書評

（2011年11月〜2013年11月）
受贈図書一覧（書籍・雑誌）

山本志乃著

『女の旅 - 幕末維新から明治期の 11 人』（中公新書）
富澤

達三（非文字資料研究センター 研究協力者）
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タイトル

発行所

愛知学院大学 文学部紀要 第 42 号
アイヌと松前の政治文化論 −境界と民族
コンフリクトの人文学 第 1 号〜第 5 号
The Gender Politics of War Memory : The Asia-Paciﬁc and Beyond
大田区まちなみ・まちかど遺産 六郷用水
コレクター気谷誠の眼 鯰絵とボードレール
日本歴史災害事典
関東大震災 1923 年、東京は被災地だった
地震の社会史 安政大地震と民衆
工場まちの探検ガイド
大田区立郷土博物館紀要 第 19 号、補遺
Civil Engineering Consultant 〔建設コンサルタンツ協会会誌〕
神女大史学 第 29 号 2012.11
文学研究科論集 第 40 号
『日本統治時代（1895-1945）絵葉書−台湾風景ポストカード』 3 巻 原
題：
「日治時代（1895-1945）繪葉書−臺灣風景明信片」
臺灣学 系列講座專輯 第四集 第五集
臺灣学研究 第 13 期 第 14 期
台湾学通信 2012 年合訂本 【第 61 〜 72 期】
日治時代臺灣宗教政策下之神社建築
List of Publications Received № 15
歴博 № 168
ブラジル日本移民百年史 第三巻 生活と文化編（1）
都市文化研究 第一緝 都市文化史 回顧与展望
上海城区史 上下巻

愛知学院大学文学会
校倉書房
大阪大学大学院人間科学研究科 グローバル COE プログラム「コンフリ
クトの人文学国際研究教育拠点」
大田区立郷土博物館
気谷陽子
北原糸子

日本思想文化研究 第 4 巻 第 2 号 （通巻第 8 号）
神道フォーラム
人間文化 VOL.30 〜 33・33 別冊・34
京都の歴史災害
京城旧事 老北京民俗展
䚈典
グローカル研究叢書 No. ３ グローカリゼーションと文化移転
グローカル研究叢書 No. ４ グローカリゼーションと越境
Theories about and Strategies against Hegemonic Social Sciences
CGS ワーキングペーパー No.6 地域共同体の文化実践とポピュラー文化
の関係性−岐阜県東濃地区の文化実践を事例に−
CGS ワーキングペーパー No.7 グローバル社会の変動に関する経済学的接
近
CGS ワーキングペーパー No.8 文化表象のグローカル研究 −研究成果
中間報告−
CGS ワーキングペーパー No.9 ソーシャルビジネスは東北被災地に何を
もたらすか？ バングラデシュを事例としたグローカル研究からの考察
2011 年度シンポジウム報告書 日本のポピュラー音楽をどうとらえるか
−グローバルとローカルの相克−
2012 年度シンポジウム報告書 日本のポピュラー音楽をどうとらえるか
2 −ローカルからグローバルへの逆照射−
Seijo CGS Reports No.1 Promotion and Reception of Japanese Culture in
Bulgaria
Seijo CGS Reports No.2 Indigenous Intermediaries in the Exploration of
Africa and Australia
Seijo CGS Reports No.3 Desafío y Alternativas para la Globalización:Caso
de México
西北民族研究 72・74・77・78
文化遺産 2011.4・2013.4
中国非物質文化遺産保護 友展報告 2011
中国非物質文化遺産保護 友展報告 2012
民族語文 2011.5 〜 2013.4
只見町文化財調査報告書 第 15 集 『只見町内遺跡試掘調査報告書−荒井
舘跡，黒谷舘跡』
只見町文化財調査報告書 第 16 集 『只見町内遺跡試掘調査報告書−七十
苅遺跡』
只見町文化財調査報告書 第 17 集 『七十苅遺跡発掘調査報告書−伊南川
広域河川改修工事に伴う発掘調査報告書』
Art Anthropology 07 号
Wind Eﬀects News vol.25・26・29・30
Wind Eﬀects Bulletin vol.18

北村 敏
建設コンサルタンツ協会
神戸女子大学史学会
國學院大學大学院文学研究科学生会
國立臺灣圖書館

國立臺北藝術大學
国際仏教学大学院大学
国立歴史民俗博物館
サンパウロ大学 森 幸一
上海師範大学
NPO 法人 神道国際学会
公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部
思文閣出版
首都博物館
成城大学グローカル研究センター

西北民族大学 西北民族研究 編集部
中山大学中国非物質文化遺産研究中心 編集部

中国社会科学院民族学与人類学研究所
只見町教育委員会

多摩美術大学 芸術人類学研究所
東京工芸大学研究科 風工学研究センター
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主な研究活動
運営委員会
東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター通信 第 55 号 2011
年 11 月
無形文化遺産研究報告 第 6 号・第 7 号
第 20 回 遠野物語ゼミナール 2013 佐々木喜善の世界 没後 80 年記念
『日本漢文学研究』 第 7 〜 8 号
二ユーズレター 「雙松通訊」第 16 〜 18 号
『二松學舎大学附属図書館蔵 奈良絵本『保元物語』
『平治物語』
』
日本コロムビア 100 年史
日本写真年鑑 2013
農文協 図書目録
農文協通信
資料室ニュース vol.45・47 〜 51
人と防災未来センター 災害ミュージアム研究塾 2012
3.11 キヲクノキロク 市民が撮った東日本大震災−『3.11 キヲクノキロ
ク』写真展−
경성의 모던걸
Journal of East Asian Cultures 52
Cultural Interaction Studies in East Asia
Journal of Cultural Interaction in East Asia Volume3 2012
「科学技術動向」No.126 〜 133
モダン横濱案内
図解案内 日本の民俗
府中市美術館だより vol.35 〜 37
かいじあむ通信「交い」第 26 号〜 31 号
新横須賀市史 別編民俗
市史通信第 17 号
開港のひろば№ 121
ハマ発ニュースレター第 20 号
企画展 被災者が語る関東大震災
横浜市史資料室 紀要 第 2 号・第 3 号
報告書 「ヨコハマの台所」〜高度経済成長期の横浜市中央卸売市場〜
報告書 「横浜の文化人と戦後復興」
写真パネル展「占領軍のいた街−戦後横浜の出発」
公開講座「横浜から昭和を探る−新しい昭和史像を求めて」
企画展「横浜の海七面相 大正・昭和編」のご案内
学芸員 NEWSLETTER 第 25 号
京都歴史災害研究 第 13 号
遼寧省博物舘 館刊 2011
GRADUATE STUDIES
MARYLAND INSTITUTE COLLEGE OF
ART

東京大学史料編纂所附属 画像史料解析センター
東京文化財研究所
遠野物語研究所所長
二松学舎大学東アジア学術総合研究所

日本コロムビア株式会社
公益社団法人 日本写真協会
（社）農山漁村文化協会

７月 25 日
９月 25 日

ቼᴳو

10 ఌ 23 ஓ

第７回

11 月 29 日

漢陽大学校
漢陽大学校 東アジア文化研究所
東アジア文化交渉学会事務局
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター
吉崎雅規
福田アジオ
府中市美術館
山梨県立博物館
横須賀市
横浜開港資料館

2013 年度海外提携機関からの招聘研究員について、21 世紀 COE 購入資産の処理およびホーム
ページの閉鎖について、第二期研究成果のまとめについて、
『年報 10 号』編集計画について
2012 年度奨励研究者の成果論文の査読分担について
2012 年度奨励研究者の成果論文の査読結果について、2013 年度海外提携機関からの招聘研究員
について、紙芝居コレクション企画（展示・実演・公開研究会）について、2013 年度予算「研
究班共通経費」の使用計画について、
『ニューズレター』No.31 編集計画について
2012 ࢳ࣊ܟӘᆅሱᐐɁᝲ୫Ɂѓ౼ᝣґઆȾȷȗȹǾ2013 ࢳ࣊۶૬ଆൡᩜȞɜɁગᐦᆅሱ
׆ȾȷȗȹǾ2013 ࢳ࣊۶૬ଆൡᩜɋɁ์ᤗᆅሱ׆ȾȷȗȹǾቼ˧ఙᴥ20142016 ࢳ࣊ᴦ̜ഈ
႕ȾȷȗȹǾ2014 ࢳ̙࣊አɁᦉȾȷȗȹǾ2013 ࢳ࣊ቼ ³ وуᩒᆅሱ͢ᴥሀႜȻʫʑɭ
ɬဳᴦȾȷȗȹǾ2013 ࢳ࣊ቼ ´ وуᩒᆅሱ͢ᴥ۶ᇘᇋဳᴦȾȷȗȹ
センター長の選任（選出方法・日程）について、第三期（2014-2016 年度）事業について、2013
年度予算（案）について、2013 年度海外提携機関からの招聘研究員について、21 世紀 COE プ
ログラムのホームページ閉鎖にともなうデータベースの扱いについて

研究員会議
2013 年度
第２回
10 月 23 日
ቼᴰو

11 ఌ 29 ஓ

21 世紀ＣＯＥ資産の処分について、第三期（2014-2016 年度）事業計画について、2014 年度予
算の編成方針について
ʅʽʉ˂ᩋɁᤣ͖ᴥᤣҋศˁஓሌᴦȾȷȗȹǾቼ˧ఙᴥ20142016 ࢳ࣊ᴦ̜ഈȾȷȗȹǾ
2014 ࢳ̙࣊አᴥಘᴦȾȷȗȹǾ2013 ࢳ࣊۶૬ଆൡᩜȞɜɁગᐦᆅሱ׆ȾȷȗȹǾ21 ˰
ÃÏÅ ʡʷɺʳʪɁʥ˂ʪʤ˂ʂᩐᨎȾȻɕȽșʑ˂ʉʣ˂ʃɁȗȾȷȗȹ

研究会
研究班

横浜市史資料室

横浜都市発展記念館
立命館大学 文学部
立命館大学 歴史都市防災研究センター
遼寧省博物舘
MICA

日時：2014 年 2 月 15 日（土）13:00 〜 17:40

「魚と人の関係史」

第４回
第５回

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター

国際常民文化研究機構関連イベントのご案内

共同研究グループ 合同成果発表会（公開）

2013 年度
第３回
６月 26 日

会場：神奈川大学横浜キャンパス １号館 308 会議室
主催：共同研究グループ 「漁場利用の比較研究」および「日本列島周辺海
域における水産史に関する総合的研究」

『マルチ言語版絵巻物による日本常民生活絵引』編纂共同研究・研究会 6月 4日、8月 30日、9月 13日、９月 27日、11月 13日
『日本近世生活絵引』奄美・沖縄編編纂共同研究・研究会 8月 17日〜 19日
『ヨーロッパ近代生活絵引』編纂共同研究・研究会 7月 30日
東アジアの租界とメディア空間・研究会 7月 25日、10月 18日
海外神社跡地から見た景観の持続と変容・研究会 7月 13日
水辺の生活環境史・研究会 7月 19日

現地調査
調査テーマ
Ȋʲ˂ʷʍʛᣋ͍ႆ๊ፎऀȋᎷцպᆅሱ
ూɬʂɬɁᇔႜȻʫʑɭɬሳᩖ
ూɬʂɬɁᇔႜȻʫʑɭɬሳᩖ
ూɬʂɬɁᇔႜȻʫʑɭɬሳᩖ
۶ᇘᇋᡀ٥ȞɜȲᜊɁધፖȻ۰߁
۶ᇘᇋᡀ٥ȞɜȲᜊɁધፖȻ۰߁
۶ᇘᇋᡀ٥ȞɜȲᜊɁધፖȻ۰߁
۶ᇘᇋᡀ٥ȞɜȲᜊɁધፖȻ۰߁
෩ᣃɁႆ๊ၥہխ
෩ᣃɁႆ๊ၥہխ

共同研究グループ 成果発表会（公開）

日時：2014 年 3 月 9 日（日）10:00 〜 17:20
会場：神奈川大学横浜キャンパス 16 号館 視聴覚ホールＢ

「渋沢敬三の資料学 ―日常史の構築―」 主催：国際常民文化研究機構・神奈川大学日本常民文化研究所
※上記イベントのお問い合わせ先：神奈川大学日本常民文化研究所・国際常民文化研究機構
TEL：045‑481‑5611（代） URL http://icfcs.kanagawa-u.ac.jp
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日時：2014 年 2 月 22 日（土）10:00 〜 17:00

会場：神奈川大学横浜キャンパス 24 号館 105 講堂
「ビジュアル資料と渋沢敬三
―アチックフィルム・写真からの展望―」 主催：共同研究グループ 「アチックフィルム・写真にみるモノ・身体・表象」

第５回国際シンポジウム

日程
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表紙紹介

編集後記

ǽጤᓱࠊɽʶɹʁʱʽɁȈࠕᇉͽֿˢᜄȉɥᑔȾǾ
Ȋ
ȋ
ᴥ۾ᐋఋϻ ±¹´²ᴦ
Ǿ
Ȋ໕ᇹ܍уȋ
ᴥஓటଡ଼ᑎႮ
Ӆ ±¹´±ᴦ
Ǿ
Ȋ࣮۾ᜫȋ
ᴥᤣમደඩ˹܄ᣵᄴ ±¹´²ᴦɁˢ
ɥᥓȪȹ᚜ጤȻȪȲǿ
ȈጤᓱࠊȉȻȈّኍȉȻȗșႱȽ
ᕹɁፀնȟᄉȬɞ᚜ҋॴȾɛɞɁȞǾ̾وɁጤᓱࠊɁࠕ
ᇉ͢ˁуᩒᆅሱ͢ɂǾႱɁܧȺȕȶȲǿȽȯȞǾ
˩ጤᓱࠊȾɂፎɕᑬటɕϧ࣐ᄑȽɑȺȾɞȗͽֿȟ
ߵȽȢȽȗɁȺȕɞǿኮጙɥɔɜɟȽȟɜǾျɁൈ
ȾȴȲ˩Ɂႆ๊ɂǾˢᬂȺɞȞȶȲȻȗșǿ܀
ผɁȈɞȨɂ໕ɆɁݎȉȻȗșˢ୫ɥ९ȗҋȪȹȪɑș
ȟǾȰɁᄾɥጤᓱࠊȞɜɞȦȻɕᝥᭉȾȽɞȳɠșǿ

ǽ̾հɕǾ୫୳ޏᆅሱʅʽʉ˂ȾᩜȬɞ۹ᬂȾɢȲ
ɞᆅሱ๊ӦɁጳ̿ȟᄱɝȳȢȨɦȕɝɑȪȲǿɬʂɬ᥆ࢍ
ʟɳ˂ʳʪɂǾஓ˹ᬤɁԦްᆅሱцϸȺᩒϸȨɟǾȦɁ
ᆅሱȟɛɝّ᪨ԇȨɟȹȗɞ̜ɥᇉȪȹȗɑȬǿటʅʽ
ʉ˂ȟՖᪿȪȲ˹ɁጤᓱࠊɽʶɹʁʱʽɁуᩒࠕᇉȻу
ᩒᆅሱ͢ȟᩒȞɟǾᆅሱ͢ȺɂɕȕȶȹǾޙю۶Ȟɜ۾
ȠȽՕᬭȟȕɝɑȪȲǿɑȲǾ۶ᇘᇋဳɁ๊Ӧȟሥᄑ
ȾࠕᩒȨɟǾȰɁᝩ౼֖ڨɕЭȪȹȗɑȬǿцպᆅሱɁ
ቼ ² ఙȟ̾ࢳ࣊Ⱥጶ̘ȪɑȬǿȰɁɥఙशȬɞȻպ
ȾǾቼ ³ ఙɁцպᆅሱɁȨɜȽɞࠕᩒȾఙशȪɑȬǿ
ᴥÍ®Ïᴦ
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