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Ⅶ 教員の研究・調査活動

【凡例】
●基礎情報

①氏名（family name，first name）②所属・職名・役職・併任　③生年（任意）　④学歴・職歴　⑤最終学位　
⑥専門分野　⑦主な研究テーマ　⑧所属学会　⑨研究目的・研究状況・メールアドレス（任意）
●主要業績（研究者になってこれまで行ってきた自身の研究の代表的なもの）

・　著書（単著・共著・編著・監修）
・　論文
・　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
・　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
・　学会・外部研究会発表
・　総研大リーフレット
・　その他
●平成28年度の研究教育活動（成果を出す以前の研究・調査途中のものも含む）

一　研究業績（公開，発表，刊行済みのもの）

　１　著書（単著・共著・編著・監修）
　２　論文（査読あり，なしを明記）
　３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　５　学会・外部研究会発表
　６　総研大リーフレット
　７　その他（歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース，『本郷』など）
二　主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等）

　１　主な共同研究等参加状況（歴博や機構の運営交付金による共同・連携研究）
　　　①　歴博（基幹・基盤・開発型，国内交流事業）
　　　②　他の機関
　　　③　機構（基幹研究プロジェクト）
　２　外部資金による研究（科学研究費などの外部資金，各種補助金による研究，企業・自体体による研究）
　３　国際交流事業（国際交流協定にもとづく事業，国際シンポジウム・集会など）
　４　主な展示・資料活動（展示・資料・ＤＢなど）
　５　 教育（総研大シンポ，大学院セミナー担当，大学非常勤講師，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動，

教育プログラムなど）
三　社会活動等

　１　館外における各種委員（学会，学術会議，文化庁・学振・自治体審議委員など）
　２　講演・カルチャーセンターなど（友の会も含む）
　３　マスコミ（テレビ，ラジオ，新聞，雑誌など）
　４　社会連携（国内）
　　　①　刊行物（自治体など地方公共団体刊行のもの：市史，発掘調査報告書など）
　　　②　共同研究（自治体からの委託研究や産業会との共同研究）
　　　③　講演会・シンポジウム（自治体など地方公共団体主催のもの）
　　　④　デジタル・コンテンツ開発（自治体の経費で開発したもの）
　５　国際連携（日本国内で行われたものも含む）
　　　①　JICA
　　　②　国際交流基金
　　　③　その他
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四　活動報告　＊任意

　１　受賞歴
　２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの（第四期の会，30年史編集委員会など）
　３　その他（研究の目的，意義など）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

久留島　浩　KURUSHIMA Hiroshi　館長（2014.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2004～），生年：1954

【学歴】東京大学文学部第二類（国史学）国史学科（1977年卒業），東京大学大学院人文科学研究科国史学専門課
程修士課程（1980年修了），東京大学大学院人文科学研究科国史学専門課程博士課程（1983年単位取得退学）
【職歴】東京大学文学部助手（1983），千葉大学教育学部講師（1985），千葉大学教育学部助教授（1987），国立歴
史民俗博物館歴史研究部助教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（1999），
国立歴史民俗博物館歴史研究部教授（2003），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2003），
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2004），国立大学法人総合研究大学院大
学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2004～），歴史資料センター長併任（2006～2007），博物館資源セン
ター長併任（2007～2009），副館長（館外担当）併任（2010～2012）
【学位】文学博士（東京大学・2002年取得）【専門分野】日本近世史【主な研究テーマ】日本近世後期の地域社会
の歴史的性格についての研究，近世社会における儀式・儀礼・祭礼の研究，歴史系博物館の教育プログラムに関す
る研究【所属学会】歴史学研究会，史学会，日本史研究会，地方史研究会【メールアドレス】kurushima@
rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．【編著】久留島浩編『シリーズ近世の身分的周縁５　支配をささえる人々』272頁，吉川弘文館，2000年９月
２．【単著】久留島浩著『近世幕領の行政と組合村』416頁，東京大学出版会，2002年８月
３．【編著】久留島浩編『描かれた行列　武士・異国・祭礼』392頁，東京大学出版会，2015年10月
４． 【企画展示】平成24年度国立歴史民俗博物館企画展『行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─』2012年10月～

12月
５． 【学会・外部研究会報告】国際シンポジウム　久留島浩「国立歴史民俗博物館における博物館教育の試み」（歴

博国際シンポジウム『歴史展示を考える─民族・戦争・教育』354頁　※同名の報告書刊行：UM BOOKS，
2004年12月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　共著「総合資料学の創成にむけて」，国立歴史民俗博物館編『〈総合資料学〉の挑戦─異分野融合研究の最前線』，
吉川弘文館，pp.7-12，2017年３月10日
　共著「「日独修好150年の歴史」の展示で考えたこと─負の歴史を展示すると言うこと─」，『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─』，国立歴史民俗博物館，pp.24-47，2017年３月24日
５　学会・外部研究会発表
　「Reflecting on the Exhibition “150 Years of Friendship Between Germany and Japan”: Issues in Presenting 
Chapters of Japanese History「独日交流150年の歴史」の展示で考えたこと─負の歴史を展示するということ─」
ドイツ歴史博物館，2016年６月１日
　「シーボルトコレクション会議の意義とシーボルトコレクションの魅力」，第10回国際シーボルトコレクション
会議2016 in Nagasaki，長崎歴史文化博物館，長崎ブリックホール，2016年10月22日
　「博物館における歴史展示の可能性─歴史的共感能力を鍛えるために」，第16回日韓歴史家会議，都市センター
ホテル，2016年11月５日
７　その他
　「考古，歴史，民俗学の成果から新たな日本の歴史と文化を読み解く」，（総合誌『地域人』８，大正大学出版会，
pp.22-25，2016年５月１日）
　「十八世紀の村をながめる」「近世の村の自画像」「近世の村の特徴」杉森哲也編『大学の日本史　３．近世─教
養から考える歴史へ』，山川出版社，pp.213-241，2016年４月
　「地域歴史文化大学フォーラム～地域歴史文化継承における大学と研究機関の役割」総括，神戸大学文学部（共
催　国立歴史民俗博物館），2016年11月12日

くるしま



240

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博
②　他の機関

東京大学史料編纂所「ヴァチカン図書館所蔵マリオ・マレガ氏蒐集史料の総合的研究」（研究代表者：松井
洋子）特定共同研究研究員，2016～2018年度

③　機構
２　外部資金による研究

科学研究費基盤S「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立─東日本大震災を踏まえて─」（研究代表：神
戸大学　奥村弘）研究分担者，2014～2018年度
科学研究費基盤B「儒教的民本主義と国民国家建設─東アジアの政治文化史的比較」（研究代表：千葉大学　
趙景達）研究分担者，2014～2017年度
科学研究費基盤C「北海道移住者と先住社会との関係史的研究─明治初期の有珠・幌別・室蘭・白老の比較史」
（研究代表:早稲田大学　檜皮瑞樹）研究分担者，2015～2017年度
科学研究費基盤C「明治初年武家の北海道移住に関するアーカイブズの復元的研究」（研究代表：国文学研究
資料館　三野行徳）研究分担者，2016～2018年度

５　教育
総研大，基礎演習Ⅰ・Ⅱ
「歴博を100倍楽しむ方法─展示で「歴史」を見る楽しみ─　近世展示（17世紀～19世紀）を中心に」，千葉大
学文学部人文学科歴史学コース・教育学部社会科教育分野，2016年５月21日
「現地の古文書調査から学んだこと」，（『たのしい学校／中学校教育フォーラム』，大日本図書，2017年１月５日）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
千葉市史編集委員，港区新郷土資料館開設準備委員会委員，日本銀行金融研究所幣博物館諮問委員，江戸東京
博物館運営委員会委員，日本郵便郵便切手アドバイザリーグループ委員，同「日本の城シリーズ切手」の監修
者，八千代市立郷土博物館協議会委員，水木十五堂賞選考委員会委員，佐倉市総合計画審議会委員，鎌ケ谷市
国史跡下総小金中野牧跡整備基本設計検討委員会委員，佐賀大学研究センター評価委員，味の素食の文化セン
ター評議員，千葉県立佐倉高等学校SSH運営指導委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「武士とは何か　『武士』から江戸時代を考える」，明治大学，2016年５月10日
「牧をめぐる人びと─牧士と野付き村々の人びと─」，臼井市文化財講演会，白井市文化会館，2016年６月25
日
「博物館における歴史展示の可能性－国立歴史民俗博物館における「在日」展示を事例として」，在日韓人歴
史資料館土曜セミナー100回記念開館11周年記念シンポジウム，在日韓人歴史資料館，2016年12月３日
「『町人たちの祭り』から江戸時代を考える」，国立歴史民俗博物館友の会　館長特別講演会，国立歴史民俗博
物館，2017年１月７日

３　マスコミ
「名城三都物語　下　─江戸」，（日本経済新聞，2016年４月３日）
「歴史文化遺産と向き合う」，（千葉日報，ちばオピニオン，2017年２月５日）
「伊勢参りに関する展示解説」，（三重テレビ，ええじゃないか。，2017年２月９日）

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「江戸の町を歩いてみよう─画像史料の楽しみ方＝博物館の楽しみ方─」，平成28年度印旛地区公立高等学校
PTA合同研修会，国立歴史民俗博物館，2016年12月２日
「「房総の牧を考える」─その魅力の発信と日本遺産申請をめざして─」，酒々井町フォーラム，プリミエール
酒々井，2017年２月５日
「近世社会の特質について─今，近世社会からどのようなことを学ぶことができるか？─」，佐倉市・歴博連
携協定締結１周年記念講演，国立歴史民俗博物館，2017年３月５日
「Introducing the National Museum of Japanese History」：opportunities for research and collaboration, ダー
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

ラム大学日本学講座，イギリス・ダーラム大学，2017年３月15日

四　活動報告

［研究部］（50音順）

青木　隆浩　AOKI Takahiro　准教授（2008.10～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2010～）

【学歴】法政大学文学部地理学科（1993年卒業），明治大学大学院文学研究科地理学専攻博士前期課程（1996年修了），
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士後期課程（2000年修了）
【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（2002），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物
館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同
利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2008），総合研究大学院大学文化科学研究科日
本歴史研究専攻准教授併任（2010）
【学位】学術博士（東京大学）（2000年取得）【専門分野】地理学，民俗学【主な研究テーマ】酒，商家，社会規範
【所属学会】日本民俗学会，社会経済史学会，経営史学会，日本地理学会，東京地学協会，人文地理学会，歴史地
理学会，環境科学会，酒史学会【研究目的・研究状況】主要な関心は，近現代の清酒製造業を事例として，中小零
細企業の多い伝統的な産業が長く経営を維持してきた要因を，商家の組織や，技術継承の方法，組合や品評会，戦
時統制といった政策の影響といった複合的な要因から明らかにすることである。また，近代の禁酒運動や未成年者
喫煙禁止法をおもな対象として，社会規範の形成過程を追いかけている。他にも，近年は観光化を目的とした景観
保護が，地域の生活や文化にどのような影響を与えているか，近代以降に人々の衛生観や身体観がどのように変化
したかといった研究テーマに取り組んでいる。

●主要業績

１． 【論文】「身体化する規範─近代の禁煙・禁酒と未成年」（岩本通弥編『現代民俗誌の地平３　記憶』朝倉書店，
pp.115–138，2003年10月）

２．【著書】青木隆浩『近代酒造業の地域的展開』258＋９頁，吉川弘文館，2003年12月
３．【概説書】国立歴史民俗博物館＋青木隆浩編『地域開発と文化資源』185頁，岩田書院，2013年２月
４． 【研究報告特集号】青木隆浩編著『地域開発における文化の保存と利用』国立歴史民俗博物館研究報告第193集，

303頁，2015年２月
５．【映像】青木隆浩監督「平成の酒造り」製造編88分，継承・革新編88分，毎日映画社編集協力，2010年３月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
国立歴史民俗博物館・青木隆浩編『人と植物の文化史─くらしの植物苑がみせるもの─』古今書院，180頁，
2017年３月

２　論文
「近代日本の禁酒運動からみた儀礼の中の酒」，山田慎也編『国立歴史民俗博物館研究報告』第205集，pp.7-
35，2017年３月（査読有）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
編著：企画展示図録『身体をめぐる商品史』国立歴史民俗博物館編，125頁，2017年２月１日
特別寄稿「近現代の埼玉県における酒造業」，さいたま市立博物館企画展示，図録『さいたまの酒造り』，pp.3-
6，2017年３月

５　学会・外部研究会発表
「栃木県下野杜氏の誕生」，現代風俗研究会，明治大学，2016年６月４日

７　その他

あおき
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「御園白粉」，『日本歴史』822，吉川弘文館，2016年11月１日
「企画展示『身体をめぐる商品史』」，『総合誌歴博』vol.198，pp.24～25，2016年９月
「身体観の変遷振り返る」，『千葉日報』11面，2016年11月６日
「時代色映し出す化粧品」，『千葉日報』10面，2016年11月26日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「歴史にみる人と自然の関係史」（研究代表者：原 正利）共同研究員，2014～2016年度
基盤研究「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構築」（研
究代表者：内田順子）　共同研究員，2016～2018年度

４　主な展示・資料活動
企画展示「身体をめぐる商品史」展示代表者，2016年10月18日～12月18日開催
特別企画「季節の伝統植物」展示代表者
企画展示「ニッポンおみやげ博物誌」（展示代表者：川村清志）副代表
館蔵資料コンディション調査統括

５　教育
法政大学文学部地理学科非常勤講師（「歴史地理学（２）」担当）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
歴史地理学会『歴史地理学』編集委員

２　講演・カルチャーセンターなど
岩淵令治・青木隆浩，「身体をめぐる商品史─学問と企業の役割─」，歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2016
年11月12日
「白川郷の合掌造り民家」歴博映画の会，国立歴史民俗博物館，2017年２月４日
「近現代の埼玉県における酒造業」，さいたま市立博物館　企画展示「さいたまの酒造り」関連講座，2017年
３月25日

四　活動報告

青山　宏夫　AOYAMA Hiro’o　副館長（2014～），教授（2008～）
併任：総合研究大学院大学日本歴史研究専攻教授（2008～）

【学歴】京都大学文学部史学科（1980年卒業），京都大学大学院文学研究科修士課程地理学専攻（1983年修了），京
都大学大学院文学研究科博士後期課程地理学専攻（1983年中退）
【職歴】東京都立大学理学部助手（1983～1987），新潟大学人文学部講師（1988～1989），新潟大学人文学部助教授
（1990～1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1998～2003），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴
史研究専攻助教授併任（1999～2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授
（2004～2006），国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2004～2006），大
学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），国立大学法人総合研究大学院大
学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博
物館研究部教授（2008～），国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008～），
研究推進センター長併任（2009～2010），副館長・研究総主幹併任（2011～2012）
【学位】京都大学博士（文学）（2006年取得）【専門分野】歴史地理学【主な研究テーマ】中世日本における景観の
歴史地理学的研究，地理的知識の形成と変遷に関する地図史的研究【所属学会】人文地理学会，日本地理学会，歴
史地理学会，史学研究会
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

●主要業績

１．【単著】『前近代地図の空間と知』校倉書房，口絵４p＋426p，2007年３月
２． 【単著】『日本海とその周辺諸地域の地理的知識の形成と日本海の呼称に関する研究』新潟大学，142p，1997

年３月
３．【共編著】『風景の記録─写真資料を考える─』国立歴史民俗博物館，155p，2011年11月
４． 【編著】『オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料─ライデン・ミュンヘン・ブランデンシュタイ

ン城を中心に─』国立歴史民俗博物館，97p，2016年３月
５． 【単著】「平安京西郊桂川の河道変化と耕地開発─葛野郡班田図から松尾社境内図まで─」（金田章裕編『平安

京─京都　都市図と都市構造』京都大学学術出版会），ppⅸ＋41-57，2007年２月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
‘The Impact of Ricci’s World Maps on the Edo period of Japan’，“Reimagining the Globe and Cultural 
Exchange: From the World Maps of Ricci and Verbiest to Google Earth”，pp.112-115， University of San 
Francisco， April 22， 2016
 「博物館資料を多角的に読む─風景写真を事例に─」（『〈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，pp.120-135，2017年３月10日）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
「シーボルトに渡った伊能日本図」，企画展示図録『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』，青幻舎，pp.42-
43，2016年７月21日
「The Ino Map of Japan Acquired by Siebold」，企画展示図録『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』，青
幻舎，p.228，2016年７月21日

５　学会・外部研究会発表
‘The Impact of Ricci’s World Maps on the Edo period of Japan’，An international symposium “Reimagining 
the Globe and Cultural Exchange: From the World Maps of Ricci and Verbiest to Google Earth”，
University of San Francisco，April 23，2016
「日本海という呼称の成立と展開」，日本学術会議地球惑星科学委員会，2016年５月16日
「高橋景保からシーボルトに渡った伊能日本図の確定」，第59回歴史地理学会大会，城西大学，2016年６月５
日（『歴史地理学』281，pp.34-35，2016）
「原本と写本の直接的関係を確定できる坤輿万国全図」，2016年人文地理学会大会，京都大学，2016年11月13
日（『2016年人文地理学会大会研究発表要旨』，pp.110-111，2016）
「シーボルトが手に入れた伊能日本図とは何か」，企画展示関連報告会，長崎歴史文化博物館，2017年２月25
日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基幹研究「北と南からみた古代の列島社会─列島諸地域の交流・形成と環境変動」2016年度～
展示プロジェクト「シーボルトの見せたかった日本」

③　機構
基幹研究プロジェクト「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」2016年度～

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究（C）「坤輿万国全図と国民的教養の基盤形成」（研究代表者）

３　国際交流事業
「シーボルト事件と伊能日本図」，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」，国立歴史
民俗博物館，2016年７月30日

４　主な展示・資料活動
国立歴史民俗博物館総合展示第２室「東国と西国」「民衆の生活と文化」「大航海時代の中の日本」展示担当者
国立歴史民俗博物館総合展示第３室「近世日本へのアプローチ」「絵図・地図にみる近世」展示担当者

あおやま
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国立歴史民俗博物館国際企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」展示プロジェクト委員
５　教育

高崎経済大学地域政策学部非常勤講師「博物館資料論」
総合研究大学院大学「歴史環境論」「画像資料論」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
歴史地理学会常任委員・評議員，史学研究会評議員

２　講演・カルチャーセンターなど
「地図史における伊能図─行基図からシーボルトまで─」，専修大学文学部創立50周年記念講演会，専修大学，
2016年８月６日
「シーボルトのコレクションと地図」，えどはくカルチャー，江戸東京博物館，2016年10月12日

３　マスコミ
「文化的水準の高さ示す　幕末代表する世界地図」，千葉日報，千葉日報社，2016年８月12日

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

歴史地理学会第243例会の開催（『歴史地理学』282号，pp.46-47，2016）

四　活動報告

荒川　章二　ARAKAWA Shoji　教授（2013～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2014～）

【学歴】早稲田大学第一文学部（1976年卒業），立教大学大学院文学研究科修士課程（1978年修了），一橋大学大学
院社会学研究科博士課程（1983年単位取得退学）
【職歴】日本学術振興会奨励研究員（1984年度），法政大学大原社会問題研究所嘱託・兼任研究員（1985～1987年度），
静岡大学教育学部助教授（1988年４月），静岡大学情報学部教授（1995年10月），大学共同利用機関法人人間文化研
究機構国立歴史民俗博物館客員教授（2004～2007年度），静岡大学情報学部副学部長（2008～2009年度），静岡大学
情報学部学部長（2010～2012年度），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2013
年４月），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2014年４月），早稲田大学文学学術院非
常勤講師（2014～2016年度）
【学位】文学修士（立教大学）【専門分野】日本近現代史【主な研究テーマ】近代日本の軍隊と地域関係史，戦後
日本社会史【所属学会】歴史学研究会，日本史研究会，歴史科学協議会，同時代史学会【研究目的・研究状況】軍
隊と地域関係史の研究では，編著『地域の中の軍隊２　関東　軍都としての帝都』（吉川弘文館）を2014年度に刊行，
2015年度に同シリーズの第８巻『日本の軍隊を知る』（編者の一人）を刊行した。戦後研究では，2015年度に「1968
年」をテーマとする共同研究，企画展示プロジェクトを組織した。

●主要業績

１．【単著】『軍隊と地域』青木書店，358頁，2001年７月
２．【単著】『軍用地と都市・民衆』（日本史リブレット95）山川出版社，107頁，2007年10月
３．【単著】『全集日本の歴史16　豊かさへの渇望』小学館，382頁，2009年３月
４．【編著】『地域の中の軍隊２　関東　軍都としての帝都』吉川弘文館，201頁，2015年２月
５． 【論文】「地域のなかの一九六八年」（安田常雄編『シリーズ戦後日本社会の歴史　３』岩波書店，pp.226–

257，2012年12月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
共編著：『戸田村史』戸田村史編纂委員会，723頁，沼津市，pp.253-703，2016年３月31日（査読有）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

編著（編集責任者）：『山口県史史料編現代５（政治社会編）』山口県史編纂委員会，1018頁，山口県，2017年
３月30日（査読有）
＊直接担当：第１編第１章第１～３節，第２編第１章第１～３節，第３編第１章第１～２節，第４編第１章第
１～２節

２　論文
「「1968」大学闘争が問うたもの─日大闘争の事例に即して」，大原社会問題研究所『大原社会問題研究所雑誌』
698，法政大学出版局，pp.1-24，2016年12月１日（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
執筆分担『沖縄県史各論編６　沖縄戦』新沖縄県史編集委員会，773頁， 沖縄県，pp.3-29，2017年３月10日（査
読有）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
特集展示図録『台湾と日本』編著95頁，国立歴史民俗博物館，pp.1-74，2017年１月11日
国立歴史民俗博物館『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』編集委員， 109
頁 ，2017年３月24日

７　その他
「特集展示　台湾と日本─震災史とともにたどる近現代」『歴博』200号，31頁，2017年１月30日
「特集展示　台湾と日本─震災史とともにたどる近現代」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』188号， 
pp.1-2，2016年12月５日
「ものしりミニ講座　台湾の震災と日本」新聞編集センター『定年時代』平成29年１月下旬号，４面，
新刊書推薦文「上山和雄編　軍港都市史研究Ⅳ横須賀編」（清文堂出版），2017年１月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①歴博　

基幹研究「震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究」（総括研究代表者：荒川章二）2013～2016年度
同上基幹研究中のＡ【広領域歴史創成研究】「戦時／災害と生活世界に関する総合的研究」共同研究員，2013
～2016年（研究代表者：原山浩介）
基盤研究「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（研究代表者：荒川章二）2015～2017年度

２　外部資金による研究
データベース科学研究費「1960年代以降の学生運動と大学改革に関するデータベース」（東京大学文書館デジ
タフアーカイブズ作成委員会：委員長吉見俊哉），2016-2017年度

４　主な展示・資料活動
総合展示第５・６室リニューアル委員（2016年９月４日，および2017年２月12日会議）
平成29年度企画展示「「1968年」─無数の問いの噴出の時代」展示代表
平成27年度館蔵資料調査研究プロジェクト責任者（軍事郵便資料調査）
「国立台湾歴史博物館との災害史をめぐる研究・展示構築プロジェクト」委員，2015～2017年度（事業主体者：
原山浩介）
平成28年度第５・６展示室特集展示「台湾と日本─震災史とともにたどる近現代」展示プロジェクト代表（展
示期間：2017年１月11日―２月19日）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
静岡県史編さん専門委員，山口県史編さん専門委員（政治社会編責任者），戸田村史編纂会議委員（編纂責任者，
沼津市教育委員会），「沖縄県史各論編６沖縄戦」執筆委員，同時代史学会理事，会誌『同時代史研究』編集委
員長（2013年12月～2016年３月）

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「佐倉の軍隊　～軍事都市から文化都市へ～」，平成28年度　佐倉・城下町400年記念事業第３回佐倉学リレー
講座，佐倉市，2016年10月１日
「佐倉連隊─戦争と平和─」，第６回平和首長会議国内加盟都市会議総会　平和講演会，佐倉市，2016年11

あらかわ
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月７日

四　活動報告

荒木　和憲　ARAKI Kazunori　准教授（2015.7～）
生年：1978年

【学歴】九州大学文学部史学科日本史学専攻（2001年卒業），九州大学大学院人文科学府歴史空間論専攻日本史学
専修修士課程（2003年修了），九州大学大学院人文科学府歴史空間論専攻日本史学専修博士後期課程（2006年修了）
【職歴】独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館学芸部研究員（2008），文化庁文化財部美術学芸課文部科学
技官（2009），独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館学芸部研究員（2012），同主任研究員（2013），大学共
同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2015.7～）
【学位】博士（文学，九州大学）（2006年取得）【専門分野】日本中世史・東アジア交流史【主な研究テーマ】中世
日本と東アジアとの交流史，日朝交流史【所属学会】史学会，九州史学研究会【研究目的・研究状況】http://
www.rekihaku.ac.jp/research/researcher/araki_kazunori/

●主要業績

１．【著書】荒木和憲『中世対馬宗氏領国と朝鮮』（山川出版社， 329頁， 2007年）
２．【著書】荒木和憲『対馬宗氏の中世史』（吉川弘文館，289頁，2017年）
３． 【論文】荒木和憲「対馬宗氏の日朝外交戦術」（荒野泰典・石井正敏・村井章介編『地球的世界の成立』〈日本

の対外関係５〉吉川弘文館，pp.243-260，2013年）
４．【論文】荒木和憲「中世日朝通交貿易の基本構造をめぐって」（『朝鮮史研究会論文集』51，pp.79-109，2013年）
５． 【論文】荒木和憲「中世対馬における朝鮮綿布の流通と利用」（佐伯弘次編『中世の対馬』〈アジア遊学177〉勉

誠出版，pp.78-104，2014年）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
単著『対馬宗氏の中世史』吉川弘文館，289頁，2017年３月

２　論文
荒木和憲「信長は「明征服」を実行しようとしていたのか？」（洋泉社編集部編『ここまでわかった　本能寺
の変と明智光秀』，pp.37-52，2016年10月）

５　学会・外部研究会発表
「中世前期の対馬と貿易陶磁」（第37回日本貿易陶磁研究会研究集会，立教大学，2016年９月17日）
「大友宗麟と茶の湯文化」（『戦国大名大友氏の館と権力』第１回共同研究会，大友氏遺跡体験学習館，2016年
８月20日）
「粉粧粉青沙器（粉引）の日本への流入経路に関する一試論」（第３回高興雲垈里粉青沙器国際学術大会，韓国・
高興綜合文化会館，2017年２月３日）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基幹研究「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（研究代表者，2016～2018年度）
基幹研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（研究代表者：田中大喜，2016～2018年度，
共同研究員）
基幹研究「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」（研究代表者：小島道裕，2016～
2018年度，共同研究員）
基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討」（研究代表者：福岡万里子，2016～2018年度，研
究副代表者）
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基盤研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村木二郎，2015～
2017年度，共同研究員）

③　機構
機関拠点型基幹研究プロジェクト「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」
（研究代表者：西谷 大，2016～2018年度，共同研究員）
ネットワーク型基幹研究プロジェクト「ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書の調査研究・活用」（研
究代表者：国際日本文化研究センター クレインス・フレデリック， 2016～2021年度， 共同研究員）

２　外部資金による研究
基盤研究（B）「中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化」（研究代表者，2016～
2020年度）
基盤研究（B）「東アジア三国（日中韓）関係史料の研究資源共有化と実践的交流の研究」（研究代表者：東京
大学史料編纂所 榎原雅治，2016～2019年度，研究分担者）

３　国際交流事業
国立文化財研究所との相互交流事業（2016～2018年度，事業副主体者）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
九州史学研究会 編集委員（2012年度～）
福岡市史編集委員会中世専門部会 専門委員（2008年度～）

四　活動報告

上野　祥史　UENO Yoshifumi　准教授（2009.10～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2010～）

【学歴】京都大学文学部史学科考古学専攻（1996年卒業），京都大学大学院文学研究科考古学専修修士課程（1999
年修了），京都大学大学院文学研究科考古学専修博士後期課程（2000年中退）
【職歴】国立歴史民俗博物館考古研究部助手（2000），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物
館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同
利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2009），総合研究大学院大学文化科学研究科日
本歴史研究専攻准教授併任（2010）
【学位】文学修士（京都大学）（1999年取得）【専門分野】東アジア考古学【主な研究テーマ】漢三国六朝期の古代
東アジア世界の展開Archaeological Study of Ancient East Asia【所属学会】史学研究会，考古学研究会，日本中
国考古学会【研究目的・研究状況】漢三国六朝期，つまり弥生時代から古墳時代にかけての時期を対象に，東アジ
ア世界各地の相互交渉を研究の目的の一つとしている。鏡や装身具などの金工具を検討し，価値・観念・製作技術
という視点から，中国大陸と日本列島の社会動態を描き出すことに取組んでいる。

●　主要業績

１．【論文】「神獣鏡の作鏡系譜とその盛衰」『史林』第83巻第４号，史学研究会，pp.30-70，2000年
２．【論文】「画象鏡の系列と製作年代」『考古学雑誌』第86巻第２号，日本考古学会，pp.1-39，2001年
３． 【論文】「３世紀の神獣鏡生産─画文帯神獣鏡と銘文帯神獣鏡─」『中国考古学』第７号，日本中国考古学会，

pp.189–216，2007年
４． 【共編著】『マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武器武具の研究』国立歴史民俗博物館研究報告第173集，

総624頁，2012年
５．【編著】『祇園大塚山古墳と５世紀という時代』六一書房，総136頁，2013年

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書

うえの
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共編著「弥生時代から古墳時代へ─時代を越えた鏡の視点─」，藤尾慎一郎編『弥生時代って，どんな時代だっ
たのか？』国立歴史民俗博物館研究叢書Ⅰ，朝倉書房，2017年３月

２　論文
鈴木一有，坂本稔，上野祥史，「山ノ花遺跡出土土器の付着炭化物の炭素14年代測定」，『平成27年度　浜松市
文化財調査報告』，浜松市教育委員会，

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
共編著「城の山古墳出土の盤龍鏡」，胎内市教育委員会『城の山古墳発掘調査報告書』540頁，pp.339-345， 
2016年８月
共編著「中国鏡の世界観Ⅰ／Ⅱ」，古谷毅監修『古墳時代　美術図鑑』，平凡社，pp.26-31，2017年１月16日

５　学会・外部研究会発表
「鏡の価値」，考古学研究会岡山例会，岡山大学，2016年７月９日
「朝鮮半島出土鏡と倭の鏡」，鹿児島大学，2016年８月５日

７　その他
国立歴史民俗博物館，上野祥史『金鈴塚古墳のかがやき』第103回歴博フォーラム資料集，52頁，2016年11月
26日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①歴博

共同研究『戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復元と社会統合過程との比較
照合─』（研究代表：松木武彦）共同研究員，（2015～2017年度）
共同研究『古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域との関係を中心に─』（研究代表：
高田貫太）研究副代表・共同研究員，（2014～2016年度）

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究Ｂ「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」（研究代表者　上野祥史）研究代表 
者（2013～2016年度）

３　国際交流事業
「中国社会科学院との学術交流事業」研究代表者（2012～2017年度）

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「Ⅳ倭の登場」「Ⅴ倭の前方後円墳と東アジア」展示プロジェクト委員

５　教育
上智大学非常勤講師「東洋考古学ⅠⅡ」
女子美術大学非常勤講師「考古学Ａ・Ｂ／文化遺産学Ａ・Ｂ」
放送大学非常勤講師

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本考古学会監査・日本中国考古学会幹事

２　講演・カルチャーセンターなど
「東松山高坂の三角縁神獣鏡と埼玉の鏡」，さきたま講座，埼玉県立さきたま史跡の博物館，2016年10月８日
「金鈴塚古墳の時代」，第103回歴博フォーラム『金鈴塚古墳のかがやき』，国立歴史民俗博物館，2016年11月
26日

四　活動報告

３　その他
今年度も，古墳時代出土鏡について，これまでの研究成果をさまざまな媒体で情報発信することに努めた。特
に，古墳時代前期の出土鏡をめぐり，新潟県城の山古墳や埼玉県高坂８号墳（発見三角縁神獣鏡）などの評価
をめぐって，出土鏡を通じた古墳時代社会の様相について検討を深めた。倭王権の形成・確立過程における，
東国世界への文物流入が果たした意義を改めて考えた。
一方，継続して進めている科研課題「武装具の集積現象」や主催した歴博フォーラム「金鈴塚古墳のかがやき」
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では，５・６世紀を中心に象徴的器物の分与・保有を通じた権威の表象過程について議論を深めた。二つのプ
ロジェクトでは，武装具および装身具という倭の威信財を対象として倭王権の視点から，王権が器物を媒介と
して可視化する結合原理がどのようなものであるかを検討した。

内田　順子　UCHIDA Junko　准教授（2007.8～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2009～）

【学歴】東京芸術大学音楽学部楽理科（1990年卒業），東京芸術大学大学院音楽研究科音楽学専攻（1993年修了，
総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻博士後期課程（1997年修了）
【職歴】国際日本文化研究センター中核的研究機関研究員（1997），日本学術振興会特別研究員（1997），国立歴史
民俗博物館民俗研究部助手（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2004），
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機関法人人間文化
研究機構国立歴史民俗博物館民俗研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准
教授併任（2009）
【学位】学術博士（総合研究大学院大学）（1997年取得）【専門分野】音楽学，民俗学【主な研究テーマ】音楽の伝
承過程についての研究／資料批判に基づいた映像研究【所属学会】東洋音楽学会，日本音楽学会，沖縄文化協会，
日本民俗学会【研究目的・研究状況】ある社会において神聖なものの位地に置かれている音楽の伝承過程や伝承方
法を明らかにするため，宮古島をフィールドとして調査研究を継続している。また，歴史的な映像を資料批判的研
究に基づいて再解釈することをとおして，映像の歴史資料として可能性と限界を考察する研究を実施している。

●主要業績

１．【著書】
『宮古島狩俣の神歌─その継承と創成─』思文閣出版，2000年

２．【論文】
「与えられたことば─宮古島狩俣における神歌の継承─」，斎藤英喜編『呪術の知とテクネー─世界と主体の
変容─』，森話社，pp.107–136，2003年

３．【調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など】
『国立歴史民俗博物館研究報告』第168集（「マンローコレクション研究─写真・映画・文書を中心に─」），
299頁，2011年

４．【展示図録・資料図録・映像・ＤＢ】
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」（ビデオ，102分，監督：
内田順子・鈴木由紀，制作：内田順子・岡田一男）

５．【その他】
「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」，『国立歴史民俗博物館研究報告』150，
国立歴史民俗博物館，pp.179–192，2009年

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

７　その他
“Tendances récentes de la recherche sur les Aïnous au Japon”（日本におけるアイヌ研究の近年の動向），
Le séminaire du Centre Japon（日本研究センターセミナー），Le Centre de recherches sur le Japon de 
l'EHESS（フランス国立社会科学高等研究院 日本研究センター），フランス，2016年５月12日
“Le rôle religieux des femmes chez les Aïnous”（アイヌ文化における女性の宗教的役割について），Le 
séminaire du Centre Japon（日本研究センターセミナー），Le Centre de recherches sur le Japon de l'EHESS
（フランス国立社会科学高等研究院 日本研究センター），フランス，2016年５月13日
“Atelier d’analyse de documents iconographiques sur les Aïnous， conservés à la BULAC”（BULAC所属
のアイヌ関係図像資料の分析ワークショップ），À la rencontre des Aïnous， minorité autochtone du Japon（日
本の少数先住民族アイヌに関する研究集会）， l’INALCO（フランス国立東洋言語文化研究所），フランス，

うちだ
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2016年５月20日
“Pour une nouvelle interprétation de la 《Suite de portraits de chefs barbares》（夷酋列像 Ishūretsuzō》”（「夷
酋列像」展を通して明らかになったこと）， À la rencontre des Aïnous， minorité autochtone du Japon（日本
の少数先住民族アイヌに関する研究集会），l’INALCO（フランス国立東洋言語文化研究所），フランス，2016
年５月20日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構築」（2016～2018
年度）研究代表者
「北と南からみた古代の列島社会～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」（2016～2018年度）共同研究者
「地域における歴史文化研究拠点の構築」（2016～2018年度）共同研究者

２　外部資金による研究
科研（挑戦的萌芽）「伝統的知識の利用と研究倫理に関する博物館資料論的研究」（2015～2016年度）研究代表
者

３　国際交流事業
国際交流事業「先住民に関する歴史表象と博物館展示についての比較研究」（2014～2019年度）

４　主な展示・資料活動
総合展示第４室「『民俗』へのまなざし」展示プロジェクト委員
特集展示「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」展示代表
（北海道博物館・国立歴史民俗博物館・国立民族学博物館）「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世
境─」展示プロジェクトメンバー
企画展示「1968年」展示プロジェクト委員

５　教育
共立女子短期大学非常勤講師（地域文化論・音楽とこころ）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「歴博所蔵のアイヌ関係資料について ニール・ゴードン・マンローの写真資料を中心に」，アイヌ文化普及啓
発セミナー，かでる２・７（札幌），2016年７月28日
「歴博所蔵のアイヌ関係資料について ニール・ゴードン・マンローの写真資料を中心に」，アイヌ文化普及啓
発セミナー，アイヌ文化交流センター（東京），2016年８月２日
「1970年代のアイヌ文化」，歴博映画の会，歴博講堂，2016年８月６日
 「Passing Down Ainu Culture， Shiraoi， 2010」，Lunchtime Lecture series，Canadien Museum of History，
カナダ，2017年３月９日

四　活動報告

大久保　純一　OKUBO Jun’ichi　教授（2008.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2008～），生年：1959

【学歴】東京大学文学部第二類（史学）美術史学専修課程（1982年卒業），東京大学大学院人文科学研究科美術史
学専攻修士課程（1984年修了）
【職歴】名古屋大学文学部助手（1985），東京国立博物館研究員（1987），跡見学園女子大学文学部助教授（1995），
国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2000），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授
併任（2001），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機
関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史
研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2008），総
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合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008），博物館資源センター長併任（2009～2010），
副館長併任（2012～2013）
【学位】文学博士（東京大学）（2006年取得）【専門分野】日本近世絵画史【主な研究テーマ】浮世絵，江戸後期の
風景表現【所属学会】美術史学会，国際浮世絵学会【研究目的・研究状況】浮世絵を江戸時代絵画史および出版文
化史の中に位置づけて考察することと，西欧的風景表現の受容について考察している。

●主要業績

１．【著書】大久保純一『広重と浮世絵風景画』317頁，東京大学出版会，2007年４月
２．【著書】大久保純一『浮世絵出版論　大量生産・消費される〈美術〉』226頁，吉川弘文館，2013年４月
３．【概説書】大久保純一『千変万化に描く　北斎の冨嶽三十六景』127頁，小学館，2005年９月
４．【概説書】大久保純一『カラー版　浮世絵』（岩波新書），196頁，岩波書店，2008年11月
５．【概説書】大久保純一『カラー版　北斎』（岩波新書），194頁，岩波書店，2012年５月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
単著「ジャパノロジー・コレクション」『北斎』（角川ソフィア文庫），KADOKAWA，187頁，2016年11月25日
単著「ジャパノロジー・コレクション」『広重』（角川ソフィア文庫），KADOKAWA，191頁， 2017年１月25日

２　論文
「江戸名所絵に見る水辺の景」『都市史研究』３号，都市史学会，pp.114-124，2016年11月25日，（査読有）
「浮世絵の「常識」を再考する」『美術フォーラム21』34号，（社）美術フォーラム21，pp.72-75，2016年11月
30日
「幕末・明治の出版にみる災害表象」『国立歴史民俗博物館研究報告』203号，国立歴史民俗博物館，pp.65-
84，2016年12月15日，（査読有）
「鍬形蕙斎の画業と「近世職人尽絵詞」」『鍬形蕙斎画　近世職人尽絵詞　江戸の職人と風俗を読み解く』勉誠
出版，pp.167-175，2017年２月20日
「江戸時代絵画に描かれた鳴門海峡」『「鳴門の渦潮」世界遺産登録学術調査報告書～文化編～』「鳴門の渦潮」
世界遺産登録学術調査検討委員会，pp.27-38，2017年３月

５　学会・外部研究会発表
「『懐溜諸屑』から見る江戸の絵双紙屋」第18回国際日本学シンポジウム，お茶の水女子大，2016年７月５日
「浮世絵に見る江戸の都市イメージの形成」比較文明学会第104回研究例会，立教大学池袋キャンパス，2016
年９月25日
「シーボルトの花鳥画と風景画収集の観点」第10回 国際シーボルト・コレクション会議，長崎ブリックホール，
2016年10月22日

７　その他
「吉原の女たち 「青楼の画家」の女性描写」，『別冊太陽　歌麿決定版』平凡社，pp.38-47，2016年12月25日
「街の女たち　世間で評判の美人たちを描く」，『別冊太陽　歌麿決定版』平凡社，pp.48-57，2016年12月25日
「広重の気象表現」『傑作浮世絵師コレクション　歌川広重』，河出書房新社，pp.10-11，2017年１月30日
「コラム　江戸の大衆文化と名刀」『歴博』200号， 国立歴史民俗博物館，p.19，2017年１月30日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究」（研究代表：神田由築）副代表 2014～2016年度
開発型共同研究「日本近世における彩色の技法と材料の需要と変遷に関する研究」（研究代表者：島津美子）
研究分担者，2014～2016年度

③　機構
「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構
築─」，2016年度～

３　国際交流事業

おおくぼ
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イギリス・ウエールズ国立博物館における，日本の歴史展示構築のための調査研究（代表）
４　主な展示・資料活動

総合展示第３室「近世」展示プロジェクト代表
企画展示「シーボルトが見せたかった日本（仮称）」（代表：日高 薫）副代表
「シーボルト・コレクションにおける絵画作品」，特別展「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」関連講座，
江戸東京博物館，2016年10月５日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
佐倉市美術館運営委員，太田記念美術館浮世絵研究助成選考委員，「鳴門の渦潮」世界遺産登録学術調査検討
委員会委員，国際浮世絵学会常任理事

２　講演・カルチャーセンターなど
「北斎と広重―東海道五十三次の成立と秘密」，北斎館開館四十周年記念特別展特別講演，北斎館，2016年８
月６日
「浮世絵風景画史における昇亭北寿」，企画展「北斎の弟子　昇亭北寿」関連企画講演，城西国際大学水田美
術館，2016年11月12日
「江戸絵画の中の北斎」，開館記念展「北斎の帰還─幻の絵巻と名品コレクション─」関連講演，すみだ北斎
美術館，2016年12月12日
「北斎の技法と表現」，浮世絵講座「北斎と広重」，船橋市宮本公民館，2017年２月２日
「広重の名所絵の表現と特色」，浮世絵講座「北斎と広重」，船橋市宮本公民館，2017年２月23日

３　マスコミ
ＮＨＫ日曜美術館「風景の叙情詩人 広重の“東海道五十三次”」，2016年６月５日

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「江戸時代絵画に描かれた鳴門海峡」，鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検討委員会，鳴門市消防本部，2017
年２月１日

四　活動報告

小倉　慈司　OGURA Shigeji　准教授（2010.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2010～）

【学歴】東京大学文学部国史学専修課程（1990年卒業），東京大学大学院人文科学研究科国史学専攻修士課程（1992
年修了），東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程（1995年単位修得退学）
【職歴】放送大学非常勤講師（1995），日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）（1996），宮内庁書陵部編修課研究員（1996），
同主任研究官（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010），総合研
究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2010）
【学位】博士（文学）（東京大学）（1999年取得）【専門分野】日本古代史，史料学【主な研究テーマ】古代神祇制
度の研究，禁裏・公家文庫の研究，延喜式の研究【所属学会】木簡学会，日本歴史学会，日本史研究会，大阪歴史
学会，出雲古代史研究会，正倉院文書研究会，古代学協会，東方学会

●主要業績

１．【論文】「古代在地祭祀の再検討」（『ヒストリア』第144号，pp.113-139，査読有，1994年９月）
２． 【論文】「「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第178集，pp.353-404，査読有，

2013年３月）
３．【概説書】小倉慈司・山口輝臣『天皇の歴史09　天皇と宗教』414頁，講談社，2011年９月
４． 【展示図録】小倉慈司編著『文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─』国立歴史民俗博物館平成26年度企

画展図録，247頁，2014年10月
５．【科研】基盤研究（Ｃ）「図書寮蔵書形成過程の基礎的研究」24520790，2012年４月～2015年３月
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「『延喜式』制以前の伊勢神宮─８～９世紀の内宮と外宮をめぐって─」，John Breen編『変容する聖地　伊勢』，
思文閣出版，pp.55-74，2016年５月27日（査読有）
「摂関期における貴族の神事観」，大津 透編『摂関期の国家と社会』，山川出版社，pp.199-230，2016年11月
１日（査読有）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
春記データベース（第２次公開　2017年３月）
歴博フォーラム『『延喜式』ってなに！？』予稿集，国立歴史民俗博物館，2016年９月，61頁，（編集）（展示
解説収録）

５　学会・外部研究会発表
「宮内庁書陵部所蔵の聖語蔵関係経巻について」，宮内庁書陵部収蔵漢籍画像公開記念国際研究集会「日本に
おける漢籍の伝流─デジタルアーカイブ「宮内庁書陵部収蔵漢籍集覧」の視角─」，慶応義塾大学三田キャン
パス，2016年６月４日
「宮内庁書陵部所蔵の奈良朝写経と聖語蔵」正倉院文書研究会第35回定期研究会，奈良女子大学，2016年10月
29日
ポスター発表，「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」プロジェクト，「古代の百科全書『延喜式』の
多分野協働研究」，第２回日本語の歴史的典籍国際研究集会「日本古典籍への挑戦─知の創造に向けて─」，国
文学研究資料館，2016年７月29日

７　その他
「特集展示『延喜式』ってなに！？」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』186，pp.1-2，2016年８月５日）
「『隆房卿艶詞絵巻』に見える葦手─王朝絵巻のかな文字絵─」（総合誌『歴博』198，pp.20-23，2016年９月
20日）
「宮家の名称について」（『歴史と地理』700，山川出版社，pp.21-24，2016年12月20日）
「『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」（総合誌『歴博』200，pp.26-27，
2017年１月30日）
「「古代の百科全書」としての『延喜式』─異分野からの『延喜式』研究の歩み─」，国立歴史民俗博物館編『〈総
合資料学〉の 挑戦─異分野融合研究の最前線─』，吉川弘文館，pp.114-119，2017年３月10日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」分担者（2015～2017年度）
「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」分担者（2016～2018年度）
「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」分担者（2016～2018年度）

②　他の機関
日文研共同研究「差別から見た日本宗教史再考─社寺と王権に見られる聖と賤の論理」共同研究員（2016～
2018年度）

③　機構
基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」ユニット「古代の百科全書『延喜式』の
多分野協働研究」代表（2016～2021年度）

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究（Ｂ）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」研究代表者，2016～2019年度
科学研究費基盤研究（Ａ）「宮内庁書陵部収蔵漢籍の伝来に関する再検討─デジタルアーカイブの構築を目指
して─」（研究代表者：住吉朋彦）研究分担者，2012～2016年度
科学研究費基盤研究（Ｂ）「『類聚三代格』の史料学的研究」（研究代表者：熊谷公男）研究分担者，2014～
2018年度
科学研究費基盤研究（Ｓ）「日本目録学の確立と古典学研究支援ツールの拡充─天皇家・公家文庫を中心に─」
（研究代表者：田島 公）連携研究者，2012～2016年度

おぐら
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４　主な展示・資料活動
特集展示「『延喜式』ってなに！？」，2016年８月23日～９月19日開催
総合展示第１室リニューアル委員
企画展示「中世の文書と記録」（仮題）展示プロジェクト委員
『春記』データベース，発掘直後の出土文字資料画像データベース

５　教育
法政大学大学院史学専攻非常勤講師（日本史学研究Ⅰ）
慶応義塾大学文学部非常勤講師（日本史特殊IC，ⅡC）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター日本語歴史的典籍ネットワーク委員会委員，日本歴史学会評議
員・理事，同学会誌『日本歴史』編集委員，正倉院文書研究会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「『延喜式』と古代の千葉」，国立歴史民俗博物館友の会歴史学講座，国立歴史民俗博物館，2016年５月12日
「古代天皇の祭祀」，文化講座三輪山セミナー，大神神社，2016年６月25日
「正倉院文書から延喜式へ」，トンボの眼　講座「入門解説・正倉院文書」第３回，豊島区立生活産業プラザ，
2016年９月１日
「『延喜式』とは」，第102回歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」，国立歴史民俗博物館，2016年９月17日，
（歴博フォーラム『『延喜式』ってなに！？』予稿集，pp.4-5）

四　活動報告

川村　清志　KAWAMURA Kiyoshi　准教授（2012.4～）
併任：総合研究大学院大学日本歴史研究専攻准教授（2014.4～）生年：1968

【学歴】大阪大学文学部（1992年３月卒業）京都大学人間・環境学研究科大学院（修士）（1996年３月修了）京都
大学人間・環境学研究科大学院（博士）（1999年３月単位取得退学）
【職歴】神戸学院大学人文学部地域研究センター P.D.F.（2002），札幌大学文化学部日本語・日本文化学科助（准）
教授（2005），同教授（2009）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2012），
総合研究大学院大学日本歴史研究専攻准教授併任（2014）
【学位】学術博士（京都大学人間・環境学研究科）（2003年取得）【専門分野】文化人類学，民俗学【主な研究テー
マ】口頭伝承の近代的展開，祭礼芸能の実践と習得過程の探求，メディアによる民俗文化の再表象過程，現代日本
のサブカルチャーと伝統文化など【所属学会】日本文化人類学会，日本民俗学会，日本口承文芸学会，京都民俗学
会

●主要業績

１．【単著】『クリスチャン女性の生活史─「琴」が歩んだ日本の近・現代』青弓社，292頁，2011年１月
２． 【論文】「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」（『国立歴史民俗博物館研究報告』

第165集，pp.175–204，2011年３月）（査読有）
３． 【論文】「祭りの習得と実践：子どもによる準備過程を中心に（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要』25，

pp.7-54，2010年12月）
４． 【論文】「民俗芸能への参入と習得─兵庫県明石市大蔵谷獅子舞の事例から」（後藤静夫編『日本伝統音楽研究

センター研究報告５「近代日本における音楽・芸能の再検討」』pp.187–199，京都市立芸術大学日本伝統音楽
研究センター，2010年３月）

５． 【論文】「移動する身体と故郷の物語の行方─移動によって見いだされた故郷と移動のなかで変容する故郷」（『歴
博研究報告[共同研究] 人の移動とその動態に関する民俗学的研究』199集， pp.143–170， 2015年12月



255

Ⅶ　教員の研究・調査活動

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
『気仙沼尾形家（大家）の年中行事─尾形栄一日記を中心に─』川村清志・葉山 茂（共編），国立歴史民俗博
物館，2017年３月
『日本と世界のくらし どこが同じ？どこがちがう？ 教科書に出てくる「くらしの中の和と洋」 食』野林厚志，
川村清志，小池淳一，森 明子，関野 樹他（共編著）汐文社，2017年２月

２　論文
「ニセモノとミセモノ」『月刊みんぱく』40-9，国立民族学博物館，pp.8-9， 2016年９月

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
『明日に向かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭の現在』民俗研究映像DVD（102分）
「近代スポーツの拡大と商品化」，企画展図録『図録　身体をめぐる商品史』，国立歴史民俗博物館，p.182，
2016年11月
「解説　特集展示　大見世物博覧会」，総合誌『歴博』201，p.31，2017年３月

５　学会・外部研究会発表
Contemporary folk beliefs regarding articles washed ashore（yorimono）and visiting deities（raihōshin）in 
Noto peninsula in north-central Japan， Sea Religion in Japan An International Conference at UC Santa 
Barbara（カリフォルニア大学サンタバーバラ校）， 2016年６月13-15日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①歴博

基盤研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦），研究分担者（2015
年度～2017年度）

②　他の機関
国立民族学博物館「宇宙開発に関する文化人類学からの接近」（研究代表者：岡田浩樹）分担研究者，
（2015-2018年度）

③　機構
「地域における歴史文化研究拠点の構築」（研究代表者：小池淳一），研究副代表（2016年度～2018年度）
「日本列島における地域文化の再発見とその表象システムの構築」（研究代表者：日高真吾），研究分担者（2016
年度～2018年度）

４　主な展示・資料活動
『身体をめぐる商品史』（2016年開催）展示プロジェクト委員
『1968年』（2017年度開催予定）展示プロジェクト委員
『見世物大博覧会』（2016年度開催）展示プロジェクト代表
『見世物大博覧会 現代編』（2017年度開催予定）展示プロジェクト代表
『おみやげからみる旅と観光の現代（仮称）』（2018年度開催予定）展示プロジェクト代表

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「民俗研究映像フォーラム「明日に向かって曳け」」東京大学　2016年07月２日
「歴博アンコール上映会「明日に向かって曳け」」国立歴史民俗博物館　2016年10月01日
「歴博アンコール上映会「明日に向かって曳け」」鹿児島大学　2016年12月17日
「播州明石・大蔵谷の獅子舞」佛教大学宗教文化ミュージアム第33回シアター公演，2016年11月５日
「歴博フォーラム「酉年の鳥」「民俗（族）芸能の鳥」」，国立歴史民俗博物館，2017年１月21日

３　マスコミ
「祭りが／を育む子どもたち～祭りのフィールドワークから」，『定年時代』，新聞編集センター，2016年６月
15日

かわむら
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四　活動報告

工藤　雄一郎　KUDO Yuichiro　准教授（2013.4～）

【学歴】青山学院大学文学部史学科（考古学専攻）（2000年卒業），東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程史
学専攻（2002年修了），東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程史学専攻（2007年修了）
【職歴】日本学術振興会特別研究員（DC２）（2005），名古屋大学年代測定総合研究センター研究機関研究員（2007），
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2009），大学共同利用機関法人人間文化
研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2013）
【学位】博士（史学）（東京都立大学）（2007年取得）【専門分野】先史考古学，第四紀学【主な研究テーマ】旧石
器時代から縄文時代にかけての環境史と人類活動の年代学的・考古学的研究【所属学会】考古学研究会，日本第四
紀学会，日本旧石器学会，日本植生史学会，日本文化財科学会，AMS研究協会

●主要業績

１． 【単著】『旧石器・縄文時代の環境文化史─高精度放射性炭素年代測定と考古学─』373頁，新泉社，2012年２
月

２． 【論文】「縄文時代草創期土器の煮炊きの内容物と植物利用」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第187号，
pp.73-93，2014年７月）（査読付き）

３． 【展示図録】小林謙一・坂本 稔・工藤雄一郎編『縄文はいつから！？１万５千年前になにがおこったのか』
187頁，2009年10月

４．【科研】　基盤研究C旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関する研究（2015～2018年度）
５． 【資料図録：編著】『亀ヶ岡遺跡・是川遺跡縄文時代遺物』国立歴史民俗博物館館蔵資料図録11，283頁，2015

年３月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『さらにわかった！縄文人の植物利用』新泉社，2017年３月
設楽博己・工藤雄一郎・松田睦彦編『柳田國男と考古学―なぜ柳田は考古資料を収集したのか』新泉社，2016
年５月

２　論文
工藤雄一郎・網谷克彦・吉川純子・佐々木由香・鯵本眞友美・能城修一.福井県鳥浜貝塚から出土した大型植
物遺体の14C年代測定─縄文時代草創期から前期の堆積物層序と土器型式の年代の再検討─．植生史研究24-2: 
pp.43-57. 2016年９月
工藤雄一郎・鈴木三男・能城修一・鯵本眞友美・網谷克彦．福井県鳥浜貝塚から出土した縄文時代草創期およ
び早期のクリ材の年代．植生史研究24-2: pp.59-68. 2016年９月
吉川昌伸・吉川純子・能城修一・工藤雄一郎・佐々木由香・鈴木三男・網谷克彦・鯵本眞友美．福井県鳥浜貝
塚の縄文時代草創期から前期の植生史と植物利用．植生史研究24-2: pp.69-82．2016年９月
Noshiro， S. Kudo， Y. and Sasaki， Y. Emergence of prehistoric management of plant resources during the 
incipient to initial Jomon periods in Japan. Quaternary International 426， 175-186. 2016年４月

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
工藤雄一郎・佐々木由香・能城修一．御殿前遺跡から採取した堆積物試料の放射性炭素年代測定．「北区　御
殿前遺跡－西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備に伴う埋蔵文化財調査－（第３分冊）」東京都埋蔵文化財センター
調査報告第314集，pp.287–290，東京都埋蔵文化財センター，2017年３月
工藤雄一郎．２南鴻沼遺跡から出土した縄文時代前期土器の付着炭化物と貝殻の14C年代測定．「平成27年度
さいたま市博物館年報」pp.53-55，さいたま市博物館，2016年９月

５　学会・外部研究会発表
工藤雄一郎・鈴木三男・能城修一・鯵本眞友美・網谷克彦「福井県鳥浜貝塚から出土した縄文時代草創期およ
び早期のクリ材の年代」，日本植生史学会第30回大会，2016年11月20日，於：専修大学
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工藤雄一郎「鳥浜貝塚における人と植物の関係史─古環境の再調査と 高精度放射性炭素年代測定から見えて
きたこと─」，近江貝塚研究会第275回例会「特集：縄文草創期研究を通して学ぶ〈人・環境〉の関係史」，
2016年９月24日，滋賀県埋蔵文化財センター
工藤雄一郎「先史学と第四紀学」，日本第四紀学会2016年度大会　創立60周年記念大会「第四紀学の新しい展
開を目指して」シンポジウム４『人類と生物圏』，2016年９月18日，於：千葉大学

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」（山田 康弘 他）（2016～2018
年度），共同研究員
建造物古材による木材科学的資料研究（坂本 稔 他）（2016～2018年度）

③　機構
ネットワーク型基幹研究プロジェクト
在外日本資料調査・活用による日本研究と日本文化理解の促進（主導機関：国際日本文化研究センター）
ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築
─（日高 薫）（2016～2018年度），共同研究員

２　外部資金による研究
基盤研究（C），2015～2018年度，研究代表者，「旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に
関する研究」（研究代表者）
基盤研究（A），2015～2018年度，研究代表者：能城修一「縄文時代前半期における森林資源利用体系の成立
と植物移入の植物学的解明」（研究分担者）
基盤研究（A）（一般），2013～2015年度，研究代表者：設楽博己「植物・土器・人骨の分析を中心とした日本
列島農耕文化複合の形成に関する研究」（研究分担者）
基盤研究（B），2013～2017年度，研究代表者：小林謙一「炭素14年代測定による縄紋文化の枠組みの再構築-
環境変動と文化変化の実年代体系化」（研究分担者）
挑戦的萌芽研究，2015～2017年度，研究代表者：百原 新「植物形態の季節変化を利用した土器作成と降雨期
の季節の推定」（研究分担者）

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「大テーマ１」展示プロジェクト委員
平成29年度企画展示「ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語─人と漆の12000年史」展示プロジェクト副代表（代表：日
高 薫）

５　教育
筑波大学　先史学概説a/b　通年
東北大学　考古学各論（学部）考古学特論（大学院）　集中講義

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本植生史学会第８期幹事（編集委員長）2015年10月から，日本植生史学会第７期幹事（編集副委員長）2015
年９月まで，日本第四紀学会評議委員，日本漆アカデミー広報幹事，２信濃川上流域草創期遺跡群ワーキング
グループ委員，酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡調査指導委員，北本市デーノタメ遺跡調査指導委員

２　講演・カルチャーセンターなど
工藤雄一郎「ここまでわかった！縄文人の植物利用─植物考古学の最前線─」大学共同利用機関シンポジウム
2016研究者トーク，2016年11月27日，於：アキバ・スクエア
工藤雄一郎「縄文時代の人と植物との関わり」，上高津貝塚ふるさと歴史の広場　記念講演会，2016年11月６日，
於：上高津貝塚ふるさと歴史の広場
工藤雄一郎「縄文人は植物を栽培したのか？」，相模原市立博物館勝坂遺跡発見90周年記念講演会，2016年10
月23日，於：相模原市立博物館
工藤雄一郎「縄文時代の植物利用に関する最近の研究動向」埼玉県埋蔵文化財調査事業団職員専門研修，2016
年９月24日，於：埼玉県埋蔵文化財調査事業団本部

くどう
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工藤雄一郎「縄文時代前半期の古環境と人類活動」公開講演会「日本列島における縄紋土器出現から成立期の
年代と文化変化」，2016年６月11日，於：中央大学
工藤雄一郎「縄文時代の年代はどこまで明らかになったか」明治大学博物館公開講座 第58回考古学ゼミナー
ル「考古学の「年代」はいま」第１回，2016年６月３日，於：明治大学
工藤雄一郎「最終氷期の環境と後期旧石器時代人の適応」旧石器ハテナ館講演会，2016年５月14日，於：相模
原市旧石器ハテナ館

四　活動報告

小池　淳一　KOIKE Jun’ichi　教授（2011～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1963

【学歴】東京学芸大学教育学部（1987年卒業）筑波大学大学院博士課程歴史人類学研究科（一貫制）（1992年単位
取得退学）
【職歴】弘前大学人文学部講師（1992），弘前大学人文学部助教授（1994），愛知県立大学文学部助教授（2001），
国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究
部助教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2006），大学共同利用機関法
人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究
専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2011），総合研
究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2011），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研
究専攻長（2014-15）
【学位】博士（文学）（総合研究大学院大学）【専門分野】民俗学（民俗信仰，口承文芸，民俗学史），信仰史【主
な研究テーマ】民俗における文字文化の研究，陰陽道の展開過程の研究，地域史における民俗の研究など【所属学
会】日本民俗学会（理事），日本宗教学会（理事），日本昔話学会，日本口承文芸学会，日本文化人類学会，地方史
研究協議会，日本史研究会，日本民具学会，儀礼文化学会，青森県民俗の会ほか

●主要業績

１．【著書】『季節のなかの神々─歳時民俗考─』220頁，春秋社，2016年10月
２．【著書】『陰陽道の歴史民俗学的研究』442頁，角川学芸出版，2011年２月
３． 【論文】「東日本大震災と文化資源─宮城県気仙沼市小々汐地区から─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第

183集，pp.169–186，2014年３月）（査読付き）
４． 【論文】「読書と民俗」（若尾政希編『シリーズ〈本の文化史〉３・書籍文化とその基底』，平凡社，pp.265-

289，2015年10月）
５．【展示図録】『万年筆の生活誌─筆記の近代─』，2016年３月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「神仏を叩く─民俗信仰の原形─」，『西郊民俗』236，西郊民俗談話会，pp.1-7，2016年９月18日
「大仙市における文化財展示施設の現状と可能性」，『西郊民俗』237，西郊民俗談話会，pp.30-35，2016年12
月18日
「柳田民俗学の形成と考古研究」，『国立歴史民俗博物館研究報告』202，pp.213-224，2016年３月31日（査読有）
「民俗儀礼の文芸資源化─七五三と岡見─」，『国立歴史民俗博物館研究報告』205，pp.459-472，2016年３月
31日（査読有）
「奄美群島域における歴史文化資源の調査と活用─「奄美遺産」をめぐって─」，『西郊民俗』238，西郊民俗
談話会，pp.27-30，2016年３月19日

５　学会・外部研究会発表
「修験寺院における陰陽道」，日本宗教学会，早稲田大学，2016年９月10日
「地域史研究における民俗の位置」，日本民俗学会，千葉商科大学，2016年10月２日
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７　その他
「文学との決別が柳田民俗学を生んだのか」，設楽博己・工藤雄一郎・松田睦彦編著『柳田國男と考古学』，新
泉社，pp.137-140，2016年５月10日
「民俗学の誕生と考古学への意識」，設楽博己・工藤雄一郎・松田睦彦編著『柳田國男と考古学』，新泉社，
pp.141-145，2016年５月10日
「ものしりミニ講座・万年筆とインク」，『定年時代』363，新聞編集センター，p.5，2016年４月１日
「私の一冊　岡野弘彦著『折口信夫の晩年』」，『長野県民俗の会通信』256，長野県民俗の会，p.12-13，2016
年９月１日
「書評・中町泰子著『辻占の文化史』」，『日本民俗学』237，日本民俗学会，pp.71-76，2016年８月31日
「「地域における歴史文化研究拠点の構築」がめざすもの」，小池淳一ほか編『新しい地域文化研究の可能性を
求めて』，人間文化研究機構広領域型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地
域文化の再構築」，pp.4-15，2017年２月28日
「食事の道具―おはしとスプーン・フォーク」，野林厚志監修『日本と世界のくらし　どこが同じ？どこがち
がう？　食』，汐文社，pp.18-21，2017年１月
「筆記用具─筆とペン─」，上羽陽子監修『日本と世界のくらし　どこが同じ？どこがちがう？　衣』，汐文社，
pp.30-33，2017年３月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基幹研究「地域における歴史文化研究拠点の構築」（2016～2018年度）代表
基盤研究「東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興と博物館型研究統合」（研究代表者：川村清志，
2012～2015年度）副代表
基盤研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究（研究代表者：松田睦彦，2015～2017年
度）副代表
基盤研究「学際的研究による漆文化史の新構築」（研究代表者：日高 薫，2013～2015年度）共同研究員

４　主な展示・資料活動
展示プロジェクト「万年筆の生活誌─筆記の近代─」（代表）2016年３月８日－５月８日開催

５　教育
東京成徳大学人文学部非常勤講師（博物館経営論）
東邦大学薬学部非常勤講師（民俗学）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
青森県史編さん企画編集委員
八千代市文化財審議会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「まじないと文字が出あうとき」，新潟県立歴史博物館，2016年５月22日
「民俗における占いの位置」，愛知県立大学，2016年12月10日
「年中行事と神々」，国立歴史民俗博物館（歴博友の会）2017年１月20日

３　マスコミ
「万年筆と近代の暮らし」，『聖教新聞』，聖教新聞社，p.12，2016年４月19日
「年中行事と神々」，NHK『視点論点』，2017年１月13日

四　活動報告

こいけ
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小島　道裕　KOJIMA Michihiro　教授（2008～）
併任：総研大日本文化歴史専攻教授（2008～），生年：1956

【学歴】京都大学文学部（国史学）（1980年卒業）京都大学大学院文学研究科博士課程（国史学）（1985年単位取得
退学）
【職歴】京都大学研修員（1985），京都大学文学部助手（1986）国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1989），同助
教授（1994），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（1999）大学共同利用機関法人人
間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻
准教授併任（2007）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2008），総合研究大
学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008），博物館資源センター長（2011～2013），総研大日本歴
史研究専攻・専攻長（2008～2010），総研大文化科学研究科・研究科長（2015～2017）
【学位】文学博士（京都大学）（2006年取得）【専門分野】日本中世史，博物館教育【主な研究テーマ】日本中近世
の都市と社会，洛中洛外図屏風，歴史展示と教育プログラム【所属学会】日本史研究会，史学研究会，古文書学会，
比較都市史研究会，家具道具室内史学会【研究目的・研究状況】日本の中世から近世について，具体的な歴史資料
の分析によって，社会のさまざまな側面を明らかにする。洛中洛外図屏風や古文書などを，共同研究や展示で扱い
な が ら， 研 究 を 進 め る と 共 に， 成 果 を 発 信 し て い る。http：//www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/
kojima/index.html

●主要業績

１．【単著】『洛中洛外図屏風─つくられた<京都>を読み解く─』231頁，吉川弘文館，2016年４月
２．【単著】『戦国・織豊期の都市と地域』362頁，青史出版，2005年11月
３． 【単著】『イギリスの博物館で─博物館教育の現場から─（歴博ブックレット16）』87頁，歴史民俗博物館振興会，

2000年10月
４．【単著】『城と城下─近江戦国誌─』246頁，新人物往来社，1997年５月
５．【展示図録】国立歴史民俗博物館企画展示図録『中世の古文書』221頁，2013年10月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書（単著・共著・編著・監修）
単著『洛中洛外図屏風─つくられた<京都>を読み解く─』，吉川弘文館，240頁，2016年４月１日
単著『中世の古文書入門─読めなくても大丈夫！─』，河出書房新社，128頁，2016年10月24日
共編著：大高洋司，小島道裕．大久保純一，『鍬形蕙斎画　近世職人尽絵詞』，224頁，勉誠出版，2016年12月
20日

２　論文
「戦国・織豊期城下町研究から見た石見益田」，中世都市研究会編『日本海交易と都市』，山川出版社，pp.43-
57，2016年８月31日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
展示図録『デジタルで楽しむ歴史資料』（共編著，2017年３月14日）
ＤＢ：「洛中洛外図屏風歴博乙本人物データベース」を作成・公開（2017年１月11日公開）
ＤＢ：「近世職人画像データベース」を公開（2017年３月17日公開）
資料図録：「広橋家旧蔵記録文書典籍類」の目録を作成（継続中）

５　学会・外部研究会発表
口頭発表「描かれた都市の暮らしをＤＢに─16世紀の洛中洛外図屏風人物データベース─」，日本デジタル・
ヒューマニティーズ学会JADH2016，東京大学，2016年９月12日
ポスター発表「洛中洛外図屏風の系譜と発注者─「歴博甲本」の作り方─」，総研大文化フォーラム2016，国
際日本文化研究センター，2016年12月10日・11日

７　その他
「調査研究活動報告：『堺大絵図』の修理・撮影・展示」，『国立歴史民俗博物館研究報告』第204集，pp.141-
148，2017年２月28日
「書評と紹介：高橋康夫著『海の京都─日本琉球都市史研究─』」，（『日本歴史』2016年８月号（819号），
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

pp.102-104，2016年８月１日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」2016～2018年度（代表）
「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」2016～2018年度
「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」2016～2018年度
「広橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」2015～2017年度（副代表）
「日本列島社会の歴史とジェンダー」2016～18年度

③　機構
ネットワーク型基幹研究プロジェクト（日本関連在外資料調査研究・活用）「ハーグ国立文書館所蔵平戸オ
ランダ商館文書の調査研究・活用」，2016年度～

２　外部資金による研究
科学研究費「月次祭礼図模本の総合復元研究」（代表：岩永てるみ<愛知県立芸術大学>）研究協力者，2015～
2017年度

４　主な展示・資料活動
特集展示「戦国の兜と旗」（2016年８月９日～９月19日）（代表）
総合展示第２室「東国と西国」「印刷文化」「大名と一揆」「民衆の生活と文化」「大航海時代の中の日本」展示
プロジェクト委員（第２展示室代表）
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」展示プロジェクト委員（副代表）（2017年３月14日～５月７日）
平成30年度企画展示「中世の文書と記録（仮称）」展示プロジェクト委員（代表）

５　教育
愛知県立芸術大学非常勤講師（美術特別研究）2016年６月22日
第53回 全国高等学校 美術，工芸教育研究大会　ミュージアム研修ツアー（国立歴史民俗博物館の展示」2016
年８月19日
展示ガイダンス「洛中洛外図屏風はなぜ作られたか─「歴博甲本」と「上杉本」─」2016年６月16日，鴨沂高
校京都コース

三　社会活動等

１　館外における各種委員
東京都江戸東京博物館資料収蔵委員会委員
福井県一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）整備基本計画アドバイザー
一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）「展示・ガイダンス棟」建築基本設計プロポーザル審査委員会委員
佐倉市市民文化資産運用委員会委員（委員長）

２　講演・カルチャーセンターなど
歴博友の会歴史学講座「描かれた「大坂の陣」とその時代─合戦図屏風と風俗画を読み解く─」歴博ガイダン
スルーム，2016年６月２日

四　活動報告

小瀬戸　恵美　Koseto-Horyu，Emi　准教授（2010.1～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2013～）

【学歴】東京大学理学部化学科（1995年卒業），東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻博士後期課程（2000
年中途退学）【職歴】アメリカ合衆国ゲティ保存研究所グラジュエイトインターン（1999）
国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（2000），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研
究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用
機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴

こせと
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史研究専攻准教授（2013～）
【学位】文化財修士（東京藝術大学）（1998年取得）【専門分野】保存科学，文化財保存学【主な研究テーマ】博物
館施設における資料劣化原因・過程に関する研究【所属学会】文化財保存修復学会，日本文化財科学会，国際博物
館会議（International Committee of Museum，ICOM），International Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works（IIC）【研究目的・研究状況】文化財を対象に自然科学的手法による分析・調査を行い，他分野と
の協業によって文化財構成物質の流通や人の文化的交流について考察を目的としている。

●主要業績

１．【論文】「常呂川河口遺跡墓壙出土ガラスの自然科学的分析」（『常呂川河口遺跡』８，pp.297–303，2008年３月）
２． 【論文】「２．連携研究機関における生物被害対策の現状と課題　国立歴史民俗博物館の生物生息調査」（『有形

文化資源の共同利用を推進するための資料管理基盤形成』pp.125-132，2008年２月）
３． 【論文】「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」（共著／坂本 章，落合周

吉，東山尚光，増谷浩二，木村淳一）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第153集，pp.1–19，2009年３月）（査
読付き）

４． 【論文】「Raman studies of Japanese art objects by a portable Raman spectrometer using liquid crystal tunable 
filters」（共著 Akira Sakamoto， Shukichi Ochiai， Hisamitsu Higashiyama， Koji Masutani， Jun-ichi Kimura， 
Mitsuo Tasumi）（『Journal of Raman Spectroscopy』， Vol.43， pp.787–792， 2012年６月， published online on 
October 27）

５． 【展示図録】平成20年度国立歴史民俗博物館企画展展示図録　第四部錦絵を科学する「ラマンでみる錦絵の色」
（『錦絵はいかにつくられたか』pp.60-69，2009年２月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

７　その他
単編著：特集「刀剣」33頁，総合誌『歴博』200号，国立歴史民俗博物館，2017年１月30日
「刀剣の精神性」，総合誌『歴博』200号，国立歴史民俗博物館，p.1，2017年１月30日
九代目法華三郎信房・小瀬戸恵美，「隕鉄刀「天降剣」について」，総合誌『歴博』200号，国立歴史民俗博物館，
　pp.6-10，2017年１月30日
「五箇伝」，総合誌『歴博』200号，国立歴史民俗博物館，p.11，2017年１月30日

二　主な研究教育活動

５　教育
総研大　企画会議コーディネーター
専修大学非常勤講師（博物館資料保存論・博物館展示論）
歴史民俗資料館等専門職員研修会，「資料の保存管理④　保存科学概論」，国立歴史民俗博物館，2016年11月18日
歴史民俗資料館等専門職員研修会，「資料の保存管理⑤　保存科学概論」，国立歴史民俗博物館，2016年11月18日

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「染色と繊維の科学」，歴博友の会講座，国立歴史民俗博物館，2016年８月９日
「草木染めの歴史と科学」，国立歴史民俗博物館・くらしの植物苑観察会，　2017年３月25日

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
男女共同参画委員会委員
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

後藤　真　GOTO Makoto　准教授（2015.9～）
生年：1976

【学歴】岡山大学文学部歴史文化学科（2000年卒業），大阪市立大学大学院文学研究科哲学歴史学専攻前期博士課
程（2002年修了），大阪市立大学大学院文学研究科哲学歴史学専攻後期博士課程（2007年修了）
【職歴】日本学術振興会特別研究員（PD）（2007.4～2008.３）
花園大学文学部文化遺産学科　専任講師（2009.4～2014.9）
大学共同利用機関法人人間文化研究機構本部特任助教（2014.9～2015.8）
【学位】博士（文学）（大阪市立大学）（2007年取得）【専門分野】人文情報学・総合資料学・日本古代史【主な研
究テーマ】歴史資料の情報化による高度活用【所属学会】日本史研究会・正倉院文書研究会・木簡学会・情報処理
学会・Alliance of Digital Humanities Organizations（ADHO）， Japanese Association for Digital Humanities，

●主要業績

１． 【著書】『写真経験の社会史─写真史料研究の出発』緒川直人・後藤 真（共編著），岩田書院，300頁，2012年
６月

２．【著書】『情報歴史学入門』後藤 真，田中 正流，師 茂樹，金寿堂出版，179頁，2009年５月
３． 【論文】「正倉院文書のデジタル化の意義と課題 : SOMODAの改善データベース作成経過に即して」（人間文化

研究機構連携研究 正倉院文書の高度情報化研究）『国立歴史民俗博物館研究報告』第192集， pp.193-206， 2014
年12月（査読有）

４． 【論文】「アーカイブズからデジタル・アーカイブへ─「デジタルアーカイブ」とアーカイブズの邂逅─」後藤
真（『アーカイブのつくりかた』NPO知的資源イニシアティブ　編，勉誠出版， 2012年11月）

５．【学会・外部研究会発表】
2015年７月２日, "Digitalization of Shosoin Monjo and Extraction of Knowledge", Makoto GOTO, Motomu 
NAITO,（Annual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations（ADHO），
University of Western Sydney,Australia）（査読有）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
「陵墓と文化財「公開」の現在─デジタル時代の文化財情報の公開の姿とは─」，今尾文昭・高木博志編『世
界遺産と天皇陵古墳を問う』，思文閣出版，pp.159-180，2016年12月
「総合資料学の射程と情報基盤」，国立歴史民俗博物館編『総合資料学の＜挑戦＞』，吉川弘文館，pp.42-64，
2017年３月10日

２　論文
「総合資料学のための資料情報共有手法の構築にむけて」，『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』
2016，pp.103-110，2016年12月10日（査読有）
大内英範・後藤 真・鈴木卓治・高田智和・古瀬 蔵「次期nihuINTにおける研究資源共有の新たなかたち」，『人
文科学とコンピュータシンポジウム論文集』2016，pp.111-116，2016年12月10日（査読有）
「地域における文化財情報データの活用の試み─国立歴史民俗博物館の資料から─」，『情報処理学会研究報告
（SIGCH）』111，情報処理学会，pp.1-8，2016年７月31日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
企画展示図録『デジタルで楽しむ歴史資料』，「正倉院文書の成り立ち」，pp.26-29 ，2017年３月

５　学会・外部研究会発表
「総合資料学のための情報システム基盤プロトタイプ」，人間文化研究機構機関研究プロジェクト「総合資料
学の創成と日本歴史のバックアップ」国際集会，国立台湾歴史博物館，2016年５月26日
「デジタル化ガイドラインの現状把握」，H-GIS研究会，京都大学，2016年６月18日
ポスター：後藤 真・渋谷綾子・小倉慈司・三上喜孝・西谷 大・久留島浩，「国立歴史民俗博物館が行う「総
合資料学の創成」と博物館資料目録ネットワークについて」，日本博物科学会，広島大学，2016年６月30日
「地域における文化財情報データの活用の試み─国立歴史民俗博物館の資料から─」，第111回情報処理学会人
文科学とコンピュータ研究会，五島市福江文化会館，2016年７月30日

ごとう
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「Constructing Large Scale of Humanities Databases」，Annual Conference of Pacific Neighborhood 
Consortium 2016，Getty Center，アメリカ，2016年８月16日（査読有）
「日本の歴史研究資料のための情報基盤─国立歴史民俗博物館の「総合資料学の創成」事業を中心に」，第１
回 East Asian Consortium of Japanese Studies　国際学術集会，Songdo Convensia，韓国，2016年11月30日
ポスター「総合資料学のための資料情報共有手法の構築にむけて」，人文科学とコンピュータシンポジウム
2016，国立国語研究所，2016年12月10日（査読有）
「人間文化研究機構におけるLinked Data構築の進捗状況」，H-GIS研究会，京都大学，2017年１月７日
「人文・社会系評価実施のための特徴分析─人間文化研究機構の事例をもとに─」，地球研 IR 室研究会「研
究評価の現状と地球研の課題」総合地球環境学研究所，2017年１月25日
「歴史資料のオープンデータ化に関する現在と未来─歴博の総合資料学の取り組みを通じて─」，第12回 人間
文化研究資源共有化研究会「人文科学におけるオープンサイエンスの課題」，愛知工業大学，2017年２月３日
「研究の量的評価の動向と 人間文化研究機構の試み」，第３回人文・社会科学系研究推進フォーラム，琉球大
学，2017年３月３日

７　その他
「文化資源のデジタルデータ流通に突きつけられた課題」，笠間書院編『リポート笠間』，http://kasamashoin.
jp/2016/11/post_3796.html.，2016年11月１日
第16回日韓歴史家会議，金基鳳報告に対するコメント，2016年11月１日
「コンピュータで歴史や世界を見る・知る」，総合誌『歴博』196，国立歴史民俗博物館，pp.26-27，2016年５
月30日
「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」，総合誌『歴博』199，pp.24-25，2016年11
月30日
「歴史系博物館のデータの統合化が持つ課題」，デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会，実務
者協議会，中央合同庁舎４号館，2016年７月29日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

歴博共同研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」
2016年度第１回共同研究会，口頭発表「歴博における荘園データベースの発展型プロトタイプと「総合資料
学」」2016年６月４日

②　他の機関
国立民族学博物館共同研究「考古学の民族誌─考古学的知識の多様な形成・利用・変成過程」
2016年度第１回研究会，国立民族学博物館，「人文情報学と総合資料学─情報技術は人文学の方法論とどの
ような関係を持とうとしているのか─」，2016年６月25日

③　機構
人間文化研究機構基幹研究プロジェクト「異分野融合による総合書物学の構築」，2016-2021年度
人間文化研究機構基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史に関する研究資源の共同利用基盤構
築」，副代表，2016-2021年度
ワークショップ１，口頭発表「総合資料学全体の枠組みおよびワークショップ１における研究の方向性につ
いて」，国立歴史民俗博物館，2016年５月22日
口頭発表「For international application of the historical text resources in Japan」，East Asian/Japanese 
SIG， TEI Consortium　The １st International Workshop，東京大学，2016年８月31日
後藤 真・渋谷綾子「Constructing “Integrated Studies of Cultural and Research Resources” and a Digital 
Network of Resource Information in Japan」，The 27th annual conference of the EAJRS（European 
Association of Japanese Resource Specialists），University of Bucharest，ルーマニア，2016年９月14日
ワークショップ１，口頭発表「歴史情報データはどのように研究・教育で活用されるのか」，国文学研究資
料館，2016年12月９日
ワークショップ３，口頭発表「総合資料学とシステム構築」，国立歴史民俗博物館，2017年１月28日
全体集会，口頭発表「2016年度総合資料学ワークショップ１の報告」東京工業大学，2017年３月20日

２　外部資金による研究
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「奈良時代知識 Topic Maps 辞書構築による正倉院文書研究方法論の記述の試み」科学研究費補助金（若手研
究（B））研究代表者，2013-2017年
「典籍に関わる史資料の悉皆的調査を踏まえた古代知識・思想構造の総合的研究」（代表者：中林 隆之）
科学研究費補助金（基盤研究（C））　研究分担者， 2014－2017年
「原史料メタ情報の生成・管理体系の確立および歴史知識情報との融合による研究高度化」科学研究費補助金
（基盤研究（A））　（代表者: 山家浩樹）研究分担者， 2015年－2019年
「研究力を測る指標（分野別・大学機能別）の抽出と大学の研究力の可視化に関する基礎的研究」科学研究費
助成事業・特別研究促進費　2016年－2018年
国際キックオフシンポジウム「大学・研究機関（分野別・機能別）の研究力はどのような指標で分析可能か？」
口頭発表「多様な学問の研究力強化のための評価」，東京医科歯科大学，2016年10月25日

５　教育
平成28年度歴史民俗資料館等専門職員研修会「博物館をとりまくデジタル化の現状」，国立歴史民俗博物館，
2016年11月14日
千葉大学普遍教育科目「博物館で歴史を読み解く」，千葉大学，2017年２月13日－15日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
内閣府知財事務局デジタルアーカイブの連携に関する実務者協議会メタデータのオープン化等検討ワーキング
グループ，情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会　運営委員，Japanese Association for Digital 
Humanities（JADH）理事，情報処理学会人文科学とコンピュータシンポジウム　プログラム委員，京都国立
博物館　客員研究員

２　講演・カルチャーセンターなど
「陵墓の名称をめぐるいくつかの課題」，「陵墓」公開をめぐる成果と未来－箸墓古墳・伏見城の立入り観察成
果報告と「陵墓」の名称－，神戸市勤労会館，2016年８月７日
「博物館資料のさまざまな見方・見え方─デジタルが見せる博物館資料の未来─」，第393回歴博講演会，国立
歴史民俗博物館，2016年10月８日
「分野を超えた知の連携　歴博の取り組み」，第18回図書館総合展，パシフィコ横浜，2016年11月８日
「地域の資料情報を大学・博物館とともに保存活用する ─総合資料学の試み─」，大阪の地域資料の保存と活
用を考えるつどい，桃山学院大学，2017年３月11日

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
メタ資料学研究センター

３　その他
内閣府知財事務局デジタルアーカイブの連携に関する実務者協議会にて報告，2016年７月29日

坂本　稔　SAKAMOTO Minoru　教授（2013～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2013～）

【学歴】東京大学理学部化学科（1989年卒業），東京大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程（1991年修了），東
京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程（1994年修了）
【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗
博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），
総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機
構国立歴史民俗博物館研究部教授（2013），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2013）
【学位】博士（理学）（東京大学）（1994年取得）【専門分野】文化財科学【主な研究テーマ】同位体分析に基づく
年代測定・産地推定【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学会，日本AMS研究協会【研究目的・研究
状況】炭素14年代法を中心に，数値年代の獲得と精度向上に研究の重点を置く，sakamoto@rekihaku.ac.jp

さかもと
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●主要業績

１． 【著書】国立歴史民俗博物館・坂本稔・中尾七重編『築何年？炭素で調べる古建築の年代研究』188頁，吉川弘
文館，2015年３月

２． 【論文】Minoru SAKAMOTO, Mineo IMAMURA, Akira KODAIRA.‘Design and performance tests of an 
efficient sample preparation system for AMS-14C dating.’ Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research B 268, pp.935–939, April 2010.

３． 【研究ノート】坂本 稔「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」国立歴史民俗博
物館研究報告176，pp.169–176，2012.

４． 【共同研究】坂本 稔編『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』国立歴史民俗博物館研
究報告176，178頁，2012年12月

５． 【外部資金】平成21～24年度科学研究費補助金（基盤Ａ）「日本産樹木年輪による炭素14年代の高精度較正曲線
の作成」研究代表者

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
［共著］中尾七重・坂本 稔『合掌造りはいつ建てられたか─炭素14による民家年代調査─』日本民家園叢書
13，川崎市立日本民家園，2017年３月31日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
発掘調査報告書［共著］坂本 稔・上野祥史・鈴木一有「10.山ノ花遺跡出土土器の付着炭化物の炭素14年代測定」
『平成27年度浜松市文化財調査報告』浜松市教育委員会，2017年３月10日，pp.104-109

５　学会・外部研究会発表
ポスター［共著］坂本 稔，光谷拓実，中塚 武，横山 操，鳴海祥博，太田亜希，田中正流，神居文彰，「平等
院阿弥陀堂遺構材の調査─年代測定について─」，日本文化財科学会第33回大会，奈良大学，2016年６月４日－
５日
口頭発表［共著］Minoru SAKAMOTO, Masataka HAKOZAKI, Nanae NAKAO, Takeshi NAKATSUKA「Fine 
structure and reproducibility of radiocarbon ages of early-modern Japanese tree rings.」，８th International 
Symposium of 14C & Archaeology，Royal College of Surgeons in Edinburgh，スコットランド，2016年６月
27日－７月１日
口頭発表（招待講演）坂本 稔「日本産樹木年輪のAMS-14C測定─現状と課題─」，第19回AMSシンポジウム・
2016年度「樹木年輪」研究会，国立歴史民俗博物館，2016年12月17日－18日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基幹研究『日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開─新領域開拓と研究発
信─』，2015～2018年度
「戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復原と社会統合過程との比較照合─」
共同研究員，2015～2017年度
「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」共同研究員，2016～2018年度
基盤研究「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」共同研究員，2016～2018年度
基盤研究「建造物古材による木材科学的資料研究」研究代表者，2016～2018年度

②　他の機関
総合地球環境学研究所研究プロジェクト（文明環境史領域プログラム）「高分解能古気候学と歴史・考古学
の連携による気候変動に強い社会システムの探索」（プロジェクトリーダー：中塚 武）コアメンバー，2014
～2018年度

２　外部資金による研究
科学研究費補助金（基盤Ｂ）「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」（研究代表者：上野祥史）研究分
担者，2013～2016年度
科学研究費補助金（基盤Ｂ）「炭素14年代測定による縄文文化の枠組みの再構築─環境変動と文化変化の実年
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齢体系化」（研究代表者：小林謙一）研究分担者，2013～2017年度
科学研究費補助金（基盤Ａ）「初期遊牧国家の比較考古学研究」（研究代表者：臼杵 勲）研究分担者，2014～
2018年度
科学研究費補助金（基盤Ｂ）「放射性炭素年代法の古建築適用研究」（研究代表者：中尾七重）研究分担者，
2015～2017年度
科学研究費補助金（基盤Ａ）「科学分析手法と土器使用痕観察を組み合わせた古食性と調理形態復元に関する
学際的研究」（研究代表者：宮田佳樹）研究分担者，2016～2019年度

５　教育
千葉大学非常勤講師（博物館資料保存論）千葉大学・国立歴史民俗博物館

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
（公財）文化財建造物保存技術協会平成28年度中堅技術者研修「放射性炭素年代概論」国立歴史民俗博物館，
2016年10月６日

四　活動報告

澤田　和人　SAWADA Kazuto　准教授（2009.10～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2013～）

【学歴】大阪大学文学部美学科（1996年卒業），大阪大学大学院文学研究科芸術史学専攻博士前期課程（1998年修了）
【職歴】財団法人大和文華館学芸部（1998），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（2002），大学共同利用機関
法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史
民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2009），
総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2013）
【学位】文学修士（大阪大学）（1998年取得）【専門分野】染織史，服飾史，絵画史（絵巻）【主な研究テーマ】中
世を中心とする染織および服飾・衣装風俗に関する研究【所属学会】美術史学会

●主要業績

１．【論文】「十徳の変遷─中世を中心に」（『美術史』147号，pp.36–53，1999年，11月）
２． 【編著】『[染]と[織]の肖像─日本と韓国・守り伝えられた染織品』（国立歴史民俗博物館平成20年度企画展示図録，

208頁，2008年10月）
３． 【編著】『紅板締め─江戸から明治のランジェリー』（国立歴史民俗博物館平成23年度企画展示図録，164頁，2011

年７月）
４．【編著】『野村コレクション　服飾Ⅰ』（国立歴史民俗博物館資料図録9，348頁，2013年３月）
５．【編著】『野村コレクション　服飾Ⅱ』（国立歴史民俗博物館資料図録10，356頁，2014年３月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
『人と植物の文化史』（共著，国立歴史民俗博物館・青木隆浩編，古今書院，2017年３月30日）

２　論文
「シーボルト・コレクションの染織品」（企画展示図録『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』，青幻舎，p.170，
2016年７月21日）
「技術の復興─「江戸時代趣味衣裳」について」（企画展示図録『身体をめぐる商品史』，国立歴史民俗博物館，
p.46，2016年12月２日）

４　展示図録
企画展示図録『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』（共著，青幻舎，2016年７月21日）
企画展示図録『身体をめぐる商品史』（共著，国立歴史民俗博物館，2016年12月２日）

さわだ
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企画展示図録『デジタルで楽しむ歴史資料』（共著，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日）
５　学会・外部研究会発表

「ロイトリンゲン大学所蔵ベルツ・コレクションの染織品」（於ロイトリンゲン大学，2017年２月16日）
「メトロポリタン美術館所蔵の野村正治郎に関係する染織品」（於メトロポリタン美術館，2017年３月１日）

７　その他
「杜若と菖蒲・花菖蒲─意匠と文化」（総合誌『歴博』196，国立歴史民俗博物館，p.31，2016年５月30日）
「百貨店と近世の染織」（総合誌『歴博』198，国立歴史民俗博物館，p.31，2016年９月20日）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」（研究代表：横山百合子）共同研究者（2016～2018年度）
③　機構

基幹研究プロジェクト「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用」（研究代表：日
高 薫）共同研究者（2016～2021年度）

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究A「日本染織コレクションの形成とその美術史的価値観の確立に関する研究」（研究代表：
小山弓弦葉）研究分担者（2015～2020年度）
科学研究費基盤研究B「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の日本美術コレクションが担った役割」
（研究代表：日高 薫）研究分担者（2013～2016年度）
科学研究費基盤研究B「在欧日本仏教美術の包括的調査・デジタル化とそれに基づくジャポニズムの総合研究」
（研究代表：島谷弘幸）連携研究者（2016～2019年度）

４　主な展示・資料活動
企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」展示プロジェクト委員
企画展示「身体をめぐる商品史」展示プロジェクト副代表
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」展示プロジェクト委員
企画展示「おみやげの博物誌（仮称）」展示プロジェクト委員
くらしの植物苑特別企画「季節の伝統植物」展示プロジェクト副代表
総合展示第３室特集展示「杜若と菖蒲・花菖蒲─意匠と文化」展示プロジェクト代表
総合展示第３室特集展示「百貨店と近世の染織」展示プロジェクト代表

三　社会活動等

１　館外における各種委員
文化庁「アーカイブ中核拠点形成モデル事業（ファッション・デザイン分野）」（文化学園大学和装文化研究所）
有識者会議メンバー

２　講演・カルチャーセンターなど
「変りゆく着物―幕末から昭和初期」（第395回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2016年12月10日）

四　活動報告

柴崎　茂光　SHIBASAKI， Shigemitsu　准教授（2010.10～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2011～）

【学歴】東京大学農学部（1996年卒業），東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程（1998年修了），マンチェス
ター大学経済学部開発経済学修士課程（2000年修了），東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程（2002年退学）
【職歴】東京大学大学院農学生命科学研究科助手（2002），岩手大学農学部助教授（2006），同准教授（2007）大学
共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究
科日本歴史研究専攻准教授併任（2011）
【学位】博士（農学）（東京大学）（2006年取得），修士（開発経済学）（マンチェスター大学）（2000年取得）【専門
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

分野】林政学／民俗学
【主な研究テーマ】開発行為や規制政策が地域社会に及ぼす影響
【所属学会】林業経済学会，日本森林学会，日本観光研究学会，環境社会学会
【研究目的・研究状況】shibaアットrekihaku.ac.jp（アットを@に置き換えてください）

●主要業績

１． 【論文：単著】「世界遺産が地域社会にもたらしたもの」（国立歴史民俗博物館・青木隆浩編『地域開発と文化
資源』地域開発と文化資源 （歴博フォーラム民俗展示の新構築），pp.15–33，2013年３月）

２． 【論文：共著・筆頭】Current situations and issues of risk management in protected areas: A case study of 
the Oirase Stream Area in Towada-Hachimantai National Park， Japan. S.Shibasaki， Onodera，S.， Aikoh， T.， 
Tsuge， T.， Shoji， Y. and Yamaki， K. Proceedings of the Fifth International Conference on Monitoring and 
Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas， pp.229–230， May， 2010

３． 【論文・単著】「保護地域内における文化的資源の保全のあり方を考える」（『国立公園』718：pp.8–11，2013年
11月）

４． 【論文：共著・筆頭】柴崎茂光・佐藤武志・金美沙子・皆上 伸・八巻一成「多様なレクリエーション機会の提
供という視点からみた自然公園管理のあり方─十和田八幡平国立公園八幡平地区を事例としたROS手法の適
用─」（『林業経済』66（９）：pp.1–17，2013年９月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「古くて新しい問題としての屋久島の山岳利用」，日本山岳SAR研究機構編「山岳倫理シンポジウム」，pp.41-
46，2016年５月22日
「屋久島の薪炭生産に関する映像研究」， 日本森林学会大会学術講演集128: p.192， 2017年３月28日
「全国の林業遺産の分布状況と今後の展望」日本森林学会大会学術講演集128: p.98， 2017年３月27日（深町加
津枝・奥山洋一郎・八巻一成・奥 敬一らと共著）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「震災からの復興における若者回帰　～福島県相双地方～」，特定非営利活動法人いわて地域づくり支援セン
ター「若年層の田園回帰事例に学ぶ農山村再興方策」，2017年３月

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
歴博アンコール上映会「屋久島の森に眠る人々の記憶」（80分），東京農業大学，2016年10月６日
歴博アンコール上映会「屋久島の森に眠る人々の記憶」（80分），国立歴史民俗博物館，2016年10月13日
歴博アンコール上映会「屋久島の森に眠る人々の記憶」（80分），東京大学，2016年11月23日
歴博アンコール上映会「屋久島の森に眠る人々の記憶」（80分），宇都宮大学，2016年12月８日
歴博民俗研究映像（英語版）「Memories of Yakushima’s Forests in the Hearts of the People」（80分）国立歴
史民俗博物館，2016年12月
歴博アンコール上映会「復活した岳参り」（20分），東京農業大学，2016年10月６日
歴博アンコール上映会「復活した岳参り」（20分），国立歴史民俗博物館，2016年10月13日
歴博アンコール上映会「復活した岳参り」（20分），東京大学，2016年11月23日
歴博アンコール上映会「復活した岳参り」（20分），宇都宮大学，2016年12月８日

５　学会・外部研究会発表
「古くて新しい問題としての屋久島の山岳利用」，登山倫理シンポジウム，国立オリンピック記念青少年セン
ター，2016年５月22日
「屋久島をめぐる林野開発と信仰」，2016森林と市民を結ぶ全国の集いin東京，東京農業大学，2016年６月12日
「屋久島における映像を用いた生業研究の可能性」，林業経済学会，島根大学，2016年11月12日
「屋久島における映像を用いた生業研究の可能性」，日本森林学会，鹿児島大学，2017年３月27日
「全国の林業遺産の分布状況と今後の展望」（深町加津枝・柴崎茂光・奥山洋一郎・八巻一成・奥 敬一らと共
著）， 日本森林学会， 鹿児島大学， 2017年３月27日
「屋久島の薪炭生産に関する映像研究」， 日本森林学会，　鹿児島大学， 2017年３月28日

しばさき
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二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性」（研究代表者：柴崎茂光）
2016～2019年度
基盤研究「生物多様性に関わる国際認定制度を活用した地方自治体の戦略の定量的比較分析」（研究分担者：
柴崎茂光）2015～2016年度

２　外部資金による研究
特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター「若年層の田園回帰事例に学ぶ農山村再興方策」 2016年度

５　教育
東京大学大学院農学生命科学研究科非常勤講師（森林環境経済学）
東京農工大学農学研究院非常勤講師（自然環境保全学特別委講義Ⅱ）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
『林業経済』編集委員，『林業経済学会』評議員，『日本森林学会』林業遺産選定委員， 『屋久島世界遺産地域
科学委員会』委員，『屋久島町宮之浦川上流域活用検討委員会』委員， 『屋久島世界自然遺産・国立公園におけ
る山岳利用のあり方検討会』委員

四　活動報告

島津　美子　Shimadzu Yoshiko　助教（2013.7～）

【学歴】金沢大学理学部卒（1999），東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻（システム保存学）修士課
程修了 （2001）
【職歴】東京文化財研究所修復技術部研究補佐員（2001），オランダ文化遺産研究所（Instituut Collectie 
Nederland）プロジェクト研究員（2004），独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所特別研究員（2008），大
学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2013）
【最終学位】Ph.D. （アムステルダム大学）（2015年２月取得）
【専門分野】保存科学【主な研究テーマ】歴史資料の彩色技法材料の調査研究【所属学会】文化財保存修復学会，
国際文化財保存学会，国際博物館会議保存国際委員会【研究目的・研究状況・メールアドレス】彩色材料およびそ
の製造方法，彩色技法等を明らかにし，資料の帰属する時代や地域における技術レベルや素材の流通などを探る。
現在は，国内の近世から近代にかけての彩色材料についての調査分析を実施中。

●主要業績

１． 【論文】島津美子， 岡田 靖. 研究ノート「近世・近代の木彫仏像に施された彩色の技法材料─山形県龍泉寺，
塩田行屋，法来寺の事例─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第206集，pp.61-87， 2017年３月）

２． 【論文】研究ノート「幕末明治期の錦絵に用いられた色材調査─赤色，黄色，緑色について─」（『国立歴史民
俗博物館研究報告』第200集， pp.83-96， 2016年１月）

３． 【調査報告】「第２窟壁画の材料および製作技法の調査」（東京文化財研究所編『アジャンター壁画の保存修復
に関する調査研究─第２窟，第９窟壁画の保存修復と自然科学調査（2009～2011年）─』，pp.97-120，東京文
化財研究所，2014年３月）

４． 【調査報告】「中央アジア地域にみられる壁画の技法材料について─自然科学的調査の理論および実践の諸相に
ついて─」（『《色彩に関する領域横断シンポジウム》報告　きらめく色彩とその技法　工房の実践プラクティ
スを問う─東西調査報告からみる色彩研究の最前線─』大阪大谷大学文化財学科，pp.20-31，2013年３月）

５． 【報告書】Chemical and optical aspects of appearance changes in oil paintings from the 19th and early 20th 
century，Molart Reports 15. University of Amsterdam，02/2015.
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
島津美子，岡田 靖　「近世・近代の木彫仏像に施された彩色の技法材料─山形県龍泉寺，塩田行屋，法来寺
の事例─」，『国立歴史民俗博物館研究報告』第206集，pp.61-87， 2017年３月（査読有）

５　学会・外部研究会発表
Noriko Koresawa, Yoshiko Shimadzu, Shigeru Kubodera, Shunichi Nomura, Hiroshi Adachi，「Transition of 
the Wood Painting and the Color on De Forest Hall as a History of Modern Architecture」，11th 
International Symposium on Architectural Interchanges in Asia（ISAIA 2016），東北大学（宮城），2016年
９月22日（査読有）
島津美子・岡田 靖，「彩色仏像からみる色材の変遷」，文化財保存修復学会第38回大会要旨集，東海大学（神
奈川）pp.232-233，2016年６月26日（査読有）
ポスター：Izumi Imai, Yoshiko Shimazu, Fumi Kouno，「Development of a chemical teaching material “Color 
in Japanese History”」，IUPAC（国際純正・応用化学連合）第24回国際化学教育学会，マレーシア，2016年
８月15日

７　その他
特集解説「彩色材料の素材からわかること」，総合誌『歴博』，国立歴史民俗博物館，p.1，2016年11月20日
「近代化による色材の移り変わり」，総合誌『歴博』，国立歴史民俗博物館，pp.2-5，2016年11月20日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

（開発型共同研究）日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究（研究代表）2014～2016
年度

③　機構
ネットワーク型基幹研究プロジェクト 在外日本資料調査・活用による日本研究と日本文化理解の促進（主
導機関：国際日本文化研究センター） ヨーロッパにおける19世紀日本関連資料の調査と活用─日本文化発信
にむけた国際連携のモデル構築をめざして─（代表：日高 薫）共同研究員．2016年度～2018年度

２　外部資金による研究
科研若手研究（B）近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究（H28～ H30），研究代表者，2016～
2018年度
科研「新学術領域研究（研究領域提案型）」研究領域；「現代文明の基層としての古代西アジア文明」（領域代
表者：常木 晃［筑波大学・人文社会系・教授］），「西アジア文化遺産の材質と保存状態に関する自然科学的な
研究」（研究代表者：谷口陽子［筑波大学］）（H24～ H28）研究分担者，2012～2016年度

４　主な展示・資料活動
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」（2017年３月14日～５月７日）展示プロジェクト委員

５　教育
東京成徳大学非常勤講師（博物館資料保存論）
外国人学生受け入れ（ロンドン大学カタール校修士課程２年生：2016年４月11日～６月10日）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「資料の成り立ちを探る ─技法材料研究の魅力─」，東洋美術学校（東京），2016年11月24日

５　国際連携
①　JICA

国立大学法人東京芸術大学及び一般財団法人 日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）実施「エジプト国大エジ
プト博物館開館支援合同保存修復プロジェクト」業務従事者（補強）診断分析担当（2017/12/２～12/17）

四　活動報告

しまづ
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鈴木　卓治　SUZUKI Takuzi　教授（2017.1～）
併任：総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授（2017～），生年：1965

【学歴】電気通信大学電気通信学部情報数理工学科（1988年卒業），電気通信大学大学院電気通信学研究科情報工
学専攻博士後期課程（1994年単位取得退学），千葉大学大学院融合科学研究科情報科学専攻博士後期課程（2015年
修了）
【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗
博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学
共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），国立大学法人総合研究大学院大学
文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2016），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物
館研究部教授（2017），国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2017.1）
【学位】博士（学術）（千葉大学）（2015年取得）【専門分野】ソフトウェア学，色彩と画像の数理【主な研究テーマ】
博物館における研究・展示・広報を支援するシステムの研究，とくにネットワーク，データベース，色彩と画像の
情報処理【所属学会】情報処理学会，日本ソフトウェア科学会，日本色彩学会，情報知識学会

●主要業績

１． 【論文】鈴木卓治，安達文夫，大久保純一，小林光夫：錦絵資料の測色画像データベースの構築と色彩分析の
試み，人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん2004）論文集，IPSJ Symposium Series，
Vol.2004，No.17，pp.75–82（2004－12）．（平成17年度情報処理学会山下記念研究賞（人文科学とコンピュータ
研究会推薦）受賞対象論文）

２． 【論文】Takuzi Suzuki, Misaki Kan’no, Noriko Yata, Yoshitsugu Manabe: Detection of transition of red colours 
on Nishiki-e printings from colour-corrected digital images, Journal of the International Color Association, 
Vol.14, pp.57-66（2015-04-27）

３． 【論文】鈴木卓治：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，国立歴
史民俗博物館研究報告，206号，pp.39-59，2017年３月

４． 【展示】歴博常設展示の第３，第６，第４室各室のリニューアルならびに数多くの企画展示における情報端末
の設置ならびに情報コンテンツの提供に関する業務に従事

５．【展示】デジタルで楽しむ歴史資料，展示プロジェクト代表，2017年３月14日～５月７日

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「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」，『国立歴史民俗博物館研
究報告』206号，pp.39-59，2017年３月（査読有）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
人物画帳（デジタル資料），企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」，国立歴史民俗博物館，2016年
７月12日－９月４日
人物画帳（デジタル資料），企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」，江戸東京博物館，2016年９月
13日－11月６日
デジタルで楽しむ歴史資料（展示図録），国立歴史民俗博物館（編），2017年３月14日，88p
研究用に作られた正倉院文書自在閲覧システム，デジタルで楽しむ歴史資料（展示図録），p.29
II-2　錦絵に用いられた赤と青の分析，デジタルで楽しむ歴史資料（展示図録），pp.30-35
光と色の話（コラム），デジタルで楽しむ歴史資料（展示図録），p.38
音を展示するコンテンツ，デジタルで楽しむ歴史資料（展示図録），p.45
企画展示コンセプト（スライドショー），企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017
年３月14日－５月７日
島田一成，宮島秀昴，眞鍋佳嗣，矢田紀子，鈴木卓治：「洛中洛外図屏風歴博甲本右隻見どころ解説（デジタ
ルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，安達文夫，小島道裕：「洛中洛外図屏風歴博甲本（デジタル資料）」，企画展示「デジタルで楽しむ
歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
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安達文夫，鈴木卓治，小島道裕：「洛中洛外図屏風歴博甲本乙本比較（デジタル資料）」，企画展示「デジタル
で楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，安達文夫：「江戸図屏風（デジタル資料）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民
俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，大久保純一：「江戸名所見比べコンテンツ（デジタルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで楽しむ
歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，田中大喜：「描かれた武士の姿見比べコンテンツ（デジタルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで
楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，大久保純一，澤田和人，小島道裕：「肖像画見比べコンテンツ（デジタルコンテンツ）」，企画展示
「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，安達文夫，仁藤敦史：「正倉院文書歴博複製資料（研究用）（デジタル資料）」，企画展示「デジタ
ルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
「錦絵の赤と青の分析（スライドショー）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，
2017年３月14日－５月７日
横田知美，宮島秀昴，眞鍋佳嗣，矢田紀子，鈴木卓治：「現代によみがえる江戸の模様（３DCG動画）」，企
画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
富田修平，本田ちなつ，曽我麻佐子，鈴木卓治：「蒔絵万年筆３Dコンテンツ（デジタルコンテンツ）」企画
展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
鈴木卓治，内田順子，遠藤 徹，加藤富美子，清水淑子，高瀬澄子，日高 薫：「笙のハーモニーを聴いてみよ
う（デジタルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日
－５月７日
鈴木卓治，内田順子，遠藤 徹，加藤富美子，清水淑子，高瀬澄子，日高 薫：「セルフミックス《越殿楽》（デ
ジタルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月
７日
「雅楽演奏録音風景（ビデオ）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月
14日－５月７日
北村隆二，芝 公仁，曽我麻佐子，鈴木卓治：「バーチャルすごろくゲーム台（デジタルコンテンツ）」，企画
展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
「超大型デジタルフォトフレーム（デジタルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴
史民俗博物館，2017年３月14日－５月７日
「肖像画なりきりコンテンツ（デジタルコンテンツ）」，企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民
俗博物館，2017年３月14日－５月７日

５　学会・外部研究会発表
横田知美，矢田紀子，眞鍋佳嗣，鈴木卓治：小袖画像からの模様抽出による仮想試着の精度向上手法の検討, 
第21回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集，14F-05（2016/09/14）．（アブストラクト査読有, 発表者横
田知美, 於つくば国際会議場，茨城）
「博物館研究・展示とデジタル技術」，平成28年度「デジタル技術を用いた支援ツールの活用による研究成果
の可視化」に関する研究会，江戸東京博物館，2016年10月17日
曽我麻佐子，北村隆二，芝 公仁，鈴木卓治：江戸すごろくのデジタル化とインタラクティブシステムの開発，
国立国語研究所"情報処理学会人文科学とコンピュータシンポジウム論文集，Vol.2016，No.2，pp.191-196
（2016/12/10）（査読有，発表者曽我麻佐子，於国立国語研究所，東京）
萩野谷隼一，矢田紀子，眞鍋佳嗣，鈴木卓治：大型絵画の質感再現のための視点位置推定手法の検討，映像情
報メディア学会2016年冬季大会講演予稿集，12B-4（2016/12/21）．（アブストラクト査読有, 発表者萩野谷隼一，
於東京理科大，東京）
島田一成，眞鍋佳嗣，矢田紀子，鈴木卓治：拡張現実感展示のためのプロジェクションマッピング手法の検討, 
映像情報メディア学会2016年冬季大会講演予稿集，23B-4（2016/12/22）．（アブストラクト査読有，発表者島
田一成, 於東京理科大，東京）
Tomomi Yokota, Noriko Yata, Yoshitugu Manabe, Takuzi Suzuki: The Virtual Dressing of Kosode by 
Synthesizing Extracted Pattern and Fabric Color, Proc. of IWAIT2017, １B-4（2017/01/09）．（アブストラク
ト査読有, 発表者Tomomi Yokota, at Penang, Malaysia）

すずき
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「正倉院文書歴博複製資料の自在閲覧システムの開発とその展開」，国際研究集会「交響する古代VII」，明治
大学グローバルフロント，2017年１月14日
冨田脩平，曽我麻佐子，鈴木卓治：HMDとペン型デバイスを用いた万年筆の展示支援システム，インタラクショ
ン2017論文集，pp.434-435（2017/03/03）（アブストラクト査読有，発表者富田脩平，於明治大学中野キャン
パス，東京）
北村隆二，曽我麻佐子，芝 公仁，鈴木卓治：インタラクティブ技術を用いた江戸時代のすごろくの遊び支援
システムの開発，インタラクション2017論文集，pp.789-790（2017/03/04）（アブストラクト査読有，発表者
北村隆二，於明治大学中野キャンパス，東京）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博

開発型共同研究「日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究」（研究代表者：島津美子）
研究分担者，2014～2016年度

４　主な展示・資料活動
［総合展示］第１室，第３室，第４室，第５・６室各展示プロジェクト委員（情報端末）
企画展示「万年筆の生活誌─筆記の近代─」（2016年３月８日～５月８日）展示プロジェクト委員
企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」（2016年７月12日～９月４日）展示プロジェクト委員
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」（2017年３月14日～５月７日）展示プロジェクト代表

５　教育
歴史民俗資料館等専門職員研修会講師: 実習（調査研究の最近の動向（３）画像情報の作成と活用, 勝田 徹専
門員と共同）, 授業（資料の保存管理（２）コンピュータの活用, 後藤 真准教授と共同）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
人間文化研究機構情報発信センター高度連携情報技術委員会委員（資源共有化事業委員会から改称，2013年４
月より継続中）
人間文化研究機構情報セキュリティ委員会（2016年４月より）
一般社団法人日本色彩学会代議員（関東支部選出，2011年５月より継続中）
一般社団法人日本色彩学会画像色彩研究会主査（2014年４月より継続中）
一般社団法人日本色彩学会学会誌編集委員会委員（副委員長）（2016年７月より）
一般社団法人日本色彩学会学会誌広報委員会委員（2016年７月より）

２　講演・カルチャーセンターなど
「光と色にまつわる２つの話題」，第327回光交流会オプトフォーラム，ココリサーチ地下ホール，2016年６月
15日
「文化財のデジタルアーカイビング～国立歴史民俗博物館の事例から～」，第２回文化財保存・復元技術展ス
ポンサーセッション，東京ビッグサイト，2016年７月20日

四　活動報告

　企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」の開催に力をお貸しくださったすべての方々に，この場を借りて厚く御
礼申し上げます。ありがとうございました。

関沢まゆみ　SEKIZAWA Mayumi　教授（2011～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1964

【学歴】東京女子大学文理学部史学科（1986年卒業），筑波大学大学院地域研究研究科日本文化研究コース修士課
程（1988年修了）
【職歴】帝京大学文学部非常勤講師（1993），早稲田大学オープンカレッジ非常勤講師（1993），東京家政学院大学
人文学部非常勤講師（1994），東京学芸大学教育学部非常勤講師（1994），筑波大学第二学群非常勤講師（1996），
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国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1998），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部
助教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2005），大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専
攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2011），総合研究
大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2011），研究推進センター長併任（2013～2014）
【学位】文学博士（筑波大学）（2001年取得）【専門分野】民俗学【主な研究テーマ】社会・信仰・儀礼に関する民
俗学的研究【所属学会】日本民俗学会，日本文化人類学会，比較家族史学会【研究目的・研究状況】2007年から継
続している高度経済成長と民俗の変化に関する共同研究による，資料情報の蓄積と論文作成，また戦後民俗学でや
や等閑視されてきた比較研究法の有効性を再確認する実践例を示す試みなどが中心的課題となっている。

●主要業績

１．【単著】『宮座と老人の民俗』266頁，吉川弘文館　2001年２月
２．【単著】『隠居と定年─老いの民俗学的考察─』196頁，臨川書店　2003年３月
３．【単著】『宮座と墓制の歴史民俗』305頁，吉川弘文館　2005年２月
４．【単著】『現代「女の一生」─人生儀礼から読み解く─』244頁，NHK出版　2008年６月
５．【単編著】『戦争記憶論─忘却，変容そして継承─』280頁，昭和堂　2010年７月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
単編著『民俗学が読み解く葬儀と墓の変化』，160頁，国立歴史民俗博物館研究叢書２巻，朝倉書店，2017年３
月20日

２　論文
「葬儀の構造的変化の50年」，国立歴史民俗博物館研究叢書２巻，朝倉書店，pp.10-72，2017年３月20日
「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─」，『国立歴史民俗博物館研究報告』
203集，pp.85-112，2016年12月15日（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「ライフスタイル」「休み日」ほか，『日本生活史辞典』，吉川弘文館，2016年11月10日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
民俗語彙DB担当

７　その他
「お煮しめとサラダ」，総合誌『歴博』196号，国立歴史民俗博物館，p.10，2016年５月30日
「彼岸の行事」，『定年時代』，2017年３月上旬号，新聞編集センター，P.3，2017年３月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「『1968年』社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（荒川章二研究代表）共同研究員，2015～
2017年度
基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」（横山百合子研究代表）共同研究員，2016～2018年度

４　主な展示・資料活動
総合展示第６室「高度経済成長と生活の変貌」担当
総合誌『歴博』編集委員

５　教育
東京女子大学国際教養学部非常勤講師（民俗学）
お茶の水女子大学生活科学部非常勤講師（現代文化論）
お茶の水女子大学大学院非常勤講師（芸術文化特論演習）
國學院大学大学院文学研究科兼任講師（民俗学特論）
博士論文審査　筑波大学（2017年１月13日），INALCO（フランス，2017年２月22日），いずれも外部委員とし
て。

せきざわ
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三　社会活動等

１　館外における各種委員
島根県古代文化センター企画運営委員，栃木県重要文化財保護審議委員，新宿区文化財保護審議委員，川崎市
文化財審議委員，文化審議会専門委員（文化財分科会）， 日本民俗学会理事

２　講演・カルチャーセンターなど
「お盆の歴史と民俗」，歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2016年９月10日
「魔除け・厄除けの民俗」，歴博友の会「民俗学講座」，国立歴史民俗博物館，2017年３月17日

３　マスコミ
「あれもこれも民俗学」朝日新聞，2016年12月18日
「グレーテルのかまど─ビュッシュ・ド・ノエル─」NHK，2016年12月19日

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「高度経済成長と地域社会の変化─湯田ダム建設と生活変化─」，北上市民大学ゼミナール地元学部，北上市，
2016年８月18日
「栃木県の葬儀の歴史」，真岡市歴史教室，真岡市，2016年10月22日
「葬儀と墓の構造的変化─土葬から火葬へ，自宅葬からホール葬へ─」，歴史からみる人権講座「お墓が語
る生命への思い─埋葬文化から人権を考える─」，横須賀市，2016年10月28日
「遺骸・遺骨の扱いの地域差と文化差─遺骨へのこだわりの濃淡─」，歴史からみる人権講座「お墓が語る
生命への思い─埋葬文化から人権を考える─」，横須賀市，2016年11月４日

四　活動報告

高田　貫太　TAKATA Kanta　准教授（2010.10～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授併任（2011～）生年：1975年３月７日

【学歴】岡山大学文学部史学科（1997年卒業），岡山大学大学院文学研究科史学専攻修士課程（1999年修了），大韓
民国慶北大学校大学院考古人類学科博士課程（2004年修了）
【職歴】大韓民国慶北大学校考古人類学科非常勤講師（2003），岡山大学埋蔵文化財センター助手（2004），奈良文
化財研究所都城発掘調査部研究員（2006），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准
教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2011）
【学位】文学博士（大韓民国慶北大学）（2005年取得）【専門分野】考古学【主な研究テーマ】古墳時代における日
本列島と朝鮮半島の交流史【所属学会】考古学研究会，韓国嶺南考古学会，韓国考古学会【研究目的・研究状況】
近年は，朝鮮半島栄山江流域と倭の交流史について日朝双方の視点からその特色を浮き彫りにすることに努めてい
る。

●主要業績

１．【単著】『古墳時代の日朝関係』吉川弘文館，363頁，2014年３月
２．【単著】『海の向こうから見た倭国』講談社，304頁，2017年２月
３． 【論文】「考古学による日朝関係史研究の現状と課題─先史・古代を中心に─」（『考古学研究』59-２，pp.16–

28，考古学研究会，2012年９月）（査読付き）
４． 【論文】「栄山江流域における前方後円墳築造の歴史的背景」（『古墳時代の研究７─内外の交流と時代の潮流─』

pp.85–102，同成社，2012年10月）
５． 【論文】「古墳出土龍文透彫製品の分類と編年」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第173集，pp.121–141，2013

年３月）（査読付き）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
単著「海の向こうから見た倭国」講談社，304頁，2017年２月20日
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

２　論文
共著論文，高田貫太，金跳咏「装身具生産」，『季刊考古学（特集　古墳時代・渡来人の考古学）』137号，雄山
閣，pp.37-41，2016年11月１日
単著論文「竪穴系横口式石室・竪穴式石室・木槨の構造」，『韓日の古墳』「日韓交渉の考古学─古墳時代（三
国時代）─」研究会，韓国語・日本語翻訳，pp.131-165，2016年11月５日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
「簗瀬二子塚古墳の副葬品をめぐる地域間交渉」，『簗瀬二子塚古墳の世界（企画展図録）』，安中市学習の森ふ
るさと学習館，pp.90-97，2016年10月29日

５　学会・外部研究会発表
「日朝関係史と『磐井の乱』─考古学の立場から─」，日本史研究会５月例会，機関紙会館５階大会議室，
2016年５月22日
「竪穴系横口式石室・竪穴式石室・木槨の構造」，「日韓交渉の考古学─三国・古墳時代」第４回共同研究会（第
40回韓国考古学全国大会　第３自由パネル「韓日の古墳」），韓国成均館大学校，韓国語発表，2016年11月５日

７　その他
「冠・冠帽と金属製のアクセサリー」，『別冊太陽日本のこころ　古墳時代美術図鑑』246号，平凡社，pp.62-
65，2017年１月16日
「『極私的な』日朝関係史」，『本』2017/３月号，講談社，pp.48-49，2017年３月１日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に─」（研究代
表者：高田貫太　韓国大韓文化財研究院との学術交流協定に基づく共同研究）2014－2016年度
基幹研究「戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復原と社会統合過程との比
較照合─」2015－2017年度
2016年度第３回研究会，「日朝関係史からみた『磐井の乱』」，国立歴史民俗博物館，2017年３月18日

③　機構
人間文化研究機構　基幹研究プロジェクト地域研究推進事業「北東アジア地域研究」（拠点　国立民族学博
物館）

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究Ｃ「朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」（2016年度～2019年度）研
究代表者

３　国際交流事業
「中国社会科学院考古研究所との相互交流事業」（研究代表者：上野祥史，相手機関：中国社会科学院考古研
究所，2012－2017年度）
「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」（研究代表者：藤尾慎一郎，相手機関：嶺南大
学校博物館，嶺南文化財研究院，東亜細亜文化財研究院，2012－2017年度）
「博物館とモノを通じた文化への解釈と発信」（研究代表者：大久保純一，相手機関：国立台北芸術大学，
2013－2016年度）
「日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究Ⅱ─倭と新羅の交渉史を中心として─」（研究代表者：高田貫太，
相手機関：韓国慶北大学校博物館，2014－2017年度）
「国立文化財研究所との相互交流事業」（研究代表者：青山宏夫，相手機関：韓国国立文化財研究所，2015－
2020年度）※2015年３月に学術交流協定を延長
「先史～中世における葬送儀の比較研究」（研究代表者：松木武彦，相手機関：韓国国立中央博物館，2015－
2017年度）※2015年１月に事業計画を更新
「５，６世紀の栄山江流域における前方後円墳と倭」，『韓日古代埋葬儀礼の比較研究』第１回研究会，韓国国
立慶州博物館，2016年10月20日

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室展示プロジェクト委員
企画展示「世界史の目で見る古墳文化」展示プロジェクト委員

たかた
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５　教育
放送大学面接授業『日本の考古学』，「考古学からみた古代の日朝関係─朝鮮半島の前方後円墳をめぐって─」，
国立歴史民俗博物館，2016年11月27日

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「５，６世紀における東日本地域と朝鮮半島の交流史─簗瀬二子塚古墳の副葬品の位置づけ─」，（「簗瀬二子
塚古墳の世界」企画展連続講座，安中市学習の森ふるさと学習館，2017年１月22日）
「朝鮮半島へ渡った倭人たち─５，６世紀に朝鮮半島できずかれた倭系古墳─」，（第397回歴博講演会，国立
歴史民俗博物館，2017年２月11日）
「朝鮮半島へ渡った倭人たち─５，６世紀に朝鮮半島できずかれた倭系古墳─」，（かながわ考古学同好会３月
例会，神奈川県埋蔵文化財センター，2017年３月22日）

四　活動報告

３　 その他：2016年度は，研究代表者を務めた国際交流型共同研究「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再
構築」の最終年度にあたり，その円滑な進行に努めた。また，それと連動させて，科学研究費（基盤Ｃ）によ
る「朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」をスタートさせることができた。また，その他
の韓国の諸機関かかわる国際交流事業や共同研究において積極的に活動した。個人研究としては，2017年２月
に古墳時代の日朝関係史の概説書『海の向こうから見た倭国』（講談社現代新書）を刊行することができた。

田中　大喜　TANAKA Hiroki，准教授（2014.4～）
併任：総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授（2014.10～），生年：1972

【学歴】学習院大学文学部史学科（1996年３月卒業），学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士前期課程（1999
年３月修了），学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士後期課程（2005年３月修了）【職歴】学習院大学文学
部助手（2005年４月～2006年３月），東京大学史料編纂所研究機関研究員（2005年４月～2006年３月），駒場東邦中
学校・高等学校教諭（2006年４月～2014年３月），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研
究部准教授（2014年４月～），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2014年10月～）【学
位】博士（史学，学習院大学）（2005年取得）【専門分野】日本中世史【主な研究テーマ】中世武士団・武家政権論，
中世地域社会論【所属学会】歴史学研究会，日本史研究会，日本歴史学会，地方史研究協議会，鎌倉遺文研究会，
学習院史学会【研究目的・研究状況】武士団・武家政権の研究を通して，およそ700年間にわたり武士の支配が継
続した歴史を持つ日本社会の特質を追究することを目的とする。2016年度より，中世の地域社会における武士の領
主支配に関する共同研究を実施している。【メールアドレス】daiki-t@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．【単著】『中世武士団構造の研究』376頁，校倉書房，2011年８月
２．【単著】『新田一族の中世　「武家の棟梁」への道』230頁，吉川弘文館，2015年９月
３．【編】『中世関東武士の研究第３巻　上野新田氏』375頁，戎光祥出版，2011年６月
４．【編】『中世関東武士の研究第９巻　下野足利氏』413頁，戎光祥出版，2013年１月
５．【共編】秋山哲雄・田中大喜・野口華世『日本中世史入門　論文を書こう』342頁，勉誠出版，2014年４月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「南北朝期の越前と室町幕府」（『歴史研究の最前線』19号，総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館，
pp.8-28，2017年３月）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
木村茂光・安田常雄・白川部達夫・宮瀧交二編『日本生活史辞典』吉川弘文館，862頁，p.38・39・344・
394・546・608，2016年10月
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
企画展示図録『デジタルで楽しむ歴史資料』国立歴史民俗博物館，「描かれた武士」，pp.18-21，2017年３月

５　学会・外部研究会発表
「中世日本の『安穏』と武士・武家政権」人間文化研究機構・パリ日本文化会館連携キックオフ・国際シンポ
ジウム「厄災の時代を生き抜くための人文知」，パリ日本文化会館，2016年10月８日

７　その他
書評「髙橋昌明著『平家と六波羅幕府』」（『歴史評論』797号，校倉書房，pp.95-99，2016年９月）
新刊紹介「長村祥知著『中世公武関係と承久の乱』」（『古代文化』68巻４号，公益財団法人古代学協会，p.161，
2017年３月）
「中世武士と刀剣」（『歴博』200号，国立歴史民俗博物館，pp.15-18，2017年１月）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（代表;村木二郎）共同研究者（副代表），
2015～2017年度
「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」（代表；水上雅晴）共同研究者，2015～2017年
度
「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（代表；田中大喜）研究代表者，2016～2018年度
「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（代表；荒木和憲）共同研究者，2016～2018年度
「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」（代表;小島道裕）共同研究者（副代表），
2016～2018年度

２　外部資金による研究
科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「原史料メタ情報の生成・管理体系の確立および歴史知識情報との融合によ
る研究高度化」（代表；山家浩樹）研究分担者，2015～2018年度
科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化」（代表；
荒木和憲）連携研究者，2016～2020年度
共愛学園前橋国際大学共同研究「本学周辺にある中世石造物の研究」（代表；野口華世）共同研究者，2016年
度

４　主な展示・資料活動
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」（代表;鈴木卓治）展示プロジェクト委員，2017年３月14日～５月７日
開催
平成30年度企画展示「中世の文書と記録（仮）」（代表；小島道裕）展示プロジェクト委員（副代表）

５　教育
慶應義塾大学法学部非常勤講師，「中世日本政治史Ⅰ・Ⅱ」担当
聖心女子大学文学部非常勤講師，「古文献入門」担当
東邦大学理学部非常勤講師，「総合演習Ⅳ」担当
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科特別講義講師，「国立歴史民俗博物館ワークショップ」担当

三　社会活動等

１　館外における各種委員
熊谷市史編さん編集委員
前橋市歴史文化遺産活用委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「治承・寿永内乱と千葉氏」朝日カルチャーセンター千葉，「千葉氏」を最新の研究に学ぶ，2016年６月25日
「『北陸王朝』と室町幕府」総研大公開講演「地域史の可能性─越前から描く中世─」，福井大学，2016年７月
31日
「喜界島と鎌倉武士」喜界町自然休養村管理センター，シンポジウム「中世の喜界島を考える」，2016年10月
22日
「新田一族の中世」直実・蓮生を学ぶ会，熊谷市立図書館，2016年11月５日

たなか
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「中世人と植物」第214回くらしの植物苑観察会，歴博くらしの植物苑，2017年１月28日
４　社会連携

②　共同研究
『熊谷市史通史編　古代・中世』の執筆

③　講演会・シンポジウム
「新田氏，『武家の棟梁』への道」太田市立新田荘歴史資料館，平成28年度長楽寺展記念講演，2016年11月
20日

四　活動報告

今年度より，基幹研究「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」のＡブランチとして，「中世日本の地域
社会における武家領主支配の研究」を開始した。今年度の研究経過・成果については，「共同研究」の章を参照の
こと。

西谷　大　NISHITANI Masaru　教授（2012～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2012～），生年：1959年５月23日

【学歴】熊本大学文学部史学科（1984年卒業），熊本大学大学院文学研究科史学専攻修士課程修了（1986年単位取
得退学），中華人民共和国中山大学人類学系（1989年まで留学）【職歴】国立歴史民俗博物館考古部助手（1989），
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文
化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教
授併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2012），総合研究大学院
大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2012），博物館資源センター長併任（2013～2015）
【学位】文学修士（熊本大学）（1986年取得），文学博士（総合研究大学院大学）（2008年取得）
【専門分野】東アジア人類史【主な研究テーマ】東アジアの生業に関わる歴史　日本の地域研究（人と自然の関係
史）【所属学会】中国考古学会，東南アジア考古学会【研究目的・研究状況・メールアドレス】東アジアにおける
生業の歴史を主な研究目的とする。中国海南省のリー族，中国雲南省紅河州の者米谷でフィールド調査を行ってき
た。近年は，千葉県房総丘陵地域で，近世から現代までの人と自然の関係史を，様々な分野の研究者と共同でフィー
ルド調査を行っている。

●主要業績

１． 【編著】「［共同研究］東アジアにおける多用な自然利用─水田農耕民と焼畑農耕民」『国立歴史民俗博物館研究
報告』第164集，国立歴史民俗博物館，A４版，177頁，2011年３月

２． 【単著】『多民族の住む谷間の民族誌─生業と市からみた環境利用と市場メカニズムの生起』角川学芸出版，A
５版，335頁，2011年９月

３． 【 論 文 】Nishitani Masaru and Nathan Badenoch「Why Periodic Markets Are Held:Considering Products, 
People, and Place in the Yunnan-Vietnam Border Area」Vol 2. No 1. of Southeast Asian Studies, pp.171–192, 
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 2013年４月（査読有）

４． 【論文】西谷 大・島立理子・大久保悟「共同研究［日本の中山間地域における人と自然の文化誌］中間報告─
二号穴からみた水利用─」『国立歴史民俗博物館研究報告』第186集，pp.295-309，国立歴史民俗博物館，2014
年３月（査読有）

５． 【論文】西谷 大「豚便所─飼養形態からみた豚文化の特質」『国立歴史民俗博物館研究報告』第90集，pp.79–
149，国立歴史民俗博物館，2001年３月（査読有）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
西谷 大：編著「ニセモノ大図鑑─贋造と模倣からみた文化史」，河出書房新書，128頁，2016年10月
西谷 大：著「雲のうえの千枚ダム─中国雲南・大棚田地帯」，社会評論社，272頁，2017年１月
西谷 大：書籍分担執筆「総合資料学の挑戦」，吉川弘文館，181頁，2017年３月
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４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
歴博映像「山をぶち抜く二五穴」（仮題），準備撮影
国際展示「台湾と日本─震災史とともにたどる近現代─」（企画展示室）

５　学会・外部研究会発表
「総合資料学の全体像とWS３の位置づけ」『第１回総合資料学ワークショップ３』2016年７月８日，金沢商
工会議所会館
「「可將博物館資料變換為『活資料』的『研究循環資料取得模型』實踐建構」」『総合資料学ワークショップ』
2016年５月26日，國立臺灣歷史博物館（言語　中国語）
「活動報告３」『総合資料学　資料がつなぐ大学と博物館Ⅱ─資料情報の基盤とその活用─』2017年３月20日，
東京工業大学 大岡山キャンパス レクチャーシアター

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究　多元的フィールド解析研究「歴史にみる人と自然の関係史」（研究代表原 正利），2014～2016年
度
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，研究代表，2016年度～

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「大テーマ名　弥生」展示プロジェクト委員

三　社会活動等

１　館外における各種委員
公益財団法人　印旛郡市文化財センター　理事

四　活動報告

林部　均　HAYASHIBE Hitoshi　研究推進センター長（2014～），教授（2013～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2013～），生年：1960

【学歴】関西大学文学部史学地理学科（1983年卒業）
【職歴】奈良県立橿原考古学研究所嘱託（1983），奈良県立橿原考古学研究所（奈良県教育委員会）技師（1985），
同主任研究員（1992），同総括研究員（2006），関西大学文学部非常勤講師（2002～2005），三重大学人文学部非常
勤講師（2006），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010），総合研究大学
院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2010），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民
俗博物館研究部教授（2013），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2013），専修大学文
学部非常勤講師（2013），早稲田大学大学院非常勤講師（2014），専修大学大学院非常勤講師（2015）
【学位】博士（文学）（奈良女子大学）（2001年取得）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】東アジアの王宮・
王都の研究，考古学からみた古代地域社会の研究【所属学会】日本考古学協会・考古学研究会・日本史研究会・条
里制古代都市研究会

●主要業績

１．【著書】『古代宮都形成過程の研究』378頁，青木書店，2001年３月
２． 【著書】『飛鳥の宮と藤原京─よみがえる古代王宮─』259頁，歴史文化ライブラリー249，吉川弘文館，2008年

３月
３． 【論文】「東日本出土の飛鳥・奈良時代の畿内産土師器」（『考古学雑誌』72-１，pp.31–71，日本考古学会，

1986年９月）（査読付き）
４． 【論文】「古代宮都と郡山遺跡・多賀城」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第163集，pp.99–131，2011年３月）

（査読付き）
５．【調査報告書】編著『飛鳥京跡Ⅲ─内郭中枢の調査─』253頁，奈良県立橿原考古学研究所，2008年３月

はやしべ
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●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「古代国家のなりたちと飛鳥宮，藤原宮・京」『ここまでわかった飛鳥・藤原京─倭国から日本へ─』吉川弘
文館　pp.73-110，2016年８月10日
「日本古代における都城の成立と展開」，忠南大学大学人文力量強化（CORE）事業「大田・世宗・忠清地域
の人文学の保存と活用に努力する」プロジェクト発表要旨，韓国忠南大学，pp.1-12，2017年１月25日
「福原長者原遺跡と藤原宮・仙台郡山官衙遺跡」，シンポジウム「豊前国府誕生─福原長者原遺跡とその時代─」，
行橋市教育委員会，pp.5-8，2017年３月４日

７　その他
「飛鳥・藤原の宮都とその関連遺産群」，『日本歴史』824，吉川弘文館，pp.95-101，2017年１月１日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基幹研究「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開－新領域開拓と研究発
信」Bブランチ「北と南からみた古代列島世界」（研究代表者：三上喜孝），2016年度～
基盤研究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」（研究代表者： 小倉慈司）共同研究員，2014～
2018年度

３　国際交流事業
韓国国立文化財研究所との交流事業（国立慶州文化財研究所）

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「原始・古代」新構築プロジェクト委員
企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史」展示プロジェクト委員

三　社会活動等

１　館外における各種委員
条里制・古代都市研究会評議委員，考古学研究会全国委員（関東），「古墳壁画の保存活用に関する検討会」委
員（文化庁），上野国府等調査委員会委員（前橋市教育委員会），松山市文化財保護審議会久米官衙遺跡群調査
検討部会委員（松山市教育委員会），福原長者原遺跡調査指導委員会委員（行橋市教育委員会），史跡上野国佐
位郡正倉跡保存管理計画策定委員会委員（伊勢崎市教育委員会），粕屋町文化財調査指導委員会委員（阿恵遺
跡調査指導委員会・粕屋町教育委員会），史跡鋳銭司跡調査検討委員会委員（山口市教育委員会）

２　講演・カルチャーセンターなど
「「飛鳥」の王宮の発展─発掘調査からわかった飛鳥宮の特徴と変遷─」，古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，
2016年５月12日
「日本古代における都城の成立と展開」，忠南大学大学人文力量強化（CORE）事業「大田・世宗・忠清地域
の人文学の保存と活用に努力する」プロジェクト講演会，韓国忠南大学，2017年１月25日
「聖武天皇の都─恭仁宮・紫香楽宮・難波宮─」，歴博振興会考古学講座，国立歴史民俗博物館，2016年11月
16日
「古代日本　北の役所，南の役所─最新の発掘調査の成果から─」，歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2017
年１月14日
「福原長者原遺跡と藤原宮・仙台郡山官衙遺跡」，シンポジウム「豊前国府誕生─福原長者原遺跡とその時代─」，
コスメイト行橋文化ホール，2017年３月４日

四　活動報告
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原山　浩介　HARAYAMA Kosuke　准教授（2011.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2011～），生年：1972

【学歴】横浜市立大学商学部経済学科（1997年卒業），京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻修士課程（1999
年修了），京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻博士課程（2004年修了）
【職歴】龍谷大学非常勤講師（2002～2005），佛教大学通信教育部非常勤講師（2002～2011），佛教大学非常勤講師
（2003～2005），近畿大学非常勤講師（2003～2005），国立歴史民俗博物館非常勤研究員（2004～2005），慶應義塾
大学非常勤講師（2005～2006，2008～2010，2012～2013），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗
博物館研究部助手（2005），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学
共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2011），総合研究大学院大学文化科学研究
科日本歴史研究専攻准教授併任（2011）
【学位】博士（農学）（京都大学）（2004年取得）【専門分野】日本現代史【主な研究テーマ】日本における消費社
会と消費者運動の成立・変遷過程，近現代の農村社会の変容に関する研究，日本とハワイ・北米との間の人の移動
に関する歴史的研究【所属学会】同時代史学会，歴史学研究会，日本村落研究学会，地域農林経済学会

●主要業績

１．【単著】『消費者の戦後史：闇市から主婦の時代へ』324頁，日本経済評論社，2011年６月
２． 【共編著】（共編著／朝日祥之・原山浩介）『アメリカ・ハワイ日系社会の歴史と言語文化』290頁，東京堂出版，

2015年３月（執筆担当部分：「「日本語」から出発する移民史」pp.5-15（朝日祥之と共著），「労働者向け新聞
『ハワイスター』の時代：太平洋戦争後のハワイにおける思想状況の断面」pp.89–126）

３． 【共編著】（共編著／池上甲一・原山浩介）『食と農のいま』383頁，ナカニシヤ出版，2011年６月（執筆担当部
分：「国民経済と農業」pp.185–204，コラム16「農地は誰が耕すのか」pp.285–288，「農業を支える土地と労働」
pp.289–310，「おわりに」（池上甲一と共著）pp.360–365）

４． 【共編著】（共編著／安田常雄・大串潤児・高岡裕之・西野 肇・原山浩介）『シリーズ 戦後日本社会の歴史 社
会を消費する人びと─大衆消費社会の編成と変容』225頁，岩波書店，2013年１月（執筆担当部分：「戦時か
ら戦後へ」pp.1–11，「出発としての焼け跡・闇市」pp.14–39，「現在からの問い」pp.217–225）

５． 【論文】「消費者運動イメージの時代性：1970年前後の「きしみ」から考える」（『国民生活研究』51（４），
pp.30–45，2012年３月）（査読有）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
「合成洗剤追放運動の存在理由」，庄司俊作編『戦後日本の開発と民主主義』昭和堂，pp.105-128，2017年３
月30日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
展示図録『台湾と日本：震災史とともにたどる近現代』原山浩介・樋浦郷子・中野 良，「1999年921地震」，
pp76-89，2017年１月11日

５　学会・外部研究会発表
「ハワイの日本人移民に見る「共生」と移民社会」，I-URICフロンティア コロキウム 2016， 分科会１ 共生・
共存と多様性の維持，ホテルアソシア静岡，2017年３月２日
「合併しなかった村：長野県小川村」，地域社会における関係性の変容に関する基礎的研究　第３回研究会，
成城大学，2016年10月15日
「合成洗剤追放の論理と葛藤」，第４回高度成長史研究例会，同志社大学，2016年７月23日

７　その他
「「日本型食生活」の虚実」，総合誌『歴博』196，p.19，2016年５月30日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「【展示型】「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（研究代表：荒川章二）（副代表）

はらやま
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2015～2017年度
機構基幹研究プロジェクト「北米における日本関連在外資料調査研究・活用─言語生活史研究に基づいた近
現代の在外資料論の構築─」（歴博ブランチ代表）（研究代表：国立国語研究所　朝日祥之）2016～2021年度

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究S「マルチアーカイヴァル的手法による在外日本関係史料の調査と研究資源化の研究」（研
究代表　保谷 徹）研究分担者
科学研究費基盤研究Ａ「二〇世紀東アジアをめぐる人の移動の総合的研究」（研究代表　蘭 信三）研究分担者
公益財団法人生協総合研究所，常設研究会「生協論レビュー研究会（第２期）」（共同座長）
同志社大学人文科学研究所「開発主義国家戦後日本の形成・展開と社会，民衆の総合的歴史研究」（代表　庄
司俊作）嘱託研究員
成城大学民俗学研究所共同研究「地域社会における関係性の変容に関する基礎的研究」（代表　小島孝夫）研
究協力者

３　国際交流事業
「国立台湾歴史博物館との災害史をめぐる研究・展示構築プロジェクト」2014 年７月～2018年３月

４　主な展示・資料活動
総合展示第５室 展示プロジェクト委員
総合展示第６室 展示プロジェクト委員

５　教育
敬愛大学非常勤講師（2007～現在に至る），白梅学園大学非常勤講師（2008～2010，2013～現在に至る）
歴史民俗等専門職員研修会，「現代史展示をめぐって」，国立歴史民俗博物館，2016年11月16日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
長崎原爆遺跡調査検討委員会副委員長，滋賀県平和祈念館展示等監修委員，トヨタ博物館アドバイザー，日本
村落研究学会『村落研究ジャーナル』編集委員，同時代史学会理事，特定非営利活動法人市民環境研究所理事

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
第４期の会（委員長）

樋浦　郷子　Hiura Satoko　准教授（2016～）

【学歴】神戸大学大学院国際協力研究科博士前期課程（1998年修了），京都大学大学院教育学研究科修士課程（2006
年修了），京都大学大学院教育学研究科博士課程（2011年修了）
【職歴】帝京大学専任講師（総合基礎科目・教職課程）（～2016年３月），大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館研究部准教授（2016）
【学位】博士（教育学・京都大学）（2011年取得）
【専門分野】教育史
【主な研究テーマ】朝鮮と台湾における日本植民地期の教育と宗教の関係に関わる歴史
【所属学会】教育史学会，朝鮮史研究会，歴史学研究会，日本教育史研究会

●主要業績

１．【著書】『신사・학교・식민지 지배를 위한 종교-교육
（神社・学校・植民地　支配のための宗教－教育）』高麗大学出版文化院（韓国），387頁，2016年２月

２．【著書】『神社・学校・植民地─逆機能する朝鮮支配─』京都大学学術出版会，373頁，2013年３月
３．【論文】「학교의식에 나타난 식민지 교육　: 현대일본의 “국가신도”논쟁과 관련하여」

（学校儀式に見る植民地の教育：現代日本の「国家神道」論争と関連して）『翰林日本学 』25号，翰林大学（韓
国）日本学研究所，pp.59-71，2014年12月

４． 【論文】「植民地朝鮮の『御真影』：初等教育機関の場合」『日本の教育史学』57号，教育史学会，pp.84-96，
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

2014年10月
５．【学会・外部研究会発表】

「未完の朝鮮扶余神宮が果たした役割と意味」”The Role and the Meaning of Unfinished Buyeo Sin Gung
（Fuyo Jingu）Imperial Shrine in the Wartime Korea”（英語・日本語による），History of education and 
language in late Chosôn and Colonial-era Korea Workshop，九州大学，2016年２月20日

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
・ 北村嘉恵，山本和行と共編，「「新化公学校沿革誌」「新化農業補習学校沿革誌」:植民地台湾の教育史」，『北海

道大学大学院教育学研究院紀要』16，pp.298-190，2016年６月30日
・ 趙文淑訳「식민지 조선의 ‘어진영’- 초등교육기관의 경우 -Imperial Portraits（Goshin’ei）in Korean 

Elementary Schools under Japanese Colonial Rule」，『韓國教育史學』38巻３号，pp.1-18，2016年９月（査読
有）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
・総合展示第六展示室映像コンテンツ韓国語字幕の改善

５　学会・外部研究会発表
・「1940年代朝鮮における青年の動員」，教育史学会第60回大会，横浜国立大学，2016年10月２日
・ 「帝国日本の御真影」， 第３回宗教とナショナリズム研究会，國學院大学たまプラーザキャンパス，2017年３月

23日
７　その他

・ 呉成哲著，趙文淑と共訳「戦後東アジアの教育改革比較分析　韓国・台湾・日本を中心に」『教育史フォーラム』
11，pp.1-19，2016年５月

・ 書評「小野雅章著『御真影と学校─「奉護」の変容』」，『日本の教育史学』59，教育史学会，pp.166-168，
2016年10月

・ 「モノから探る学校の近代」，総合誌『歴博』198号，国立歴史民俗博物館，pp.26-27，2016年９月20日
・「歴博に奉安殿が来ました」，『日本教育史往来』226，日本教育史研究会，pp.4-5，2017年２月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
③　機構

「北米における日本関連在外資料調査研究・活用　─言語生活史研究に基づいた近現代の在外資料論の構築─」，
2016年度～

２　外部資金による研究
科学研究費（基盤Ｃ　16K04491）（代表）「日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成」，2016年度～
科学研究費（挑戦的萌芽研究16K13512）（分担）「植民地期台湾・朝鮮の国民教化装置に関する横断的調査研究」
2016～2018年度

３　国際交流事業
・ 国際企画室に関わる諸事業（海外博物館からの研究者来館時の韓国語，英語による展示解説，協定にかかる海

外博物館との協議，国際発信等）
４　主な展示・資料活動

・特集展示（国際展示）『台湾と日本─震災史とともにたどる近現代─』展示プロジェクト委員
・第５展示室展示リニューアル委員

５　教育
・平成28年度「先生のための歴博活用講座」
・平成28年度後期千葉大学留学生プロジェクト（特別研究Ｃ）
・平成28年度千葉大学普遍教育科目（集中講義/分担）「博物館で歴史を読み解く─総合資料学入門─」

三　社会活動等

１　館外における各種委員

ひうら
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・教育史学会編集委員（2016年10月から現在）
・日本教育史研究会世話人（2013年４月から現在）

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
第４期の会委員（2016年度から現在）

樋口　雄彦　HIGUCHI Takehiko　教授（2011～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1961

【学歴】静岡大学人文学部人文学科日本史学専攻（1984年卒業）
【職歴】沼津市明治史料館学芸員（1984），同主任学芸員（1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（2001），
総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機
構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部
准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人
人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2011），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻
教授併任（2011）
【学位】博士（文学）（大阪大学）（2007年取得）【専門分野】日本近代史【主な研究テーマ】明治期の社会・文化
と旧幕臣の動向【所属学会】明治維新史学会，洋学史学会，全国歴史資料保存利用機関連絡協議会，静岡県近代史
研究会，静岡県地域史研究会

●主要業績

１．【著書】『旧幕臣の明治維新　沼津兵学校とその群像』　吉川弘文館，206頁，2005年11月
２．【著書】『沼津兵学校の研究』　吉川弘文館，661頁，2007年10月
３．【著書】『静岡学問所』　静岡新聞社，200頁，2010年８月
４．【著書】『海軍諜報員になった旧幕臣─海軍少将安原金次自伝─』　芙蓉書房出版，458頁，2011年１月
５．【著書】『敗者の日本史17　箱館戦争と榎本武揚』　吉川弘文館，288頁，2012年11月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
単著『幕臣たちは明治維新をどう生きたのか』208頁，洋泉社，2016年４月18日
単著『シリーズ藩物語　沼津藩』208頁，現代書館，2016年９月15日

２　論文
「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─」『国立歴史民俗博物館研究報告』
203号，pp.161-293，2016年12月15日（査読有）
「書評　内山一幸『明治期の旧藩主家と社会─華士族と地方の近代化─』」（『歴史学研究』948，歴史学研究会，
pp.43-45，2016年９月15日
「草莽出身の幕臣渡辺融とその文書」『沼津市博物館紀要』41，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，
pp.7-81， 2017年３月31日（査読無）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
単著『下田市史　別編　幕末開港』下田市史編さん委員会編，383頁，2016年12月20日

７　その他
「第一章二節　静岡学問所の教育」（『歴史書』，静岡市立籠上中学校創立七〇年・生誕一三〇周年記念事業実
行委員会，pp.12-19，2016年10月15日
「民権ネットワーク　旧幕臣」『自由民権』30，pp.93-94，町田市立自由民権資料館，2017年３月
「明治文化史のなかの沼津病院」『沼津史談』第68号，pp.４-38，沼津市郷土史研究談話会，2017年３月31日
「沼津病院顕彰の意義」『沼津史談』第68号，pp.55-62，沼津市郷土史研究談話会，2017年３月31日
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二　主な研究教育活動

４　主な展示・資料活動
総合展示第５室・第６室リニューアル委員会代表

５　教育
「テーマ別演習」　歴史民俗資料館等専門職員研修会，国立歴史民俗博物館（2016年11月16日）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
富士市文化財保護審議会委員，下田市史編さん委員，佐倉市市民文化資産運用委員会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「佐倉藩士と沼津兵学校」，佐倉市市民カレッジ，佐倉市中央公民館，2017年１月24日

３　マスコミ
ＮＨＫ『ファミリーヒストリー』「視聴者ＳＰ　なぜ墓に勝海舟の名・祖父はロシア革命後消えた」（2016年６
月２日放送）

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「明治文化史のなかの沼津病院」，（沼津史談会・総会記念講演，沼津市図書館，2016年４月10日）
「沼津病院顕彰の意義」，（沼津史談会・沼津兵学校創立150周年記念事業実行委員会設立総会，沼津市図書館，
2016年６月12日）
「幕臣と沼津藩をからめて見た幕末維新」，（幕末史研究会・第245回例会，武蔵野商工会館，2016年　９月
25日）
「樋口雄彦と歩く青山霊園」沼津史談会・沼津ふるさと講座　（2016年10月15日）
「沼津藩を知るためのＡＢＣ」（マルサン書店仲見世店，2017年１月21日）
「幕末開港と下田奉行所の幕臣たち」，（下田市教育委員会・『下田市史　別編　幕末開港』刊行記念講演会，
下田市民文化会館，2017年２月５日）

四　活動報告

日高　薫　HIDAKA Kaori　教授（2010～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2010～）

【学歴】東京大学文学部第二類（史学）美術史学専修過程（1985年卒業），東京大学大学院人文科学研究科美術史
学専攻修士課程（1987年修了），東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻博士課程（1990年単位取得退学）
【職歴】杉野女子大学非常勤講師（1988），東京大学文学部美術史研究室助手（1990），共立女子大学国際文化学部
日本文化研究研究助手（1992），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），同助教授（2002），大学共同利
用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），文部科学省研究振興局学術調査官併任（2004
～2006），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学
文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物
館研究部教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2010），広報連携センター
長併任（2011～2012）
【学位】博士（文学）（東京大学2008年）【専門分野】漆工芸史【主な研究テーマ】蒔絵を中心とする漆工芸史およ
び日本の装飾芸術の特質に関する研究，交易品としての漆器をめぐる文化交流に関する研究【所属学会】美術史学
会，漆工史学会

●主要業績

１．【著書】『異国の表象─近世輸出漆器の創造力─』475頁，ブリュッケ，2008年３月
２．【概説書】編著『海を渡った日本漆器Ⅱ─18・19世紀─』（『日本の美術』427号，98頁，至文堂，2001年12月
３． 【論文】Maritime Trade in Asia and the Circulation of Lacquerware（「アジアの海と漆器流通」），Rupert 

Faulkner, Shayne Rivers 編, East Asian Lacquer：Material Culture, Science and Conservation （東洋漆器─

ひだか
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その文化史，科学と保存修復），pp.5–9，London，2011年２月
４． 【論文】「蒔絵の「色」─絵画と工芸のはざまで」（玉蟲敏子編『講座　日本美術史５　<かざり>と<つくり>

の領分』pp.165–197，東大出版会，2005年10月）
５． 【資料図録】編著『紀州徳川家伝来楽器コレクション』国立歴史民俗博物館資料図録３，414頁，国立歴史民俗

博物館，2004年３月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
「ジャパンと呼ばれた漆器」，国立歴史民俗博物館・青木隆浩編『人と植物の文化史─くらしの植物苑がみせ
るもの─』，古今書院，190頁，pp.40-55，2017年３月28日

２　論文
「シーボルトが注目した日本の漆工芸─二回目の訪日時のコレクションを中心に」，展示図録『よみがえれ！
シーボルトの日本博物館』国立歴史民俗博物館監修，青幻舎，pp.219-227，2016年７月23日
「記憶と幻想─17 世紀の日本製輸出漆器にみる風景表現」，『17世紀オランダ美術の東洋表象研究』（学術シン
ポジウム報告書），国立西洋美術館，pp.36-41，2017年３月
「記憶と幻想─17 世紀の日本製輸出漆器にみる風景表現」，『17世紀オランダ美術と＜アジア＞』（科研費報告
書），国立西洋美術館，pp.127-130，2017年３月

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
展示図録『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』国立歴史民俗博物館監修，264頁，青幻舎，章・節解説・
資料解説，pp.219-227，2016年７月23日

５　学会・外部研究会発表
「シーボルトの日本博物館を復元する─国立歴史民俗博物館による巡回展示の意味するもの─」，第10回国際
シーボルト・コレクション会議，日本博物館シーボルトハウス／国立歴史民俗博物館，pp.42-43，2016年10月
20日
「在ヨーロッパ・シーボルト資料研究最前線─シーボルトの日本博物館の復元を目指して」，日独シーボルト・
シンポジウム2016，OAG haus，2016年10月10日
「デジタル技術を用いた支援ツールの活用による研究成果の可視化」，研究会「デジタル技術を用いた支援ツー
ルの活用による研究成果の可視化」，東京都江戸東京博物館，2016年10月17日
「シーボルトの日本博物館を復元する─国立歴史民俗博物館による巡回展示の意味するもの─」，第10回国際
シーボルト・コレクション会議，長崎ブリックホール会議場，2016年10月22日
「記憶と幻想－17 世紀の日本製輸出漆器にみる風景表現」，学術シンポジウム「17世紀オランダ美術と＜アジ
ア＞」，国立西洋美術館，2017年１月21日
「シーボルトの収集資料と《日本博物館》」，調査報告会「ドイツに残るシーボルト・コレクションの魅力」，
長崎歴史文化博物館，2017年２月25日

７　その他
「シーボルトのコレクションを読み解く」，（『小原流 挿花』66巻790号，小原流，pp.10–13，2016年9月1日
「文様十二か月 源氏香」，『孤峰』38巻４号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年４月１日
「文様十二か月 車」，『孤峰』38巻５号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年５月１日
「文様十二か月 蛍」，『孤峰』38巻６号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年６月１日
「文様十二か月 洲浜」，『孤峰』38巻８号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年８月１日
「文様十二か月 波」，『孤峰』38巻９号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年９月１日
「文様十二か月 文字」，『孤峰』38巻10号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年10月１日
「文様十二か月 牛」，『孤峰』38巻11号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年11月１日
「文様十二か月 謡曲」，『孤峰』38巻12号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2016年12月１日
  「文様十二か月 鶏」，『孤峰』39巻１号，江戸千家蓮華庵，pp.8-11，2017年１月１日
「文様十二か月 南天」，『孤峰』39巻２号，江戸千家蓮華庵，pp.8-11，2017年２月１日
「文様十二か月 花籠」，『孤峰』39巻３号，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年３月１日
「企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」」，歴史民俗博物館振興会，『友の会ニュース』185，
pp.1-2，2016年６月５日
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「企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」」，歴史系総合誌『歴博』197，国立歴史民俗博物館，
2016年７月20日
「知られていなかったシーボルトの日本博物館構想」，『美術の窓』396，生活の友社，pp.79-80，2016年９月
20日
「シーボルトの収集資料と《日本博物館》」，調査報告会「ドイツに残るシーボルト・コレクションの魅力」，
長崎歴史文化博物館，pp.14-17，2017年２月25日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
③　機構

人間文化研究機構基幹研究プロジェクト　日本関連在外資料調査・活用事業
「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構
築─」研究代表者

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究（Ｂ）「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の日本美術コレクションが担った
役割」研究代表者，2013～2016年度

３　国際交流事業
「シーボルト・コレクションから考える　企画趣旨」，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」，国立歴史民俗博物館，pp.6-10，2016年７月30日

４　主な展示・資料活動
国立歴史民俗博物館平成28年度企画展示『よみがえれ！ シーボルトの日本博物館』展示代表
国立歴史民俗博物館平成29年度企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」展示代表
国立歴史民俗博物館平成27年度企画展示『万年筆の生活誌─筆記の近代─』展示プロジェクト委員
総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示『印籠』展示代表
総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示『和宮ゆかりの雛かざり』展示代表

５　教育
青山学院大学非常勤講師（芸術文化論）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
漆工史学会理事，千葉市美術品等収集審査委員，町田市博物館資料収集委員会委員，愛知県文化財保護審議会
委員，千葉県伝統工芸品産業振興協議会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「シーボルト・コレクションから考える　企画趣旨」，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」，国立歴史民俗博物館，2016年７月30日
「シーボルト・コレクションにおける漆工芸」，第391回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2016年８月13日
「シーボルト・コレクションにおける漆工芸」，えどはくカルチャー，東京都江戸東京博物館，2016年10月13
日

３　マスコミ
口頭発表「シーボルトの日本博物館を復元する─資料情報共有化の重要性─」，人間文化研究機構メディア懇
談会，人間文化研究機構，2016年6月1日

四　活動報告

ひだか
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福岡　万里子　FUKUOKA Mariko，准教授（2014.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2014.10～）

【学歴】東京大学教養学部（2003年３月卒業）東京大学大学院総合文化研究科（修士）（2005年３月修了）
東京大学大学院総合文化研究科（博士）（2011年２月修了）【職歴】日本学術振興会特別研究員DC２（2007-09），
日本学術振興会特別研究員PD（2011-14），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准
教授（2014-），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2014-）
【学位】博士（学術）（東京大学）（2011年取得）【専門分野】19世紀日本外交史，東アジア国際関係史【主な研究テー
マ】19世紀日本・東アジアをめぐる外交史・国際関係史，タウンゼント・ハリスの伝記的研究，19世紀アジアで活
動したドイツ・スイス系外交官および商人に関する研究【所属学会】史学会，日本国際政治学会，明治維新史学会，
洋学史学会，日本ドイツ学会【研究目的・研究状況】近世近代転換期の日本・東アジアを取り巻く国際関係の変動
過程を，日独英蘭語等の史料・研究を咀嚼しつつ，東アジア比較・世界史の視点から考察していければと考えてい
る。

●主要業績

１．【単著】『プロイセン東アジア遠征と幕末外交』448頁，東京大学出版会，2013年３月
２． 【論文】「戊辰戦争に関与したシュネル兄弟の「国籍」問題─ヴィルト・カワラ氏収集オランダ所在史料から─」

（箱石大編『戊辰戦争の史料学』勉誠出版，pp.107-140，2013年３月）
３． 【論文】「幕末の日蘭関係と諸外国─仲介国としてのオランダ─」（松方冬子編『日蘭関係史をよみとく─上 

巻　つなぐ人々』臨川書店，pp.52-87，2015年６月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「プロイセン東アジア遠征と日本・中国─近世近代転換期の日中外交比較の試み─」，『公論と交際の東アジア
近代』塩出浩之編，東京大学出版会，pp.107-140，2016年10月28日

５　学会・外部研究会発表
“Comparing Japanese and Chinese Diplomacy of the Transitional Period from Early Modern to Modern: 
Treaty-Negotiations in 1860-61 with the Prussian Embassy”，GHC Workshop “Towards a transcultural 
history of diplomacy”，東京大学東洋文化研究所，2016年12月10日

７　その他
「『出使日記の時代─清末の中国と外交』書評─近代日本における「出使日記」現象の不在に関して」，『洛北
史学』18，洛北史学会，pp.120-127，2016年６月４日（査読有）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

歴博基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較から」
2016年度第１回研究会口頭発表「プロイセン東アジア遠征と幕末外交─研究の概要と日中泰比較の論点─」，
国立歴史民俗博物館，2016年６月25日

②他の機関
国際日本文化研究センター共同研究「明治日本の比較文明史的考察─その遺産の再考─」（研究代表者：瀧
井一博，2015～2017年度）共同研究委員

２　外部資金による研究
若手研究（B）「幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比較・世界史の視点から」
2015～2018年度：研究代表者
基盤研究（B）「明治日本の比較文明史的考察─その遺産の再考─」（研究代表者　瀧井一博）2016～2020年度：
研究分担者

４　主な展示・資料活動
企画展示「シーボルトが見せたかった日本」展示プロジェクト委員
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総合展示第５室・第６室リニューアル委員
５　教育

総研大集中講義A「資料調査方法─2016年度」
総研大集中講義B「地域研究の方法─2016年度」
東京大学非常勤講師（教養学部　ドイツ語初級演習）
立教大学兼任講師（法学部　政治学基礎演習）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
横浜開港資料館ブレンワルド・ダイアリー翻訳プロジェクト委員
東京大学史料編纂所日蘭交渉史研究会メンバー

四　活動報告

松尾　恒一　MATSUO Koichi　教授（2010～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2010～），生年：1963

【学歴】國學院大學文学部日本文学科（1985年卒業），國學院大學大学院文学研究科博士前期課程（1987年修了），
國學院大學大学院文学研究科博士後期課程（1995年修了）
【職歴】國學院大學文学部専任講師（1996），大倉山精神文化研究所非常勤研究員（1997），國學院大學文学部助教
授（1999），同大學日本文化研究所兼担助教授（1999），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002），大学共同
利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日
本歴史研究専攻助教授併任（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授
（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文
化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併
任（2010）
【学位】文学博士（國學院大學）【専門分野】民俗宗教，儀礼・芸能史【主な研究テーマ】民俗宗教・民間信仰，
南都の寺院の儀礼・芸能，寺院に奉仕する職能者の研究，東アジアにおける宗教・信仰の交流と民俗【所属学会】
日本民俗学会，民俗芸能学会，芸能史研究会，儀礼文化学会，説話・伝承学会【研究目的・研究状況】中国・アメ
リカ・韓国等，海外の民俗・歴史研究者・研究機関とも交流を推進しつつ，フィールドワークを中心とする調査を
進めている。

●主要業績

１．【著書】『物部の民俗といざなぎ流』250頁，吉川弘文館，2011年６月
２．【著書】『儀礼から芸能へ　狂騒・憑依・道化』237頁，角川学芸出版，2011年９月
３．【著書】『延年の芸能史的研究』（学位論文），612頁，岩田書院，，1997年２月
４．【編著】『琉球弧─海洋をめぐるモノ・人，文化』317頁，岩田書院，2012年３月
５．【展示映像】『西表島，稲の祭り』（日本語版2009年度，英語・中国語・韓国語版2009年度）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
編著（阿部泰郎と共編著）『歴博研究報告』188号「阿部泰郎代表・松尾恒一副代表共同研究「中世における儀
礼テクストの綜合的研究」」特集号，全343頁，2017年３月31日）

２　論文
「日本華僑の共同墓地と后土・土地神─在日華僑社会の歴史と記憶の表象─」，『儀礼文化紀要』３・４合併号
（通巻第45号），儀礼文化学会，pp.138-161，2016年３月（査読有）
「历史与现代：清代华商的航海与妈祖信仰─在长崎旅日华侨社会中的传承与现状（清国商人の航海と媽祖信仰
─長崎の在日華僑社会における伝承と現代─）」，『2016年国際媽祖文化学術研討会論匯編』，莆田学院妈祖文化

まつお
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研究院，pp.211-226，2016年10月（査読有）
「長崎，神戸，京都地区華僑之普度勝会的伝承与当下－福建同郷会祖先祭祀儀式的形成与特質（長崎・神戸・
京都，在日華僑の普度勝会の伝承と現在－福建同郷会祖先祭祀儀礼の形成と特質）」，中国四川大学『中国俗文
化研究』第十二輯，四川大学出版社，pp.99-118，2017年２月１日（査読有）
「家と生きる，家に生きる─建築をめぐる儀礼と日本人─」，『Re』NO.192，一般財団法人建築保全センター，
pp.58-59，2016年10月（査読無）
「戦後の在日華僑文化の一考察─伝統の観光利用と国際関係における変容─」（『歴博研究報告』205号「山田
慎也代表，共同研究〔民俗儀礼の変容に関する資料論的研究〕」，pp.473～ p482，2017年３月31日）（査読有）
「清代，南シナ海の海商・海賊，漁民と媽祖信仰，歴史と伝承」（『儀礼文化学会紀要』五号（通巻47号），
pp.44～ p62 ，2017年３月）（査読有）
「資料紹介，真福寺蔵『中堂咒師作法』」（『歴博研究報告』188号「共同研究「中世における儀礼テクストの綜
合的研究」」特集号，pp.115～ p124，2017年３月31日）（査読有）
「「在日華僑の普度勝会，長崎・神戸・京都～日本の祖霊信仰を問い直す視点～」（『西日本宗教研究誌』第 ４・
５ 合併号，特集「文化資源としての神仏習合～フォークロア・パラドクスを超えて～」，pp.25～33，西日本
宗教学会 2017年３月）（査読無）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
「見世物パラダイス，浅草六区」，国立民族学博物館特別展展示図録『見世物大博覧会』，pp.192-193，2016年
９月１日

５　学会・外部研究会発表
「民俗学の立場より考える“集団と個”：『菊と刀』を再考する」，第17回 東洋思想と心理 研究会『日本文化
における集団と個』，駒澤大学，2016年５月28日
「現代社会と無形文化財─琉球・中国の交流と龍舟競渡─」，日本民俗学会，福岡東アジア地域共生研究所国
際シンポジウム，日本民俗学会 第887回 談話会「民俗から考える東アジア世界の現在─資源化，災害，人の
移動─」，主催：日本民俗学会・福岡大学 福岡東アジア地域共生研究所・中国民俗学会・華東師範大学民俗学
研究所，後援：九州人類学研究会，西日本宗教学会，福岡大学，2016年７月23日
「16～17世紀，日清交易をめぐる宗教・信仰とヨーロッパの野望・横暴」，広島大学敦煌学プロジェクト研究
センター主催，国際研究集会「仏教の東漸と西漸」，広島大学，2016年７月29日
「16～17世紀，日清交易と媽祖祭祀」，兵庫教育大学史訪会，学術討議会，兵庫県県民会館，2016年７月30日
“Faith and Ritual of Mazu（ 媽 祖 ）and Guandi（ 関 帝 ）by Overseas Chinese in Japan : the Relations 
among Japan， China and Taiwan（日中台関係と日本華僑の媽祖・関帝─国際関係のなかでの信仰と儀礼─）”， 
日本民俗学会・ドイツ民俗学会共催国際シンポジウム“"Perspectives and Positions of Cultural and Folklore 
Studies in Japan and Germany（ドイツと日本における民俗学の視点と位相）”， ドイツ・ミュンヘン大学，
2016年10月29日
「历史与现代：清代华商的航海与妈祖信仰─在长崎旅日华侨社会中的传承与现状（清国商人の航海と媽祖信仰
─長崎の在日華僑社会における伝承と現代─）」， 中国社会科学院歴史研究所，莆田学院，福建省媽祖文化伝承
与発展共同創新中心，福建省媽祖文化研究会，福建省社科研究基地媽祖文化研究中心主催，「第二届妈祖文化
高峰论坛──2016年国际妈祖文化学术研讨会（媽祖文化学術国際シンポジウム）」， 海源国際大酒店（中国福建
省莆田市），2016年10月31日
「長崎の春節と媽祖行列─華僑による歴史の復興と持続─」， 民俗芸能学会大会シンポジウム「芸能伝承の現
状と新しい動き：海外交流の視点から」パネラー，國學院大學，2016年11月20日
「在日本 明清代中国民俗関係資料の所在と特色」，海外藏珍稀中国民俗文物与文献整理研究暨数据库建设（在
外中国民俗関係資料の整理・研究とデータベースの構築）研究会，中国中山大学，2016年12月７日
「从明清时代欧洲列强进入东亚及中日关系再构建来看妈祖信仰（明清代，ヨーロッパの東アジア進出と国際関
係からの媽祖信仰の考察），中央民族大学（北京），2017年３月26日，中央民族大学・中国民俗学会主催。
「明清时期与日本，琉球国间的文化交流及传承──以信仰，祭祀为中心（明清代，日本・琉球国との文化交流
と伝承─信仰・祭祀を中心に）」，2017年３月27日，清華大学（北京），清華大学劉暁峰教授主催。
「作为日本非物质文化遗产起源的中国文化──以唐代宫廷乐舞为中心（日本の非物質文化遺産の起源としての
中国文化─唐代の宮廷音楽・舞踊を中心として─），2017年３月28日，中国音楽学院（北京），中国音楽学院主
催。

７　その他
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「食と七福神」，『いとをかし』vol.27特集「縁起物」，両口屋是清発行，p.12，2016年11月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

歴博共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（松田睦彦代表）共同研究員，
2015－2017年度
歴博共同研究「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」（小島道裕代表）共同研究員，
2016－2018年度

２　外部資金による研究
科研「宗教テクスト遺産の探査と綜合的研究─人文学アーカイヴス・ネットワークの構築」（研究代表者：名
古屋大学・阿部泰郎教授）研究分担者，2014～2018年度
科研基盤Ｂ「9，10世紀敦煌仏教，道教，民間信仰融合資料の総合的研究」（広島大学 荒見泰史教授代表）研
究分担者，2016～2020年度
科研「唱導文献に基づく法会の綜合的研究」（研究代表者：筑波大学・近本謙介准教授）研究分担者，2016～
2019年度
中国華東師範大学国家社会科学基金項目「東海海島民間信仰譜系研究」（研究代表者：華東師範大学田兆元教授）
研究分担者，2014～2017年
中国中山大学国家社会科学基金項目「海外藏珍稀中国民俗文物与文献整理研究暨数据库建设（在外中国民俗関
係資料の整理・研究とデータベースの構築）」（研究代表者：中国中山大学 王霄冰教授）研究分担者，2016～
2021年度
中国

３　国際交流事業
アメリカ　イリノイ大学との交流事業“Exchanges and regional activities of East Asian religions”「東アジ
アの宗教をめぐる交流と地域的展開」研究代表者（2012－2016年度）
「香港 蛋民（漁民）・海盗と媽祖信仰─坪州島 清代後期「奉禁封船碑」と先祖祭祀“中元建醮”─」，国際研
究集会「仏教・道教儀礼の伝播と変遷」主催：京都大学，共催：国立歴史民俗博物館・イリノイ大学連携研究
「東アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開」，広島大学敦煌学プロジェクト研究センター，京都大学，2016
年11月13日

４　主な展示・資料活動
総合展示第４室「列島の民俗文化」代表
国立民族学博物館特別展展示「見世物大博覧会」展示プロジェクト委員

５　教育
千葉大学大学院客員教授（人工物デザイン史論）
國學院大學非常勤講師（伝承文学演習）・國學院大學大学院非常勤講師（伝統芸能特論）
法政大学沖縄文化研究所研究員

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本民俗学会理事・日本民俗学会IFFS（国際民俗学会連合）特別委員・日本民俗学会日中シンポジウム実行
委員長・日本民俗学会日独シンポジウム実行委員・儀礼文化学会運営委員・國學院大學國文學會役員・東京薬
科大学後援会理事・東北大学東北アジア研究センター「災害と地域文化遺産に関わる応用人文学研究ユニット」
外部評価委員

四　活動報告

１　受賞歴
松尾恒一「历史与现代：清代华商的航海与妈祖信仰──在长崎旅日华侨社会中的传承与现状（「清国商人の航
海と媽祖信仰─長崎の在日華僑社会における伝承と現代─」）」により，2016年11月２日，莆田学院・福建省媽
祖文化与発展共同創新中心・福建省媽祖文化研究会，第二届国際媽祖文化学術研討会優秀論文奨を受賞。

３　その他

まつお
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この５年ほど，日本における華僑社会，特に近世以来の長い歴史を有する長崎の媽祖信仰・先祖祭祀等につい
て，信仰・儀礼を中心に研究を進めているが，日本中世末～近世前期/明代末～清代初期の中国の政治的な動
乱に加え，ポルトガル・スペイン・イギリス・オランダの東アジア進出により，媽祖信仰や黄檗宗など新たな
中国の信仰や宗教，さらにカトリックの広まりにより，長崎を中心に，庶民レベルでも社会と信仰に大きな変
動が起こり，現代に伝承されていることに気づきはじめた。この約半世紀ほどの短期間に，交易港は平戸より
長崎に移されるが，平戸には松浦氏と結びついた鄭芝龍・鄭成功と関わりの深い媽祖信仰が続き，鄭成功の「反
清復明」の闘争における台湾からのオランダ掃討とも関係する戦勝祈願の女神としての媽祖信仰も有すること
も明らかになりつつあり，長崎における唐寺や唐人屋敷における清国海商の信仰とは質的に異なる媽祖信仰を
考える必要を感じている。平戸の鄭成功祈念館の落成式には，福建を中心とする中国大陸・台湾双方の鄭氏子
孫の一族が祝賀に参ずるなど，国をまたいだ歴史が，現代の国際交流の契機となるなど，歴史・記憶の資源化
といった観点からも注目される。以上の事柄について，日本だけでなく，中国の学会等でも発表し，討議を重
ねており，今後，調査を継続して，研究を進めたい。

松木　武彦　MATSUGI Takehiko　教授（2014～）
生年：1961

【学歴】大阪大学文学部（国史学）（1984年卒業），大阪大学大学院文学研究科修士課程修了（1987），大阪大学大
学院文学研究科博士課程（考古学）（1990年単位取得退学）【職歴】岡山大学助手（1990～），岡山大学准教授（助
教授）（1995～）岡山大学教授（2011～）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2014
～）【学位】博士（文学）（大阪大学2005年３月）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】日本列島の古墳研究，
戦争の考古学的研究，考古学による国家形成論，進化・認知科学を用いた考古学理論の再構築，ブリテン島を中心
とするヨーロッパと日本列島の先史時代に関する比較考古学的研究【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会【研
究目的・研究状況】日本列島の先史時代を，国家形成理論，進化・認知科学，比較考古学，人口および古気候の復
元などをもとに，人類史の中に位置づける試みを進めている。

●主要業績

１．【著書】『日本列島の戦争と初期国家形成』363頁，東京大学出版会，2007年１月
２．【著書】『列島創世記』全集日本の歴史１─旧石器・縄文・弥生─，366頁，小学館，2007年11月
３．【著書】『進化考古学の大冒険』255頁，新潮社，2009年12月
４．【著書】『未盗掘古墳と天皇陵古墳』240頁，小学館，2013年５月
５．【著書】『美の考古学』220頁，新潮社，2016年１月
６． 【科研】副葬品の構造・材質・色彩からみた古墳葬送空間の再現的研究（平成22年度～平成25年度　基盤研究B，

研究課題番号：22320156）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
共著「むら，まち，人口」，藤尾慎一郎編『弥生時代って，どんな時代だったのか』，朝倉書店，184頁，2017
年３月25日
共編著「巨大モニュメントと先史社会」，総合誌『歴博』197，国立歴史民俗博物館，2016年７月20日

５　学会・外部研究会発表
「日本と世界の先史時代における戦い」，“『日本考古学から世界考古学へ』-WAC-8 世界考古学会議第８回京
都大会の開催に向けて”，東京大学，2016年７月３日
「古墳時代の心と社会」，2016年度日本遺跡学会大会，今城塚古代歴史館，2016年11月20日
「Warrioir ideology and political authority in Kofun period Japan」，Society for East Asian Archaeology，
ボストン大学，アメリカ，2016年６月11日
「Social transformation in the Kofun period protohistoric Japan in the view of population change and burial 
practice」，The ８th World Archaeological Congress，同志社大学，2016年８月30日
「Development of chiefdoms and climate change in central Kibi area， prehistoric Japan」，The ８th World 
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Archaeological Congress，同志社大学，2016年９月２日
７　その他

「タレと塩」，角田光代・林真理子・藤沢 周・町田 康・三浦しをん，日本文藝家協会編，『ベスト・エッセイ
2016』，p.280-286，2016年６月25日
「巨大モニュメントと先史社会」，総合誌『歴博』197，国立歴史民俗博物館，p.1，2016年７月20日
「日本列島の先史巨大モニュメント」，総合誌『歴博』197，国立歴史民俗博物館，p.2-5，2016年７月20日
「翳形埴輪─冥界に旅立つ貴人─」，総合誌『歴博』197，国立歴史民俗博物館，p.20-23，2016年７月20日
「解説」，津本 陽『忍者月輪』中公文庫，p.467-472，2016年11月18日
「古代」，平凡社編集部『諸星大二郎の世界』（平凡社コロナブックス205），平凡社，144頁，pp.5-7，2016年
12月16日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

『戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復元と社会統合過程との比較照合─』
研究代表，2015～2017年度）

②　他の機関
総合地球環境学研究所　フルリサーチ「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会
システムの探索」（中塚武 代表）共同研究員，2014年～2018年度

２　外部資金による研究
課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業「歴史科学諸分野の連携・総合による文化進化学の構築」
（井原泰雄 代表）研究分担者，2014年～2017年度

３　国際交流事業
「先史～中世における葬送儀礼の比較研究」（相手機関：韓国国立中央博物館）代表，2015～2017年度

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室新構築　テーマⅣ（弥生時代後期・対外交流）・Ⅴ（古墳時代）担当，Ⅴは責任者

５　教育
放送大学千葉学習センター 面接授業「古墳時代の考古学」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
和歌山県文化財審議委員
和歌山県立紀伊風土記の丘協議会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「列島的視点から城野方形周溝墓を読み解く」，城野石棺移築記念シンポジウム「城野石棺を読み解く～古墳
出現前夜の北九州～」，北九州市立商工貿易会館，2017年２月４日

３　マスコミ
（１）新聞連載

「昔の駅弁─脳でも旨い人文学的知性─」，東京新聞・中日新聞４月14日夕刊，中日新聞社，2016年４月14日
「構造と体系－混沌もまた本質」，東京新聞・中日新聞５月12日夕刊，中日新聞社，2016年５月12日
「縄文の北海道─政治支配なき人民パワー─」，東京新聞・中日新聞６月13日夕刊，中日新聞社，2016年６月
13日
「墓は人の記憶─社会の歴史そのもの」，東京新聞・中日新聞７月14日夕刊，中日新聞社，2016年７月14日
「妖怪・土偶・幽霊─人の脳が生んだ超自然─」，東京新聞・中日新聞８月16日夕刊，中日新聞社，2016年８
月16日
「利他的な日本の心─道徳を強いる側面も─」，東京新聞・中日新聞９月15日夕刊，中日新聞社，2016年９月
16日
「古典と新作─なじみない理論ウケず─」，東京新聞・中日新聞10月13日夕刊，中日新聞社，2016年10月13日
「人文学の価値─知を生成する実学─」，東京新聞・中日新聞11月17日夕刊，中日新聞社，2016年11月17日
「サイコパス─経済中心史観に一石─」，東京新聞・中日新聞12月15日夕刊，中日新聞社，2016年12月15日

まつき
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「人・物への好奇心─社会関係を拡大する力─」，東京新聞・中日新聞１月19日夕刊，中日新聞社，2017年１
月19日
「規範だらけの社会─息苦しさが心配に─」，東京新聞・中日新聞２月14日夕刊，中日新聞社，2017年２月14
日
「色彩と輝き─政治権力のありかを示す─」，東京新聞・中日新聞３月16日夕刊，中日新聞社，2017年３月16
日

（２）テレビ出演
『ザ・プレミアム英雄たちの選択』「新春ＳＰ“ニッポン”古代人のこころと文明に迫る」，NHK-BS，2017年
１月３日放映

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

松木武彦×五十嵐太郎「先史のメディア論」（考古資料展示開催記念対談），東北大学，2016年６月６日

四　活動報告

本年度は単著を刊行できず，研究活動としては低調であったが，現代アート（文芸・漫画等）とのコラボレー
ションを通じて考古学や歴史学を社会に活用する試みや，テレビや新聞などマスコミを通じての成果の社会還
元に力を入れた。

松田　睦彦　MATSUDA Mutsuhiko　准教授（2014.4～）
生年：1977

【学歴】早稲田大学第一文学部文学科日本文学専修（1999年卒業），成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻
博士課程前期（2002年修了），成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻博士課程後期（2007年修了）【職歴】成
城大学民俗学研究所研究員（2007），成城大学非常勤講師（2008），荒川区教育委員会事務局社会教育課文学館調査
担当学芸員（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2009），大学共同利
用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2014），ソウル大学校社会科学研究院比較文化研
究所客員研究員（2016）
【学位】博士（文学）（成城大学）（2007年取得）
【専門分野】民俗学
【主な研究テーマ】生業の技術および生業をとりまく信仰・儀礼・社会組織等の生活文化に関する総合的研究
【所属学会】日本民俗学会・日本民具学会・日本文化人類学会
【研究目的・研究状況】さまざまな生業の技術や，信仰・儀礼をはじめとする生業にともなう生活文化について総
合的視点から明らかにする。また，生業にともなう人の移動に注目し，定住を前提とする従来の民俗学的研究に対
し，移動の日常性を前提とする研究を提唱している。現在はとくに採石職人に注目し，その技術や生活文化につい
て考古学や文献史学と協業しながら研究を進めている。また，日本と韓国との海をめぐる生活文化の比較研究も行っ
ている。

●主要業績

１．【単著】『人の移動の民俗学─タビ〈旅〉から見る生業と故郷─』311頁，慶友社，2010年２月
２． 【編著】『人の移動とその動態に関する民俗学的研究』（『国立歴史民俗博物館研究報告』第199集），261頁，

2015年12月
３． 【論文】「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─」（『国立歴史

民俗博物館研究報告』第158集，pp.143～162，2010年３月）（査読付き）
４．【事典】民俗学事典編集委員会編『民俗学事典』811頁，丸善出版，2014年12月（編集委員）
５． 【映像】民俗研究映像『石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─』DVD，200分，国立歴史民俗博物館，2012年

度
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●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
共編著：設楽博己・工藤雄一郎・松田睦彦，『柳田國男と考古学─なぜ柳田は考古資料を収集したのか』160頁，
新泉社，2016年５月10日
単編著：『徳川林政史研究所所蔵「駿州・豆州・相州 御石場絵図」の研究』，国立歴史民俗博物館，175頁，
2017年３月30日

２　論文
「瀬戸内の人びとの生活に息づく大山祇神社への信仰」，『季刊照久』146，鶴岡八幡，pp.35-44，2016年８月
15日
「義勇軍設立と内原訓練所の日々」，「現地訓練と満洲の現実」，「ふたつの資料館」，旅の文化研究所編『満蒙
開拓青少年義勇軍の旅路─光と闇の満州』，森話社，pp.73-99，pp.141-169，pp.100-102，2016年４月10日
「偽文書と身分証明」，陳天璽・大西広之・小森宏美・佐々木てる編著『パスポート学』，北海道大学出版会， 
pp.100-104 ，2016年10月25日
「『人類学雑誌』に見る柳田国男の関心─成城大学民俗学研究所「柳田文庫」所蔵の『人類学雑誌』の分析から」，
『国立歴史民俗博物館研究研究報告』，第202集，pp.285-312，2017年３月31日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「移住」，「長男」，「他所者」，「家船」，『日本生活史辞典』，木村茂光・安田常雄・白川部達夫・宮瀧交二編，
吉川弘文館，2016年10月28日
「聞き取り調査の成果」，『越前焼 たいら窯─工房調査報告書』，越前町教育委員会・福井県陶芸館・越前焼 
たいら窯工房調査会，2017年３月21日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
「DIE BONITO-ANGELFISCHEREI:FUSION VON MODERNSTER TECHNOLOGIE UND TRADITION」，
LINDEN-MUSEUM STUTTGART，『Oishii! Essen in Japan』，pp.57-71，2016年

５　学会・外部研究会発表
「海からとらえる日本と韓国─共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」から見え
てきたこと」，「イワシ，カツオ・マグロ等からみえるアジアにおける水産物グローバル化とその影響」研究会，
大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター麻布台セミナーハウス，2016年７月16日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

多元的フィールド解析研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田
睦彦）2015～2017年度
多元的フィールド解析研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村
木二郎）共同研究員，2015～2017年度
多元的フィールド解析研究「歴史にみる人と自然の関係史」（研究代表者：原正利）共同研究員，2014～
2016年度
「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築─中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（研
究代表者：田中大喜）共同研究員，2016～2018年度
広領域歴史創成研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較から」
（研究代表者：福岡万里子）共同研究員，2016～2018年度
機関拠点型基幹研究プロジェクト「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」
（研究代表者：西谷 大）共同研究員，2016～2018年度
広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築─地域
における歴史文化研究拠点の構築」（研究代表者：小池淳一）共同研究員，2016～2018年度

２　外部資金による研究
科学研究費若手研究Ｂ「安山岩採掘に関する歴史・民俗学的研究」（研究代表者：松田睦彦）2014～2016年度
科学研究費基盤研究Ａ「東アジア〈日常学としての民俗学〉の構築に向けて：日中韓と独との研究協業網の形
成」（研究代表者：岩本通弥［東京大学］）研究分担者，2014～2017年度

まつだ
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科学研究費基盤研究Ｂ「琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─」（研究代表者：村木二郎［国
立歴史民俗博物館］）研究分担者，2014～2017年度
神奈川大学日本常民文化研究所共同研究「汽水の生活環境史」（研究代表者：安室 知［神奈川大学］）研究協
力者，2014～2016年度
旅の文化研究所特定研究「軽便鉄道の記憶」（研究代表者：神崎宣武［旅の文化研究所］）共同研究員，2016年
～

３　国際交流事業
国際交流事業「日韓地域研究の実践的展開」（事業主体者：松田睦彦）相手機関：韓国国立民俗博物館，2015
～2019年度
歴博国際研究集会「近代における日本人の朝鮮出漁とその文化的影響」，国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム，
2016年10月３日

４　主な展示・資料活動
企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」展示副代表
総合展示第４室展示プロジェクト委員
企画展「万年筆─技とその時代─」展示プロジェクト委員
特集展示「柳田國男と考古学─柳田考古コレクションからわかること─」展示代表

５　教育
学習院女子大学非常勤講師「博物館資料論」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
【学会】一般社団法人日本民俗学会 理事，【市史】木更津市史編集部会 委員，【市史】府中市史編さん専門部
会 委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「道具としての万年筆」，第101回歴博フォーラム『万年筆が拓いた時代：万年筆の生活誌にむけて』，プリミエー
ル酒々井，2016年４月16日
「柳田國男の熊楠以前─文学・農政学・考古学」，国立歴史民俗博物館×南方熊楠 もうすぐ生誕150年「柳田
國男と南方熊楠～２人が築いた民俗学の道しるべ。」，青山ブックセンター本店，2016年９月24日
「섬 생활의 성립 조건으로서의 사람 이동 ─ 세토나이해의 사례에서 ─（島の生活の成立条件としての人の
移動─瀬戸内海の事例から）」，한.일 다도해 섬사람들의 생활과 민속（日韓多島海の島の人々の生活と民俗），
木浦大学校島嶼文化研究院，韓国，2017年２月８日

四　活動報告

三上　喜孝　MIKAMI Yoshitaka　准教授（2014～）
生年：1969

【学歴】東京大学文学部国史学専修課程卒業（1992年），東京大学大学院人文科学研究科日本史学修士課程修了
（1994），東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻課程（1998年単位取得退学）【職歴】山形県立米沢女
子短期大学講師（2000，４～），山形大学人文学部助教授（2002，９～），同准教授（2007，４～），大学共同利用
機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2014，４～）【学位】博士（文学）（東京大学文学部
2001）【専門分野】日本古代史【主な研究テーマ】東アジア文字文化交流史，古代地域社会史，貨幣史【所属学会】
木簡学会，史学会，日本史研究会，正倉院文書研究会，東北史学会，韓国木簡学会ほか

●主要業績

１．【単著】『日本古代の貨幣と社会』261頁，吉川弘文館，2005年７月
２．【単著】『日本古代の文字と地方社会』335頁，吉川弘文館，2013年８月
３．【単著】『落書きに歴史をよむ』232頁，吉川弘文館，2014年４月
４．【論文】「古代の辺要国と四天王法」（『山形大学歴史・地理・人類学論集』５，pp.115-126，2004年３月）
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５． 【論文】「韓国出土木簡と日本古代木簡─比較研究の可能性をめぐって─」（『韓国古代木簡の世界』pp.286–
307，雄山閣，2007年３月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「日本出土古代木簡　─九世紀医療施設に関する木簡─」，『木簡と文字』16，韓国木簡学会，pp.265-273，
2016年６月（韓国語査読有）
「中世の砂糖贈答に関する二，三の史料」，『村山民俗』30，村山民俗学会，pp.18-21，2016年６月18日
「若狭の勧請板について　─2016年４月の調査から─」，『村山民俗』30，村山民俗学会，pp.102-117，2016年
６月18日
「「地域の学術文化の復興」と総合資料学」，『〈総合資料学〉の挑戦　異分野融合の最前線』吉川弘文館，
pp.13-33，2017年３月10日
「峰吉川中村遺跡出土片仮名木簡について」，秋田県埋蔵文化財センター編『秋田県文化財調査報告第505集　
峰吉川中村遺跡』，秋田県教育委員会，pp.1-4，2016年９月

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「第４節　平安時代の行方地方と南奥」，『原町市史　通史編　古代・中世』，南相馬市，pp.219-300，2017年
３月31日

５　学会・外部研究会発表
「東アジアにおける法伝播の実態と出土文字資料」，成均館大学校東アジア学術院人文韓国研究所国際会議「東
アジア出土資料研究の現在と未来」韓国・成均館大学，2017年２月14日

７　その他
「歴史を描く必然としてのジェンダー」，総合誌『歴博』198，国立歴史民俗博物館，p.1，2016年９月20日
「落書きにジェンダーをよむ」，総合誌『歴博』198，国立歴史民俗博物館，p.10，2016年９月20日
「埼玉・三ツ和遺跡」，『木簡研究』38，木簡学会，pp.78-83，2016年11月25日
「古代の文字文化とジェンダー」，「日本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター２，国立歴史民俗博物
館，pp.2-3，2016年11月18日
「トピック・９世紀の飢饉と気候変動」，「日本の原始・古代像新構築のための研究統合」ニューズレター３，
国立歴史民俗博物館，pp.5-7，2017年２月20日
「そのむかし，「落書き」は人々のコミュニケーション手段だった（１）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE
　日本史の迷宮」１，小学館，2016年10月12日）
「そのむかし，「落書き」は人々のコミュニケーション手段だった（２）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE
　日本史の迷宮」２，小学館，2016年10月26日）
「贈答とは，政治である（１）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」３，小学館，2016年11
月９日）
「贈答とは，政治である（２）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」４，小学館，2016年11
月23日）
「贈答とは，政治である（３）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」５，小学館，2016年12
月14日）
「贈答とは，政治である（４）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」６，小学館，2016年12
月28日）
「経塚とは，信仰のタイムカプセルである」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」７，小学館，
2017年１月11日）
「戦いの中の遊び，遊びの中の闘い」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」８，小学館，2017
年１月25日）
「「歴史上の人物」は，尊敬の対象になりうるか？」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」９，
小学館，2017年２月８日）
「物部守屋はなぜ検証されたか？（１）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」10，小学館，
2017年２月22日）
「物部守屋はなぜ検証されたか？（２）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」11，小学館，

みかみ
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2017年３月６日）
「物部守屋はなぜ検証されたか？（３）」，（小学館サイト「BOOK　PEOPLE　日本史の迷宮」12，小学館，
2017年３月22日）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

共同研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究」（研究代表者：小倉慈司）研究副代表者（2014～
2017年度）
共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦）共同研究員（2015
年度～2017年度）
「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」 第２回研究会，口頭発表「東アジア古文書の
中の画指」，国立歴史民俗博物館，2016年９月10日
「日本列島社会の歴史とジェンダー」第２回研究会，口頭発表「古代の文字文化とジェンダー」，国立歴史
民俗博物館，2016年９月24日
「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」第３回研究会，口頭発表「９
世紀東北地方の災害と地域社会～文献史料と出土文字資料の 検討から～」，国立歴史民俗博物館，2016年１
月８日

③　機構
「総合資料学の創成」ワークショップ２第１回，口頭発表「総合資料学・ワークショップ２の方向性につい
て」，国立歴史民俗博物館，2016年６月５日
「総合資料学の創成」ワークショップ３第１回，口頭発表「「地域の学術文化の復興」と総合資料学」，金沢
商工会議所会館，2016年７月８日
「総合資料学の創成」全体集会，口頭発表「ワークショップ２活動報告」，東京工業大学，2017年３月20日

２　外部資金による研究
基盤研究（Ｃ）「東アジア古代・中世における境界意識と仏教信仰の研究」研究代表者（2014年度～2016年度）
基盤研究（C）「アイヌ文化の基層と形成過程における古代日本文化の影響に関する基礎的研究」（研究代表者：
蓑島栄紀）研究分担者（2015年度～2017年度）

３　国際交流事業
総合資料学にかかわるワークショップ，口頭発表「博物館資料を活用した多分野横断研究の開発」，国立台湾
歴史博物館，台湾，2016年５月26日

５　教育
平成28年度歴史民俗資料館等専門職員研修会講師，「正倉院文書の世界」，国立歴史民俗博物館，2016年11月17
日
国立歴史民俗博物館ボランティア研修講師，「出土文字資料から何がわかるか」，国立歴史民俗博物館，2017年
２月20日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
原町市史編さん専門研究委員（福島県南相馬市）
福島県立博物館収集展示委員会委員（福島県）
白河舟田・本沼遺跡群及び白河官衙遺跡群保存管理計画策定委員会委員（福島県白河市）
山形文化遺産活用事業実行委員会委員（山形大学附属博物館）
国史跡上人壇廃寺跡整備委員会委員（福島県須賀川市）

２　講演・カルチャーセンターなど
「広開土王碑拓本の研究最前線」，山形大学附属博物館特集展示ミニ講演会，山形大学，2016年５月20日
「正倉院文書と東アジア」，トンボの眼連続講座「入門解説・正倉院文書」，渋谷区立勤労福祉会館，2016年９
月４日
「東アジア文字文化の周辺」，第23回奈良・シルクロードの会講演会，奈良まほろば館，2016年６月26日



301

Ⅶ　教員の研究・調査活動

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
人間文化研究機構総合人間文化研究推進センターセンター員
人間文化研究機構災害時歴史文化資料保全システム検討チーム

村木　二郎　MURAKI Jiro　准教授（2008.10～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2008～），生年：1971

【学歴】京都大学文学部史学科（考古学専攻）（1995年卒業），京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻考古学専
修修士課程（1997年修了），京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻考古学専修博士後期課程（1999年中退）
【職歴】国立歴史民俗博物館考古研究部助手（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物
館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），総合研究
大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史
民俗博物館研究部准教授（2008），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008）
【学位】文学修士（京都大学）（1997年取得）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】日本中世の考古学的研究
【所属学会】史学研究会，日本考古学協会【研究目的・研究状況】信仰，都市，生産技術など，考古学の立場から
中世史を総合的に研究する。

●主要業績

１．【企画展示】『時代を作った技─中世の生産革命─』平成25年度歴博企画展示，展示代表，2013年
２．【論文】「経塚の拡散と浸透」（『考古学と中世史研究１ 中世の系譜』pp.43 64，高志書院，2004年７月）
３． 【論文】「都市領域と経塚」（『中世都市研究16都市のかたち─権力と領域─』pp.151 165，山川出版社，2011年

９月）
４． 【研究報告特集号】編著「特集号 大和における中・近世墓地の調査」『国立歴史民俗博物館研究報告』第111集，

637頁，2004年２月
５．【科学研究費補助金】基盤研究Ｂ「「中世」を作った技術─生産からみる時代史」研究代表者，2011～2013年度

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
分担執筆「コピー商品は時代を超えて」「ものつくりを支えた中世の生産革命」「パロディ？天目茶碗七変化」，
西谷 大編『ニセモノ図鑑─贋造と模倣からみた文化史』，河出書房新社，pp.72-83，2016年10月30日

２　論文
「擬漢式鏡からみた和鏡生産の転換」，中島圭一編『十四世紀の歴史学』，高志書院，pp.373-390，査読無，
2016年６月15日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
分担執筆「第４章　越前焼工房・建物の調査　第２節　建物１階の概要（９）部屋８」「同　第３節　建物２
階の概要（１）部屋１，（２）部屋２」，越前町教育委員会・福井県陶芸館・越前焼たいら窯工房調査会編『越
前焼たいら窯工房調査報告書』，pp.73-80，85-88，2017年３月31日

５　学会・外部研究会発表
「日本中世の生産技術」（火ゼミ研究会，東京工業大学，2016年７月26日）

６　総研大リーフレット
「討論」田中大喜・長谷川裕子・村木二郎編『歴史研究の最前線19　地域史の可能性─越前から描く中世─』，
総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館，pp.53-65，2017年３月31日

７　その他
「考古学からみた中世の技術」（歴博友の会「考古学講座」，国立歴史民俗博物館，2016年10月６日）
「中・近世の石材加工と石丁場遺跡」「パネルディスカッション」『シンポジウム史跡江戸城石垣石丁場跡の実
像に迫る～国指定を記念して～記録集』，小田原市教育委員会，pp.20-23，40-50，2016年12月28日

むらき
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二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基盤研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村木二郎）研究代表者，
2015～2017年度
基幹研究「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（研究代表者：荒木和憲）研究副代表者，
2016～2018年度
基幹研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（研究代表者：田中大喜）共同研究員，2016
～2018年度
基盤研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦）共同研究員，
2015～2017年度
共同研究「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─ワークショップ３」（研
究代表者：西谷 大）共同研究員，2015～2018年度

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究Ｂ「琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─」（研究代表者：村木二郎）
研究代表者，2014～2017年度

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「律令国家」，第２室「王朝文化」「東国と西国」「大名と一揆」「民衆の生活と文化」展示プロ
ジェクト委員
総合展示第１室「原始・古代」リニューアル展示プロジェクト委員

５　教育
千葉大学留学生プロジェクト（特別研究（文系）C，D）
総研大集中講義B「地域研究の方法」
放送大学面接授業『日本の考古学』，「中世考古学とは」，国立歴史民俗博物館，2016年11月26日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
中世学研究会幹事
中世城館・近世城郭遺跡等の保存に関する検討会委員（文化庁）
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（審査委員）

２　講演・カルチャーセンターなど
「中世における琉球と喜界島」，シンポジウム「中世の喜界島を考える」， 喜界町中央公民館，2016年10月22日
「中・近世の石材加工と石丁場遺跡」， シンポジウム「史跡江戸城石丁場跡の実像に迫る」， 小田原市立かもめ
図書館，2016年11月５日

３　マスコミ
「琉球王国と沖縄」，（『定年時代』377，朝日新聞社，p.3，2016年11月21日）

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
IR委員
評価委員

山田　慎也　YAMADA Shinya　准教授（2007.8～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2008～），生年：1968

【学歴】慶應義塾大学法学部法律学科（1992年卒業），慶應義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻修士課程（1994
年修了），慶應義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程（1997年単位取得退学）
【職歴】国立民族学博物館講師（COE非常勤研究員）（1997），東京外国語大学非常勤講師（1997），国立歴史民俗
博物館民俗研究部助手（1998），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2004），
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大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機関法人人間文化
研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授
併任（2008）
【学位】社会学博士（慶應義塾大学）（2000年取得）【専門分野】民俗学・文化人類学【主な研究テーマ】葬制と死
生観・儀礼研究【所属学会】日本民俗学会，日本文化人類学会，日本宗教学会，宗教と社会学会，葬送文化学会【研
究目的・研究状況】http：//www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/yamada/index.html

●　主要業績

１．【単著】『現代日本の死と葬儀─葬祭業の展開と死生観の変容』350頁，東京大学出版会，2007年９月
２． 【編著】国立歴史民俗博物館・山田慎也・鈴木岩弓編『変容する死の文化─現代東アジアの葬送と墓制』226頁，

東京大学出版会，2014年11月
３． 【論文】「結婚式場の成立と永島婚礼会」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第183集，pp.209-230，2014年３月）

（査読有）
４． 【研究報告特集号：編著】『民俗儀礼の変容に関する資料論的研究』国立歴史民俗博物館研究報告第205集，490

頁，2017年３月
５．【資料図録：編著】『ライデン民族学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵死絵』，2016年３月

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
編著：特集号「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」，『国立歴史民俗博物館研究報告』205号，490頁，国立
歴史民俗博物館，2017年３月31日（査読有）

２　論文
「告別式の平準化と作法書」，『国立歴史民俗博物館研究報告』205号，pp.363-386，国立歴史民俗博物館，
2017年３月31日（査読有）
「葬送儀礼における供花と菊の利用」，『葬送文化』，18号，pp.13-25，2017年１月20日（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「喪服：白と黒」『日本と世界のくらし　教科書に出てくる「くらしの中の和と洋」』衣編，pp.26-27，汐文社，
2017年３月
「インドのヒンドゥー教と葬送儀礼」『アジア冠婚葬祭業国際交流研究会（平成27年度）インド視察研修報告書』
pp.21-26，冠婚葬祭総合研究所，2016年６月２日
「マニカルニカーガート報告」，『アジア冠婚葬祭業国際交流研究会（平成27年度）インド視察研修報告書』
pp.51-59，冠婚葬祭総合研究所，2016年６月２日
「無縁化する墓と墓じまいへの対応」『冠婚葬祭総合研究所論文集２』─葬祭編─，pp.7-10，冠婚葬祭総合研
究所，2016年５月
「葬儀の標準化と個別化」『冠婚葬祭総合研究所論文集２』─葬祭編─，pp.43-50，冠婚葬祭総合研究所，
2016年５月
「火葬場」，「形見分け」，「冠婚葬祭互助会」，「献杯」，「先祖」，「葬儀社」，「葬式組」，「喪」，「霊園」，「霊柩車」，
木村茂光・安田常雄・白川部達夫・宮瀧交二編，『日本生活史辞典』，吉川弘文館，2016年11月10日

５　学会・外部研究会発表
「告別式の普及と宗教性」日本宗教学会第75回学術大会，早稲田大学，2016年９月11日
「変容する葬送儀礼と家族構造」，第一回アジア宗教研究フォーラム 国際シンポジウム，韓国韓国学研究所，
2016年６月24日
「儀礼の展開と和食」，第29回人文機構シンポジウム「日本の風土と食─和食の東西─」味の素グループ高輪
研修センター，2016年10月15日
「おせち料理の変遷と新年の迎え方：婦人雑誌を素材として」，現代風俗研究会，関東学院大学みなとみらい
サテライト，2017年２月25日

７　その他
「おせちの今昔─料理に込めた思いと意味」『農業共済新聞』，2016年12月２週号，2016年12月７日
「故人を送る思いをかたちづくるもの」『CORI』５号，冠婚葬祭総合研究所，2017年３月

やまだ
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「思考を深める/想像を広げる４」『思考と技術と対話の学校，基礎プログラム１［思考編］思考を深める・想
像を広げる講義録2015』長島確・イートアンド太郎・山田慎也，pp.52-73，東京アートリサーチラボ，2016年
４月28日
「告別式の変遷と死生観」『心』35号，pp.31-46，武蔵野大学，2016年４月１日
「告別式の普及と宗教性」『宗教研究』90巻別冊，pp.390-391，2017年３月30日
「変容する葬送儀礼と家族構造」，『第一回アジア宗教研究フォーラム 国際シンポジウム』，韓国学研究所，
2016年６月24日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

国立歴史民俗博物館共同研究「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォー
ムの構築」（研究代表者：内田順子）2016～2018年

②　他の機関
国立民族学博物館共同研究「モノにみる近代日本の子どもの文化と社会の総合的研究──国立民族学博物館
所蔵多田コレクションを中心に」（研究代表者：是澤博昭）2014～2018年
国立民族学博物館共同研究「現代日本における「看取り文化」の再構築に関する人類学的研究」（研究代表者：
浮ケ谷幸代）2016～2020年

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究（B）「現代日本における死者儀礼のゆくえ－生者と死者の共同性の構築をめざして」（研
究代表者：山田慎也）2016～2019年度
科学研究費挑戦的萌芽研究「無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究」（研究代表者：山田
慎也）2015～2017年度
冠婚葬祭総合研究所受託研究「葬儀の標準化と個別化」研究代表者，2015年～2017年
冠婚葬祭総合研究所受託研究「無縁社会における墓と追悼」研究代表者，2015～2017年

４　主な展示・資料活動
総合展示第４室「『民俗』へのまなざし」展示プロジェクト委員
総合展示第４室「おそれと祈り」展示プロジェクト委員
資料調査プロジェクト「助産院資料」

５　教育
國學院大学兼任講師（日本民俗学）
千葉工業大学非常勤講師（異文化理解）
北陸先端科学技術大学院大学（サービスサイエンス）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本葬送文化学会理事・冠婚葬祭総合研究所客員研究員

２　講演・カルチャーセンターなど
「変容する葬儀─直葬・家族葬・一日葬」，曹洞宗群馬県宗務所 現職研修会，伊香保ホテル天坊，2016年７月
６日
「死と葬儀─変わりゆく葬儀の歴史とその未来」，IGI研究会，コスモス斎場，2016年10月５日
「近代化による葬送文化の変容から考える，「葬儀」の意義を伝える葬儀社の役割」，フューネラルビジネス，
都市センターホテル，2017年２月22日
「変貌する葬儀　（家族葬・一日葬・直葬）とその行方）」曹洞宗東京有道会，曹洞宗東京宗務所，2016年12
月５日
「変わりゆく葬儀とその課題」，浄土宗国内開教師研修会，増上寺，2017年３月７日
「暮らしの中から消えた伝統文化」，もやいの会，もやいの会，2017年３月８日
「死は個人のものか？─変わりゆく葬儀とその課題─」，葬送のあり方を考えるシンポジウム，八王子いちょ
うホール，2017年３月16日
「節句文化の過去未来」，さいたま市市民大学，2017年２月25日
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「生活のなかのサル」，歴博フォーラム申年のサル，国立歴史民俗博物館，2017年１月21日
「盆にもちいる植物」，くらしの植物苑観察会，国立歴史民俗博物館，2016年７月６日

３　マスコミ
National Geographic 日本版　ウェブ版　Ｗｅｂナショジオ
『めくるめく知のフロンティア「研究室」に行ってきた』（文＝川端裕人，写真＝内海裕之）
第１回　どうなる？ 日本の「死」と葬儀　４月４日
第２回　日本の葬儀はなぜ，どのように変わったのか　４月５日
第３回　葬儀の変容で失われる「伝統」とは何なのか　４月６日
第４回　受け皿が消えゆく日本の「死」とその行方　４月７日
第５回　人はなぜ遺影を飾るのか，動画は遺影になるか　４月８日
第６回　心に残った「死」の展示について　４月11日
日経ビジネスオンライン
『「研究室」に行ってきた』（文＝川端裕人，写真＝内海裕之）
第１回　どうなる？ 日本の「死」と葬儀　４月16日
第２回　日本の葬儀はなぜ，どのように変わったのか　４月23日
第３回　葬儀の変容で失われる「伝統」とは何なのか　４月30日
第４回　受け皿が消えゆく日本の「死」とその行方　５月７日
第５回　人はなぜ遺影を飾るのか，動画は遺影になるか　５月14日
第６回　心に残った「死」の展示について　５月21日
「お墓の歴史」，終活読本『ソナエ』vol.13，2016年夏号
「喪主とは何か」，終活読本『ソナエ』vol.16，2017年春号
「節分とは」，読売新聞，2017年１月家庭版

四　活動報告

　今年度は挑戦的萌芽研究の２年目とともに，あらたに基盤研究（B）の科研が採択され，二つの科研代表となった。
そのほかにも受託研究もあり，さまざまな調査をすすめていった一年であった。葬送の変容に関する社会的関心も
高く，多方面からの取材や講演依頼があり，研究成果の社会的還元も進めることができた。

山田　康弘　YAMADA Yasuhiro　教授（2015.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2015～），生年：1967

【学歴】筑波大学第一学群人文学類（1990年卒業），筑波大学大学院博士課程歴史人類学研究科文化人類学先史学
専攻（1994年中退）
【職歴】熊本大学文学部助手（1994），土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム学芸員（1996），島根大学法文学部助教授
（1999），同教授（2010），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2011）,総
合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2013）, 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館研究部教授（2015）,総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2015）
【学位】博士（文学）（総合研究大学院大学）（2007年取得）【専門分野】先史学【主な研究テーマ】先史時代にお
ける墓制・社会構造・精神文化の研究【所属学会】日本考古学協会・日本人類学会・考古学研究会・動物考古学研
究会，Canadian Archaeological Association【研究目的・研究状況】arch-yamada@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．【著書】山田康弘『老人と子供の考古学』280頁，吉川弘文館，2014年６月
２． 【論文】山田康弘「山陰地方における弥生時代前期の墓地構造」『国立歴史民俗博物館研究報告』第185集，

pp.111-138，2014年２月
山田康弘「縄文時代における部分骨合葬」『国立歴史民俗博物館研究報告』第178集，pp.57-83，2013年３月

３． 【科研】基盤研究（B）愛知県保美貝塚出土資料による考古学・人類学のコラボレーションモデルの構築と展
開　2013～2015年度　研究代表者

４． 【基盤研究】基幹研究「先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究」研究代表者, 基幹研究「人骨出土例

やまだ
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による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」研究代表者

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
山田康弘「縄文から弥生へ」藤尾慎一郎編『弥生時代って，どんな時代だったのか？』国立歴史民俗博物館研
究叢書１，pp.9-36，朝倉書店，３月（共著）
山田康弘「縄文時代はどのように語られてきたのか」山田康弘編『縄文時代　その枠組・文化・社会をどう捉
えるか？』pp.2-22，吉川弘文館，２月（共著）
山田康弘「縄文時代のイミテーション」西谷大編『ニセモノ図鑑　贋造と模倣の文化史』河出書房新社，
pp.84-85，10月（共著）
山田康弘「お雇い外国人の活躍と1880年代の「日本人種論」」『柳田國男と考古学』新泉社，pp.77-81，５月（共
著）。
山田康弘「日本人研究者による人種論の始まり─アイヌ・コロボックル論争」」『柳田國男と考古学』新泉社，
pp.82-85，５月（共著）
山田康弘「鳥居龍蔵の固有日本人論─日本民族の起源と弥生土器の系譜」『柳田國男と考古学』新泉社，
pp.99-101，５月（共著）
山田康弘「形質人類学者による日本人種論」『柳田國男と考古学』新泉社，pp.104-107，５月（共著）
２　論文
山田康弘「鳥居龍蔵と柳田國男「先住民＝アイヌ」説をめぐる二つの対応」『国立歴史民俗博物館研究報告』
第202集，pp.181-212，３月
５　学会・外部研究会発表
山田康弘「東海地方縄文時代晩期における抜歯習俗の再検討」『日本考古学協会第82回総会研究発表要旨』（日
下宗一郎・米田 穣と共同発表），pp.206-207，５月
７　その他
山田康弘「死者の行方　─縄文人の死生観と現代─」『ユリイカ』第49巻第６号，pp.82-93，３月
山田康弘「墓制の変化と階層化の問題」『季刊考古学』第138号，pp.75-78，２月
山田康弘「遺跡を尋ねて第２回〈尖石・与助尾根遺跡〉復元された縄文時代の集落像」『学士會会報』第923号，
pp.99-105，３月
山田康弘「遺跡を尋ねて第１回〈キウス周堤墓群〉葬祭祀のための縄文時代の大土木工事」『学士會会報』第
922号，pp.110-115，１月
山田康弘「墓制論」『縄文時代』第27号，pp.184-188，５月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

基幹研究「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」（研究代表者：山田康弘）研
究代表者，2016年度～

４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「大テーマⅡ　多様な縄文世界」展示プロジェクト委員（主担当）

５　教育
神奈川大学非常勤講師（考古資料学特論）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本考古学協会埋蔵文化財保護委員会副委員長,松江市史編纂執筆委員,島根大学山陰研究プロジェクト客員研
究員,史跡井野長割遺跡整備検討委員会委員,縄文時代文化研究会『縄文時代』編集委員

２　講演・カルチャーセンターなど
2017.3.29「縄文時代研究と現代」第3089回大阪倶楽部午餐会講演，於大阪倶楽部
2017.3.26「縄文時代の老人と子供」埼玉県立歴史と民俗の博物館友の会講演会，於埼玉県立歴史と民俗の博物
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館講堂
2017.3.8「縄文とは何か─『つくられた縄文を語る』３─」，於朝日カルチャーセンター新宿
2017.2.8「縄文とは何か─『つくられた縄文を語る』２─」，於朝日カルチャーセンター新宿
2017.1.18「縄文とは何か─『つくられた縄文を語る』１─」，於朝日カルチャーセンター新宿
2017.1.21「考古資料にみるトリ」第104回歴博フォーラム『酉の鳥』於国立歴史民俗博物館講堂
2016.9.28「アイヌ・コロボックル論争」，於朝日カルチャーセンター新宿

３　マスコミ
山田康弘「最先端の現場─総研大発─８骨が伝える生きざま」『神奈川新聞』９月22日付文化欄
山田康弘「意義あり（インタビュー）「縄文時代」はつくられた幻想に過ぎない」『朝日新聞』８月30日付け

四　活動報告

横山　百合子　YOKOYAMA Yuriko，教授（2014.11～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2014～），生年：1956年

【学歴】東京大学文学部国史学科卒業（1979年），東京大学大学院人文社会系研究科修士課程日本文化研究専攻　
修了（1998年），東京大学人文社会系研究科博士課程日本文化研究専攻　単位取得退学（2003年）【職歴】神奈川県
立高等学校教諭（1979），千葉経済大学経済学部教授（2007），帝京大学文学部教授（2010），大学共同利用機関法
人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2014），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専
攻教授併任（2014）【学位】博士（文学）（東京大学）（2003年取得）【専門分野】日本近世史，ジェンダー史【主な
研究テーマ】幕末維新期の都市社会とジェンダー【所属学会】史学会，歴史学研究会，日本史研究会，ジェンダー
史学会，総合女性史学会，明治維新史学会，歴史教育者協議会【研究目的・研究状況】近世身分研究・都市社会史
研究をふまえつつ，近世の女性の実態とジェンダー，および近代移行期におけるその変容を明らかにしたいと考え
ている。近年は，特に遊廓の実証的研究に関心をもっている。

●主要業績

１．【単著】『明治維新と近世身分制の解体』333頁，山川出版社，2005年11月
２． 【論文】「新吉原における「遊廓社会」と遊女の歴史的性格─寺社名目金貸付と北信豪農の関わりに注目して─」

『部落問題研究』209，pp.16-54，2014年７月
３． 【科研】日本学術振興会科学研究費基盤研究（Ｃ）「近世遊廓の構造とその社会的基盤」課題番号25370795研究

代表者（2013年４月～2016年３月）
４． 【共編著】明治維新史学会編（西澤直子・横山百合子編集）『講座明治維新９　明治維新と女性』有志舎，265頁，

2015年２月
５． 【学会】2011年度歴史学研究会大会全体会報告「19世紀都市社会における地域ヘゲモニーの再編─女髪結・遊

女の生存と＜解放＞をめぐって─」（2011年５月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
単編著「夜鷹─柳原土手の昼と夜─」大高洋司・小島道裕・大久保純一編『鍬形蕙斎画近世職人尽絵詞─江戸
の職人と風俗を読み解く─』勉誠出版，pp.200-201，2017年２月20日

２　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
分担執筆「嫁入り」「妾」「芸者」「女大学」「茶屋」「女中」「女中奉公」「悪書」「家政書」「奥方」「嫁」「嫁入
り道具」の各項目，木村茂光・安田常雄・白川部達夫・宮瀧交二編『生活史事典』，710頁，吉川弘文館，2017
年11月１日

５　学会・外部研究会発表
書評報告「松山 恵著『江戸・東京の都市史─近代移行期の都市・建築・社会』」，都市史学会書評会，東京大
学工学部，2016年７月29日
「The Dismantling the Status System and Changes to Gender in the Meiji Restoration 近世身分制の解体と 

よこやま
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ジェンダーの変容」，New Perspective on the Meiji Restoration: A Preliminary Workshop to Prepare for the 
３rd Sesquicentennial Conference，Council on East Asian Studies at Yale University，2016年11月11日
 コメント：「ファニー・コッサンディ（社会科学高等研究院　EHESS）『統治手段としての社会階層秩序─
宮廷の貴婦人─』La Hiérarchie sociale, un levier politique pour les dames de la cour（France, XVIe-XVIIe 
siècles）をきいて」，日仏ワークショップ2016「近世社会と身分─ジェンダーから考える」，国際基督教大学，
2016年11月23日

７　その他
「「日本列島社会の歴史とジェンダー」研究会の発足にあたって」，（歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史
とジェンダー」News Letter Vol.1，2016年７月１日
「遊女大安売─幕末の新吉原遊廓─」，『歴博』198，pp.15-18，2016年９月20日
「遊女の群像─近代転換期の新吉原遊廓─」，VAWWRAC，『バウラック通信』10，p.15，2016年12月１日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」2016年～2018年度，研究代表者
口頭発表「『歴史を読み替える　ジェンダーから見た日本史』近世の紹介」，第１回研究会，歴博，2016年５
月６日
口頭発表「遊女が書くということ」，第２回研究会，歴博，2016年９月25日

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究（Ｂ）「近世～近代日本における遊女・娼妓と遊郭社会の総合的研究」課題番号15H03241（研
究代評者：佐賀 朝）研究分担者，2015年～2018年度

５　教育
総研大文化科学研究科　日本歴史研究専攻　講義　村落社会論「ジェンダーの視点からみた近世社会の特質」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
総合女性史学会役員（2014年４月～），『須坂市誌』編集委員会近世部会専門員（2012年５月～2016年３月），
日本歴史学協会第29期個人委員（2015年７月～），『須坂市誌』編集近世部会専門員（2012～2015年度），須坂
市文化財取得審査委員会委員（2016年３月～2016年４月）

２　講演・カルチャーセンターなど
「遊女の群像─近世近代転換期の新吉原」，バウラックセミナーシリーズ第２回「『慰安婦』問題と遊廓・人身
売買」，立教大学文学部，2016年４月23日
第398回歴博講演会「幕末維新期の新吉原遊廓について」，歴博，2017年３月11日

４　社会連携
①　刊行物

平成28年４月６日文化財（古文書）の取得に係る須坂市文化財取得審査会資料「坂本康之家文書調査報告」，
pp.5-8，2016年４月６日）

四　活動報告

吉村　郊子　Yoshimura Satoko　助教（2007～）

【学歴】奈良女子大学理学部生物学科（1992年卒業），京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程人間・環境学
専攻（1994年修了），ナミビア大学学際研究センター社会科学部門（共同研究生：1995～1998年），京都大学大学院
人間・環境学研究科博士後期課程人間・環境学専攻（2000年研究指導認定退学）【職歴】国立歴史民俗博物館歴史
研究部助手（2000），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2004），大学共同利
用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007）【学位】人間・環境学修士（京都大学）（1994
年取得）【専門分野】生態人類学，文化人類学【主な研究テーマ】日本の山間地域における人・生業・自然に関す
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る人類学的研究，アフリカ南部の牧畜民に関する人類学的研究，自然と信仰・音に関する研究【所属学会】日本文
化人類学会，日本アフリカ学会，生態人類学会

●主要業績

１． 【共著】「ヒンバの人々の暮らし─「伝統」と現在を生きる」水野一晴・永原陽子編『ナミビアを知るための53
章』（2016年）pp.279-283

２． 【論文】「遺された／生きる者にとっての墓─牧畜民ヒンバの事例から」『国立歴史民俗博物館研究報告』第181
集（2014年，査読有）pp.81-109

３． 【論文】「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」『国立歴史民俗博物館研究報告』第145
集（2008年，査読有）pp.145-229

４． 【共著】「第７章　土地と人をつなぐもの─ナミビアの牧畜民ヒンバにとっての墓」田中二郎他編『遊動民（ノ
マッド）─アフリカの原野に生きる』（明石書店，2004年）pp.439-464

５． 【共著】「第４章　炭焼きとして現代を生きぬく」篠原 徹編『現代民俗誌の地平１．越境』（2003年，朝倉書店）
pp.70-96.

６． 【共著】「第２章　炭焼きとウバメガシ─紀州備長炭の生産にみる山林の利用」篠原 徹編『現代民俗学の視点１．
民俗の技術』（1998年，朝倉書店）pp.33-55

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

二　主な研究教育活動

５　教育
早稲田大学非常勤講師（教育学部「文化人類学研究Ⅰ」「文化人類学研究Ⅱ」2016年度）
立教大学兼任講師（文学部「超域文化学講義17」「地理学特殊研究２A」「地理学特殊研究２B」2016年度）

三　社会活動等

四　活動報告

［特任助教］

金　　憲奭　KIM Heon-seok　特任助教（2014.7～）
生年：1981

【学歴】韓国釜山大学人文大学考古学専攻（2006年），釜山大学大学院考古学科修士課程修了（2008年），総合研究
大学院大学文化科学研究科博士課程修了（2012年）【職歴】釜山大学講師（2013.9～2014.2），大学共同利用機関法
人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館プロジェクト研究員（2014.4～2014.7）大学共同利用機関法人人間文化研
究機構国立歴史民俗博物館研究部特任助教（2014.7～）【学位】博士（文学）（総合研究大学院大学文化科学研究科，
2012年）【専門分野】動物考古学【主な研究テーマ】家畜飼育・東アジアの家畜伝播【所属学会】韓国考古学会・
日本動物考古学会

●主要業績

１． 【論文】「三韓・三国時代の嶺南地方におけるブタの存在可能性について（삼한삼국시대 영남지방 집돼지의 
존재 가능성에 대해서）」（『考古広場』２，pp.1-27，2009年６月）（査読付き）

２． 【論文】「韓国の先史時代における家畜スイギュウ」（『動物考古学』27，pp.17-30，2010年５月）（査読付き）
３． 【論文】「古村里遺跡の家畜利用─イノシシとブタの区分を中心に（고촌리유적의 가축이용─멧돼지와 집돼지

의 구분을 중심으로─）（『東亜文化』９，pp.87-122，2010年12月）
４． 【論文】「大浦貝塚出土人骨の年代と食性（대포패총출토 인골의 연대와 식성）」（『韓国新石器研究』20，

特　きむ
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pp.89–111，2010年12月）（査読付き）
５． 【論文】「食性分析からみた嶺南地方におけるブタ飼育の始まりと存在様相（식성분석을 통한 영남지방 집돼

지 사육의 시작과 존재양상）」（『韓国考古学報』81，pp.4–29，2012年９月）（査読付き）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
高霊池山洞518号墳土器内の動物遺体（고령 지산동 518호 출토 토기 내 동물유체），『高霊池山洞古墳群』，国
立伽耶文化財研究所，pp.380-381，韓国，2016年８月12日

二　主な研究教育活動

三　社会活動等

四　活動報告

清武　雄二　KIYOTAKE Yuji　特任助教（2015.2～）

【学歴】上智大学文学部史学科卒業（1989），國學院大學大学院文学研究科修士課程修了（1995），國學院大學大学
院文学研究科博士課程単位取得満期退学（1999）【職歴】関東学院大学法学部非常勤講師（2001.4～），國學院大學
文学部兼任講師（2004.4～），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部特任助教（2015.2
～）【学位】修士（歴史学）（國學院大學1995）【専門分野】日本古代史【主な研究テーマ】律令国家の形成と地域
社会，文字文化・文書行政の受容と展開【所属学会】国史学会【研究目的・研究状況】律令期の官田経営を労働力
編成や農耕技術の視点から検証する。また，鰒など食資源の貢納体制を加工・調理技術という視点から検証し，古
代国家と地域社会の歴史的関係性の究明を試みる。文字文化・文書行政研究に関しては，古代戸籍の氏姓秩序に関
わる管理の制度的側面について，延喜式にみえる勘籍等の規定から検証する。

●主要業績

１．【論文】「律令法上の園地規定と班田制」（『國學院雜誌』第114巻５号，pp.35–50，2013年５月）
２． 【論文】「堅田B遺跡出土木簡（巻数板）の概要と意義」（金沢市埋蔵文化財センター『堅田B遺跡Ⅱ』，pp.165–

178，2004年３月）（共著者：平川南・三上喜孝・相沢央）
３． 【論文】「井上薬師堂遺跡出土木簡の再検討」（『上岩田遺跡調査概報』小郡市文化財調査報告書第142集，

pp.62–77，2000年３月）（共著者：平川南・三上喜孝・田中史生）
４．【論文】「藤原部の研究」（『史学研究集録』第22号，pp.5–28，1997年３月）
５．【論文】「ヤマト王権の仏教受容と外交政策」『國學院大學文学研究科紀要』第27輯，pp.307–327，1996年３月）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「『延喜式』のアワビと古代の食文化」，第102回歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」（予稿集）pp.22-
29，2016年９月17日

５　学会・外部研究会発表
「古代の鰒収取体制とその展開」，国史学会大会，國學院大學，2016年６月23日
「『延喜式』にみえる鰒加工法の考察─国崎・御料鰒調製所の現地調査を踏まえて─」，古代食研究会例会，東
京医療保健大学，2016年７月１日

７　その他
「安房国の多様なアワビ加工品」，第102回歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」（予稿集）pp.58-59，
2016年９月17日
「税として納められた細長いアワビ」，第102回歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」（予稿集）p.59，
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2016年９月17日
「平安貴族の宴会とごちそう」，第102回歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」（予稿集）p.59，2016年９
月17日
「「磐井の乱」と糟屋屯倉」，『西日本文化』480，西日本文化協会，pp.18-20，2016年10月１日
「異分野融合で読み解く歴史的典籍の魅力 ─「総合書物学」の構築」，『きざし：人間文化研究機構基幹研究
プロジェクトニューズレター』１，p.8，2017年３月（査読有）

二　主な研究教育活動

１　共同研究
③　機構

広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」（主導機関：国文学研究資
料館），「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」（研究代表者：小倉慈司）共同研究員・推進センター
研究員，2016～2021年度
「国崎・神宮御料鰒調製所見学および熨斗鮑加工実験の報告」，第５回研究集会，国立歴史民俗博物館，
2016年９月18日
「アワビ漁・加工・貢納・饗宴風景および食膳具等の復元展示にあたって」，食品研究分科会，東京医療保
健大学，2016年10月24日
「熨斗鰒加工実験・成分分析報告」，第６回研究集会，国立歴史民俗博物館，2017年３月25日

２　外部資金による研究
科研基盤研究（B）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」（研究代表者：小倉慈司）研究分担者，
2016～2019年度

４　主な展示・資料活動
特集展示「『延喜式』ってなに！？」，国立歴史民俗博物館，2016年８月23日～９月19日

５　教育
関東学院大学法学部非常勤講師（日本史１，日本史２）
國學院大学文学部兼任講師（社会と歴史：６・７世紀の王権と社会，人間と社会：出土文字資料からみた古代
文化）

三　社会活動等

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「『延喜式』のアワビと古代の食文化」，第102回歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」，国立歴史民俗
博物館，2016年９月17日

四　活動報告

渋谷　綾子　SHIBUTANI Ayako　特任助教（2012.8～）
生年：1976

【学歴】関西大学文学部史学・地理学科日本史専攻卒業（1999），関西大学大学院博士課程前期課程・修士課程文
学研究科修了（2001），関西大学大学院博士課程後期課程文学研究科（2005年中退），英国University of Bradford, 
Department of Archaeological Sciences, MSc in Scientific Methods in Archaeology修了（2005），総合研究大学院
大学文化科学研究科博士課程修了（2010）
【職歴】関西大学博物館定時職員（2001,4～2003,6；2005,6～2007,3），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国
立民族学博物館リサーチ・アシスタント（2005,9～2007,8；2009,4～2010,3），関西大学第一高等学校非常勤講師（2007,4
～2009,3），広島大学総合博物館学芸職員（2010,6～2012,7），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民
俗博物館研究部特任助教（2012,8～2015,3），同プロジェクト研究員（2015,4～2015,6），同特任助教（2015,7～）【学
位】博士（文学）（総合研究大学院大学文化科学研究科2010年３月）【専門分野】考古科学，総合資料学【主な研究
テーマ】総合資料学，先史時代人の植物食文化と健康状態の復元研究【所属学会】日本考古学協会，日本人類学会，
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日本第四紀学会，日本文化財科学会，日本植生史学会，生き物文化誌学会，考古学研究会，Association of 
Archaeological Wear and Residue Analysts（AWRANA），European Association for Japanese Studies（EAJS），
Indo-Pacific Prehistory Association（IPPA），Society for East Asian Archaeology（SEAA），Society for 
American Archaeology（SAA），World Archaeological Congress（WAC）【研究目的・研究状況】過去の植物食
文化の復元に研究の重点を置くとともに，総合資料学の中で残存デンプン粒分析を応用した日本史資料に対する自
然科学的な分析を進めている。

●主要業績

１． 【論文】Late Pleistocene to Early Holocene Plant Movements in Southern Kyushu, Japan. Archaeologies：
Journal of the World Archaeological Congress.Volume 5, Issue 1, pp.124–133, Apr. 2009（査読付き）

２． 【論文】「日本列島における現生デンプン粒標本と日本考古学研究への応用─残存デンプン粒の形態分類をめざ
して」（『植生史研究』第18巻第１号，pp.13–27，2010年６月）（査読付き）

３． 【論文】渋谷綾子・青野友哉・永谷幸人「残存デンプン粒分析におけるコンタミネーションの検討─北海道伊
達市北黄金貝塚を中心として─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第195集，pp.79-110，2015年３月）（共著・
筆頭，査読付き）

４． 【 発 表 】Ayako Shibutani. What Did People Eat in Prehistoric Japan? Evidence from Starch Granules on 
Stone Tools and Pottery Vessels. AWRANA 2015, Universitieit Leiden, Netherlands, May 28, 2015.（査読付き）

５． 【科研】科学研究費補助金若手研究（B）「北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究」研究代表者（2014
～2016年度）

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
渋谷綾子,「資料の自然科学分析─土器付着物と民族資料─」，国立歴史民俗博物館編『＜総合資料学＞の挑戦
─異分野融合型研究の最前線』，吉川弘文館，pp.136-154，2016年３月10日

２　論文
添田雄二，青野友哉，永谷幸人，渡邊 剛，渋谷綾子，甲能直樹，「小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ
民族に与えた影響Ⅰ」，『北海道博物館研究紀要』１，pp.119-126，2016年４月１日（査読有）
渋谷綾子,「デンプン粒から探る縄文時代の植物食─食文化の通時的変化とプロセスの解明にむけて─」，『月
刊考古学ジャーナル』694，pp.35-39，2017年２月28日
渋谷綾子,「多様な分析科学による古代の食性復元─セッション運営・参加報告─」，『考古学研究』63（４），
pp.3-5，2017年３月30日（査読有）
添田雄二，青野友哉，永谷幸人，渋谷綾子，中村賢太郎，菅野修広，松田宏介，三谷智広，宮地 鼓，渡
邊 剛，甲能直樹，「小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ民族に与えた影響Ⅱ」，『北海道博物館研究紀要』
2，pp.49-60，2017年３月（査読有）
渋谷綾子，上奈穂美,「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─2015年度活動報告」，
『国立歴史民俗博物館研究報告』206，pp.115-125，2017年度３月（査読有）

５　学会・外部研究会発表
渋谷綾子，「資料をどう見るか？ 考古科学の立場から」，機関拠点型基幹研究「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」国際研究集会，國立臺灣歷史博物館，2016年５月26日
Ayako Shibutani, Guoping Sun, Jie Chen, Jian Song,「Eating Rice or Acorns? Starch Evidence of Neolithic 
Human Dental Calculus in the Lower Yangtze Region, China」，Seventh Worldwide Conference of the 
SEAA，Cambridge and Boston, Massachusetts, USA，2016年６月11日（査読有）
渋谷綾子,「微細植物遺体分析におけるデータ生成と解釈，誤解」，国立民族学博物館共同研究「考古学の民族
誌─考古学的知識の多様な形成・利用・変成過程の研究」2016年度第１回研究会「考古科学を理解する」，国
立民族学博物館，2016年６月26日
後藤 真，渋谷綾子，小倉慈司，三上喜孝，西谷 大，久留島浩，「国立歴史民俗博物館が行う「総合資料学の
創成」と博物館資料目録ネットワークについて」（ポスター），第11回日本博物科学会，広島大学，2016年６月
30日－７月１日
Ayako Shibutani,「Hunter-gatherer Exploitation of Wild Plant Foods during the Jomon Period in Japan」，
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17th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, The National Museum for Natural 
History, Paris, France，2016年７月７日（査読有）
渋谷綾子，「残存デンプン粒分析から総合資料学へ」，近江貝塚研究会第273回例会，滋賀県埋蔵文化財センター，
2016年７月30日
Ayako Shibutani,「Starchy food in prehistoric Japan : For renovation of “Integrated Studies of Cultural and 
Research Resources”」，The ８th World Archaeological Congress（WAC-8 Kyoto），同志社大学今出川キャ
ンパス，2016年９月１日（査読有）
Makoto Goto, Ayako Shibutani,「National Museum of Japanese History "Constructing Integrated Studies of 
Cultural and Research Resources”」（機関ワークショップ）, The 27th annual conference of the EAJRS
（European Association of Japanese Resource Specialists），University of Bucharest, Romania, 2016年９月16
日
渋谷綾子,「残存デンプン粒分析」（パネル話題提供），日本植生史学会創立30周年記念シンポジウム，専修大
学生田キャンパス，2016年11月19日
渋谷綾子，三宅 裕，近藤 修，澤藤りかい，「ハッサンケイフ・ホユック遺跡から出土した石器と人骨の歯石
に対する残存デンプン粒分析」，第31回日本植生史学会大会,　専修大学生田キャンパス，2016年11月20日
渋谷綾子,「古文書を顕微鏡で観察する」，機関拠点型基幹研究「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」ワークショップ２第三回「古文書を多角的に分析する」，国立歴史民俗博物館，
2017年２月11日
渋谷綾子，「デンプン粒から17世紀の畑作物の可能性を探る」，科学研究費助成事業「小氷期最寒冷期と巨大噴
火・津波がアイヌ民族へ与えた影響」成果報告会（JSPS科研費15H03272，研究代表者：北海道博物館・添田
雄二）「有珠からひもとく小氷期の自然環境とアイヌ民族の暮らしⅠ」，だて歴史の杜カルチャーセンター，
2017年３月11日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

機関拠点型基幹研究「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」（研究代表者：
西谷 大）共同研究員（2016～2018年度）

②　他の基盤機関
国立民族学博物館共同研究「考古学の民族誌─考古学的知識の多様な形成・利用・変成過程の研究」（研究
代表者：John Ertl）共同研究員（2015～2018年度）

２　外部資金による研究
科学研究費補助金新学術領域研究（研究領域提案型）「高精度年代測定および稲作農耕文化の食生活・健康へ
の影響評価」（研究代表者：米田 穣）研究分担者（2015～2019年度）
科学研究費補助金若手研究（B）「北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究」研究代表者（2014～
2016年度）
科学研究費助成事業基盤研究（B）「北海道噴火湾沿岸の縄文文化の基礎的研究」（研究代表者：青野友哉）研
究分担者（2014～2016年度）
科学研究費助成事業基盤研究（B）海外学術調査「トルコ・アナトリア地域新石器時代人の古人類生物学的研究」
（研究代表者：近藤 修）研究分担者（2016～2018年度）
科学研究費補助金基盤研究（B）「小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ民族に与えた影響」（研究代表者：
添田雄二）連携研究者（2015～2018年度）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本植生史学会『植生史研究』第10期編集書記
世界考古学会議（The World Archaeological Congress, WAC）第８回京都大会実行委員（2015年11月～2016
年９月２日）
世界考古学会議（The World Archaeological Congress, WAC）第８回京都大会T10サポーター（2015年11月
～2016年９月２日）

特　しぶたに
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３　マスコミ
「アイヌ民族　根菜類栽培か」北海道新聞，2017年３月12日
「17世紀のアイヌ民族　根菜類を栽培か」室蘭民報，2017年３月12日

四　活動報告

箱﨑　真隆　HAKOZAKI Masataka　特任助教（2015.9～）
生年：1982年

【学歴】福島大学教育学部生涯教育課程環境化学教育コース（2005年卒業），福島大学大学院教育学研究科教科教
育専攻（2008年修了），東北大学大学院生命科学研究科生体システム生命科学専攻（2012年修了）
【職歴】国立大学法人名古屋大学年代測定総合研究センター研究員（2012），国立大学法人名古屋大学年代測定総
合研究センター研究機関研究員（2014），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部特任
助教（2015.9～）
【学位】博士（生命科学）（東北大学）（2012年取得）【専門分野】年輪年代学，放射性炭素年代学，文化財科学，
古生態学【主な研究テーマ】年輪幅および酸素同位体比の長期標準年輪曲線の確立を目指す研究，北半球における
放射性炭素濃度の地域差を明らかにする研究，完新世温帯性針葉樹埋没林の古生態を復元する研究【所属学会】日
本植生史学会，日本生態学会，日本文化財科学会，日本地球惑星科学連合，日本第四紀学会，日本AMS研究協会，
日本樹木年輪研究会【研究目的・研究状況】東北アジアの樹木年輪資料を対象に年輪年代学（年輪幅，酸素同位体
比）•放射性炭素年代学の研究を行なっている。近年，日本で確立された酸素同位体比年輪年代法により，東北ア
ジアの年輪年代測定の最大の障害となっていた「樹種の壁」が打ち破られた。これにより，様々な地域・時代の木
質文化財の１年精度の年代決定が可能となった。年輪酸素同位体比は，気候（主に降水量）復元にも応用できる。
酸素同位体比年輪年代法を駆使して，東北アジアの歴史事象と気候変動の関係を明らかにすることを目指す。

●主要業績

１． 【論文】箱﨑真隆，埋没林でのケース・スタディーからみた日本の年輪年代学研究の現状と展望，月刊地球／
号外，63，pp96-105, 2014.

２． 【論文】Miyake F, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Jull T, Lange T, Cruz R, Panyushkina I, 
Baisan C, Salzer M, Search for annual carbon-14 excursions in the past, Radiocarbon, Selected Paper, pp1-6, 
2016, DOI:10.1017/RDC.2016.54.

３． 【論文】Hakozaki M, Kimura K, Tsuji S, Suzuki M，Tree-ring study of a late Holocene forest buried in the 
Ubuka Basin, southwestern Japan，IAWA Journal，33（３），pp287-299, 2012.

４． 【学会発表】Hakozaki M, Nakamura T, Regional offsets of atmospheric radiocarbon concentration around 40 
degree N in Northern Japan, INQUA, July-August 2015, Nagoya.

５． 【学会発表】Hakozaki M, Nakamura T, Ohyama M, Kimura J, Sano M, Kimura K, Nakatsuka T，Verification 
for the absolute age of an oxygen isotopic tree-ring chronology in the northern Japan based on 774-775 
carbon-14 spike，The Eighth World Archaeological Congress August 2016, Kyoto

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
Miyake F, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Jull T, Lange T, Cruz R, Panyushkina I, Baisan 
C, Salzer M，「Search for annual carbon-14 excursions in the past」，『Radiocarbon』，アメリカ，pp.1-6，
2016年９月15日（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
中村俊夫，増田公明，三宅芙紗，箱㟢真隆，「日本産樹木年輪14C年代データのIntCal13との比較と活用」，『名
古屋大学加速器質量分析計業績報告書』XXVIII，名古屋大学，2017年３月
箱㟢真隆，木村勝彦，佐野雅規，李貞，對馬あかね，小林謙一，設楽政健，木村淳一，中塚 武，「中道遺跡・
川原館遺跡出土木材の酸素同位体比年輪年代測定」，『青森市埋蔵文化財報告書』，2017年３月
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

５　学会・外部研究会発表
M. Sakamoto, M. Hakozaki, N. Nakao, T. Nakatsuka，「Fine structure and reproducibility of radiocarbon 
ages of early modern Japanese tree rings」，14C & Archaeology ８th International Symposium，The Royal 
College of Surgeons，イギリス，2016年６月27日
M. Hakozaki, T. Nakamura, M. Ohyama, J. Kimura, M. Sano, K. Kimura, T. Nakatsuka，「Verification for the 
absolute age of an oxygen isotopic tree-ring chronology in the northern Japan based on 774-775 carbon-14 
spike」，The Eighth World Archaeological Congress，同志社大学，2016年８月28日
箱㟢真隆，木村勝彦，佐野雅規，中塚 武，「東北日本における酸素同位体比年輪年代学研究の現状と展望」，
日本地球惑星科学連合2016年大会，幕張メッセ，2016年５月24日
箱㟢真隆，木村勝彦，佐野雅規，對馬あかね，李貞，木村淳一，小林謙一，中塚 武，「年輪酸素同位体比にも
とづく青森市石江遺跡群の古代～中世の出土材の年輪年代測定」，第31回日本植生史学会大会創立30周年記念
大会，専修大学，2016年11月19日
三宅芙沙，増田公明，中村俊夫，箱㟢真隆，木村勝彦，I.P. Panyushkina, A. J.T. Jull，「樹木年輪と単年宇宙
線イベント」，第19回AMSシンポジウム・2016年度「樹木年輪」研究会共同開催シンポジウム，国立歴史民俗
博物館，2016年12月17日
箱㟢真隆，坂本 稔，李貞，佐野雅規，對馬あかね，中塚 武，「伊勢神宮のスギ巨木の年輪に刻まれた1959年
伊勢湾台風（Vera）の爪痕」，第19回AMSシンポジウム・2016年度「樹木年輪」研究会共同開催シンポジウム，
国立歴史民俗博物館，2016年12月17日
窪田優一，箱㟢真隆，木村勝彦，佐野雅規，中塚 武，木村淳一，小林謙一，安江 恒，「スギ・ヒバの出土材
の年輪を用いた秋田・青森の気候復元の可能性」，第19回AMSシンポジウム・2016年度「樹木年輪」研究会共
同開催シンポジウム，2016年12月17日
中村俊夫，増田公明，三宅芙紗，箱㟢真隆，「日本産樹木年輪14C年代データのIntCal13との比較と活用」，第
29回（2016年度）名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定研究シンポジウム，名古屋大学，2017年１月31日
窪田優一，箱㟢真隆，木村勝彦，佐野雅規，中塚 武，木村淳一，小林謙一，大山幹成，安江 恒，「スギ・ヒ
バ出土材の年輪幅及び密度を用いた秋田・青森の気候復元」，第67回日本木材学会大会，九州大学，2017年３
月17日
中塚 武，佐野雅規，木村勝彦，齋藤颯人，小林謙一，箱㟢真隆，「三内丸山遺跡出土木材の酸素同位体分析」，
平成28年度特別史跡三内丸山遺跡報告会，縄文時遊館，2017年３月11日

７　その他
箱㟢真隆,「木の年輪から「時」を読み解く」，総合誌『歴博』197，国立歴史民俗博物館，pp.26-27，2016年７
月20日
箱㟢真隆,「5-11世紀の北日本の14C地域オフセット」，第18回AMSシンポジウム報告集，pp.158-160，2016年
12月20日
中村俊夫，南 雅代，小田寛貴，池田晃子，箱㟢真隆，太田友子，西田真砂美，吉田澪代，池盛文数，椋本ひ
かり，藤沢純平，「名古屋大学タンデトロンAMSシステムの現状（2015年度）」第18回AMSシンポジウム報告集，
pp.71-75，2016年12月20日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①　歴博

歴博基幹研究「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開─新領域開拓と研
究発信─」（研究代表者：藤尾慎一郎，2015～2020年度）
「総括班・自然科学分析チームの進捗状況について─朝鮮（韓）半島南部の出土木材（三国時代）調査・分
析結果を中心に─」第２回総括班会議，2016年９月14日
韓国昌原市新芳里遺跡出土土器付着炭化物サンプリング調査．2016年６月７日
韓国金海市退来里遺跡出土木材現状視察．2016年７月18-19日
韓国金海市退来里遺跡出土木材サンプリング調査．2016年12月21-23日
歴博基盤研究「北と南からみた古代の列島社会」
「酸素同位体比分析に基づく北日本の遺跡出土材・自然埋没木の高精度年代測定と古気候復元の状況」，第
３回研究会，2017年１月７日

特　はこざき
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②　他の機関
総合地球環境学研究所研究プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社
会システムの探索」（プロジェクトリーダー：中塚武，2014～2018年度）古気候学グループメンバー
「東北の考古材・現生木の分析状況」，地球研FR気候適応史プロジェクト気候学・古気候学グループ会議，
2016年９月24日
東京都東村山市下宅部遺跡出土木材サンプリング調査．2016年５月20日
宮城県多賀城市多賀城跡出土木材サンプリング調査．2016年６月16-17日
東京都三鷹市丸山B遺跡出土木材サンプリング調査．2016年６月24日
北海道千歳市ユカンボシC15遺跡出土木材現状視察．2016年６月30日
青森県青森市石江遺跡群出土木材サンプリング調査．2016年８月15日
青森県青森市三内丸山遺跡出土木材現状視察．2016年８月15日
青森県青森市米山（２）遺跡出土木材サンプリング調査．2016年８月16日
青森県八戸市是川遺跡出土木材サンプリング調査．2016年８月16日
青森県青森市三内丸山遺跡出土木材サンプリング調査．2016年10月21日
佐賀県神埼郡吉野ケ里遺跡現状視察．2016年11月12日
佐賀県佐賀市東名遺跡現状視察．2016年11月13日
北海道千歳市ユカンボシC15遺跡出土木材サンプリング調査．2016年11月24-25日
神奈川県鎌倉市低湿地遺跡出土木材現状視察．2016年11月29日
北海道上ノ国町勝山館跡出土木材サンプリング調査．2017年２月8-10日

２　外部資金による研究
科学研究費補助金（若手B）「日本産資料の高精度暦年較正に向けた北太平洋３地域産現生木の放射性炭素濃
度測定」（2014年度～2016年度）研究代表者
科学研究費補助金（基盤B）「一年輪単位の較正データを用いた暦年較正とウイグルマッチングの検討」研究
分担者（研究代表者：中村俊夫，2014年度～2016年度）研究分担者
科学研究費補助金（挑戦的萌芽）「7-10世紀の大規模SPE発生頻度分布の解明に向けた超高精度反復C14濃度
測定」（研究代表者：三宅芙沙，2016年度～2018年度）研究分担者

３　国際交流事業
「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」（研究代表者：藤尾慎一郎，相手機関：嶺南大
学校博物館，嶺南文化財研究院，東亜細亜文化財研究院，2012～2017年度）

５　教育
「理系研究者のキャリア形成論」，福島大学共生システム理工学類キャリア形成論　福島大学，2016年７月６
日

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「新しい年代測定法「酸素同位体比年輪年代法」とは何か？」，2016年度歴博友の会情報資料学講座，国立歴
史民俗博物館，2016年９月16日

４　社会連携
①　刊行物

「教育委員会だより文化財速報『上ノ国町の昔の気候を復元！』」，広報かみのくに，上ノ国町，p8，2017年
３月

四　活動報告

１　受賞歴
第２回日本植生史学会優秀発表賞．箱㟢真隆・木村勝彦・佐野雅規・對馬あかね・李貞・木村淳一・小林謙一・
中塚 武．「年輪酸素同位体比にもとづく青森市石江遺跡群の古代～中世の出土材の年輪年代測定」，第31回日
本植生史学会大会，川崎，2016年11月20日
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

葉山　茂　HAYAMA Shigeru　特任助教（2013.7～）
生年：1974

【学歴】弘前大学人文学部卒業（1999），弘前大学大学院人文社会科学研究科修士課程修了（2003），総合研究大学
院大学文化科学研究科博士課程（2009年修了）【職歴】立教大学兼任講師（2010.4～2011.3および2012.4～2013.3），
龍谷大学非常勤講師（2011.4～2014.3），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館機関研究員
（2010.8～），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部特任助教（2013.7～）【学位】博
士（文学）（総合研究大学院大学文化科学研究科2009）【専門分野】生態人類学，民俗学【主な研究テーマ】現代に
おける自然と人のかかわり，生業研究，漁業，観光，災害，文化財レスキュー，【所属学会】日本民俗学会，生態
人類学会，京都民俗学会，【研究目的・研究状況】研究のおもな関心は，現代の自然と人の関わりであり，自然の
関わって生きる現代の人びとの生き方である。科学技術が発展し，文字による知識の伝達が重要視されるなかで，
人びとが自然をどうとらえ，社会や自然の変化にどのようにアプローチしながら，生業活動を営んでいるのかをと
くに海との関わりに注目して研究している。また東北地方太平洋沖地震による自然災害に関する文化財保護と活用
についての研究をしている。

●主要業績

１． 【単著】『現代日本漁業誌─海と共に生きる人々の七十年─』昭和堂，239頁，2013年２月
２． 【リーフレット】「大学院の魅力を語る：歴博に学んで─被災地で民俗誌を考える─」（大久保純一・澤田和人・

葉山 茂編『歴史研究の最前線─もの資料で見る歴史─絵画と服飾─』，pp.47─73，2014年１月）
３． 【論文】「産業化した生業活動における自然と人の関わり─愛媛県宇和島市津島のブリ養殖を事例に─」（『日本

民俗学』第266号，pp.1 36，2011年５月）（査読付き）
４． 【展示図録】国立歴史民俗博物館編（葉山 茂編著）『東日本大震災と気仙沼の生活文化　図録と報告』国立歴

史民俗博物館，pp.5-22，pp.24–27，pp.35–38，pp.44–48，pp.64–71（全89頁），2013年３月
５． 【映像】葉山 茂編集「生活の記憶を救う」20分，歴博映画の会（2013.5.4）に上映。展示室尾形家住宅模型内

にて上映中。

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
川村清志, 葉山 茂共著『尾形家（大家）の年中行事─尾形栄一日記を中心に─』，国立歴史民俗博物館，2017
年３月31日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
葉山 茂, 川村清志「人間文化研究機構の活動」，『宮城県被災文化財等保全連絡会議活動報告書』2017，宮城県
被災文化財等保全連絡会議，p.61，2017年２月９日

５　学会・外部研究会発表
「災害に伴う地域変容─宮城県気仙沼市を事例に─」，林業経済学会秋季大会，島根大学，2016年11月12日

７　その他
「災害から自然と人の関わりを考える」，『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』183，p.3，2017年２月５日
「災害に伴う地域変容─宮城県気仙沼市を事例に─」，林業経済学会，林業経済学会2016年秋季大会テーマ別
セッション２要旨，C10，2016年11月12日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
①歴博

「地域における歴史文化研究拠点の構築」ユニット（広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島におけ
る地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」）共同研究員
「日本列島における地域文化の再発見とその表象システムの構築」（広領域連携型基幹研究プロジェクト「日
本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」）における報告「気仙沼の魚食文化キーワー
ド（試案）」， 2016年９月27日

②他の機関

機　はやま
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「戦前の渋沢水産史研究室の活動に関する調査研究」（神奈川大学国際常民文化研究機構共同研究）共同研
究員

③機構
広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」総合
人間文化研究推進センター研究員

５　教育
市原看護専門学校非常勤講師（「人間と生活」担当）
立教大学兼任講師（「環境と人類」担当）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
宮城県気仙沼市被災ミュージアム資料整理保全事業に係わる指導

２　講演・カルチャーセンターなど
「津波と生活文化」，『国立歴史民俗博物館友の会民俗学講座』，国立歴史民俗博物館，2017年２月21日

四　活動報告

［機関研究員］

櫻庭　美咲　SAKURABA Miki　機関研究員（在外資料）（2011～）

【学歴】獨協大学外国語学部ドイツ語学専攻（1989年卒業），ドイツ国立フライブルク大学ALBERT-LUDWIGS-
UNIVERSITÄT FREIBURG哲学部美術史学科（1993～1995留学），武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻造
形理論美術史コース修士課程（1998修了）【学位】博士（美術史，学習院大学，2013年取得）
【職歴】武蔵野美術大学美学美術史研究室教務補助員（1998～1999），武蔵野美術大学短期大学部非常勤講師（2000
～2003），朝日新聞出版國華社編集部員（2002～2011），九州産業大学柿右衛門様式陶芸研究センター COE研究員
（2005～2009），京都造形芸術大学非常勤講師（2006～2013），武蔵野美術大学非常勤講師（2008～），大学共同利
用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部機関研究員（2011～），日本女子大学非常勤講師（2011～
2012, 2015～），文京学院大学非常勤講師（2012～），金沢市立美術工芸大学非常勤講師（2014～），群馬県立女子大
学非常勤講師（2015～隔年開講）【専門分野】美術史，陶磁史，東西貿易史【主な研究テーマ】近世～近代を中心
とする陶磁史研究，日本工芸にかかわる東西交流史研究【所属学会】東洋陶磁学会

●主要業績

１． 【単著】『西洋宮廷と日本輸出磁器─東西貿易の文化創造─』藝華書院，全610頁，2014年
２． 【共著】“Chinese and Japanese porcelain for the Dutch Golden Ageオランダ黄金時代の中国・日本磁器”， Jan 

van Campen & Titus Eliëns（ed.）; [Authors] Cordula Bischoff, Leonard Blusseé, Jan van Campen, Teresa 
Canepa, Anne Gerritsen, Christiaan Jörg, Jane Klose, Suzanne Lambooy, Antonia Malan, Sebastiaan 
Ostkamp, Maarten Prak, Miki Sakuraba, Cynthia Vialleé, Thijs Weststeijn，Waanders Punlishers in 
collaboration with Rijksmuseum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Groninger Museum, 
Keramikmuuseum Princessehof Leeuwarden，全280頁，2014年（分担執筆部分，pp. 109–127）

３． 【編著】『オランダ東インド会社貿易史料にみる日本磁器』九州産業大学21世紀COE柿右衛門様式陶芸研究セ
ンター，全238頁，2009年

４． 【共著】『ヨーロッパ宮廷陶磁の世界』櫻庭美咲・前田正明著，角川学芸出版，pp.1–154，pp.169–176，pp.186–
294，2006年

５． 【論文】「オランダ東インド会社従業員による個人貿易─西洋向け肥前磁器輸出の考察─」（『東洋陶磁』44号，
pp.75–92，東洋陶磁学会，2014年３月）（査読付き）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「陶磁器から考えるミュンヘンのシーボルト・コレクション」（『国際シンポジウム・シーボルト・コレクショ
ンから考える予稿集』歴博，pp.40-49，2016年７月30日）
「オラニエ＝ナッソウ家の磁器収集と陳列の諸相」（『17世紀オランダ美術と〈アジア〉Dutch Seventeenth-
Century Art and “Asia”学術シンポジウム報告書』国立西洋美術館, pp.20-26, 2017年３月31日）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
コラム「シーボルト・コレクションの陶磁」，作品解説（陶磁器，日用品等40点）（特別企画展図録『よみがえ
れ！ シーボルトの日本博物館』青幻舎，pp.53, 66-67, 72, 78, 110-112, 120-125, 151-152, 168-169, 2016年７月
21日）
Columnn,’Ceramics in the Siebold Collection’，（Revisiting Siebold’s Japan Museum, Seigensha, pp.236-267, 
21.07.2016）

５　学会・外部研究会発表
学会発表「陶磁器から考えるミュンヘンのシーボルト・コレクション」（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」，於：歴博講堂, 主催：国立歴史民俗博物館，2016年７月30日）
学会発表「オラニエ＝ナッソウ家の磁器収集と陳列の諸相」（国際学術シンポジウム「17世紀オランダ美術と〈ア
ジア〉」，於：国立西洋美術館 講堂, 主催：国立西洋美術館, 協力：ポーラ美術振興財団, 西洋美術振興財団），
2017年１月21日

７　その他
寄稿「映像を活用した近代日本展示の復元『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』」（『きざし　人間文化研
究機構　基幹研究プロジェクト　ニューズレター 2016. Vol.１』大学共同利用機関法人　人間文化研究機構, 
p.12, 2017年３月）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
③　機構

ネットワーク型基幹研究プロジェクト　日本関連在外資料調査研究・活用事業「ヨーロッパにおける19世紀日本
関連在外資料調査研究・活用 ─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築─」（研究代表：日高　薫），研究
分担者

（１）調査研究・データベース
ウィーン世界博と五大陸博が所蔵するシーボルト（子）収集日本関連資料コレクションの研究
ジュネーヴ市立アリアナ美術館所蔵日本陶磁の研究

（２）現地調査
アリアナ美術館が所蔵する日本陶磁の調査およびチューリッヒ大学学生の教育事業，2016年８月３日～８月６
日, ジュネーヴ市立アリアナ美術館，スイス
ウィーン世界博調査で陶磁器の調査・撮影, 2017年２月６日～２月17日，ウィーン世界博物館, ウィーン応用芸
術博物館，ウィーン美術史美術館，オーストリア
ミュンヘン五大陸博所蔵ハインリッヒ・シーボルトおよびアレクサンダー・シーボルト（シーボルト子）コレ
クション調査・撮影，2017年３月１日～３月７日, ミュンヘン五大陸博物館, ドイツ

２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究（C）「ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵日本磁器の研究─西洋における日本像の受容
史的考察」研究代表者，2016～2018年度

ドレスデン国立博物館所蔵17～18世紀の肥前磁器に関する国際共同研究とデータベース化事業推進，2016年
４月～2017年３月

科学研究費基盤研究（B）「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の日本美術コレクションが担った
役割」（研究代表者：日高薫）研究分担者，2013～2016年度

オランダとスロヴァキアにおける17～18世紀の日本美術工芸コレクション資料調査，2016年11月17日～27日，
アムステルダム国立博物館・熱帯博物館・プリンセッセホフ陶磁美術館・トゥヴィッケル城, オランダ, スロ
ヴァキア市立ギャラリー・チェスター・チェルフィニー・カメン城・ブラティスラバ城（国立歴史博物館）・

機　さくらば
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ボニツェ城等, スロヴァキア
出光文化福祉財団・研究助成「ドレスデン国立美術館所蔵　ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵肥前磁器コレ
クションの調査・研究」，研究代表者，2016～2017年度

ドレスデンにおける17～18世紀の肥前磁器コレクション資料調査，2016年８月７日～21日，ドレスデン国立
美術館磁器コレクション館，ドレスデン城，ドイツなど
東洋陶磁学会への参加と肥前磁器資料調査，2016年10月28日～11月１日，福岡市美術館，佐賀県立九州陶磁
文化館，山辺田窯跡発掘現場

４　主な展示・資料活動
国立歴史民俗博物館2016年度企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」展示プロジェクト委員，2016
年７月12日－９月４日開催

５　教育
武蔵野美術大学非常勤講師，「工芸学演習Ⅰ・Ⅱ」，「日本工芸史Ⅰ-2」
日本女子大学非常勤講師，「文化交流史」
文京学院大学非常勤講師，「芸術Ⅱ」
金沢市立美術工芸大学非常勤講師，「西洋工芸史Ⅱ」（集中講義）

三　社会活動等

３　マスコミ
科学研究費基盤研究（B）によるドレスデンの国際共同研究の活動が，「読売新聞」全国版・西日本版（2017
年２月27日付）に記事「王の磁器　全容つかめ・年代，産地DB化へ国際研究」として紹介された

４　社会連携
③　講演会・シンポジウム

「ヨーロッパ宮廷陶磁の美の世界」（「第107回つくば人間学講座」，於：つくばイノベーションプラザ，2017
年２月４日）

四　活動報告

［プロジェクト研究員］

野村　彩　NOMURA Aya　プロジェクト研究員（2015.7 ～　）

【学歴】（カナダ）McGill大学文学部卒業，McGill大学大学院博士前期課程単位取得退学，東北大学大学院博士前
期課程修了，東洋大学大学院博士前期課程修了　【学位】修士（国際文化）東北大学大学院，2005; 修士（国際観
光学）東洋大学大学院，2015　【専門分野】Bilingualism，言語教育，観光学

●平成28年度の研究教育活動

一　研究業績

二　主な研究教育活動

３　国際交流事業
国際企画室において，海外の博物館・研究機関との連絡調整，英語による本館の情報発信等2016年度国際交流
事業に従事。

三　社会活動等

四　活動報告




