
［概　要］

　歴博では調査・研究活動の成果を広く公開すべく，多様な出版物を編集・刊行している。それらは，大学共同利
用機関法人として内外の研究者たちが協同しておこなってきた調査・研究や，博物館における地域との連携などさ
まざまな活動の成果を，専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。
　2018年度は，研究報告５冊，展示図録２冊，資料目録１冊，歴史系総合誌『歴博』６冊を刊行した。さらに，国
際交流や機構連携研究のプロジェクトの成果として，研究集会やシンポジウムなどの内容をまとめた報告書などを
適宜，作成した。また，過去に開催された歴博フォーラムの成果をより広く知ってもらうために，その一部につい
ては，館内外の共同研究者たちを編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行も行っている。（2018年度は
２冊）。

広報連携センター　上野祥史

［国立歴史民俗博物館研究報告］ 

第212集（2018.12）

律令租税免除制度の研究　　　　　　　　　神戸　航介
向木見系特殊器台の研究　　　　　　　　　春成　秀爾
延慶改元・改暦への鎌倉幕府の関与について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島　金治
石見国長野荘俣賀氏の本拠景観と生業・紛争
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊　浩貴
【研究ノート】
火葬習俗の残存地域にみる技術の伝承とその変化の過程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川嶋　麗華
【資料紹介】
史料研究『兼仲卿記』紙背文書　正応元年七・八月巻
　　　　　　　　　　　　　　　　勘仲記裏文書の会
益田實氏所蔵新出中世文書の紹介
　田中　大喜・中島　圭一・中司　健一・西田　友広・

渡邊　浩貴
【調査研究活動報告】
遺跡発掘調査報告書放射性炭素年代測定データベース作
成の取り組み　　工藤　雄一郎・坂本　稔・箱﨑　真隆
「俣賀文書」の史料学的基礎考察　　　　　  田中　大喜
国立歴史民俗博物館総合展示第１室（先史・古代）の新
構築事業　2017年度活動報告 上　奈穂美・横田あゆみ

第213集（2019.１）
［共同研究］
日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究

共同研究の経過と概要　　　　　　　　　　　齋藤　努
古墳時代上野毛における青銅製品の系譜　土生田　純之
中国四国地方で出土した銅鋺からみた国産銅鉛原材料の
産出地と使用開始時期

澤田　秀実・齋藤　努・長柄　毅一・持田　大輔

[調査研究活動報告]韓半島南部における金属鉱山の方鉛
鉱試料の鉛同位体比分析及び地域別分布図作成　

鄭　淵中（金　憲奭[訳]）
鉛同位体比からみた日韓青銅資料の原料の産地

　　齋藤　努
[研究ノート]日本列島出土細形銅剣の型式と鉛同位体比

　島津　美子
第214集（2019.３）
［共同研究］
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

共同研究の概要と本特集について　　　　　川村　清志
博物館展示における震災資料展示の課題と可能性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山内　宏泰
大規模災害時における文化財レスキューの課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日髙　真吾
[研究ノート]災害後方支援としての展示の試み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前川　さおり
文化財レスキューネットワークと遠野　 前川　さおり
[研究ノート]和船の復元と漁労の復興　　 川島　秀一
震災・原発被災と日常/非日常の博物館活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 内山　大介
災害の記憶をめぐる実践と葛藤　　　　　 兼城　糸絵
[研究ノート]震災後に県立博物館が目指したもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤　憲幸
年中行事の動態把握のための基礎作成
　　　　　　　　　　　　　　 川村　清志・葉山　茂
民俗学における日記研究の展開とその可能性
　　　　　　　　　　　　　 川村　清志・小池　淳一
民俗文化資料のデジタルアーカイブ化の試み　
 川村　清志
石造遺物を用いた民俗文化の再構成の試み
 川村　清志・小池　淳一・葉山　茂・萱岡　雅光・
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 山内　宏泰
盆棚と薬箱　　　　　　　　　　　 小池　淳一
死体を展示するということ　　　　　 山田　康弘
[研究ノート]気仙沼における東日本大震災犠牲者の葬送
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山田　慎也
第215集（2019.２）
［共同研究］
保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす
影響─持続可能な地域発展における規制のあり方─

共同研究の経緯と成果 柴崎　茂光
富士山北面における生業の展開と保護地域制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 齋藤　暖生
民有地の森林保護区が環境保全と生業に及ぼす影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北村　健二
[研究ノート]国立公園を有する自治体の特徴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金澤　悠介
観光地「屋久島」イメージの変化について 柴崎　茂光
[研究ノート]保護地域と人格的利益　　　 上机　美穂
保護地域における森林開発と林業遺産　　 八巻　一成
宮城県大崎市鬼首地区の開発と契約講による資源管理の
展開　
 伊藤　幸男・柴崎　茂光・遠山　圭佑・藤田　克章・
 高野　涼
鹿児島大学演習林における林内集落史　
 奥山　洋一郎・森本　拓也
国有林における「資源化のダイナミズム」の喪失と再生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茅野　恒秀

216集（2019.３）
［共同研究］
「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究

共同研究の経過と概要 荒井　章二
再考・小田実とべ平連　　　　　　　　　　平井　一臣
東大紛争大詰めの文学部処分問題と白紙還元説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　靖久
北大闘争の位置と思想　　　　　　　　　　河西　英通
東大闘争の専従記者から見た「1968年」報道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根津　朝彦
東大闘争の戦略・戦術に見る1960年代学生運動の軍事化　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 小杉　亮子
三里塚闘争における主体形成と地域変容　　相川　陽一
日大闘争　　　　　　　　　　　　　　　　荒川　章二
【研究ノート】
1960年代のサークル「山脈の会」　　 大串　潤児
【資料紹介】
大阪府立旭高校における紛争1969　　　 谷合　佳代子
日本における反アパルトヘイト運動とその記録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平野　泉
日大闘争：大場久昭・森雄一・池上宣文・清宮誠各氏聞
き取り　　　　　　　　　　　　　　　共同研究委員会　

［展示図録］

『ニッポンおみやげ博物誌』 （2018.７）
『日本の中世文書─機能と形と国際比較─』 （2018.10）

［資料目録］

国立歴史民俗博物館資料目録13
『広橋家旧蔵記録文書典籍類目録』 （2019.３）

［歴史系総合誌『歴博』］

第208号

［特集］年号と朝廷
　特集解説　年号の決め方（ただし前近代） 小島　道裕
＜特集１＞難陳─年号を決める議論 水上　雅晴
＜特集２＞広橋経光「改元定記」と年号勘文─年号を作
る会議 小島　道裕
［コラム］年号勘文に引用された佚書─「経光卿改元定記」
所引『修文殿御覧』を中心に 髙田　宗平
＜特集３＞年号に使われた漢籍 近藤　浩之
［コラム］中国の測字術と年号の予言 石　立善
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　「高松宮本」の年号関係資料 小倉　慈司
歴博けんきゅう便68
　中世武士の地域支配の実態に多様な資料から迫る
 田中　大喜
博物館展示のいま60（城西国際大学水田美術館）
　地域に開かれた大学美術館 山口　真理子
［書評］
荒木和憲著『対馬宗氏の中世史』　　　 福島　金治
［特集展示］
　お化け暦と略縁起　くらしの中の文字文化
 小池　淳一
企画展示のご案内
歴博かわら版

第209号

［特集］ドイツ日本関係史料の可能性
　特集解説　歴史の激動をくぐり抜けた史料の海へ漕ぎ
出そう 福岡　万里子
＜特集１＞貪欲の報い─ドイツ史料から見える条約改正
史 五百旗頭　薫
［コラム］伊藤博文は何を目指して渡欧したのか？
 柗居　宏枝
＜特集２＞戊辰戦争とドイツ公使ブラント　
 福岡　万里子
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＜特集３＞ドイツから見た明治日本の感染症制御
 市川　智生
［コラム］ドイツ所在史料から見た日本の捕虜収容所
 フランク・ケーザー
歴史の証人　写真による収蔵品紹介
　シーボルト父子関係資料データベース 福岡　万里子
歴博けんきゅう便69
　シーボルト・コレクションが伝えた日本文化─19世紀
日本関連在外資料の調査研究─ 日高　薫
博物館展示のいま61（大分県立埋蔵文化財センター） 
　開かれた埋蔵文化財センターを目指して 服部　真和
［展示批評］
　世界の眼でみる古墳文化 河野　一隆
［書評］
　奈倉哲三・保谷徹・箱石大　編『戊辰戦争の新視点』
 天野　真志
企画展のご案内
歴博かわら版

第210号

［特集］暦の文化史
　特集解説　暦が持つ文化的社会的な意義に光をあてる
 小池　淳一
＜特集１＞古代の暦と東アジア 細井　浩志
［コラム］中世社会と暦 赤澤　晴彦
＜特集２＞近世南都の暦と陰陽道 梅田　千尋
［コラム］渋川春海の夢 林　淳
＜特集３＞「お化け暦」の発生と展開 小池　淳一
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　奈良暦師吉川家旧蔵史料 小田　真裕
歴史への招待状
　日本中世文書─機能と形と国際比較─ 小島　道裕
博物館展示のいま62（岩泉町歴史民俗資料館）
　まちの個性を伝える拠点づくり─災害，そして地域団
体との連携から─ 小林　亜希子
［自著紹介］
　『〈総合資料学〉の挑戦　異分野融合研究の最前線』 
 後藤　真
　『歴史研究と〈総合資料学〉』　　　　　　
 関沢　まゆみ
れきはく井戸端会議 小池　淳一
企画展示のご案内
歴博かわら版

第211号

［特集］中世の聖地
　特集解説　聖地は永遠の存在なのか 村木　二郎
＜特集１＞中世における聖地の形成─経塚の流行と石塔

の造立─ 村木　二郎
［コラム］千葉氏の聖地 小出　麻友美
＜特集２＞城から探る聖地の展開 中澤　克昭
［コラム］グスクと聖地 池田　榮史
＜特集３＞いざさ王の物語 福原　敏男
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　極楽往生のかたい経塚資料─瓦経・滑石経─
 村木　二郎
研究者紹介88
　イギリス人の目から見る中国情勢の変化 吉井　文美
博物館展示のいま63（小田原城天守閣（常盤木門
SAMURAI館））
　天守閣の役割と展示 佐々木　健策
［展示批評］
　ニッポンおみやげ博物誌　　　　　　　　島立　理子
［特集展示］
　第３展示室「もの」から見る近世　吉祥のかたち
 澤田　和人
特集展示のご案内
歴博かわら版

第212号

［特集］日本列島の先史・古代─総合展示第１室リニュー
アル
　特集解説　一九八三年の開館以来のリニューアル
　　　　　　暦年代にもとづく先史時代像の可視化
　　　　　　その基本的な考え方と見どころとは！
 藤尾　慎一郎
＜テーマⅠ＞最終氷期に生きた人々 工藤　雄一郎
＜テーマⅡ＞多様な縄文列島 山田　康弘
＜テーマⅢ＞水田稲作のはじまり 藤尾　慎一郎
＜テーマⅣ＞倭の登場 上野　祥史
＜テーマⅤ＞倭の前方後円墳と東アジア 松木　武彦
＜テーマⅥ＞古代国家と列島世界 林部　均
＜副室１＞沖ノ島　　　　　　　　　　　　高田　貫太
＜副室２＞正倉院文書　　　　　　　　　　仁藤　敦史
第一展示室リニューアルのご案内
歴博かわら版

第213号

［特集］済州島をめぐる東アジアの海上交通
　特集解説　航海の敵か味方か？ 荒木　和憲
＜特集１＞済州島への渡り方 森平　雅彦
［コラム］済州島の筏船 出口　晶子
＜特集２＞東シナ海の航海を護る済州島の羅漢
 榎本　渉
＜特集３＞東シナ海における済州島のイメージ
 米谷　均
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［コラム］陶磁器流通からみた済州島─中国陶磁器出土
事例を中心に─ 李　明玉
歴史の証人　写真による所蔵品紹介
　「天下第一」高麗青磁─浅川伯教収集陶磁器コレクショ
ンから─ 村木　二郎
歴博けんきゅう便70
　共同研究の楽しさ─基盤研究「日本列島社会の歴史と
ジェンダー」を終えて─ 横山　百合子
博物館展示のいま64（市民ミュージアム　大野城心のふ
るさと館）
　こどもたちが歴史を体感する場 赤司　善彦
［展示批評］
　日本の中世文書─機能と形と国際比較─ 簗瀬　大輔
［特集展示］
　第４展示室　副室　変わりゆく結婚式と近代化
 山田　慎也
第一展示室リニューアルのご案内
歴博かわら版

［その他］

［歴博フォーラム］

なし

歴史研究の最前線 Vol.20
近現代の地域開発と社会変化
─秋田県の鉱山開発を踏まえて─

本書の刊行にあたって
総合研究大学院大学 文化科学研究科 日本歴史研究専攻
について　　　　　　                坂本　稔
●特集１（公開講演１）
鉱山地域の戦後史と３・11─秋田県大館市・小坂町の経
験から─　　　　　　　　　　　　　　　  髙村　竜平
●特集２（公開講演２） 
ゴミ問題，不可視化の論理─地域問題としての廃棄物─
 原山　浩介
●コメント　　            吉葉　恭行・柴崎　茂光
講演者・執筆者の紹介
総合研究大学院大学 日本歴史研究専攻について
総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻
平成30年度授業科目
学位取得者一覧
 髙村　竜平・原山　浩介・吉葉　恭行・柴崎　茂光編

歴史研究の最前線 Vol.21
古墳時代における日本列島と朝鮮半島の技術交流

本書の刊行にあたって
総合研究大学院大学 文化科学研究科 日本歴史研究専攻
について　　　　　　 坂本　稔
●特集１（公開講演１）

象嵌からみた百済・加那と倭の交渉　　　    金　跳咏
●特集２（公開講演２）
アクセサリーから見た新羅と倭の交渉─五世紀前半を中
心に─　　　　　　　　　　　　　　　　 高田　貫太
●特集３（公開講演 鼎談）
古墳時代の日朝関係と現在　
 高田　貫太・金　跳咏・小島　道裕
講演者・執筆者の紹介
総合研究大学院大学 日本歴史研究専攻について
総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻
平成30年度授業科目
学位取得者一覧
 高田　貫太・金　跳咏・小島　道裕編

［総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の

共同利用基盤構築事業］

『歴史情報学の教科書　歴史のデータが世界をひらく』
国立歴史民俗博物館監修　後藤真・橋本雄太編　株式会
社文学通信（2019.3）
『Integrated Studies of Cultural and Research 
Resources』
国立歴史民俗博物館編　fulcrum（ミシガン大学出版部）
（2019.3）

［日本関連在外資料調査研究・活用事業］

『異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研
究の現在』
国立歴史民俗博物館編　日高薫責任編集　臨川書店
（2019.3）

［国際交流事業］ 

※歴博国際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なの
か？─古代モニュメントの比較考古学─」及び「東アジ
アの古文書と日本の古文書─形と機能の比較─」にて，
予稿集を刊行している。
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