 小さな竹片ながら－歴博所蔵の夾笇について－ 

                 新谷尚紀 

［特集］職人の技術 

 陶磁器職人の成形技術－瀬戸を中心として－ 

                 宮地英敏 

 結城紬生産を支える技術の特徴とその継承課程 

－個性の調和と結晶－       湯澤規子 

 ペン先を研ぐ－現代の万年筆職人－ 小池淳一 

 清酒の品質と技術         青木隆浩 

［コラム］輪島塗職人と徒弟修行   島口慶一 

［コラム］日本と中国の桶樽事情   小川 浩 

歴博けんきゅう便 第 32 回 

 共同研究紹介「縄文・弥生集落遺跡の集成的研

究」              藤尾慎一郎 

 

研究者紹介 36 

 自然と人との関わりに関する民俗学的研究 

                 篠原 徹 

博物館展示のいま 13 

 国立歴史民俗博物館建築模型の現状から 

                 玉井哲雄 

［書評］ 

 大久保純一著『広重と浮世絵風景画』伊藤紫織 

れきはく井戸端会議 

歴博かわら版 

 

第 149 号 

 

特集解説 

［特集］江戸時代，新風景－第三展示室リニュー

アル－ 

 三つの〈ひらく〉         青山宏夫 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 怪談・妖怪コレクション      常光 徹 

［特集］江戸時代，新風景－第三展示室リニュー

アル－ 

 新しい近世展示のみどころ 

            久留島浩／岩淵令治 

 蝦夷錦とは何か 

 －本館所蔵の蝦夷錦の紹介をかねて－ 

                 澤田和人 

 音楽からみた近世の琉球      内田順子 

 錦絵に描かれた江戸の都市文化  大久保純一 

 近世の芸能－都市と農村と－    松尾恒一 

 近世の村の生業          安室 知 

 「もの」からみる近世        日高 薫 

歴史への招待状 

 企画展示 旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－ 

                 山本光正 

研究者紹介 37 

 宿駅制度の研究から旅行史研究へ  山本光正 
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博物館展示のいま 14 

 くらしの植物苑特別企画・第三展示室ミニ企画 

伝統の朝顔            岩淵令治 

［展示批評］ 

 第三展示室〈近世〉「近世」のリニューアル展示

を見て              後藤雅知 

歴博かわら版 

 

第 150 号 

 

特集解説 

［特集］米 

 日本の社会とコメ         原山浩介 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 中世天皇の即位式準備と財政帳簿 井原今朝男 

［特集］米 

 近現代日本はいかに米食を受け入れてきたの

か？               岩崎正弥 

 食糧危機と江戸時代       岩田浩太郎 

 近代酒造業の発展と米       青木隆浩 

 米の社会経済史          祖田 修 

［コラム］「棚田」その美しき環境の破壊者 

                 西谷 大 

［コラム］コメが商品であることの当たり前さと

新しさ              原山浩介 

歴史への招待状 

 企画展示［染］と［織］の肖像－日本と韓国・

守り伝えられた染織品－      澤田和人 

研究者紹介 38 

 「今できること」を自問しながらの 澤田和人 

総合展示の新構築 第６室 

 展示「高度経済成長と生活の変貌」における民

俗学的視点           関沢まゆみ 

［書評］ 

 山田慎也著『現代日本の死と葬儀 葬祭業の展

開と死生観の変容』        玉川貴子 

［第三展示室ミニ企画展示］ 

 紀州徳川家伝来の楽器－笙－    日高 薫 

歴博かわら版 

 

第 151 号 

 

特集解説 

［特集］住宅 男の空間・女の空間 

 男と女の空間は相互に無関係ではない 

                 玉井哲雄 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 描かれた死後の姿〈死絵〉     山田慎也 

［特集］住宅 男の空間・女の空間 

 寝殿造の中の女性の空間      川本重雄 

 男女有別－韓国の伝統的住居をめぐって 

                西垣安比古 

 江戸城の女の空間〈大奥〉    松尾美恵子 

 男と書斎             小泉和子 

［コラム］“Den”－イギリスの伝統住宅における

主人の書斎－      マーティン モリス 

［コラム］近代住宅の女中部屋   児島裕美子 

歴博けんきゅう便 第 33 回 

 共同研究〔基盤研究〕「東アジア比較建築文化史」 

                 玉井哲雄 

研究者紹介 39 

 実証を心がけて          杉山晋作 

博物館展示のいま 15 

 沖縄市戦後文化資料展示室「ヒストリート」 

 戦後史情報の発信と地域の活性化をめざして 

                 恩河 尚 

［展示批評］ 

 企画展示「旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－」 

                 杉山正司 

れきはく井戸端会議 

歴博かわら版 

 

 



203 

第 152 号 

 

特集解説 

［特集］思い出と博物館 

 「思い出がもたらす博物館・利用者・社会のコ

ミュニケーション」        佐藤優香 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 近代のキモノ－倉田家服飾資料   澤田和人 

［特集］思い出と博物館 

歴博対談 49 

 人々の記憶と博物館展示 布谷知夫×安田常雄 

個人の思い出から社会の思い出へ－思い出の心理

学と博物館－           野島久雄 

思い出をアーカイブする－二○○二年ソウルスタ

イル展と李家－          佐藤浩司 

「昭和ノスタルジー」という思い出  金子 淳 

［コラム］記憶の資源化，活用と地域回想法－思

い出を共有し，活かしていくこと  市橋芳則 

［コラム］東京空襲体験者の記憶・表現と博物館

の役割－すみだ郷土文化資料館での取り組みか

ら                田中楨昭 

歴史への招待状 

 企画展示「錦絵はいかにつくられたか」 

                大久保純一 

研究者紹介 40 

 歴史学と史料研究         吉岡眞之 

総合展示の新構築 第４室 

 民俗学で「景観」を読み解く 

            青木隆浩／内田順子 

［書評］ 

 日高薫著『異国の表象－近世輸出漆器の創造力』 

                 坂本 満 

［第三展示室ミニ企画展示］ 

 和宮ゆかりの雛かざり       日高 薫 

歴博かわら版 

 

第 153 号 

 

特集解説 

［特集］史跡公園－もうひとつの博物館－ 

 〈目で見る日本史〉としての役割を史跡公園は

もつ               広瀬和雄 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 瓦コレクション－瓦礫に秘められた歴史 

                 村木二郎 

［特集］史跡公園－もうひとつの博物館－ 

 東京の史跡公園を訪ねて      広瀬和雄 

 埋蔵文化財行政の未来      禰宜田佳男 

 考古学報道と史跡公園       天野幸弘 

 考古学遺跡とまちづくり－地域政策の転換点を

考える              宗田好史 

［コラム］下野薬師寺跡       賀来孝代 

［コラム］石見銀山遺跡       椿 真治 

歴博けんきゅう便 第 34 回 

 共同研究［基盤研究］「中世における儀礼テクス

トの総合的研究－館蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』

を中心として」          阿部泰郎 

研究者紹介 41 

 日本の社会構造の研究       上野和男 

博物館展示のいま 16 

 大英博物館の新しい日本展示    久留島浩 

［展示批評］ 

 企画展示「企画展示［染］と［織］の肖像－日

本と韓国・守り伝えられた染織品－」 

                 河上繁樹 

れきはく井戸端会議 

歴博かわら版 

 

［その他］ 
 

［研究集会・シンポジウム（歴博）］ 

国際研究集会 

『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅳ』 
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 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2008.11） 

『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅴ』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2008.11） 

『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅴ-２』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2008.11） 

国際シンポジウム 

『東アジア比較建築文化史の構築－東アジアから

アジアへ－』 

 国立歴史民俗博物館（玉井哲雄） 編集・発行

（2008.12） 

 

［シンポジウム（人間文化研究機構連携研究）］ 

ハノイ・シンポジウム 

『ベトナムにおける国家と民族』ハノイ・シンポ

ジウム報告書（人間文化研究機構連携研究「日

本とユーラシアの交流に関する総合的研究『ユ

ーラシアと日本：交流と表象』」） 

「国民国家の比較史的研究」プロジェクト（研

究代表：趙景達）編集，国立歴史民俗博物館発

行（2009. 3） 

 

［人間文化研究機構連携研究］ 

『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 

 国立歴史民俗博物館（2009. 3） 

『禁裏本と古典学』 

 吉岡眞之・小川剛生編集 

 株式会社 塙書房発行（2009. 3） 

 

［歴博フォーラム］ 

『桓武と激動の長岡京時代』 

国立歴史民俗博物館編 山川出版社（2009. 1） 

『民俗学的想像力』 

     小池淳一編 せりか書房（2009. 3） 

 

 

［博物館教育・活動］ 

『れきはくにいこうよ 2007 教育関連活動報告』 

  国立歴史民俗博物館 編集・発行（2009. 3） 

 

人がつくる環境 
（歴史研究の最前線 Vol.10） 

 

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 

●講演 

つくられた景観－街道絵図を読む－  山本光正 

つくられた自然－人為的自然と生業－ 篠原 徹 

〔コラム〕 創られた名所－文人層の旅世界－ 

                 原淳一郎 

〔コラム〕 役者と「つくられた景観」加藤征治 

〔コラム〕 干拓と風景－千葉県香取市与田浦周

をめぐって－           秋山笑子 

〔コラム〕 人がつくる景観－南房総の自然と農

業－               渡部鮎美 

〔コラム〕 鎌田の植木市      厚 香苗 

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 20 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. 7） 

 

美術資料に歴史を読む 
－漆器と洛中洛外図－ 

（歴史研究の最前線 Vol.11） 

 

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     小島道裕 
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●講演 

ヨーロッパ向け輸出漆器にみる異国論 日高 薫 

洛中洛外図屏風の登場人物      小島道裕 

〔コラム〕 謎の御庭焼「三楽園焼」 

                 新免歳靖 

〔コラム〕 描かれた禁裏の記憶－洛中洛外図屏

風（歴博乙本）－         杉山美絵 

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 20 年度授業科目 

学位取得者一覧 

 日高薫・小島道裕 編 

 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

（2009. 3） 

 


