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３ 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。 

 2010 年度は，研究報告７冊，展示図録４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（2010 年

度は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」シリーズも刊行している（2010 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 160 集（2010.12） 
 

藤原京の条坊施工年代再論      林部 均 

山で木を切り，炭を焼く       吉村郊子 

［研究ノート］ 

旧高松宮家伝来東山天皇宸翰と宝永改元 

                  野村 玄 

［資料紹介］ 

中世禁裏の宸筆御八講をめぐる諸問題と『久安四

年宸筆御八講記』 

   井原今朝男・國學院大学院生ゼミグループ 

［調査研究活動報告］ 

国立歴史民俗博物館蔵 古文書・古典籍料紙の調

査                 宍倉佐敏 

歴博国際研究集会「日韓先史時代の集落研究」開

催報告         藤尾慎一郎・李 昌煕 

 

第 161 集（2011.3） 
［共同研究］ 
宮座と社会：その歴史と構造 
 

共同研究「宮座と社会：その歴史と構造」の概要 

上野和男 

トウヤ祭祀と宮座          八木 透 

宮座研究の歴史と現在－概念・当屋制・変化－ 

上野和男 

肥後和男宮座論の再検討       市川秀之 

宮座の乏少地域の東北地方の一事例－東湖八坂神

社祭統人行事の場合－        稲 雄次 
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近江三上の宮座にみる歴史と伝承－公文と座をめ

ぐって－              真野純子 

宮座研究における近江の位置－宮座論の形成と展

開における滋賀県下事例の意義について－ 

橋本 章 

郷祭の現在            小澤輝見子 

座講の開放性と閉鎖性－和歌山県橋本市の事例－           

森本一彦 

村落社会と農村芝居－京都府福知山市北部地域を

中心に－              斉藤利彦 

株座が維持されること－南丹市園部町竹井の宮衆

の地位をめぐって－         大野 啓 

岡山県における宮座の変質と展開－新見市高瀬の

事例を中心に－           崔 杉昌 

備後国杭荘における名主座について  薗部寿樹 

山口県防府市域の当屋制       市川秀之 

北部九州の宮座－ジガン・ジンガを中心として－               

段上達雄 

［研究ノート］ 

箟岳座行事覚書           関口 健 

行為にあらわれた宮座－頭人差定・頭渡しの意義

－                 真野純子 

 

第 162 集（2011.1） 
［共同研究］ 
日本歴史における水田環境の存在意義に関する
総合的研究 
 

「水田文化」の提唱         安室 知 

Ⅰ水田の中の“自然” 

 ホタルにとって水田とその付随施設はどのよう

な環境か？             大場信義 

水田利用鳥類とその保全に関する取組と課題 

                  大畑孝二 

コイ科魚類咽喉歯遺存体から見える先史時代の漁

撈と稲作との関係に関する一考察   中島経夫 

Ⅱ“文化”としての水田 

明清時期雲南省石屏盆地における漢人移民の耕地

開発－官による水利事業と科挙合格者の増加を中

心として－             西川和孝 

［研究ノート］ 

野壺の民俗考古学         角南総一郎 

民俗分類としての田畑の筆名－命名の基準と空間

単位－               今里悟之 

近世・近代史料による琵琶湖のエリ発達史の再検

討                 佐野静代 

水郷のポリティクス－河北潟東北岸域における耕

地整理事業の導入とその史的背景－  大門 哲 

機械化転換期における稲作技術の多様化とリスク

－秋田県大潟村を事例に－      渡部鮎美 

ふるさと資源化の新展開       山下裕作 

ドジョウずしが語るもの      日比野光敏 

「百姓漁師」という生き方－漁村類型としての「半

農半漁」批判－           安室 知 

「百姓漁師」と「漁師百姓」－海付きの村の生業

複合と水田稲作－          安室 知 

 

第 163 集（2011.3） 
 

陶質土器の観点からみた初期須恵器の年代 

                  金 一圭 

荒瀬豊の思想史研究－ジャーナリズム批判の原理

－                 根津朝彦 

古代宮都と郡山遺跡・多賀城－古代宮都からみた

地方官衙論序説－          林部 均 

古墳出現期の炭素 14 年代測定 

春成秀爾・小林謙一・坂本 稔・今村峯雄・尾嵜

大真・藤尾慎一郎・西本豊弘 

下野地域の後・終末期古墳の歴史的意義－６～７

世紀・東国統治の一事例－      広瀬和雄 

日本古代『論語義疏』受容史初探   髙田宗平 

［研究ノート］ 

『本朝皇胤紹運録』写本の基礎的研究 小倉慈司 

［資料紹介］ 

『出陣次第』－戦国時代の戦陣故実－ 小島道裕 

マルクス・リュッターマン 

［基盤研究：資料の高度歴史情報化と資料学的総
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合研究］ 

明治地籍図の集成的研究 

青山宏夫・三河雅弘・川名 禎・高橋一樹・田中

聡・堀 健彦・河崎幸一・額田雅裕・木下晴一・ 

櫻井成昭・岡村一幸 

杉山晋作先生を送る         上野祥史 

杉山晋作年譜・業績目録 

安田常雄先生を送る         樋口雄彦 

安田常雄年譜・業績目録 

 

第 164 集（2011.3） 
［共同研究］ 
東アジアにおける多様な自然利用―水田農耕民
と焼畑農耕民― 
 

共同研究の概要と経過        西谷 大 

野生植物と栽培植物の境界と生業との関係性 

篠原 徹・西谷 大 

者米谷の生業複合体からみた市場メカニズムの生 

起                 西谷 大 

鵜飼い漁をめぐるポリティカル･エコロジー―中 

国・長江中流域における漁場面積の減少と漁師た 

ちの対応―             卯田宗平 

市場経済化のなかの可食野生動物利用―中国雲南 

省国境地帯のハニ族の食生活からみる生業戦略―  

葉山 茂 

野生植物利用に関する知識変動と近代化の影響 

―中国海南省リー族の村を事例として― 

戸松あかり 

［研究ノート］ 

雲南省者米谷における土地利用パタンの空間情報 

科学分析         梅崎昌裕・西谷 大 

 

第 165 集（2011.3） 
［共同研究］ 
日本における民俗研究の形成と発展に関する 
基礎研究 
 

共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に

関する基礎研究」の構想・経緯・成果 

小池淳一 

第Ⅰ部 学史研究の可能性～方法と射程 

近代日本民俗学史の構築について／覚書 

佐藤健二

雑誌と民俗学史の視角―石橋臥波の『民俗』と佐々

木喜善の『民間伝承』―       小池淳一

知識と可視性―文化人類学と民俗学における「目

で見る方法」―           川田牧人

柳田国男と「事大主義」―同時代の言説空間にお

ける意味の特質―          室井康成 

第Ⅱ部 人と場，交流の力 

『郷土趣味』から『民俗芸術』へ―竹内勝太郎論

にむけて―             真鍋昌賢

石黒忠篤と民俗学周辺―郷土会での活動を中心に

―                 和田 健 

拝啓 新村出様―柳田国男書簡からみる民俗学史

断章―               菊地 暁 

第Ⅲ部 術語と概念の地平 

近代における民謡の成立―富山県五箇山地方「こ

きりこ」を中心に―         川村清志 

マイノリティをめぐる「語彙」と「文脈」―芝正

夫と「福子」―           山田厳子 

民俗学における競技の対象化に関する一考察―近

世以降の素人相撲をめぐる競技体系の近代化から

―                井上宗一郎 

柳田国男と芸能研究，柳田国男の芸能研究 

松尾恒一 

［研究ノート］ 

山村調査，海村調査における葬制の位置づけとそ

の目的               山田慎也 

禁忌と制裁―柳田国男が鈴木棠三に求めたもの― 

常光 徹 

第Ⅳ部 資料と証言 

［資料紹介］ 

昔話の語り手と聞き手        武田 正 

口承文芸調査の五○年―関敬吾・鈴木棠三両先生

の書簡に導かれて―        佐々木達司 

「肥前五島遊記」解説        鶴見太郎 
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学問で国を済ふ日―倉田一郎のもとに残された柳

田國男の手紙と葉書―       戸塚ひろみ 

柳田國男の著作・著作収録書 書誌   田中正明 

 

第 166 集（2011.3） 
［共同研究］ 
紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究 
 

共同研究の経過と概要  高桑いづみ・日高 薫  

紀州徳川家伝来の龍笛・能管について 

高桑いづみ 

紀州徳川家伝来の琵琶について    薦田治子  

紀州徳川家伝来楽器の箏について  野川美穂子 

紀州徳川家伝来の雅楽譜について―付 増補改訂 

資料図録３楽譜の部― 

遠藤 徹・清水淑子・前島美保  

「西浜御殿舞楽之図」にみる雅楽の表象―徳川治

宝における雅楽の意味と機能―   水野僚子  

［研究ノート］ 

篳篥・龍笛・能管・高麗笛・神楽笛のＸ線透過像 

                 永嶋正春 

文化財としての古楽器の調査研究と問題点 

日高 薫  

［資料紹介］ 

紀州徳川家伝来楽器付属文書翻刻・補遺 

小代 渉 

 

[展示図録] 
 

『アジアの境界を越えて』（2010.7） 

『武士とはなにか』（2010.10） 

『侯爵家のアルバム－孝允から幸一にいたる木戸

家写真資料－』（2011.3） 

『和宮ゆかりの雛かざり』（2011.2) 

 

[資料目録] 
 

国立歴史民俗博物館資料目録 10 

『旧侯爵家木戸家資料目録』（2011.2） 

 

[歴史系総合誌『歴博』] 
 

第 160 号 
 

特集解説 

［特集］中世の生産技術 

 中世の技術革新と生活変化     村木二郎 

［特集］中世の生産技術 

生産遺跡から中世をみる      小野正敏 

寧波と博多の文物・技術の交流   佐伯弘次 

モノづくり都市 中世の堺林紀代美  大澤研一 

外来技術としての鍵と錠      坪根伸也 

［コラム］技術革新の熱意      村木二郎 

［コラム］結物の普及と木材加工技術 鈴木康之 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 「元禄二年 堺大絵図」       玉井哲雄 

歴博けんきゅう便 第 36 回 

 国際研究集会 日韓における古墳・三国時代の

年代観（III）           広瀬和雄 

研究者紹介 [48] 

 移動という生き方の民俗学     松田睦彦 

博物館展示のいま 19  

島根県立古代出雲歴史博物館 

 多彩な歴史文化 新たな地域文化  松本岩雄 

［書評］ 

 小島道裕 著『描かれた戦国の京都 洛中洛外図

屏風を読む』           藤原重雄 

れきはく井戸端会議［読者のページ］ 

歴博かわら版 
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第 161 号 
 

特集解説 

［特集］黄金 

なぜわれわれはこんなにも金が好きなのだろう 

           齋藤 努 

［特集］黄金 

 仏教文化の礎・東北の金     八重樫忠郞 

 佐渡金銀山           小田由美子 

小判の秘密            西脇 康 

 黄金の魅力-民俗と歴史から読み解くゴールデ

ン・トライアングル-        新谷尚紀 

[コラム] 金刺繍-中国製の金糸から日本製の金糸

へ                澤田和人 

[コラム] 金めっきの技術       齋藤 努 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 民俗研究映像「平成の酒造り」製造編，継承・

革新編              青木隆浩 

歴史への招待状［人間文化研究機構連携展示］ 

 「アジアの境界を越えて」     上野祥史 

研究者紹介[49] 

 私の近世史研究の原点       久留島浩 

博物館展示のいま 20 

 壱岐の島「まるごと博物館構想」のシンボル拠

点誕生              松見裕二 

［書評］ 

 仁藤敦史 著 『卑弥呼と台与 倭国の女王たち』 

                 渡辺信一郎 

れきはく井戸端会議［読者のページ］ 

歴博かわら版 

 

第 162 号 
 

特集解説 

［特集］人の移動-第６展示室「現代」- 

 流動的な時代とは人びとの移動の顕著な時代 

         関沢まゆみ 

［特集］人の移動-第６展示室「現代」- 

 「現代展示」における「人の移動」という視点 

  安田常雄 

 敗戦後，武装解除の裏側で     加藤陽子 

 写真にみる戦後日本の引き揚げ   大門正克 

 高度経済成長と人の移動-農村の旧家がつぶれ

ていく-             関沢まゆみ 

［コラム］占領期の闇市から     原山浩介 

［コラム］流行歌にみる東京憧憬-昭和三〇年代 

と昭和五〇年代-          新谷尚紀 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 これからの出番を待つ佐倉連隊関係資料 

樋口雄彦 

歴史への招待状 [企画展示] 

 武士とはなにか          高橋一樹 

研究者紹介[50] 

 先史考古学と年代学人類史と環境史をつなぐに

は？              工藤雄一郎 

博物館展示のいま 21  

國學院大學伝統文化リサーチセンター資料館 

 「モノと心に学ぶ伝統の知恵と実践」 

内川隆志 

［展示室から Topics］ 

第６展示室 開室記念特集展示 

 「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」 

原山浩介 

歴博かわら版 

 

第 163 号 
 

特集解説 

［特集］俗信－身近な言い伝え－ 

 生活の具体的な場面で拘束力を発揮することが

少なくない            常光 徹 

［特集］俗信－身近な言い伝え－ 

 カラス鳴きと死の予兆       常光 徹 

世界の秩序化装置としての占い   板橋作美 

なぜ《夜，爪を切ってはならない》のか－禁忌
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の構造と回避策－        松崎かおり 

 文化としてのエンガチョの遊び  鯨井千佐登 

［コラム］カシキの朝の歌      川島秀一 

［コラム］『出陣次第』－戦国武将のまじない－ 

小島道裕 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 絵双六             大久保純一 

歴博けんきゅう便 第 37 回 

 第６展示室「現代」主要な四つのテーマ 

 歴博フォーラムのまとめ      安田常雄 

研究者紹介[51] 

 ベトナム戦争と研究の原点－『日本ファシズム

と民衆運動』のころ－       安田常雄 

［書評］ 

 松田睦彦著『人の移動の民俗学－タビ〈旅〉か

ら見る生業と故郷－』       島村恭則 

［自著紹介］ 

 岩淵令治編『史跡で読む日本の歴史９ 江戸の

都市と文化』 

［展示批評］人間文化研究機構連携展示 

「アジアの境界を越えて」を観覧して 

福永伸哉 

れきはく井戸端会議［読者のページ］ 

歴博かわら版 

 

第 164 号 
 

特集解説 

［特集］洛中洛外図 

 歴史資料としての洛中洛外図    小島道裕 

［特集］洛中洛外図 

 洛中洛外図屏風の系譜       小島道裕 

 「洛中洛外図屏風歴博甲本右隻第二扇」後補部

分の再現            岩永てるみ 

男性の小袖丈－洛中洛外図屏風にあらわれた風

俗                澤田和人 

 「歴博Ｅ本と『京童』－洛中洛外図と地誌出版

との関係             岩崎均史 

［コラム］公家が室町殿を訪問する作法 

井原今朝男 

［コラム］洛中洛外図を掘る     鋤柄俊夫 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介  

｢職人風俗絵巻」と「洛中洛外図屏風歴博Ｆ本」 

        小島道裕 

歴史への招待状［企画展示］ 

「侯爵家のアルバム－孝允から幸一にいたる木戸

家写真資料－」          樋口雄彦 

研究者紹介[52] 

 古代神社制度史研究と史料学と   小倉慈司 

［書評］ 

 久留島浩・趙景達 編『人間文化叢書 ユーラシ

アと日本－交流と表象－国民国家の比較史』 

   太田亮吾 

［自著紹介］ 

 林部均 著『歴史文化ライブラリー 飛鳥の宮 

と藤原京 よみがえる古代王宮』 

 大久保純一 著『岩波新書カラー版 浮世絵』 

［展示批評］第６展示室開室特集展示 

 「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」 

崔博憲 

れきはく井戸端会議［読者のページ］ 

歴博かわら版 

 

第 165 号 
 

特集解説 

［特集］観天望気 

 見上げてみよう          宮田公佳 

［特集］観天望気 

 風を知り，風で知る－観天望気の民俗－ 

安室 知 

 天気と俗信            常光 徹 

 ライダーによる集中豪雨/落雷予測  椎名達雄 

雪を有効活用する研究の紹介    河田剛毅 
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［コラム］空はなぜ青く見えるのだろう 

宮田公佳 

［コラム］過去の気候を氷から探す 工藤雄一郎 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 広東漆器 中国の輸出漆器     日高 薫 

歴博けんきゅう便 第 38 回 

 民俗研究映像「平成の酒造り」の制作から 

青木隆浩 

研究者紹介 [53] 

古代の宮都と地域社会の研究－新しい古代史像

の構築をめざして－        林部 均 

［展示室から Topics］ 

 歴博プロローグリニューアル   大久保純一         

［展示批評］企画展示「武士とはなにか」 

武芸は武士だけのものではなかった 平川 新 

れきはく井戸端会議［読者のページ］ 

歴博かわら版 

 

［その他］ 
［研究集会・シンポジウム］ 

国際研究集会 

『平成 21 年度 国立歴史民俗博物館 国際研究

集会成果報告書 民俗のなかの植物－日韓比較の

視点から－』 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2011.3） 

国際シンポジウム 

『「韓国併合」100 年を問う』発表要旨集 

 国立歴史民俗博物館 編集・発行（2010.8） 

『「韓国併合」100 年を問う』 

 国立歴史民俗博物館編 岩波書店（2011.3） 

 

［人間文化研究機構連携研究］ 

『唱導文化の比較研究』 

 林雅彦・小池淳一編 岩田書院（2011.3） 

 

［歴博フォーラム］ 

『占領下の民衆生活』総合展示第６室〈現代〉の 

 世界２ 

国立歴史民俗博物館・原山浩介編 東京堂出版

（2010.5） 

『高度経済成長と生活革命』 

国立歴史民俗博物館編 東京堂出版（2010.7） 

『戦後日本の大衆文化』総合展示第６室〈現代〉

の世界３ 

国立歴史民俗博物館・安田常雄編 東京堂出版 

 (2010.9) 

『縄文はいつから!?』  

国立歴史民俗博物館・小林謙一・工藤雄一郎編 

新泉社（2011.2） 

 

［博物館教育・活動］ 

『れきはくにいこうよ 2009 教育関連活動報告』 

国立歴史民俗博物館 編集・発行（2011.3) 

 

資料で酒を味わう－生産と消費から－ 
（歴史研究の最前線 Vol.13） 

 

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      齋藤 努 

●講演 

江戸の酒事情－酒屋の店舗図をよむ－ 岩淵令治 

〔コラム〕 酒史研究，とくに縄文時代の酒造に

ついて                         辻誠一郎 

●講演 

近代の酒造技術－東京市場をめぐる品質競争－ 

                  青木隆浩 

〔コラム〕 杜氏の「職人」イメージとその実態 

                  松田睦彦 

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 22 年度授業科目 

学位取得者一覧 
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岩淵令治・青木隆浩 編 

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

（2011.2） 
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