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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。 

 2009 年度は，研究報告７冊，展示図録３冊，資料目録１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（2009 年度は１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（2009 年度は１冊）。 

出版担当 永嶋  正春 

 

 

［国立歴史民俗博物館研究報告］ 
 

第 153 集（2009.12） 

 

ラマンイメージング装置による伊勢市版歌川派錦

絵および版木の色材分析 

 小瀬戸恵美・落合周吉・増谷浩二 

 東山尚光・坂本 章 

紀伊徳川家の付家老新宮水野家の御庭焼「三楽園

焼」－考古学および自然科学分析からみたその

実態 水本和美・新免歳靖・二宮修治 

清沢洌のモダンガール論 佐久間俊明 

水田と焼畑－重層の生業戦略からみた複合的な生

業 西谷 大 

百済の都出土の「連公」木簡－韓国・扶餘双北里

遺跡一九九八年出土付札 平川 南 

［調査研究活動報告］ 

弥生時代井堰の年代－福岡県小郡市力武内畑遺跡

の年代学的調査 

 藤尾慎一郎・今村峯雄・山崎頼人 

国立歴史民俗博物館所蔵の古代史料に関する書誌

的検討 渡辺 滋 

［資料紹介］ 

史料研究『兼仲卿記』紙背文書 正応元年二・四・

五・六月巻 勘仲記裏文書の会 

国立歴史民俗博物館所蔵『顕広王記』承安四年・

安元二年・安元三年・治承二年巻 

 髙橋昌明・樋口健太郎 

静岡藩の医療と医学教育－林洞海「慶応戊辰駿行

日記」の紹介を兼ねて 樋口雄彦 
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第 154 集（2009.9） 

［共同研究］ 

「愛媛県上黒岩遺跡の研究」 

春成秀爾・小林謙一 編

［第１部］ 研究の概要 

第１章 研究の目的と経過 小林謙一・春成秀爾 

第２章 研究成果の公表 小林謙一・春成秀爾 

［第２部］ 遺跡の環境と調査経過 

第１章 遺跡の立地 小林謙一 

第２章 自然環境 橋本真紀夫・矢作健二 

第３章 周辺の遺跡 兵頭 勲 

第４章 発掘調査の経過 阿部祥人・小林謙一 

第５章 層位 小林謙一・小林尚子 

第６章 第２岩陰の現状 小林謙一 

［第３部］ 出土遺物 

第１章 土器 

 １ １群土器 小林謙一 

 ２ ２群土器 小林謙一 

 ３ ３群土器 兵頭 勲 

 ４ ４群土器 遠部 慎 

 ５ ５群土器 遠部 慎 

 ６ ６群土器 山崎真治 

第２章 石器 綿貫俊一 

第３章 石偶・線刻礫 春成秀爾 

第４章 装身具 春成秀爾 

第５章 骨器・鹿角製品・貝刃 

 佐藤孝雄・吉永亜紀子 

第６章 脊椎動物遺体 

 姉崎智子・吉永亜紀子・佐藤孝雄・西本豊弘 

第７章 人骨 

 １ 縄文早期人骨 中橋孝博・岡崎健治 

 ２ 縄文早期未成人骨 岡崎健治・中橋孝博 

［第４部］ 分析・考察 

第１章 岩陰の形成過程と遺跡の堆積環境 

 橋本真紀夫・矢作健二 

第２章 上黒岩遺跡１群土器 小林謙一 

第３章 上黒岩遺跡出土繊維土器のレプリカ法に

よる観察 丑野 毅 

第４章 上黒岩遺跡出土石器 綿貫俊一 

第５章 上黒岩遺跡出土石器石材 

 橋本真紀夫・矢作健二 

第６章 上黒岩遺跡の石偶・線刻礫と子安貝 

 春成秀爾 

第７章 上黒岩遺跡出土の赤色物 

 志賀智史・本田光子 

第８章 上黒岩遺跡の炭化材・貝類の炭素 14 年代

測定 小林謙一・遠部 慎 

第９章 上黒岩遺跡の押型文土器の炭素 14 年代

測定 遠部 慎 

［第５部］ 研究の成果と課題 春成秀爾 

 

第 155 集（2010.3） 

「旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－」 

山本光正 編

刊行にあたって 山本光正 

旅日記にみる近世末期の女性の旅…「旅の大衆化」

への位置づけをめぐる一考察 山本志乃 

庄内藩江戸勤番武士の行動と表象 岩淵令治 

江戸市民と葛西金町村の半田稲荷 加藤 貴 

書物と寺社参詣…旅の往来物の分析から 

 原淳一郎 

旅行案内書の成立と展開 山本光正 

近代おみやげ考…東海道を中心に 鈴木勇一郎 

明治・大正期の西宮神社十日戎 平山 昇 

二〇世紀における鉄道不在地域の観光地化過程 

…長野県戸隠をめぐって 原山浩介 

［研究ノート］ 

明治三～四年葛飾県鬼越村見張所記録の分析と紹

介 池田真由美 

［資料紹介］ 

史料紹介－道中日記史料と民俗…富士参詣日記を

めぐって 西海賢二 
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文献目録－旅・巡り・遊行関係文献目録補遺 

 西海賢二 

第 156 集（2010.3） 

［共同研究］ 

「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に

関する研究」        青木隆浩 編

共同研究の概要と経過 青木隆浩 

台湾 921 集集地震を引き起こした活断層の保存と

その経緯 松多信尚・西川由香 

サステナブルな文化資源としての記憶？－トルコ

における地震の記憶から 木村周平 

市民活動を通じて被災地域に構築される新たな災

害文化 廣内大助 

佐世保市における軍港景観の文化資源化 

 山本理佳 

工場の立地と移転にみる景観の意味づけの変化 

 香川雄一 

近代日本における人文景観を中心とした「空間」

の保存と活用の歴史的展開－文化財保護制度を

中心として 才津祐美子 

熊野の観光地化の過程とその表象 袖田孝司 

「フィステーラ＝ムシーアの道」（サンティアゴ巡

礼路）と「死の海岸」の遺産化に関わる人びと

－地域文化コーディネーターの活動と役割 

 竹中宏子 

世界遺産登録を契機に生まれた新しい宗教文化 

 －春日大社における春日山錬成会の活動から 

 川合泰代 

「宗教」の資源化・商品化・再日常化－巡礼ツー

リズム，及びその地域的展開からみた「生活」

論としての宗教研究試論 門田岳久 

文化財保存の広域化における現状と諸問題－滋賀

県の文化的景観をおもな事例として 

 青木隆浩 

［研究ノート］ 

災害関連景観を用いた防災教育－岩手県手取川流

域の事例 青木賢人 

洪水常襲地域における災害文化の現代的意義 

 長尾朋子 

「日光の社寺」にみる世界遺産登録とその課題 

 皆川義孝 

［調査研究活動報告］ 

小規模な町における廃棄物処理システムの文化資

源化プロセスに関する一考察－徳島県上勝町を

事例に 室伏多門 

 

第 157 集（2010.3） 

［共同研究］ 

「中・近世における生業と技術・呪術信仰」 

井原今朝男 編

共同研究「中・近世における生業と技術・呪術信

仰」の経過と討議内容 井原今朝男 

［第Ⅰ部］ 内海と生業と技術 

内海としての紀伊水道 菱沼一憲 

中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置

…中世前期を中心に 高橋一樹 

中世海村の生業暦 春田直紀 

湿地における荘園・村落と「生業」…平安～江戸

前期の葦と菱 山本隆志 

十五世紀中葉における伊勢氏権力構造と被官衆 

 中島丈晴 

［第Ⅱ部］ 技術・呪術・信仰 

提供から見た銭貨の呪力 栄原永遠男 

中世仏教における呪術性と合理性 平 雅行 

肖像表現における言葉と物…似絵の位置づけを巡

って 伊藤大輔 

吉田兼倶と吉田神道・斎場所 岡田莊司 

［第Ⅲ部］ 民衆知とその到達点 

中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知 

 井原今朝男 

もう一つの戊辰戦争…江戸民衆の政治意識をめぐ

る抗争 その１ 奈倉哲三 
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海と民衆知・個人知 

 （１部）服部英雄／（２部）楠瀬慶太 

 

第 158 集（2010.3） 

東京都下宅部遺跡から出土した縄文土器付着植物

遺体の分析 工藤雄一郎・佐々木由香 

当顱の系譜 春成秀爾 

炭素 14 年代を用いた粘土帯土器の実年代－泗川

芳芝里遺跡の資料を中心に 李 昌熙 

壱岐島の後・終末期古墳の歴史的意義－６・７世

紀の外交と「国境」 広瀬和雄 

柳田国男の「生業」研究をめぐる一考察－1910 年

代から 1930 年代の論考を中心として 

 松田睦彦 

［資料紹介］ 

大原幽学没後門人の旧幕臣家族回想録－『佐藤家

の人びと』の翻刻・紹介 樋口雄彦 

［調査研究活動報告］ 

日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の

研究 齋藤努・藤尾慎一郎 

上野和男先生を送る 山田慎也 

上野和男年譜・著作目録 

山本光正先生を送る 久留島浩 

山本光正年譜・業績目録 

吉岡眞之先生を送る 仁藤敦史 

吉岡眞之年譜・業績目録 

 

第 159 集（2010.3） 

「平田国学の再検討（四）」 

宮地正人 編

人名索引 

書名索引 

「科研報告書」「平田篤胤関係資料目録」ページ対

照表 

 

 

［展示図録］ 
 

『日本建築は特異なのか』（2009.6 ） 

『百鬼夜行の世界』（2009.7） 

『縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこ

ったのか－』（2009.10） 

『アメリカに渡った日本人と戦争の時代』 

（2010.3） 

 

［資料目録］ 
 

国立歴史民俗博物館資料目録９ 

『見世物関係資料コレクション目録』（2010.1） 

 

［資料図録］ 
 

国立歴史民俗博物館資料図録７ 

『死絵』（2010.2） 

 

［歴史系総合誌『歴博』］ 
 

第 154 号 

特集解説 

［特集］商人 

 商人のイメージと実態－多様性と共通点の学問

的追究 青木隆浩 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 正倉院古文書－一万数千点に上る古代の古文書

群 吉岡眞之 

［特集］商人 

 富山の売薬商人 二谷智子 

 関東地方における近江商人の近現代 

 青木隆浩 

 商品・産地の価値や役割をつくり，伝える人々 

 林紀代美 

 零細商店における家族従業－豆腐店の参与観察
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に基づく検討－ 坂田博美 

［コラム］日本の老舗と韓国の長寿企業（チャン

スギオプ） 李英珠 

［コラム］定期市に出る暮らし－農業の市稼ぎ 

 山本志乃 

歴史への招待状［企画展示］ 

 日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺

院・住宅－ 玉井哲雄 

研究者紹介［42］ 

 都市史から日本建築史へ，そして東アジア比較

建築史へ 玉井哲雄 

総合展示の新構築 第６室 

 現代生活への出発点－高度経済成長期の生活変

化とその意味－ 新谷尚紀 

［映像批評］ 

 歴博映像フォーラム３「海を渡った仏教 儀礼

と芸能」 小島裕子 

れきはく井戸端会議 

歴博かわら版 

 

第 155 号 

特集解説 

［特集］石の加工 

 意志の固い石 村木二郎 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 碑の小径－歴博中庭への古代碑展示－ 

 阿部義平 

［特集］石の加工 

 中世石造物の普及をささえた技術 佐藤亜聖 

 円礫による石製品の加工－中世後期の未成品か

ら－ 佐々木健策 

 江戸の石をきる－伊豆石丁場遺跡－ 

 栗木 崇 

 近代の大量石材利用とその遺産 村木二郎 

［コラム］ 港に立つ石塔－長門国油谷二尊院 

 福島金治 

［コラム］ 九州・鹿児島の石造アーチ橋 

 揚村 固 

歴史への招待状［人間文化研究機構連携展示］ 

 百鬼夜行の世界 常光 徹 

 

研究者紹介［43］ 

 古墳時代像の再構築をめざして 広瀬和雄 

総合展示の新構築 第６室 

 展示「戦争と平和」の基本的視点 安田常雄 

［書評］ 

 広瀬和雄・仁藤敦史 編 『支配の古代史』 

 菱田哲郎 

れきはく井戸端会議 

歴博かわら版 

 

第 156 号 

特集解説 

［特集］日本刀 

 日本刀は美術品だがただそれだけではない 

 齋藤 努 

歴史対談 50 インタヴュー 

 日本刀製作の伝統技術と科学的視点 

 法華三郎信房×齋藤 努 

［特集］日本刀 

 「サムライ」＝「刀」は事実か？ 近藤好和 

 日本刀の切れ味 原田一敏 

 日本刀と祈り 尾崎保博 

［コラム］日本刀の素材－和鉄と洋鉄－ 

 高塚秀治 

［コラム］中世における刀剣の輸出 関 周一 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 中世禁裏の地下官人史料 井原今朝男 

歴史への招待状［平成 21 年度企画展示］ 

 縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこ

ったのか－ 小林謙一 

研究者紹介［44］ 
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 民俗学の継承と発展のために 新谷尚紀 

博物館展示のいま 17 沖縄県立博物館・美術館 

 沖縄の自然・歴史・文化・芸術を一堂に集める 

［博物館を中心として］ 崎原恭子 

［展示批評］企画展示 

 「錦絵はいかにつくられたか」 伊藤紫織 

［第３展示室ミニ企画展示］ 

 金箔と刺 a~のきらめき－慶長小袖～野村コレ

クションより～ 澤田和人 

歴博かわら版 

 

第 157 号 

特集解説 

［特集］前方後円墳 

 前方後円墳 広瀬和雄 

［特集］前方後円墳 

 前方後円墳とはなにか 広瀬和雄 

 東北の前方後円墳－古墳文化の北縁と続縄文文

化 藤沢 敦 

 九州の前方後円墳－岩戸山古墳と筑紫国造磐井

－ 宮元香織 

 朝鮮半島の前方後円墳をながめる視点 

 上野祥史 

［コラム］古墳と系譜 仁藤敦史 

［コラム］水鳥埴輪と津堂城山古墳 賀来孝代 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 民俗研究映像 

「薬師寺 花会式－行法と支える人々－」「興福寺 

春日大社－神仏習合の祭儀と支える人々－」 

 松尾恒一 

歴史への招待状［歴博映像フォーラム４］  

 「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」 

 小池淳一 

研究者紹介［45］ 

 ヒトと動物の関係史 西本豊弘 

総合展示の新構築 第６室  

 占領期という時代 原山浩介 

［書評］ 

 国立歴史民俗博物館編 『桓武と激動の長岡京時

代』 林部 均 

［展示室から Topics］ 

 第５展示室「近代」の充実に向けて 原山浩介 

歴博かわら版 

 

第 158 号 

特集解説 

［特集］写真・風景・歴史 

 写真はいかなる「断片」であり，いかなる「瞬

間」であるのか。 青山宏夫 

［特集］写真・風景・歴史 

 地方写真館と風景の生産・流通・消費－和歌山

県新宮・久保写真館の活動から 島津俊之 

 名所絵はがきを読む 関戸明子 

 峰の三匹獅子舞 畠山 豊 

 空からの映像でみる歴史景観 小方 登 

［コラム］空中写真に写された古代の水路 

 青山宏夫 

［コラム］昭和初期における京成電鉄の写真コン

テスト 辰巳唯人 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

戦後 60 年間の「風景」の記録－石井實フォトライ

ブラリー－ 青山宏夫 

歴博けんきゅう便 第 34 回 

［資料調査プロジェクト］ 

 歌舞伎役者たちの死の世界：死絵図録の刊行 

 山田慎也 

研究者紹介［46］ 

 歴史資料の非破壊的分析調査と漆の文化史 

 永嶋正春 

博物館展示のいま 18 旭川市博物館 

 アイヌの歴史と文化を体感できる新展示 

 瀬川拓郎 
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［展示批評］企画展示 

 「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺

院・住宅－」 林部 均 

 

［第３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 159 号 

特集解説 

［特集］建築のかたち 

 建築の形は，その社会的意味を示している 

 玉井哲雄 

［特集］建築のかたち 

 塔のかたち－中国と日本 田中 淡 

 神社建築のかたち 藤井恵介 

 組物のかたちとその社会的意味 光井 渉 

 民家のかたち 玉井哲雄 

［コラム］教会堂のシンボル性 羽生修二 

［コラム］近世建築にみる彫刻と彩色－形象の立

体化と具象化 窪寺 茂 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 桜に寄せた心－月輪寺略縁起と時雨の桜 

 小池淳一 

歴史への招待状 第６展示室「現代」 

 「大衆文化」の基本的視点 安田常雄 

研究者紹介［47］ 

社会経済史学と史料批判学の課題 井原今朝男 

総合展示の新構築 第４展示室 

 正月と盆の調査から 

 第４室リニューアル委員会 

［展示批評］企画展示 

縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこっ

たのか－ 栗島義明 

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 

『日韓先史時代の集落研究』発表要旨集 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2009.10） 

『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（2009.11） 

『日韓における古墳・三国時代の年代観』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2009.12） 

『東アジアの宗教儀礼と表象文化』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2009.12） 

 

国際シンポジウム 

『アジア比較建築文化史の構築－東アジアからア

ジアへ－』報告書 

 国立歴史民俗博物館（玉井哲雄） 編集・発行

（2009.8） 

 

［人間文化研究機構連携研究］ 

『ユーラシアと日本：パフォーマンスと文化－ユ

ーラシアと日本における交流と表象』シンポジ

ウム報告書 

 「ユーラシアと日本：交流と表象」研究プロジ

ェクト 編集 

 人間文化研究機構（2010.2） 

『修験龍蔵院聖教典籍文書類目録』 

 「ユーラシアと日本：交流と表象」唱導文化の

比較研究 班・久野俊彦 編集 

 国立歴史民俗博物館（2010.3） 

『人間文化研究における連携構築と社会発信に関

する方法論の考究』 

 小池淳一 編集 

人間文化研究機構（2010.3） 

 

［歴博フォーラム］ 

『戦争と平和』総合展示第６室〈現代〉の世界１ 
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国立歴史民俗博物館・安田常雄編 東京堂出版

（2010.3） 

 

［博物館教育・活動］ 

『れきはくにいこうよ 2008 教育関連活動報告』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2010.3） 

『学校と歴博をつなぐ－平成 20・21 年度博学連携

研究員会議実践報告書－』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2010.3） 

 

分析科学と歴史学 

（歴史研究の最前線 Vol.12） 

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 

●講演 

失われた技術「大鍛冶」の再現 齋藤努 

〔コラム〕 安定同位体分析と家畜 金憲奭 

●講演 

炭素一四年代と新弥生時代像 藤尾慎一郎 

〔コラム〕 弥生時代の新年代観に対する青銅器

時代の年代観 李昌熙 

講演者・執筆者の紹介 

研究専攻平成 21 年度授業科目 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

21 年度授業科目 

学位取得者一覧 

 齋藤努・藤尾慎一郎 編 

 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 

（2010.1） 


