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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
用機関法人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，専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。
　2016年度は，研究報告６冊，展示図録４冊，資料図録０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などを
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，その一部につい
ては，館内外の共同研究者たちを編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行した（2016年度は３冊）。

広報連携センター　松木　武彦

３ 出版

［国立歴史民俗博物館研究報告］

第188集（2017.3）
［共同研究］
中世における儀礼テクストの綜合的研究
館蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』を中心として

共同研究の目的と経過 松尾　恒一
【第１部】論考編
中世仏教における儀礼テクストの総合的研究
 阿部　泰郎
歴博本『転法輪鈔』密教帖の世界 三好　俊徳
歴博本『転法輪鈔』「関白家修善」帖と松殿基房
 阿部　美香
高松院と澄憲 筒井　早苗
［資料紹介］真福寺蔵『中堂咒師作法』 松尾　恒一
敦煌本『仏教諸径雑緑喩因由記』の唱導 荒見　泰史
【第２部】資料編　国立歴史民俗博物館蔵『転法輪鈔』
翻刻と解題
［資料紹介］国立歴史民俗博物館蔵『転法輪鈔』解題
 牧野　淳司
表白一覧
各帖解題 牧野　淳司　他
翻刻
第一帖　牧野　淳司　第二帖　三好　俊徳・筒井　早苗
第三帖　阿部　美香　第四帖　阿部　美香・猪瀬　千尋・
三好　俊徳
異体字・難読文字一覧
索引

第202集（2017.3）
［共同研究］
柳田國男収集考古資料の研究

共同研究の目的 設楽　博己・工藤　雄一郎
【資料紹介】
柳田國男旧蔵考古遺物入手のいきさつと関連資料につい

て 簑原　泰彦
【調査研究活動報告】
柳田國男旧蔵考古資料の概要
工藤　雄一郎・設樂　博己・高瀬克範・熊木　俊朗・
福田　正宏・山田　康弘・大澤　正吾
鈴谷式土器とその年代
熊木　俊朗・福田　正宏・國木田　大
柳田國男旧蔵考古資料における石器の使用痕分析
 高瀬　克範
柳田國男の山人論と考古学 設樂　博己
鳥居龍蔵と柳田國男 山田　康弘
柳田民俗学の形成と考古研究 小池　淳一
『遠野物語』に見る柳田國男の考古学的関心
 黒田　篤史
柳田國男「明治三十九年樺太紀行」再読 佐藤　健二
博物学的関心の深化と人生の転機 和田　　健
【研究ノート】
『人類学雑誌』に見る柳田國男の関心 松田　陸彦
【調査研究活動報告】
柳田國男の著作・講演・対談における考古学関連箇所の
一覧表 林　　正之・大澤　正吾
柳田國男における考古学認識の変遷 林　　正之

第203集（2016.12）
［共同研究］
災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究

共同研究の経過と概要 樋口　雄彦
高分解能古気候データから始まる新しい災害史研究の方
向性 中塚　　武
水害にかかわる環境と初期農耕社会集落動態
 若林　邦彦
日本における災害の記録化と災害情報継承方法の変遷に
ついて 宮瀧　交二
幕末・明治の出版にみる災害表象
風景表現を中心に 大久保純一
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民俗学の災害論・試論
危険と豊饒：伝承事実が語る逆利用の論理
 関沢まゆみ
原発情報はどのように伝えられてきたのか
福島第一原子力発電所事故に至る道,またその後

小椋　純一
近世・近代移行期の治水行政と土木官僚
静岡藩水利路程掛とその周辺 樋口　雄彦

第204集（2017.2）
［共同研究］
元禄『堺大絵図』に示された堺の都市構造に関する
総合的研究

研究の概要 藤田　裕嗣
室町後期から織田権力期における堺の都市構造の変容
 藤本　誉博
「堺大絵図」に反映された堺の景観と都市機能
 藤田　裕嗣
元禄二年「堺大絵図」の町割と建築 髙屋麻里子
絵図にみる近世堺の浜開発 大澤　研一
【研究ノート】
近世初頭の都市における町人地の形態と内部構造
 松尾　信裕
江戸の沽券図について 岩淵　令治
【調査研究活動報告】
「堺大絵図」の修理・撮影・展示 小島　道裕

第205集（2017.3）
［共同研究］
民俗儀礼の変容に関する資料論的研究

共同研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」の経
過と概要 山田　慎也
近代日本の禁酒運動と禁酒法案からみた儀礼の中の酒
 青木　隆治
都市で死者はいかに扱われるべきか 土居　　浩
日本の精神医療における「病院収容化（施設化）」と「地
域で暮らすこと（脱施設化）」 浮ケ谷幸代
産屋習俗の終焉過程に関する民俗学的研究 板橋　春夫
水子供養にみる胎児観の変遷 鈴木由利子
「伝統」の希求と創出 小山　隆秀
［研究ノート］民俗学における婚姻研究の回顧と展望
 八木　　透
聖地と儀礼の「消費」 門田　岳久
折り込み広告と民俗 立石　尚之
告別式の平準化と作法書 山田　慎也
博物館資料にみる都市の人生儀礼 加藤　紫識
［研究ノート］「ひな祭り」のモノ資料からみる近代化
 松田香代子
民俗資料としての「審美の基準」へのアプローチ
 俵木　　悟

民俗儀礼の文芸資源化 小池　淳一
［研究ノート］戦後の在日華僑文化の一考察
 松尾　恒一
［調査研究活動報告］二〇一五年のエンコウ祭り
 常光　　徹

第206集（2017.3）

日本学童使節のイベント化とその政治的利用
 是澤　博昭
関東地方における最古級の石器群と狩猟具の展望
 白石　浩之
蒔絵万年筆資料のマルチアングル画像撮影ならびに
展開図作成のための技術開発 鈴木　卓治
［研究ノート］
細川幽斎『詠歌大概聞書』について 酒井　茂幸
近世・近代の木彫仏像に施された彩色の技法材料
 島津　美子・岡田　　靖
『直良信夫コレクション目録』の訂正ほか 春成　秀爾
【調査研究活動報告】
国立歴史民俗博物館総合展示第１室（原始・古代）の新
構築事業 渋谷　綾子・上　奈穂美
洛中洛外図屏風歴博乙本人物データベースの作成と課題
 森下　佳菜

［展示図録］

『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』 （2016.7）
『身体をめぐる商品史』　 （2016.12）
『台湾と日本－震災史とともにたどる近現代－』
（2017.1）
『デジタルで楽しむ歴史資料』 （2017.3）

［歴史系総合誌『歴博』］

第196号

［特集］高度経済成長と食生活の変化
　特集解説　高度経済成長と食生活の変化 関沢まゆみ
＜特集１＞高度成長期の料理番組 村瀬　敬子
＜特集２＞電気冷蔵庫の普及と広告 宮内　貴久
［コラム］お煮しめとサラダ 関沢まゆみ
＜特集３＞高度経済成長期における学校給食の発展
 赤松　利恵
＜特集４＞食の安全と危険の現代史　─日本社会に伝承
されている企業倫理：それこそが大事─ 新谷　尚紀
［コラム］「日本型食生活」の虚実 原山　浩介
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　江戸の食べ物屋ランキング 大久保純一
歴史けんきゅう便
　環境は歴史をどう動かしたか？　─共同研究「戦いと
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Ⅲ−３　出版

国家形成の環境的基盤」─ 松木　武彦
研究者紹介83
コンピュータで歴史や世界を見る・知る 後藤　　真
博物館展示のいま48　北海道博物館②
　平成27年４月リニューアルオープン！ 会田　理人
［書評］
藤尾慎一郎著『弥生時代の歴史』 馬場　悠男
［特集展示］
　杜若と菖蒲・花菖蒲　─意匠と文化 澤田　和人
歴博かわら版

第197号

［特集］巨大モニュメントと先史社会
　特集解説　巨大モニュメントと先史社会 松木　武彦
＜特集１＞日本列島の先史巨大モニュメント
　─古墳時代の人類史的意義─ 松木　武彦
［コラム］日本列島の古墳と朝鮮半島の古墳
 高田　貫太
＜特集２＞日欧墳丘墓くらべ 福永　伸哉
＜特集３＞北アメリカ先史時代におけるモニュメントと
社会 佐々木憲一
＜特集４＞巨大建造物は最初から巨大であったのか
　─アンデス・マヤ・西アジアからの視点─ 関　　雄二
［コラム］中国皇帝陵 上野　祥史
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　翳形埴輪　─冥界に旅立つ貴人─ 松木　武彦
歴史への招待状
　企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」
 日高　　薫
研究者紹介84
木の年輪から「時」を読み解く 箱崎　真隆
博物館展示のいま49　三重県総合博物館
　日々，成長する総合博物館をめざして 門口　実代
［展示批評］
「夷酋列像　蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」を
見て 菊池　勇夫
［特集展示］戦国の兜と旗 小島　道裕
歴博かわら版

第198号

［特集］日本列島社会の歴史とジェンダー
特集解説
歴史を描く必然としてのジェンダー 三上　喜孝
＜特集１＞縄文時代の性とジェンダー 松本　直子
＜特集２＞都と村をつないだ女丁
　─古代の宮廷における庶民女性の労働と歌─
 義江　明子
［コラム］落書きにジェンダーをよむ 三上　喜孝

＜特集３＞日本中世における武家の養子・婚姻戦略
 久留島典子
＜特集４＞遊女大安売　─幕末の新吉原遊廓─
 横山百合子
［コラム］演説文化とジェンダー 長　志珠絵
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　『隆房卿艶詞絵巻』に見える葦手
　　─王朝絵巻のかな文字絵─ 小倉　慈司
歴史への招待状
　企画展示「身体をめぐる商品史」 青木　隆浩
研究者紹介85
モノから探る学校の近代 樋浦　郷子
博物館展示のいま50　府中市郷土の森博物館
　27年目にして展示室再生！ 深澤　靖幸
［展示批評］万年筆のある暮らし 久野　俊彦
［特集展示］百貨店と近世の染織 澤田　和人
歴博かわら版

第199号

［特集］彩色の近代化
特集解説
彩色材料の素材からわかること 島津　美子
＜特集１＞近代化による色材の移り変わり 島津　美子
［コラム］錦絵の紫 大和あすか
＜特集２＞日本画における合成顔料の受容 荒井　　経
＜特集３＞近代化の波に翻弄された仏師たち 岡田　　靖
＜特集４＞彩色の近代化　近世の油彩画 武田　恵理
［コラム］近代油彩画の地塗り材料 中右恵理子
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　江戸の泰平の世から見る太平記の世界 江村　知子
歴史けんきゅう便56
　歴博が目指す新たな研究「総合資料学」とはどのよう
なものか 後藤　　真
歴史けんきゅう便57
　一枚摺の史料的可能性を求めて　─公募型共同研究
「近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究」
 神田　由築
博物館展示のいま51　群馬県立歴史博物館①
　いにしえの鼓動を感じる博物館 小池　浩平
［展示批評］
企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」
シーボルトの玉手箱 鈴木　廣之
歴博フォーラム紹介
　「金鈴塚古墳のかがやき」 上野　祥史
歴博かわら版

第200号

［特集］刀剣
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特集解説
刀剣の精神性 小瀬戸恵美
＜特集１＞古代刀の素材について 吉田　秀享
＜特集２＞隕鉄刀「天降剣」について

　九代目法華三郎信房
［コラム］五箇伝 小瀬戸恵美
＜特集３＞儀礼と刀剣　─餝剱を中心として─
 近藤　好和
＜特集４＞中世武士と刀剣 田中　大喜

［コラム］江戸の大衆文化と名刀 大久保純一
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　「うたたね草紙」が映す時代の現

リ ア ル

実
　　─描かれた石山寺と紫式部信仰─ 池田　　忍
歴史への招待状
　企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」 鈴木　卓治
歴博けんきゅう便58
『延喜式』ってなに！？
古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究
 小倉　慈司
博物館展示のいま52　群馬県立歴史博物館②
　新しい通史展示の目玉たち 簗瀬　大輔
［書評］
小島道裕著『洛中洛外図屏風　つくられた<京都>を読
み解く』 河内　将芳
［特集展示］台湾と日本
　─震災史とともにたどる近現代─ 荒川　章二
歴博かわら版

第201号

［特集］サウンド・アーカイブ
特集解説
音の歴史のために 内田　順子
＜特集１＞私たちと過去を結ぶもの 石塚　陽子
　─SPレコードのデジタルアーカイブ・歴史的音源
 （れきおん）─
＜特集２＞NHK所蔵ラジオ音源のデジタル配信
 岩崎　陽一
［コラム］NHKと日本民謡調査 島添貴美子
＜特集３＞サウンド・アーカイブの夢 金城　　厚
［コラム］歴博の民謡データベース 内田　順子
＜特集４＞再生装置を残すことの意義 ─蓄音機
 八日市屋典之
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　田中本『周易』（重文）のもう一つの顔
　　─白点調査中間報告─
 石井　行雄・近藤　浩之・髙田　宗平
歴史けんきゅう便59
　歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造

の創生に関する研究　─小袖屏風を対象として
 濱上　知樹・富井　尚志・澤田　和人
歴史けんきゅう便60
　「歴博映像フォーラム」と「歴博映画の会」の10年
 内田　順子
博物館展示のいま53
　島根県立八雲立つ風土記の丘 松本　岩雄
［展示批評］企画展示「身体をめぐる商品史」
　歴史学のフロンティアとしての「身体」 湯澤　規子
［特集展示］見世物大博覧会 川村　清志
歴博かわら版

［その他］

［総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の

共同利用基盤構築事業］

『〈総合資料学〉の挑戦　─異分野融合研究の最前線』
国立歴史民俗博物館編　吉川弘文館 （2017.3）

［日本関連在外資料調査研究・活用事業］

※歴博国際シンポジウム「第10回国際シーボルトコレク
ション会議2016 in Nagasaki」にて，予稿集を刊行して
いる。

［国際交流事業］

『戦争をめぐるパブリックヒストリー　─ドイツ・日本
　歴史博物館の対話─』
久留島浩ほか （2017.3）
※歴博国際シンポジウム「シーボルト・コレクションか
ら考える」及びミニ・シンポジウム「ドイツに残るシー
ボルトコレクションの魅力」にて，予稿集を刊行してい
る。

［歴博フォーラム］

『歴博フォーラム　縄文時代　─その枠組・文化・社会
をどのように捉えるか？─』
国立歴史民俗博物館・山田康弘編　吉川弘文館（2017.3）
『さらにわかった！縄文人の植物利用』
国立歴史民俗博物館・工藤雄一郎編　新泉社（2017.3）
『人と植物の文化史─くらしの植物苑がみせるもの─』
国立歴史民俗博物館・青木隆浩編　古今書院（2017.3）

（歴史研究の最前線　Vol.19）

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 坂本　　稔
●特集１（公開講演１）
南北長期の越前と室町幕府 田中　大喜
●特集２（公開講演２）
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越前の「領」にみる越前松平氏の領国支配構造
 長谷川裕子
講演者・執筆者の紹介
総合研究大学院大学日本歴史研究専攻について
総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻　
平成28年度授業科目
学位取得者一覧
田中大喜・長谷川裕子・村木二郎編
総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館（2017.3）

国立歴史民俗博物館研究叢書１
弥生時代って，どんな時代だったのか？（2017.3）

刊行のことば 久留島　浩
はしがき 藤尾慎一郎
序章　弥生時代像の再構築 藤尾慎一郎
第１章　縄文から弥生へ 山田　康弘
第２章　むら，まち，人口 松木　武彦
第３章　金属器との出会い 藤尾慎一郎
第４章　青銅器のまつり 吉田　　広
第５章　弥生時代の北の隣人
─続縄文文化─ 高瀬　克範
コラム　弥生時代と貝塚後期文化 藤尾慎一郎
第６章　弥生時代から古墳文化へ
─時代を越えた鏡の視点─ 上野　祥史

国立歴史民俗博物館研究叢書２
民俗学が読み解く葬儀と墓の変化（2017.3）

刊行のことば 久留島　浩
はしがき 関沢まゆみ
序章　民俗学が読み解くとは 関沢まゆみ
第１章　葬儀と墓の構造的変化の50年 関沢まゆみ
第２章　葬儀と墓の民俗と歴史（葬儀の変遷史）
－民俗伝承と歴史記録から読み解く－ 新谷　尚紀
第３章　南西諸島における葬送・洗骨・墓参の変化
 武井　基晃




