国 際 服 飾 学 会
2018 年

第 37 回 総会・大会
仲春の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。本学会も皆様のご協力により、順調に諸事業
が推進されておりますことを心より感謝申し上げます。
2018 年度第 37 回総会・大会を、下記の日程により開催いたします。大会内容を御高覧の上、多数のご参加を
お待ちしております。会員でない方も、この機会にぜひお誘い下さい。
ご参加の有無を送付した案内に同封のハガキで、4 月 11 日(水)までにお知らせください。

第 37 回 総会・大会実行委員長
■期 日
■会 場

山村 明子

2018 年 4 月 21 日（土）
・22 日（日）
東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス
〒102-8341 東京都千代田区三番町 22
℡:03-3262-2829（山村直通)
E-mail：yamamura@kasei-gakuin.ac.jp

■日 程
第１日 4 月 21 日（土）
12:30～
受付
13:30～14:10
総会
14:20～15:50
講演
15:50～16:10
休憩
16:10～17:00
研究発表 1
17:20～19:20
懇親会
上海庭 九段南店 (千代田区九段南 3-2-12 上海庭ビル)
第２日 4 月 22 日（日）
9:30～
受付
9:50～10:40
研究発表 2
10:40～11:00
休憩
11:00～11:25
研究発表 3
11:30～13:30
昼食および移動（各自）
13:30～15:30
見学会 東洋文庫ミュージアム （文京区本駒込 2 - 28 – 21）
見学『ハワイと南の島々』展、 学芸員による「東洋文庫について」の講演と解説
本展は、世界屈指の貴重な収蔵品をもつ東洋文庫所蔵の貴重書・絵画・古地図を初めて一挙に公開したも
のです。古くからの遠洋航海の主な中継地としてのハワイ、タヒチやイースター島、サモア等の歴史秘話
（先史時代の遺跡～20 世紀前半の日系移民の足跡）をたどり、
「着る、飾る」という服飾の原点を貴重な資
料から考察できるかと思います。

■参加費他
① 参加費（要旨集共）
② 懇親会費
③ 見学会

正会員 3,000 円
正会員 4,500 円
一般 720 円

学生会員 1,500 円
学生会員 3,000 円
学生
560 円

非会員 4,000 円
65 歳以上 640 円

（団体割引料金です。当日ご用意ください。
）

第 2 日の昼食代(希望者のみ) 東洋文庫ミュージアムの併設カフェ（produced by 小岩井農場）
④ 昼食Ａ \1,180（税込） パスタ料理 今回のための特別価格設定です
⑤ 昼食Ｂ ¥1,680（税込）
（小岩井農場たまごのふわとろオムライス または 小岩井農場産牛の
カレーライス＋スープ、サラダ、珈琲または紅茶）当日メインを選択します
■参加費等の納入は郵便振替をご利用ください。
・振替は同封の振替用紙をご利用いただき、4 月 11 日(水)までに「総・大会専用の口座(00170－0－314465)｣
にお振り込みください。
・振替は期日内にお願いします。振込日が期日を過ぎた場合は、払込受領証(振込控)を総・大会当日忘れ
ずご持参いただき、受付にお示しください。
・払い込まれた後の返金は致しませんので、予めご了承ください。
・払込受領証(振込控)をもって領収証に替えさせていただきます。

プ ロ グ ラ ム
【4 月 21 日(土)】
12:30～
13:30～14:10
14:20～15:50

受付
総会
講演 「鬼やらいの東西 … 妖怪・妖精・モンスター …」
学習院女子大学 国際学研究所所長・教授 徳田 和夫氏

【講演要旨】
平安・鎌倉時代、宮中で大晦日の晩におこなっていた追儺（ついな）は、室町時代の後期に、寺院・武家・庶
民社会では春の到来の祝いと結びついて、立春の前日すなわち節分の晩におこなうようになりました。炒り豆
を撒いて、
「鬼は外、福は内」と唱える〈鬼やらい〉です。では、鬼とは何でしょうか。東北アジアでは「精
魅」
「魅怪」
「妖怪」などと表現してきました。西欧では同じ概念のものは「悪魔」
「妖精」
「モンスター」など
です。さらに、それをどのように避け、追っ払ってきたのでしょうか。いわゆる背守りは、そのひとつです。
説話・伝承、絵巻・錦絵、民俗などを提示して、お話しいたします。

15:50～16:10
16:10～17:00
1. 16：10

《休 憩》
研究発表 1
極楽に咲く花 ―宝相華文様にみる染織品の仏教性に関する一試論―
関西学院大学大学院 福本 有寿子

2. 16：35

琉球文化圏に遺る刺繍衣装の形態と模様

17:20～19：20

懇親会

【4 月 22 日(日)】
9：30～
9：50～10:40
3. 9：50

琉球大学 片岡 淳

上海庭 九段南店 (千代田区九段南 3-2-12 上海庭ビル)

受付
研究発表 2

室町時代の直垂系服飾に関する一考察

群馬医療福祉大学 山岸 裕美子

4. 10：15 隨念寺所蔵「松平清康像」に見る武家の服飾について
10：40～11：00
《休 憩》
11：00～11：25
研究発表 3

学習院女子大学 福島 雅子

5. 11：00 20 世紀初頭モードの転換期におけるパンツ風スタイルに関する一考察
岩手県立大学盛岡短期大学部 佐藤 恭子
11:30～13:30

昼食および移動（希望者のみ：ミュージアム併設オリエント・カフェにて昼食 produced by小岩井農場）
東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩8分 大会会場からは30分強で移動が可能です

13:30～15:30

見学会と講演および解説

【東京家政学院大学へのアクセス】
市ケ谷駅 JR 中央線・総武線
東京メトロ 有楽町線・
都営地下鉄 新宿線
徒歩約 8 分（地下鉄 A3 出口）
半蔵門駅 東京メトロ 半蔵門線
徒歩約 8 分（5 番出口）
【問い合せ先】大会実行委員会 山村
東京家政学院大学 03-3262-2829（山村直通)
E-mail：yamamura@kasei-gakuin.ac.jp
【国際服飾学会事務局】
〒112-0005 東京都文京区水道2-13-4
ピクセル文京207号 (株)ケーアンドユー内
℡：03-5970-1630
E-mail：iaoc@nifty.com

東洋文庫ミュージアム（文京区本駒込 2 - 28 – 21）

