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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，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。 

 2012年度は，研究報告４冊，展示図録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（2012年

度は３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（2012年度は１冊）。 

広報担当 鈴木卓治・山田康弘   

 

 

［国立歴史民俗博物館研究報告］ 
 

第 175集（2013.1） 

鎌倉中期の京・鎌倉における漢籍受容者群 

 福島金治 

八世紀の寺院による土地領有と国家 三河雅弘 

腰飾り・抜歯と氏族・双分組織 春成秀爾 

古墳時代の首長 広瀬和雄 

［研究ノート］ 

霊元天皇と三条西実教 野村 玄 

縄文土器製作に関する予備的実験 

小林謙一・坂本稔・村田六郎太・加曽利貝塚土器

づくり同好会 

［資料紹介］ 

曼殊院門跡所蔵『論語総略』影印・翻印 

 髙田宗平 

 

第 176集（2012.12） 
［共同研究］ 
歴史資料研究における年代測定の活用法に関す
る総合的研究 
［共同研究］ 
デジタル化された博物館資料に関する情報記述
法の研究 

［共同研究］歴史資料研究における年代測定の活

用法に関する総合的研究 

共同研究の概要と経過 坂本 稔 

日本先史・古代竪穴住居の構築材の年代測定によ

る住居構築年の検討 小林謙一 

歴史的建造物由来ヒノキ材の年代判定 
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横山操・伊東隆夫・川井秀一・尾嵜大真・坂本稔・

今村峯雄・光谷拓実・窪寺茂・濵島正士 

放射性炭素年代測定法を用いた中近世建築遺構の

年代判定 

 中尾七重・渡辺洋子・坂本稔・今村峯雄 

本願寺御影堂門の建築部材における 14Ｃ年代測

定 

 横山操・杉山淳司・川井秀一・坂本稔 

炭素 14年代法による茨城県牛久市観音寺の年代 

坂本稔・今村峯雄・一色史彦・若狭幸・松崎浩之 

伝円珍筆三井寺切の放射性炭素年代と紙背『文選

注』断簡の書写年代 

 小田寛貴・安裕明・池田和臣・坂本稔 

［調査研究活動報告］ 

中世・近世料紙の年代研究についての調査報告 

 井原今朝男 

［研究ノート］ 

福岡市鴻臚館跡出土木橋の年代について 

 今村峯雄・大庭康時 

表計算ソフトによる炭素 14 年代較正プログラム

RHC バージョン 4 坂本 稔 

［共同研究］デジタル化された博物館資料に関す

る情報記述法の研究 

共同研究の経緯と成果 安達文夫 

博物館におけるデジタル資料情報の記述法 

 安達文夫 

転写資料記述のための概念モデルの設計について 

 鈴木卓治 

転写資料記述のための概念モデルの特徴と課題 

 宇陀則彦・山田太造・村田良二・山本泰則 

転写資料記述法の歴史民俗研究への適用から見た

評価 

仁藤敦史・高橋一樹・大久保純一・村木二郎・内

田順子・安達文夫 

 

第 177集（2012.11） 
［共同研究］ 
歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適
用に関する研究 

共同研究の経過と概要 齋藤 努 

波長選択的像形成による歴史資料の画像解析に関

する基礎検討 宮田公佳 

中央アジア・バーミヤーン仏教壁画の分析（１） 

 谷口陽子 

中央アジア・バーミヤーン仏教壁画の分析（２） 

 谷口陽子 

高濃度のヒ素を含む古代の鉄関連資料の事例 

 高塚秀治・永嶋正春・坂本稔・齋藤努 

刀匠が継承する伝統技術の自然科学的調査 

 齋藤努・坂本稔・高塚秀治 

大鍛冶の炉内反応に関する検証と実験的再現 

 齋藤努・坂本稔・高塚秀治 

 

第 178集（2013.3） 
開館 30周年記念論文集Ⅰ 

 

開館 30周年記念論文集刊行の辞 平川 南 

土器出現の年代と古環境 工藤雄一郎 

縄文時代における部分骨合葬 山田康弘 

弥生文化の輪郭 藤尾慎一郎 

古墳出土龍文透彫製品の分類と編年 高田貫太 

山城・蛇塚古墳をめぐる二，三の問題 広瀬和雄 

日本古代における王宮構造の変遷 林部 均 

「戦後民俗学の認識論批判」と比較研究法の可能

性 関沢まゆみ 

超高精細画像自在閲覧方式の利用記録による評価 

 安達文夫・鈴木卓治・徳永幸生 

七世紀後半における公民制の形成過程 仁藤敦史 

古代の郡家と里・郷 平川 南 

室町・戦国期の天皇裁判権とふたつの官僚制 

 井原今朝男 

『洛中洛外図屏風』歴博甲本にみえる内裏とその

行事 近藤好和 
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「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程 小倉慈司 

［別冊］ 

玉井哲雄先生を送る 坂本 稔 

玉井哲雄年譜・業績目録 

永嶋正春先生を送る 齋藤 努 

永嶋正春年譜・業績目録 

西本豊弘先生を送る 山田康弘 

西本豊弘年譜・業績目録 

広瀬和雄先生を送る 上野祥史 

広瀬和雄年譜・業績目録 

 

［展示図録］ 

『楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─』 

 （2012.7） 

『佐倉順天堂─近代医学の発祥地─』 

 （2012.8） 

『行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─』 

 （2012.10） 

『特集展示─人間文化研究機構連携展示 

 東日本大震災と気仙沼の生活文化 

   （図録と活動報告）』 （2013.3） 

 

［資料図録］ 

国立歴史民俗博物館館蔵資料図録９ 

『野村コレクション 服飾Ⅰ』（2013.3） 

 

［歴史系総合誌『歴博』］ 

 

第 172号 

特集解説 

［特集］歴史・民俗にみる「老人」たち 

 歴史学・民俗学・考古学などは 

 どのような視点で「老い」を見つめてきたのか 

 山田康弘 

［特集］ 

考古学からみた「老人たち」─縄文時代の例を中

心に─ 山田康弘 

民俗学からみる老人─米と長寿─ 関沢まゆみ 

老人が排除される日─ヴァヌアツにみるふたつの

「老人問題」─ 福井栄二郎 

江戸時代の老い 松本純子 

［コラム］古病理学からみた老人と病気 

 谷畑美帆 

［コラム］北斎と老境 大久保純一 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 第４展示室 新構築に向けて 

 カツオ一本釣り用疑似鉤 松田睦彦 

歴博けんきゅう便 第 43回 

 第八〇回歴博フォーラム 

 「地域開発と文化資料」 青木隆浩 

シリーズ歴博三〇周年① 

 歴博三〇周年を迎えて 平川南 

［書評］ 

藤尾慎一郎 著『＜新＞弥生時代 歴史文化ライブ

ラリー 三二九』 （評者）石川日出志 

［自著紹介］ 

 西谷大 著『他民族の住む谷間の民族誌』 

 山田康弘 著『生と死の考古学』 

〔展示批評〕 

企画展示「風景の記録─写真資料を考える─」 

 中西僚太郎 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

第 173号 

特集解説 

［特集］共同研究 歴史表象の形成と消費文化 

歴史表象の形成と消費文化 岩淵令治 

 現代家族の変容と消費文化 青木隆浩 

 三越の通信販売と社会 満薗勇 

 民芸運動と産地─佐久間藤太郎と益子─ 

 濱田琢司 
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［コラム］鏡餅の行方 山田慎也 

［コラム］百貨店の流行発信 藤岡里圭 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 民俗としての巻物─祭り・儀礼とのかかわりか

ら 小池淳一 

歴史への招待状［企画展示］ 

「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」 

 日高薫 

シリーズ歴博三〇周年② 研究者紹介 60 

 遺跡から歴史をひも解く 

─発掘調査による土地の変遷を求めて─ 

 岡田茂弘 

博物館展示のいま 26 

 豪商の館 田中本家博物館 

 このすばらしい文化を残したくて 田中和仁 

〔展示批評〕 

企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」 

 大塚活美 

［特集展示］雅楽を伝える─南部楽人辻家資料─ 

 遠藤 徹 

歴博かわら版 

 

第 174号 

特集解説 

［特集］染織コレクションの形成 

コレクション自体が歴史を物語る 澤田和人 

呉服商・百貨店の染織品コレクションについて─

千總・丸紅・松坂屋コレクション 林智子 

私立美術館の能装束コレクション─能を愛した実

業家たち 正田夏子 

発信するコレクション─吉川観方コレクションの

形成と活用状況から 飯島礼子 

野村正治郎衣裳コレクション─古美術商によるコ

レクション 澤田和人 

［コラム］教育のためのコレクション─文化学園

服飾博物館コレクション 村上佳代 

［コラム］岡田三郎助の染織品コレクション 

 水上嘉代子 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

第４展示室 新構築に向けて 

ヤクスギ工芸品 

 柴崎茂光 

歴史への招待状 企画展示「行列にみる近世─武

士と異国と祭礼と─」 久留島浩 

シリーズ歴博三〇周年③ 研究者紹介 61 

 歴博創設期の思い出 白石太一郎 

博物館展示のいま 27 

 金沢能楽美術館 世界で唯一の能楽専門美術館 

 山内麻衣子 

［書評］ 

 工藤雄一郎著『旧石器・縄文時代の環境文化史』

 春成秀爾 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

第 175号 

特集解説 

［特集］沖縄 自然・開発・イメージ 

 「沖縄イメージ」の向こう側 内田順子 

琉球弧の宝庫・西表島─自然と開発との相克 

 三木健 

戦跡の文化財指定を考える─沖縄県南風原町の取

り組み 吉浜忍 

近現代沖縄におけるポピュラー音楽の展開 

 久万田晋 

沖縄イメージの形成と展開 多田治 

［コラム］生きて在るとすれば 記憶語りの余白

 重信幸彦 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 第４展示室 新構築に向けて 

壺屋焼関連資料の収集と展示について 

 青木隆浩 
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歴博けんきゅう便 第 44回 

 東日本大震災への取り組み 平川南 

シリーズ歴博三〇周年④ 研究者紹介 62 

 小さな世界の歴史から─歴博開館前後から現況

まで 塚本学 

博物館展示のいま 28 

 高槻市立今城塚古代歴史館 

 大王墓の迫力を体感 森田克行 

展示批評 

 企画展示「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君

主の楽─」 齋藤望 

 特集展示「元禄の堺大絵図─巨大都市図を歩く

─」 藤田裕嗣 

歴博かわら版 

 

第 176号 

特集解説 

［特集］列島の民俗文化 第４展示室新構築 

 使命としての展示更新 松田睦彦 

［特集］列島の民俗文化 第４展示室新構築 

総合展示 第４展示室 

「列島の民俗文化」の射程 小池淳一 

 土産物の民俗文化 川村清志 

 白神山地がもつ多様な価値 柴崎茂光 

 めぐる時間と祭り 松尾恒一 

 妖怪の世界 常光徹 

 人生儀礼と民俗─移動式神前結婚式の成立とそ

の後 山田慎也 

〈職〉からみる民俗 小池淳一 

 海・山・里のなりわいと技 松田睦彦 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

第４展示室 新構築に向けて 

だるま 

 丸山泰明 

歴博けんきゅう便 第 45回 

 考古学と人類学のコラボレーションによる縄文

社会の総合的研究 山田康弘 

シリーズ歴博三〇周年⑤ 研究者紹介 63 

 国立歴史民俗博物館での新しい経験 

 福田アジオ 

博物館展示のいま 29 

 江東区深川江戸資料館 開館二七年目の江戸・

深川の町並み展示から 高塚さより 

［書評］平川南 著 『東北「海道」の古代史』 

 寺崎保広 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

第 177号 

特集解説 

［特集］木戸家資料から広がる歴史像 

 今後の資料活用の誘い水に 樋口雄彦 

 桂小五郎と砲術 樋口雄彦 

 木戸孝正の皇孫御養育─迪宮・淳宮と過ごした

三三五日間─ 岩壁義光 

 木戸幸一と学習院 長佐古美奈子 

 東京裁判における木戸幸一の弁護方針と獄中書

簡 小田部雄次 

［コラム］木戸孝正の遺言 山田慎也 

［コラム］ダルマの錦絵 大久保純一 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 第４展示室 新構築に向けて 

 現代のアイヌアートの収集と展示 

 内田順子 

歴博けんきゅう便 第 46回 

 第八六回歴博フォーラム 

 「ここまでわかった縄文人の植物利用」 

 工藤雄一郎 

シリーズ歴博三〇周年⑥ 研究者紹介 64 

企画展示，資料収集そして研究 濱島正士 

［書評］ 

 仁藤敦史著『古代王権と支配構造』 森公章 
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［自著紹介］ 

 樋口雄彦 著『第十六代徳川家達』 

 『敗者の日本史 17 箱館戦争と榎本武揚』 

［歴史批評］企画展示 

 「行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─」 

 横田冬彦 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

 

［その他］ 

［研究集会・シンポジウム］ 

国際シンポジウム 

『アジアからみる日本都市史』 

国立歴史民俗博物館・玉井哲雄編 山川出版社

（2013.3） 

 

［歴博フォーラム］ 

民俗展示の新構築『地域開発と文化資源』 

国立歴史民俗博物館・青木隆浩編 岩田書院

（2013.2） 

民俗展示の新構築『近代化のなかの誕生と死』 

国立歴史民俗博物館・山田慎也編 岩田書院

（2013.3） 

『祇園大塚山古墳と５世紀という時代』 

国立歴史民俗博物館・上野祥史編 六一書房

（2013.3） 

 

今，なぜフィールドワークなのか 
（歴史研究の最前線 Vol.15） 

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 仁藤敦史 

●特集１（夏季説明会講演１） 

生と死の考古学─縄文時代の死生観─ 山田康弘 
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