
B5判 。416頁/定価 21,000円 (税込 )

宮内庁正倉院事務所の研究職技官として、 35年
研究してきた著者による、研究成果の集大成。
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内容 目次

正倉院の染織品について】
第 1章 聖武天皇の時代の正倉院の染織品
第 2章 正倉院の染繊
第 3章 正倉院裂の研究

正倉院の染織品の研究】
第 1章 花唐草獅子文綾について
第 2章 犀円文錦の研究
第 3章 正倉院の大幡
第 4章 裂地としてみた正倉院の調純
第 5章 古代繊物の繊技の研究について
第 6章 正倉院の花雖と文様

正倉院の染織品の保存と技術】
第 1章 正倉院の染織品の整理
第 2章 正倉院裂の復元模造
第 3章 正倉院の絹織物の保存科学
第 4章 正倉院の染め色

正倉院以外の染織品の調査・研究】
第 1章 吐魯番県阿斯塔那古墓出上の絹織物
第 2章 藤ノ木古墳出上の組紐について
第 3章 鶴巻鶴一博士のロウケツ染め

12-013年
10月 刊行

ISBN978-4-7842-1707-6

にわたり、正倉院染織品を熟覧調査・
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あつひこぃ1954年 3月 、京都市4Lま れ。 197
宮内庁正倉1完事務所採用、研究職技官と
これまで一員 して正倉院の染織品の整埋
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正倉院染織品の研究

9年 3月 、京都工芸繊維大学大学1坑繊和:学研究科修士訳程修了。同年 10月 、
して染織 I名 整里担当。 1994年 3月 、保存課整理室長として現在に至る。
・調査・研究に従事。

発 行 :思 文 閣 出 版

□書店経由 (こ のちらしを書店にお渡し下さい)

□代  引(書籍代+送料を現品と引き替えにお支払い)

〒605-0089京 都市東山区元町355 tel.075 751 1781 rax.o757520723
・//whlv.shibunkaku

c― Inail

E―mail:DubOShibunkaku co.

本 体 20,000円 航 兄吋)ISBN978 4-7842-17076

(京都 取引コー ド 3402)

本書HPの QRコ ー ド 書 店 恐 紳 臼



※正倉院宝物に学ぶ
奈良□立博物館編
H々 、Fに物の保存と修理に携わる宮内庁正倉院事務所の研究背をはじ
め、イと大寺・奈Jt日 立博物館ゆかりの国内外の切1究若が、ri倉院口F究

の現れ:、 人にL紀の束アジア文化、生4勿 の保存・伝爪の 3つ のテー イで
報告 。討論tl卜i介 院t物の精粋がわかる一書し
卜46判・438頁 /定価 3,150円        ISBN978 4-7842-1439-6

正倉院展六十回のあゆみ
奈良□立博物館編集・発行
敲噛後十ぐの‖召れ21年に本良イF生町物館で第 1田 r倉院展が開始され
て以来、今年で60回 を数え、秋r/J風物詩となっている lli倉 院展の歩み
を、各呵の主な出陳宝物の図,vlkや特徴 。エピツー ド・十日陳―覧などの
データと、各分野の研究者に,kる エンセイでたどり、侮

『
の屏I録 に付

されている)日 計Flイ 説を坐刈l・ 集大成して巻末に付す。
いA4判・286頁 /定価 3,150円        ISBN978 4 7842 1440 2

※上村六郎染色著作集 陰6巻 ]

上本」六郎著
日木における染色学界の大先進である中午1子 の水イ|:に わたる研究の集大
成.科学という専門を基に、 勇い文市たの渉猟、日本はもt,ろ ん中国 。

インド・中近束 。ペルシャ・イントネシア等の広汎なηF究 は世界的に
)ヽ評価されているものである。現代染織家にとつて♂)必須の苦ぅ
レA5判 ・平均500頁 /柿定価 40,425円

※花洛のモード きものの時代
京都国立博物館編
装いの業・■と粋の世L界一―〃LI Iか ら,_戸 時代を通 じて服飾の中心と/LN

った「きもの」に焦点をあて、小れ|・ 打掛・川同月眈・羽4俄
。具足 ド粘・

振れ‖・W化子 /1kど か二)折・符・髪,レ 、さらには肖イη山i。 治中洛外図・)Я !

lklな どにllRか ヤ1フ たモー ドモ)含 めて企225点 (メ ールカラー)を 収録 「今
様御ひいなかたJ(刷刻)と「御川獅t形 ‖Jミ 」の〕‖介 覧大 )ヽイ)午載ぃ

"A4判
・550貫 /定価 26.250円          ISBN4-7842-10725

※壬生狂言古衣裏
松浦俊海監修/野_L俊子他編
壬生iFttl坐 ―「

`主
記念 IJ I版 Jl要 JR〔 形lt俗 文化財「壬生狂言」の衣裳は、

死者の生前の衣柴を木納したく)r/2で 、本納年や没年が盤讐されている。
染色資料にあって、‖!祥イ:か ら制作年の下限を1イに定できる、きわめて
貴重な存在ぅカラー隊1ナ 仮11封 丁て'モ ノクロ図)恢 32頁 .

レA4判・300頁 /定価 601900円          ISBN4-7842-0721-X

正倉院宝靱億学ぶ2
奈良□立博物館編
日々、 三ヽ物の保存と修]引:に Jけ )る TT内 lj:∬ 今ヽ与七■:務

l'「 の
'究

帝をは じ
め、東大寺・奈 R日 立博物句イゆかりr/J日 内4卜 の勺「ケE´イ千か、 !1台 院t物
の様々など耳を報告・許論する第 2 ⅢⅢ今陣|(J2008へ 2010年 の di介 院斗
術シンポジウム「止倉院研究の現白:J「 iliと i:介 院t4勿 |「 JIイド院生
物はどこで作られたかJの 3テ ーマを収録
レ46判・348頁/定価 2.625円         ISBN978-4-78421658-1

※正倉院文書の国語学的紛
桑原祐子書
正令院文書t土 、原ホが FI在 し、私れ累物では十く、多れ1多様な内容を )ヽ

ち、同類の文書 。ほよ|か 多・IIに あり、tt録者と年)〕 Jが FF定できるな
ど、他の古代の国語資井Hに は求められない午iltを そオrえ てい/D。 その
具体的な文

′
「

の形態と語の意嶺のF幻 係を明 1っ かにし、ll語の益ノli.ゅ
湘フ・定斎のi凸 ギRを 実れEし 、耐の変遭を考察 ′たと款作
レA5判・300頁′/定価 5670円            ISBN4-78421275-2

型 惣
く

弓 輪 麻繋否布 とム烈 」ム職人の民族誌
染色業者カ トリーと、カ トリーのrF産 するhiに ついて民炊∴志的記述を
行 うことで、布の/4止で村集される社会Ⅲ〕イ系と、布の使用 で柑架され
る社会関係について明らかにする.絞 り染めれ,の )ヽつ 物質イWiへのイ主H
を喚lLbす ることによつて、布を〕と点として止会を分析十 るとしヽ う文イヒ
人類学的研ケヒの新た /1・ 可1ヒ `Hiを 柘くことを |(lHし たよ欲作Ⅲ
>A5判・330頁 /定価 6,510円        ISBN978-4-784213412

着衣する身体と女性の周縁化
武日]佐矢□子編
弁i衣 という共 ll♂ )茉 相を,亜 して、さまざIk Ⅲ社会にお1'る ジEEン グー
ザ)あ り方を考劣ミ( グローバルれ視点から、 ,こ服と身体の大象について
的Tき )Jか

―〕
~論

文ケに,"kり 上げる索籾 |「に、
「i族衣古t」 「魔女」「リカ士,

ゃん人形」「マイタル・ジャクソンJ年 、rテ t岐 にわたる一士Fィ

レA5判・500貢 /定価 6,000円        IS8N978 4-7842-1616-1

北太平洋の先住民交易と工芸
大塚和義編
アイスをはじめとする北太平洋地域先イエ民|',交 易ルー トの実態を明か
し、あわせて文化遺離として,)■ 共芸術を 出介する.歴 史学 ,考 古学
・化半分析などの学際的な最力|の 成水をド 1込んだ多彩なY/tT者 によ
る企34編ィ先住民の本 C)し と壮光をビジュ '´ ルに

'1lTで
きるカラー 1剰

版 150点 を収録′
レA4判 ・150頁/定価 2,940円          ISBN4 7842 1087-3

仏 教 東 漸 祗園精舎から飛鳥まで
龍谷大学350周年記念学術企画出版編集委員会編
冷Ⅲ立35り刊年を迎えた龍谷大学によるシンポジウムの成果6

【内容】西域一信仰のStと った道―/大谷光瑞師と近代仏教キ/イ ン ド
・低腑|*'fttσ )十∠、教遣跡/中 国敦崖学の1/1t箕階/中|ド1毘庶遮ガトP、 像の成
立とそt/1躙 1歿 的4微 /婢1像技法の伝来/今 1白 覚書/仏教従と共宗教と
の出光!fい /4f利 イII仰 のひろがり/絵 山i作 II占 ()計門砥

"B5判
・264買 /定価 5,670円          ISBN牛 7842-0690X

高句麗壁薗古墳と東アジア
Pg田 誠―誓
高イリ配上曲i(こ ‖イ占かオ1た 1瀾 像や腫羽のなかで、く,っ と )ヽiⅢオ文J Zt if(ち
る来主像に焦点を tt9て 、文献や金石文と,照 らし合わせながニデイイく糸白りに
ち察する。高4,Prj IIイ |と 文十ヒの一端を彼元し、古代のみナドらす、本ァ
ジアヒ)『 史的卜F空の ,「 ‖某を7)ざ 十労相i

レA5判・448頁 /定価 9,030円        ISBN978 4 7842‐ 15461

日 本 古 代 都 市 史 研 究 古 代 王 権 の 展 開 と 変 容

堀内明博著
永年、平安京などの都市迪跡発lbl,Eイ 正に

'わ
つたイオの研究成芽と 長

岡京の束官と左京束院、平安京の条坊とfil・ ‖「ザ,lF´ ば、t地 七月:物山d

置/Lhど のJi円 I都 市から、十
′
十河・鳥羽殿、イ十,い 1`lψ )常オ !の 〕世市

別判
`市

まで、判
`城

の展開と■″下過■lを 1+下 州的 tと 分伸ヒン ロ「イ(「

'P)あり方を考 li■ の成果をμhよ えてれ十りitイ  ■ +Li費 割`版多4k

レ85判・514頁 /定価 15,750円        IS8N973牛 7842-1457‐ 0

※仏教者古学論孜 陰6巻 ]

石田茂作書作集
正倉院御4勿 υ用刊査、朝鮮扶余軍守里廃寺の発掘、法隆苅rィF単 :れ‖確の発
掘をはじめ数多い諸寺の水年にわたる現地訓査を J二 台に、今日の″、教
考 il学の大系を樹立した石田博との半世紀にわたる半PII Jと の足跡を
同に収めるc                 【第 4巻は品切】
>A5判 ・平均350頁 /揃定価 24,150円

古文化財の科学
山崎一雄菩
古丈化只イの料■hつ

'Fη

iの第 人イによる45年余にわたろ成栄を水とめ
る: |:倉院

′
王ヽ物の削令、ち(飾 古墳 。高I´(塚 。法「4+金二十

1生両・栄 Jキ
人 trl上・醍lll+丁 た上のサヤ・)よ lヽ 物訂i絵 小などの顔本分析、ni台 院のrU

イ#・ ガラスペ緑狛 F“ Jオ どσう科′▼:分
,「 、および引司劣社・1弓押 ,if/1T」器など

の成分ぢ〉析に門司
‐
ろ14報 イ!;を 収妹,

レA5判・380頁 /定価 6,615円          ISBN4‐ 784204822

文学のなかの者古学
問田誠一箸            佛教大学鷹陸文化叢詈 ¬9
小説や古典共市ヒなどによ市年された考「i学的要素や、それ らの‖好tと な
ュ́た上rd_的 (け 、るいけ文化的な古サkについて、考古学的に接近を試みる。
小帝

'!`や

,1」 年、:+、 俳イi)、 川 lЛ 、そ して 1典のようないわゆる文学だけ

でなく、淀「典共含じや民言今、民冷iオド!Jギ ))|(益 の文学 として IRり Ikkい 、文

学と考 Iヤ 〉の問に生まね′る新たれt‖「市ヒ‖を提示するとレi版 多ウ
>46判 ・308頁 /定価 2,415円        IS8N978 4 7842 1430-3

究

インタビュー・エッセイや新刊情報を掲載 した広報誌

話・fax・ Eメ ールでお申 し込み下 さい。※印の

『鴨東通信』を年 4回無料で窮送 りしています1

は外函・カバーに汚れ・傷みがございます


