
　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

2000年 5月 1日
～現在に至る

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

海外神社跡地の景観変
容－さまざまな現在（
いま）－

単著 2013年 3月

若者は無限の可能性を
持つー学長から学生へ
のメッセージ

単著 2014年 2月

論文

(お茶の水書房)

(御茶の水書房)

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

概論　日本歴史

吉川弘文館．佐々木潤之介、中島三千男他4人で編集（再掲）。 新の
学問的成果にもとづき、コンパクトな日本史の概説を行い、大学の一般
教養の概論テキストとしてや一般歴史愛好者の参考書ないしテキストと
しても利用できるものとした。

  なし

大学院における研究指導

外国語学部国際文化交流学科 中島　三千男 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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Sinto Deities that
Crossed the
Sea;japan's”
Overseas
Shrines",1868to1945
（査読付）

単著 2010年 5月 21-46頁

その他 

2009年度卒業式・学位
授与式における学長式
辞（抄録）

単著 2010年 4月

2010年度神奈川大学・
神奈川大学大学院入学
式における学長式辞（
抄録）

単著 2010年 4月

志願者減を食い止める
/会員の皆様の引き続
きの御支援を/学長挨
拶

単著 2010年 4月

アジア太平洋戦争をめ
ぐる、日本人の三つの
戦争観
カンザス大学

2010年 8月

新しい自治体シンクタ
ンクをめざしてーシン
クタンク神奈川・キッ
クオフシンポジウム

共著 2011年 3月 36,37,42,46,47頁

講演　宮陵会札幌支部
　アジア太平洋戦争を
めぐる日本人の三つの
戦争観

2011年 5月

アジア太平洋戦争をめ
ぐる日本人の三つの戦
争観
国立台湾大学

2012年 5月 (国立台湾大学)

(米国カンザス大学)

『神奈川力∩大学力』（
政策研究・大学連携セン
ター～シンクタンク神奈
川～）
(No.1)

『学園ニュースかながわ
』第102号

『学園ニュースかながわ
』第102号、

『宮陵ーKyu-Ryo』59号
(59)

Japanese Journal of
Religious Studies〔
Nanzan Institute for
Religion and culture〕
37(1)
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アジア太平洋戦争をめ
ぐる日本人の三つの戦
争観
国立台湾師範大学客員
研究員プログラム

2012年 5月

アジア太平洋戦争をめ
ぐる日本人の三つの戦
争観
国立成功大学

2012年 5月

海外神社跡地の景観変
容
国立台湾師範大学客員
研究員プログラム

2012年 5月

アジア太平洋戦争をめ
ぐる、日本人の三つの
戦争観
清華大学

2012年 8月

講演　横浜日独協会
アジア太平洋戦争をめ
ぐる日本人の三つ戦争
観

2012年10月

講演　横浜ロータリー
クラブ　アジア太平洋
戦争をめぐる日本人の
三つの戦争観

2012年12月

編集長インタビュー
文化人編６　日本人は
もっと身を慎み、中国
人はもっと寛容に

2013年 5月

講演　如水会横浜支部
総会　アジア太平洋戦
争をめぐる日本人の三
つの戦争観

2013年 6月

講演　宮陵会三浦半島
支部総会　アジア太平
洋戦争をめぐる日本人
の三つの戦争観

2013年 6月

人民日本海外版日本月刊

(国立台湾師範大学)

(中国清華大学)

(国立台湾師範大学)

(台湾国立成功大学)
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新聞記事　「あの戦争
」を知るー2　苦い記
憶と複雑な現在　海外
神社の跡地

2013年 8月

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

2011年 6月～2013年 5月 神奈川県私立学校教育振興会 理事

2012年 6月～2013年 3月 神奈川県日本中国友好協会 副会長

2013年 4月～現在に至る 神奈川県日本中国友好協会 名誉副会長

2010年 6月～2012年 6月 神奈川県日本中国友好協会 顧問

2011年 4月～2013年 3月 神奈川県私立大学連絡協議会 会長

2011年 6月～現在に至る 日本近代仏教史研究会(国内学会)評議員

2007年 4月～2011年 3月 神奈川県私立大学連絡協議会 副会長

2007年 6月～2011年 6月 神奈川県私立学校教育振興会 評議員

2008年 4月～2013年 3月 財団法人　大学基準協会 評議員

1992年12月～現在に至る 日本近代仏教史研究会(国内学会)会員

1992年12月～2011年 6月 日本近代仏教史研究会(国内学会)運営委員

2003年 9月～現在に至る 日本歴史学協会(国内学会)歴史教育問題特別委員

1984年 1月～現在に至る 神奈川地域史研究会(国内学会)会員

1984年 1月～現在に至る 神奈川地域史研究会(国内学会)運営委員

1990年 4月～現在に至る 個人研究 海外神社及びその跡地の研究

1976年 5月～現在に至る 日本歴史学協会(国内学会)学問思想の自由・建国記念の日問題特別委員会委員

1978年10月～現在に至る 個人研究 大山崎荘（町）地域史研究

1983年 4月～現在に至る 個人研究 代替わり儀式の政治史的研究

1967年 4月～現在に至る 歴史科学協議会(国内学会)会員

1968年 4月～現在に至る 個人研究 近代日本における国家と宗教、とくに国家神道

1976年 5月～現在に至る 日本歴史学協会(国内学会)会員

1965年 4月～現在に至る 史学研究会(国内学会)会員

1965年 4月～現在に至る 日本史研究会(国内学会)会員

1965年 4月～現在に至る 歴史学研究会(国内学会)会員

神奈川新聞社　2013年8
月7日　9面（文化）

年月 内容
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　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

1989年 4月
～現在に至る

2005年 4月
～現在に至る

　２　作成した教科書、教材

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

中国民間祭祀芸能の研
究

単著 2011年 1月 738頁

祭祀儀礼に見る旅―中
国湖南省藍山県ヤオ族
の通過儀礼を事例とし
て―

単著 2013年 1月 210-244頁

論文

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

(（風響社）)

(『旅のはじまりと文化
の生成』（大学教育出版
）)

  なし

  なし

  なし

中国語検定試験参加希望者向け補習の実施
年3回実施の中国語検定試験参加希望者向けに、リスニングの補習を年
間を通して行なっている。

スピーチコンテスト中国語発表者指導
経営学部開催のスピーチコンテストにおいて、中国語発表者の指導を行
なった。

  なし

大学院における研究指導

経営学部経営中国語 廣田　律子 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 

1/9 101463廣田　律子



文献に見る盤王伝承 単著 2010年 7月 51-57頁

中国の鬼神と日本の善
鬼

単著 2010年10月 205-226頁

「盤王大歌」―旅する
祖先―

単著 2011年 3月 167-216頁

“囉哩嗹（ルオリレン
）”の詞章に関する研
究

単著 2011年 8月 235-247頁

資料紹介　文献に見る
盤王伝承

単著 2011年11月 61-74頁

遊離する魂と招魂―『
遠野物語』オマク話か
らヤオ族の治病儀礼へ
―

単著 2012年 2月

ヤオ族歌謡資源与創意
―盤王歌を中心として
―

単著 2012年 8月 251-278頁

ボードリアン図書館蔵
ヤオ族テキスト盤王関
連校訂用資料

単著 2013年 3月 58-68頁

構成要素から見るヤオ
族の儀礼知識―湖南省
藍山県過山系ヤオ族の
度戒儀礼・還家愿儀礼
を事例として―

単著 2013年 3月 1-25頁

閩劇台本『陳靖姑』翻
訳之一

単著 2013年 3月 225-266頁

『歴史と民俗』（神奈川
大学日本常民文化研究所
）
(29)

『第二届国際瑶族伝統文
化研討会―資源と創意―
会議論集』(神奈川大学
ヤオ族文化研究所)

『麒麟』（神奈川大学経
営学部17世紀文学研究会
）
(22)

『國學院中國學會報』
58輯

『神奈川大学国際常民文
化研究機構年報』
2

『瑶族文化研究所通訊』
（ヤオ族文化研究所）
(3)

『歴史と民俗』（平凡社
）
(28)

『瑶族文化研究所通訊』
（ヤオ族文化研究所）
(2)

神奈川大学国際常民文化
研究機構
(1)

万葉古代学研究所年報
(9)
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湖南省藍山県過山系ヤ
オ族の祭祀儀礼と盤王
伝承（査読付）

単著 2013年 5月 1-23頁

願掛け願ほどきの民俗
―中国福建省漢族の元
宵会と湖南省ヤオ族の
還家愿儀礼を事例とし
て―

単著 2013年 6月 56-68頁

湖南省藍山県勉系瑤族
道教儀式調査研究――
以表演性項目為中心之
考察（査読付）

単著 2013年 9月 217-306頁

祭祀儀礼と盤王伝承―
儀礼の実施とテキスト
―

単著 2013年12月 88-106頁

閩劇台本『陳靖姑』翻
訳之二

単著 2014年 2月 261-281頁

湖南省藍山県過山瑶的
祭祀礼儀与盤王伝承

単著 2014年 6月 63-75頁

儀礼知識の伝承に関す
る研究―身体コミュニ
ケーションによる伝承
とテキストによる伝承
から―

単著 2014年10月

儀礼における歌書の読
誦―湖南省藍山県ヤオ
族還家愿儀礼に行なわ
れる歌問答―

単著 2015年 1月 225-254頁

湖南省藍山県過山系ヤ
オ族（ミエン）の祭祀
儀礼にみる盤王の伝承
とその歌唱

単著 2015年 3月 103-146頁

その他 

歴史民俗史料学研究
(20)

『地方文化研究』江西科
技師范大学
(2014年第3)

『国際常民文化研究叢書
』
7

國學院雑誌(國學院大學)
116(1)

『「地方道教儀式実地調
査比較研究」国際学術検
討会論文集』（新文豊出
版股份有限公司）

『瑶族文化研究所通訊』
（ヤオ族文化研究所）
(4)

『歴史と民俗』（平凡社
）
(30)

『東方宗教』（日本道教
学会）
(121)

『東アジア比較文化研究
』（東アジア比較文化国
際会議日本支部）
12
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科学研究費補助金基盤
研究（B）課題番号
20401013「ヤオ族の儀
礼と儀礼文献の総合的
研究」ヤオ族度戒儀礼
補足調査2

2010年 5月

ヤオ族儀礼の罡歩・手
訣・符

共著 2010年11月 25-33頁

盤王伝承に関する研究 単著 2010年11月 77-90頁

盤王伝承に関する研究 単独 2010年11月

遊離する魂と招魂―『
遠野物語』オマク話か
らヤオ族の治病儀礼へ
―

単独 2010年11月

鬼の来た道―日本と中
国の追儺行事に登場す
る鬼神から―

単独 2010年11月

『中国湖南省藍山県ヤ
オ族儀礼文献に関する
報告1』

2011年 3月 142頁

盤王神話研究 単独 2011年 3月

湖南省藍山縣勉系瑤族
道教儀式調査研究―以
表演性項目為中心之考
察―

単著 2011年 4月 96-129頁

『地方道教儀式實地調査
比較研究　会議論文集』
(香港大学ほか)

陀々堂の鬼走りと鬼の世
界展(日本)

神奈川大学大学院歴史民
俗資料学研究科
神奈川大学歴民調査報告
第12集

(京都府)

『ヤオ族伝統文献研究国
際シンポジウム（予稿集
）』

ヤオ族伝統文献研究国際
シンポジウム(神奈川県
横浜市)

神奈川大学日本常民文化
研究所第14回常民文化研
究講座『遠野から日本・
アジア・世界へ』(岩手
県遠野市)

『ヤオ族伝統文献研究国
際シンポジウム（予稿集
）』

趙金付、廣田律子
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湖南省藍山縣勉系瑤族
道教儀式調査研究―以
表演性項目為中心之考
察―

単独 2011年 4月

盤古神与祭神民間表演
―于日本的典開―

単著 2011年 9月 46-53頁

盤古神与祭神民間表演
―于日本的典開―

単独 2011年 9月

翁と鬼―日中の比較の
視座から―

単独 2011年10月

中国湖南省ヤオ族度戒
儀礼に見る旅と送船

単著 2012年 1月 38-58頁

中国湖南省ヤオ族度戒
儀礼に見る旅と送船

単独 2012年 1月

ヤオ族文化研究の拠点
を目指して

単著 2012年 2月 1頁

創世神話としての洪水
神話

単独 2012年 2月

『中国湖南省藍山県ヤ
オ族儀礼文献に関する
報告2』

2012年 3月 183頁

神奈川大学大学院歴史民
俗資料学研究科
神奈川大学歴民調査報告
第14集

全南大学校アジア文化研
究所・神奈川大学日本常
民文化研究所共同国際学
術大会『アジア祭祀芸能
の比較研究』(韓国)

『国経研だより』(神奈
川大学国際経営研究所)
(No.32)

神奈川大学エクステンシ
ョン講座「神々とその物
語―日中の比較から―」
(横浜)

'2011 民俗芸術学国際学
術研討会(中国)

第13回折口信夫会(東京)

『「アジア祭祀芸能の比
較研究」予稿集』(全南
大学校アジア文化研究所
・神奈川大学日本常民文
化研究所共同国際学術大
会)

「地方道教儀式實地調査
比較研究」国際学術研討
會(中国　香港大学)

『民俗芸術学国際学術研
討会　会議論文集』(東
南大学芸術学院)
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女神 単独 2012年 3月

神話と儀礼―犬祖の神
話・渡海の神話・生業
の神話―

単独 2012年 3月

見学実習報告 単著 2012年 3月 86,88-89頁

構成要素から見るヤオ
族の儀礼知識―湖南省
藍山県過山系ヤオ族の
度戒儀礼・還家愿儀礼
を事例として―

2012年 6月

中国語ノススメ 単著 2012年 7月 97-101頁

ヤオ族歌謡資源与創意
―盤王歌を中心として
―

単独 2012年 8月

湖南省の除災招福の祭
祀芸能“韓信の猫退治
”

単独 2012年 9月

儀礼の実践と「盤王歌
」

単独 2012年10月

湖南省藍山県過山系ヤ
オ族の祭祀儀礼と盤王
伝承

単独 2012年11月

ヤオ族の儀礼と儀礼文
献

単著 2013年 1月 6-9頁

ヤオ族の儀礼知識と儀
礼文献の保続・活用・
継承

単著 2013年 3月 5頁

中国の仮面劇について 単独 2013年 4月 (東京)

日本道教学会第63回大会
(愛知)

『トンシュエ』(同学社)
(45)

『科研費NEWS』（日本学
術振興会）
Vol.4

第二届国際瑶族伝統文化
研討会―資源与創意―(
中国長沙)

説話・伝承学会秋季例会
(愛知)

日本民俗学会第64回大会
(東京)

『神奈川大学学芸員課程
年報』
(第1号)

國學院大學中國學會第55
回大会(東京（國學院大
學）)

『国際経営教育』神奈川
大学経営学部
(No.5)

神奈川大学エクステンシ
ョン講座「神々とその物
語―日中の比較から―」
(横浜)

神奈川大学エクステンシ
ョン講座「神々とその物
語―日中の比較から―」
(横浜)
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中国の来訪神―祭祀儀
礼の場をめぐって―

2013年 4月

身体コミュニケーショ
ンによる伝承―祭祀儀
礼の場から―

2013年 5月

「まれびと」と儺戯―
中国の来訪神と仮面―

単独 2013年 6月

東アジアの神々―仮面
の世界―

2013年 6月

ヤオ族春節調査 単著 2013年12月 133-136頁

『南山大学人類学博物
館所蔵上智大学西北タ
イ歴史文化調査団収集
文献目録』

2014年 3月 174頁

見学実習報告 単著 2014年 3月 108-111頁

ヤオ族の水にかかわる
儀礼と水利用―中国湖
南省藍山県ヤオ族村を
事例として―

単独 2014年 5月

湖南省藍山県過山瑶的
祭祀礼儀与盤王伝承

単独 2014年 5月

中国の仮面劇 単独 2014年 6月

第1回東亜宗教文化国際
学術研討会　東亜宗教的
伝統性与現代性(中国上
海（華東師範大学）)

京都造形芸術大学2014年
度公開連続講座　日本芸
能史「アジアの中の日本
芸能」(京都（京都藝術
学舎）)

神奈川大学大学院歴史民
俗資料学研究科
神奈川大学歴民調査報告
第17集

神奈川大学学芸員課程年
報(神奈川大学学芸員課
程委員会)
(3)

学芸員課程博物館見学報告。

國學院大學オープンカレ
ッジ2013折口信夫・釋迢
空研究11『折口学とアジ
ア文化研究―折口信夫没
後60年記念―』(東京)

2013年春期　神奈川大学
高校生向け公開講座(神
奈川)

『瑶族文化研究所通訊』
（ヤオ族文化研究所）
(4)

説話・伝承学会2013年度
春季大会(静岡)

国際人類学フォーラム(
東京)
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湖南省藍山県勉系瑶族
道教儀式調査研究

2014年 8月

中国の仮面と仮面劇 単独 2014年11月

中国の祭祀と芸能―身
体コミュニケーション
による伝承―

単独 2014年11月

通過儀礼における歌書
の読誦と盤王神話

単独 2015年 2月

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

1998年 6月～現在に至る 日本昔話学会(国内学会)会員

1991年 4月～現在に至る 東南アジア芸能研究会(国内学会)会員

1991年12月～現在に至る 日中建築技術交流会(国内学会)会員

1997年 4月～現在に至る 日本宗教学会(国内学会)会員

1987年 6月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)会員

1991年 4月～現在に至る 中国芸能研究会(国内学会)会員

1991年 4月～現在に至る 日本藝能学会(国内学会)会員

1982年 4月～現在に至る 日本民族学会(国内学会)会員

1986年12月～現在に至る 中国民俗研究会(国内学会)会員

1986年12月～現在に至る 中国民俗研究会(国内学会)事務局長

国際共同研究 中国江南村落の民俗誌的研究

1982年 4月～現在に至る 中国民話の会(国内学会)会員

1982年 4月～現在に至る 日本口承文芸学会(国内学会)会員

年月 内容

個人研究 中国死霊結婚に関する研究

個人研究 中国祭祀演劇に関する研究

神戸女子大学古典芸能研
究センター研究プロジェ
クト「日本古典芸能の横
断的総合的研究拠点の形
成」国際研究集会『国際
的に多様な視点から能・
狂言面を考察する“見つ
める能面・能面を見つめ
る”』(兵庫県)

神奈川大学大学院トライ
アルコース歴史民俗資料
学研究科開講講座(神奈
川県)

アジアに生きる少数民族
の文化を知る(神奈川県)

2014年名師引領民俗学学
科骨下教師高級研修班(
中国贛州（贛南師範大学
）)
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2010年 8月～2012年 7月 日本学術振興会特別研究員等審査会及び国際事業委員会 専門委員及び書面審査員

2012年 4月～2015年 3月 科学研究費補助金 13,600,000円 「基盤研究（B）」ヤオ族の儀礼知識と儀礼文献の保存・活用・継承 (研究代表者)

2014年 4月～2015年 3月
競争的資金等の外部資金による研究 (公益財団法人横浜学術教育振興財団)210,000円 ヤオ族儀礼文献の文化資源とし
ての活用―文献資料のデータ化と公開へ向けての試み― (研究代表者)

2008年 4月～2013年 3月
競争的資金等の外部資金による研究 (独立行政法人日本学術振興会)12,800,000円 ヤオ族の儀礼と儀礼文献の総合的
研究

2009年 8月～現在に至る
その他の補助金・助成金 (文部科学省認定　共同研究拠点　神奈川大学　国際常民文化研究機構)「共同研究　3．非
文字資料（図像・身体技法・景観）の体系化」アジア祭祀芸能の比較研究 (研究分担者)

2009年10月～2011年10月
その他の補助金・助成金 (トヨタ財団)2,500,000円 「2009年度アジア隣人プログラム特定課題「アジアにおける伝統
文書の保存、活用、継承」」中国湖南省藍山県のユーミエンの度戒儀礼に使用される儀礼文献・儀礼文書の保存と活
用と継承 (研究代表者)

2006年 2月～現在に至る 日本道教学会(国内学会)会員

2008年 4月～現在に至る 個人研究 ヤオ族の祭祀儀礼に関する研究

2008年 4月～2012年 3月 科学研究費補助金 12,800,000円 「基盤研究（B）」ヤオ族の儀礼と儀礼文献の総合的研究 (研究代表者)

2000年 4月～現在に至る 東アジア比較文化国際会議(国内学会)会員

2001年 4月～現在に至る アジア民族文化学会(国内学会)会員
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　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

なし

論文

なし

その他 

なし

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

年月 内容

その他 近世初頭における検地の研究

1984年 3月～現在に至る 歴史学研究会(国内学会)会員

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

  なし

  なし

大学院における研究指導

経済学部 田上　繁 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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2004年 6月～現在に至る 伊東市史市民講座「古文書で読む伊東の歴史」チーフ講師として2回分講演を担当する。

2004年11月～現在に至る 神奈川大学市民大学講座「古文書講読講座」の講師を担当

2003年 5月～現在に至る 神奈川大学市民大学講座「古文書講読講座」の一講師を担当

2003年10月～現在に至る 歴史民俗資料学研究科開設10周年記念講座（後期）「この"クニ"のかたちを考える」の一講師を担当

2003年11月～現在に至る 第7回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

2002年11月～現在に至る 第6回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

2002年12月～現在に至る 神奈川大学市民大学講座「古文書講読講座」の一講師を担当

2003年 3月～現在に至る 古文書修復講習会（敦賀短期大学地域交流センター主催）において古文書修復実習の講師を担当

2001年 6月～現在に至る 第5回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

2002年 3月～現在に至る 古文書修復講習会（敦賀短期大学地域交流センター主催）において古文書修復実習の講師を担当

2002年 4月～現在に至る 日本学術研究振興資金「山城国大山崎荘の総合的研究」の研究メンバーとして参画（現在継続中）

2000年 6月～現在に至る 第4回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

2001年 3月～現在に至る 古文書修復講習会（敦賀短期大学地域交流センター主催）において古文書修復実習の講師を担当

2001年 3月～現在に至る 平成12年度愛知県博物館協会歴史民俗部門研修会（於博物館明治村）において「歴史資料の修復保存」を講演

1998年11月～現在に至る 第2回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習補講のチーフ講師を担当

1999年 6月～現在に至る 第3回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

1999年11月～現在に至る 横浜市民講座「歴史と民俗Ⅱ」の一講師を担当し、「近世の石高と年貢」を講演

1997年 8月～現在に至る 愛知県鳳来町で開催された「戦国・織豊期研究会」において、「近世の免に関する一考察」を発表

1998年 6月～現在に至る 第2回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

1998年 7月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)会員

1996年 6月～現在に至る
神奈川大学市民大学講座「歴史のなかの庶民像－歴史史料をよみなおす－」の一講師(及びコーディネイター)を担当
し、「高度な測量技術をもった村人たち」を講演

1997年 6月～現在に至る 第1回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当

1997年 7月～現在に至る
神奈川大学市民大学講座「新しい日本歴史像をさぐる －考古・民俗・歴史学からの提言－」の一講師（及びコーディ
ネイター）を担当し、「近世の年貢と年貢率」を講演

1993年10月～現在に至る 史学会(国内学会)会員

1994年 7月～現在に至る
神奈川大学日本常民文化研究所 時国家調査10周年記念シンポジウム「日本海世界と北陸」の一報告者として、「加賀
藩の検地－領主の検地と村の検地－」を報告

1994年10月～現在に至る 横浜市民講座「歴史と民俗」の一講師を担当し、「上総道学と地域農書」を講演

1991年 1月～現在に至る 静岡県沼津市史編集専門委員会 委員

1991年10月～現在に至る
神奈川大学市民大学講座「海からみた日本文化」の一講師を担当し、「近世の鯨と鯨猟民－紀州鯨猟を中心として－
」を講演

1993年 1月～現在に至る
和歌山県民大学講座「熊野古座町、歴史と風土 海・山・川 人のくらし」の一講師を担当し、「西向小山家文書と近
世熊野の海の民」を講演（於和歌山県東牟婁郡古座町）

1985年 3月～現在に至る 神奈川地域史研究会(国内学会)会員

1985年 3月～現在に至る 神奈川地域史研究会(国内学会)常任委員

1988年 4月～現在に至る 神奈川地域史研究会 常任委員
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2006年 4月～現在に至る 個人研究 日本近世における土地制度及び年貢制度の研究

2005年 4月～現在に至る 静岡県伊東市史編集委員会 副編集委員長

2005年11月～現在に至る 伊東市史市民講座「江戸時代の伊東－伊東湊が結びつけるもの－」を講演

2005年12月～現在に至る 神奈川大学市民大学講座「古文書講読講座」の講師を担当

2004年11月～現在に至る 第8回常民文化研究講座（神奈川大学日本常民文化研究所主催）の古文書修復実習のチーフ講師を担当
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　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

なし

論文

なし

その他 

なし

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

年月 内容

個人研究 星神信仰

個人研究 虚空蔵信仰

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

  なし

  なし

大学院における研究指導

経済学部 佐野　賢治 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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2005年 4月～現在に至る 個人研究 実践民俗学

2005年 4月～現在に至る 個人研究 漢族と周辺諸民族における民俗宗教の比較研究

2005年 4月～現在に至る 日本学術会議 連携会員

2003年11月～現在に至る 日本芸術文化振興会 専門委員

2004年 1月～現在に至る 第6期中国民族学会(国内学会)会員

2004年 1月～現在に至る 第6期中国民族学会(国内学会)海外理事

2001年 6月～現在に至る アジア民族文化学会(国内学会)会員

2001年 6月～現在に至る アジア民族文化学会(国内学会)理事

2003年 4月～現在に至る 文化庁文化審議会 専門委員

2000年 9月～現在に至る 日本宗教学会(国内学会)理事

2000年 9月～現在に至る 野外文化教育学会(国内学会)会員

2000年 9月～現在に至る 野外文化教育学会(国内学会)常任理事

2000年 9月～現在に至る 国際彝族学会(国内学会)会員

2000年 9月～現在に至る 国際彝族学会(国内学会)理事

2000年 9月～現在に至る 日本宗教学会(国内学会)会員

1999年 9月～現在に至る 国際納西族東巴文化学会(国内学会)会員

1999年 9月～現在に至る 国際納西族東巴文化学会(国内学会)理事

2000年 5月～現在に至る 社団法人青少年交友協会 評議員

1997年～現在に至る 個人研究 民俗比較の基礎論

1998年 4月～現在に至る 我孫子市文化財保護委員会 審議員

1999年～現在に至る 個人研究 職人巻物の民俗学的研究

1982年 6月～現在に至る 地方史研究協議会 会員

1996年 4月～現在に至る 松戸市立博物館資料評価委員会 委員

1996年 9月～現在に至る 斎田茶文化振興財団 評議員

1977年 9月～現在に至る 日本民具学会(国内学会)会員

1977年 9月～現在に至る 日本民具学会(国内学会)理事

1979年 4月～現在に至る 愛知大学総合郷土研究所研究員

1974年10月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)会員

1974年10月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)理事

1976年10月～現在に至る 財団法人農村文化研究所研究員
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　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

准教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

なし

論文

古文書の語る時代と社
会(69)永禄元年
(1588)10月吉日夏年貢
等注文

単著 2013年 3月 180-181頁

貴族の私生活を垣間見
る『春記』

単著 2013年10月 28-29頁

その他 

神奈川大学評論
(74)

神奈川大学日本常民文化研究所
が所蔵する二神司郎家文書から
「」

週刊　日本の歴史　平安
時代４(朝日新聞出版)
(16)

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

  なし

  なし

大学院における研究指導

外国語学部国際文化交流学科 前田　禎彦 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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神奈川大学生涯学習・
エクステンション講座
「平安人物伝－９世紀
」１～５

単独 2010年 5月

神奈川大学附属中学３
年生対象特別授業「大
和を歩く・考える」

単独 2010年11月

かねさは歴史の会「武
士と平安京社会」

単独 2010年12月

神奈川大学生涯学習・
エクステンション講座
「平安人物伝－10世紀
」１～５

単独 2011年 5月

神奈川大学附属中学３
年生対象特別授業「大
和を歩く・考える」

単独 2011年11月

神奈川大学生涯学習・
エクステンション講座
「平安人物伝ー11世紀
」１～５

単独 2012年 5月

神奈川大学附属中学3
年生対象特別授業「大
和を歩く・考える」

単独 2012年11月

神奈川大学附属中学3
年生対象特別授業「大
和を歩く・考える」

単独 2013年 7月

神奈川大学附属中学3
年生対象特別授業「京
都の今・昔」

単独 2014年 7月

神奈川大学生涯学習エ
クステンション講座「
平安人物伝ー11世紀」
１～５

単独 2014年11月

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

神奈川大学生涯学習エク
ステンション講座(KUポ
ートスクエア)

年月 内容

1986年 4月～現在に至る 京都民科歴史部会(国内学会)会員

神奈川大学附属中学3年
生対象特別授業(神奈川
大学横浜キャンパス)

神奈川大学附属中学3年
生対象特別授業(神奈川
大学附属中学校)

神奈川大学附属中学3年
生対象特別授業(神奈川
大学附属中学校)

神奈川大学生涯学習・エ
クステンション講座(KU
ポートスクエア)

神奈川大学附属中学３年
生対象特別授業(神奈川
大学横浜キャンパス)

神奈川大学生涯学習・エ
クステンション講座(KU
ポートスクエア)

神奈川大学生涯学習・エ
クステンション講座(KU
ポートスクエア)

神奈川大学附属中学３年
生対象特別授業(神奈川
大学横浜キャンパス)

かねさわ歴史の会(能見
台地区センター)
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2006年 4月～現在に至る 歴史学研究会(国内学会)会員

2003年 5月～現在に至る 史学会(国内学会)会員

2004年11月～現在に至る 続日本紀研究会(国内学会)会員

2005年 4月～現在に至る 個人研究 平安時代における法・裁判・刑罰

1986年 4月～現在に至る 史学研究会(国内学会)会員

1986年 4月～現在に至る 日本史研究会(国内学会)会員

2001年 4月～現在に至る 古代学協会(国内学会)会員
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　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

『日本民俗生業論』 単著 2012年 2月 540頁

「生業と近代化　－水
田と環境思想－」

単著 2013年 6月

『田んぼの不思議』 単著 2013年11月 168頁

『水田をめぐる民俗技
術の文化資源化に関す
る研究』

単著 2014年 3月

論文

(科学研究費補助金研究
成果報告書)

(慶友社)

(『環境の日本史５』（
吉川弘文館）)

(小峰書店)

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

  なし

  なし

大学院における研究指導

経済学部 安室　知 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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「百姓漁師」と「漁師
百姓」

単著 2011年 1月 323-343頁

「百姓漁師」という生
き方

単著 2011年 1月 297-322頁

アマ論・再考 単著 2011年 3月 271-303頁

池の名前　－溜池をめ
ぐる記憶と記録－

単著 2011年 3月 43-68頁

百姓漁師の漁場認識－
ネ（根）の命名をめぐ
って－

単著 2013年 2月 5-32頁

再考、魚名の研究　－
アワビの民俗分類と商
業論理－（査読付）

単著 2014年 3月

その他 

なし

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

2011年 4月～2012年 3月 科学研究費補助金 1,400,000円 「研究成果公開促進費（学術図書）」日本民俗生業論 (研究代表者)

2011年 4月～2014年 3月 科学研究費補助金 3,900,000円 「基盤研究（ｃ）」水田をめぐる民俗技術の文化資源化に関する研究 (研究代表者)

2009年 4月～現在に至る 個人研究 自然と人の関係性に関する民俗研究

2010年 6月～現在に至る 横須賀市文化財専門審議会 審議委員

2011年 4月～2014年 3月 国内共同研究 (非文字資料研究センター)1,000,000円 水辺の生活環境史

2005年 4月～現在に至る 横須賀市史専門委員会 委員・民俗部会長

2006年 4月～現在に至る 長野県文化財保護審議委員会 委員

2007年 4月～現在に至る 文化庁民俗文化財調査員 調査員

2002年 4月～現在に至る 山口県史編纂委員会 専門委員

2004年10月～現在に至る 日本民具学会(国内学会)評議員・理事

2004年10月～現在に至る 生き物文化誌学会(国内学会)会員

1983年10月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)会員

1985年10月～現在に至る 日本民具学会(国内学会)会員

1995年10月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)評議員・理事

国立歴史民俗博物館研究
報告
181集

年月 内容

非文字資料研究センター
年報
(7)

歴史と民俗
(27)

『国際常民文化研究叢書
』
1

国立歴史民俗博物館研究
報告
(162)

国立歴史民俗博物館研究
報告
(162)
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2014年 4月～現在に至る 科学研究費補助金 3,600,000円 「基盤研究C」水田の多面的利用に関する民俗学的研究 (研究代表者)

2014年 6月～現在に至る 横浜市文化財保護審議会委員 文化財保護審議会委員

2014年10月～現在に至る 日本民具学会(国内学会)理事

2014年 4月～現在に至る 国内共同研究 (非文字資料研究センター)汽水の生活環境史

3/3 101784安室　知



　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

2002年
～現在に至る

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

なし

論文

なし

その他 

なし

Ⅲ　学会等および社会における主な活動

年月 内容

1968年 4月～現在に至る 歴史学研究会(国内学会)会員

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

『日本現代経済史』有斐閣

  なし

大学院における研究指導

法学部 森　武麿 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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2009年 4月～2013年 3月 個人研究 高度成長と地域社会の変貌

2013年 4月～現在に至る 個人研究 日系移民史

2002年 4月～現在に至る 同時代史学会(国内学会)会員

2008年 4月～2012年 3月 国際共同研究 (日本学術振興会)20,000,000円 日本中国の満州移民関係档案館資料調査

2008年 4月～2012年 3月 科学研究費補助金 20,000,000円 「基盤研究B」日本中国の満州移民関係档案館資料調査 (研究分担者)

1975年 4月～現在に至る 政治経済学・経済史学会(国内学会)会員
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　教育研究等環境
　　専任教員の教育・研究業績

所属 職名 氏名

教授

Ⅰ　教育活動

年　月　日

　１　教育方法の実践例

　２　作成した教科書、教材

　３　教育上の能力に関する大学等の評価

　４　実務の経験を有する者についての特記事項

　５　その他

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月

該当頁数

著書

なし

論文

「沖縄の村落移動と風
水‐村落史伝承と歴史
的事実-」

単著 2011年 3月 155-184頁

神奈川大学日本常民文化
研究所編『歴史と民俗』
（平凡社）
27

  なし

  なし

発行所、発表雑誌
（及び巻・号数）等の名称

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

  なし

  なし

  なし

大学院における研究指導

外国語学部国際文化交流学科 小熊　誠 担当資格の有無   (有)

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要 
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「沖縄と福建における
亀甲墓をめぐる比較研
究」

単著 2011年 7月 61-72頁

沖縄と福建における亀
甲墓の対比－外部意匠
の比較を中心に－

単著 2013年 3月 43-61頁

綱引き行事の消滅と復
活から見た歴史と民俗
－沖縄県宜野湾市の事
例から－

単著 2013年 3月 159-185頁

その他 

近世琉球における士族
門中の親族的特徴

単著 2010年12月 105-111頁

沖縄の村落移動と風水 単著 2011年 3月 43-44頁

解題「第14会常民文化
研究講座」全体報告

単著 2012年 2月 128-132頁

日本文化の中の琉球弧 単著 2012年 3月 17-26頁

近世琉球における村落
移動と風水

単著 2012年12月 96-107頁
『アリーナ』
14

お茶の水女子大学比較日
本学研究教育センター『
比較日本学教育研究セン
ター研究年報』
(第７号)

神奈川大学日本常民文化
研究所編『歴史と民俗』
（平凡社）
28

【歴博フォーラム民俗展
示の新構築】『琉球弧
海洋をめぐるモノ・人、
文化』（岩田書院）

『東アジアの民具・物質
文化からみた比較文化史
』（国際常民文化研究叢
書）
3

『歴史と民俗』（平凡社
）
29

『第十二届中琉歴史関係
国際学術会議論文集』（
北京図書出版社）

国際常民文化研究機構『
”モノ”語り－民具・物
質文化からみる人類文化
－』（国際シンポジウム
報告書２）
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Ⅲ　学会等および社会における主な活動

2007年10月～現在に至る 『沖縄市史』（民族編） 編集責任者

2009年 4月～現在に至る 個人研究 東アジアにおける民俗の比較研究

1988年 4月～現在に至る 沖縄民俗学会(国内学会)会員

1996年 4月～現在に至る 日本宗教学会(国内学会)評議委員

2001年 4月～現在に至る 沖縄民俗学会(国内学会)副会長

1981年 4月～現在に至る 日本文化人類学会（旧称　日本民族学会）(国内学会)会員

1981年 4月～現在に至る 歴史人類学会(国内学会)会員

1984年 4月～現在に至る
国内共同研究 (昭和59年～61年度日本生命財団特別研究助成)文化教育としての環境教育の総合的研究－民族文化のな
かの環境教育－

年月 内容

1978年 4月～現在に至る 日本民俗学会(国内学会)会員

3/3 101800小熊　誠
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