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会長就任にあたって

岡田　宣世　
　2012（平成24）年度より、徳井
淑子前会長から会長職を引き継が
せていただくことになり、身が引
き締まる思いでおります。
　本年度の定時総会は、くしくも
東日本大震災の被災地域である名
取市の尚絅学院大学で行われまし

た。総会・大会の開催校は、震災以前に決められ
ていたことですが、尚絅学院大学の方々の心配り
の中、盛会裏に開催できましたことを深く感謝申
し上げます。また、この総会・大会は、被災地域
の復興を考える上でも、感慨深いものでございま
した。
　本学会は、歴代会長の的確な指針とご指導、ご
尽力、および会員の皆様のご協力のもと、本年で
設立13年目を迎えました。会長としての任期中、
本学会の更なる発展のため、社会への情報発信と
貢献の責務を果たすことが求められていくと思い
ます。
　2004年、石井とめ子先生は会長就任にあたって
『会報№８』に、“21世紀社会の流動激変する渦の
中で、本学会が果たしていく役割は何かという重
大な課題”について提議され、本学会の役割が日
本国内のみならず、海外にまで広がることについ
て言及されました。
　急激なグローバル化の潮流の中にある現在、世
の中の変化を踏まえつつ、服飾文化研究を広く社
会に発信し、社会の要請に応えることが、石井先
生の卓見どおり、重要な課題であると思われま
す。東日本大震災への復興支援につきましても、
学会、会員個々が、服飾文化研究を基盤として、
どのように関わっていくのか、これらの情報収集
や発信、記録も課題の一つと考えられます。皆様
からの様々なご提言を期待いたします。
　服飾文化研究における領域の多様性を視野に入
れつつ、会員皆様の叡智とご協力を得て、微力を
尽くす所存でございます。また何よりも、皆様と
楽しく事業展開を図りたく思いますので、よろし
くお願い申し上げます。

役員改選について

　2011年12月より選挙管理委員会による役員改選
の準備が始まり、本年１月28日消印有効で受理し
た投票用紙を２月13日開票。2012、2013年度の理
事29名と監事2名が選出されました。また、第１
回理事会において岡田宣世氏が会長に選出され、
役員の担当は下表のように決まりました。

服飾文化学会　平成24・25年度監事・理事
担当 氏名 所属

総務　　会長 岡　田　宣　世 女子美術大学
　　　　　副会長 長　田　美智子 鎌倉女子大学
　　　　　副会長 能　澤　慧　子 東京家政大学

財務 大　網　美代子 大妻女子大学
長　田　美智子 鎌倉女子大学

庶務

池　田　節　子 相模女子大学短期大学部
清　水　久美子 同志社女子大学
徳　井　淑　子 お茶の水女子大学
高野倉　睦　子 神戸女子大学
伊　藤　瑞　香 和洋女子大学

総会・大会

能　澤　慧　子 東京家政大学
大　塚　有　里 東京家政大学
玉　田　真　紀 尚絅学院大学
知　野　恵　子 東京家政大学
常　見　美紀子 京都女子大学

夏期セミナー

泉　山　幸　代 北翔大学短期大学
荻　原　延　元 川村学園女子大学
清　水　久美子 同志社女子大学
知　野　恵　子 東京家政大学
馬　場　ま　み 華頂短期大学
柳　原　美紗子 日本綿業振興会

論文発表会
内　村　理　奈 跡見学園女子大学
塚　田　耕　一 杉野服飾大学
福　田　博　美 文化学園大学

研究例会

齊　藤　昌　子 共立女子大学
田　中　淑　江 共立女子大学
長　崎　　　巌 共立女子大学
宮　武　恵　子 共立女子大学

学会誌＜論文編＞

内　村　理　奈 跡見学園女子大学
佐　藤　泰　子
塚　田　耕　一 杉野服飾大学
水　上　嘉代子 （財）遠山記念館

学会誌＜作品編＞

伊　藤　瑞　香 和洋女子大学（非）
多　田　洋　子 青山ニットスタジオ
深　津　裕　子 多摩美術大学
宮　武　恵　子 共立女子大学

会報編集

佐久間　恭　子 女子美術大学
田　中　淑　江 共立女子大学
常　見　美紀子 京都女子大学
長　崎　　　巌 共立女子大学

監事 伊　藤　紀　之
小笠原　小　枝
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服飾文化学会 会報 No.24（2012.9）

　平成24年度第13回服飾文化学会総会・大会は、
５月19日（土）・20日（日）の２日間にわたり、
宮城県名取市にある尚絅学院大学を会場に実施さ
れました。昨年３月11日の東日本大震災から１年
余、仙台空港も復旧され、無事開催できました。
仙台青葉祭と日程が重なり、混雑でご迷惑をおか
けしましたが、天候に恵まれ、正会員64名、非会
員２名、学生会員４名の合計70名の方がご参加下
さいました。以下はその報告です。

１．研究発表・展示発表
　発表件数は、研究発表10件、作品・ポスター展
示が11件でした。本年度から初めての試みとし
て、研究発表と同会場でスライドによる作品・ポ
スターの５分間ショートスピーチを実施しまし
た。前年度まで展示作品前でのスピーチを行って
きましたが、作品が見難い、ゆっくりと質疑がで
きないという課題があり、これを改善致しまし
た。２日目研究発表後、引き続きショートスピー
チを発表会場で行った後、午後に展示説明の時間
を１時間設け、作品前で質疑ができる形式としま
した。広い展示空間内で作品閲覧ができ、質疑に
も対応し易く、良い方法でした。ただショートス

ピーチ５分（入替含）は短く、時間的課題が残り
ました。

２．特別講演
　謝　黎氏によるご講演「京派と海派―チャイナ
ドレスの近代史」は、名取・仙台市の一般市民の
方にも公開する形で開催致しました。チャイナド
レスの中国語名は旗袍です。その歴史的由来から、
中国の北京中心黄河領域の「京派」と江南地域の
「海派」という二つの文化圏による違いを中心に、
コレクションの現物も使って分かりやすく説明し
て下さいました。内容は、満州族の衣装に由来す
る旗袍（チーパオ）の起源、西洋文化の受容と伝
統的旗袍の否定、中国女学生と妓女層のファッ
ションと新型旗袍の誕生、近代中国における海派
文化と京派文化の比較とそれを表わす各旗袍、戦
時中の質素な改良旗袍、さらに現代中国の旗袍事
情と中国女性を表象する旗袍の国外での登場ま
で、ご講演下さいました。活発な質疑と能澤慧子
先生の謝辞後、最後に学生時代から収集してこら
れた膨大な旗袍から、今回持参頂いた10数点を拝
観させて頂き、盛会の講演会を終了しました。

2012（平成24）年度　第13回服飾文化学会総会・大会報告

研究発表会場

作品展示

謝先生のご講演

質疑の様子
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服飾文化学会 会報 No.24（2012.9）

●2012年度第13回総会・大会プログラム
＜５月19日（土）＞
13：30～15：35　開会挨拶
13：35～15：05　研究発表
◆座長　長田　美智子（鎌倉女子大学）
Ａ－１　長着における体型別着装容姿と変容
　　　　－「和服構成演習」の授業を通して－

和洋女子大学（非）◯伊藤　瑞香
山口　直子・内田　彩子

Ａ－２　言葉としての「刺繍」の誕生―「ぬいも
の」から「刺繍」へ―

共立女子大学　野尻　久美子

◆座長　岡田　宣世（女子美術大学）
Ａ－３　小袖雛形本における文字文様の研究
　　　　―意匠解読と数量的分析を通して―

植草学園大学　◯馬場　彩果
福島大学　　千葉　桂子

Ａ－４　小袖意匠における「後室模様」
　　　　―その特徴と実態―

神戸松蔭女子学院大学　小島　咲
◆座長　塚田　耕一（杉野服飾大学）
Ａ－５　文久から慶応期に来日・開業した洋服類製

造業者について
共立女子大学大学院　永田　麻里子

Ａ－６　オーストラリア国立美術館蔵「The 
Korean Tribute mission to the Chinese 
court」にみられる三使臣の服飾―韓国国
立中央図書館所蔵本との関係を軸に―

県立広島大学　鄭　銀志
15：40～17：10　特別講演
　演題「京派と海派―チャイナドレスの近代史」
　講師　謝

しゃ

　黎
れい

 氏（東北芸術工科大学専任講師）
17：20～17：50　総会
19：00～20：30　懇親会（江陽グランドホテル）

＜５月20日（日）＞
９：30～11：30　研究発表
◆座長　玉田　真紀（尚絅学院大学）
Ｂ－１　内国勧業博覧会が山辺里織の発展に果たし

た役割
共立女子短期大学　赤羽　光

Ｂ－２　羊毛染織布における布の風合い
元東京田中短期大学　牟田　緑

Ｂ－３　おしゃれアイテムとしてのブラジャーに対
する高齢女性の意識

神戸女子大学　高野倉　睦子
Ｂ－４　飾育への取り組みとその構築―問題解決を

視点としたデザイン制作―

大妻女子大学　大網　美代子
11：30～12：30　ポスター・展示スピーチ
◆座長　佐久間　恭子（女子美術大学）
Ｃ－１　再生の美―裂き織・編・結

大妻女子大学　大網　美代子
Ｃ－２　タキーレ島の編・織文様

文教大学　伊地知美知子
Ｃ－３　円を編む

青山ニットスタジオ主宰　多田　洋子
◆座長　池田 節子（相模女子大学）
Ｃ－４　繊維と金属線の融合IV

女子美術大学　佐久間　恭子
Ｃ－５　彦根更紗を活かした生活雑貨のデザイン

滋賀県立大学　◯森下　あおい
クリエーションＡ・Ｒ　　中川　涼子

◆座長　徳井　淑子（お茶の水女子大学）
Ｃ－６　防災服の試案

相模女子大学短期大学部　◯角田　千枝
田中　百子

Ｃ－７　西洋歴史服の構造と技術に関する研究
　　　　―レプリカ制作―

東京家政大学　　能澤　慧子
◯倉　みゆき

◆ 座長　大網　美代子（大妻女子大学）
Ｃ－８　オートクチュール仕立てによる舞台衣裳の

構造―サンローランの黒いイヴニングドレ
ス―

文化学園大学　伊藤有美子
◯大橋　寛子

Ｃ－９　オートクチュール仕立てによる舞台衣裳の
構造―ニナ・リッチの黒いイヴニングドレ
ス―

文化学園大学　永富　彰子
◯寺島　朋子

Ｃ－10　オートクチュール仕立てによる舞台衣裳の
構造―ニナ・リッチのベルベットのイヴニ
ングドレス―

文化学園大学　千葉　悦子
◯吉野真由子

Ｃ－11　オートクチュール仕立てによる舞台衣裳の
構造―ニナ・リッチのアシンメトリーベア
トップドレス―

文化学園大学　砂長谷由香
◯小橋　宏美

12：30～13：30　昼食及びエラ･オー ･パトリック・
ホーム見学

13：30～14：30　ポスター・展示の説明・質疑
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服飾文化学会 会報 No.24（2012.9）

３．懇親会
　名取から仙台青葉通りにある江陽グランドホテ
ル（羽衣の間）に場所を移し、44名参加による懇
親会を開催しました。青葉祭と重なり移動にご迷
惑をおかけましたが、多少の遅れで無事開始致し
ました。大網美代子先生の司会のもと、会長の岡
田宣世先生よりご挨拶、前々会長の伊藤紀之先生
により乾杯のご発声後、会場校として尚絅学院大
学生活学科長　阿留多伎眞人先生より、２日目見
学のエラ・オー・パトリック・ホームの説明と、
宮城県震災後の状況についてお話がありました。
宮城のお酒とずんだ餅も味わいながら、講演者の
謝先生とも懇親を深めました。また本年度夏期セ
ミナーの話題にも花が咲きました。

４．その他
　宮城県での開催で交通の便も悪く、多くの方に
ご参加頂けるか不安が多々ありましたが、研究発
表・作品発表・講演会・懇親会・学内施設見学、
いずれも盛会に終えることができました。会場校
のスタッフ数が少なく課題も多かったのですが、
全国から本校にいらして頂き、スタッフに温かい
お言葉を頂戴したことを心より感謝申し上げま
す。なお、作品集作成のために展示品撮影は２日
目昼休みと展示終了後に分けて、展示会場横に設
置した撮影ブースでカメラマン末正真礼生氏によ
り行いました。1982年創設期の校舎を復元移築し
たエラ・オー・パトリック・ホームも大勢の方が
見学して下さいました。

（総会・大会実行委員長　玉田　真紀）

懇親会の様子

平成24年度
服飾文化学会・研究例会のお知らせ

日　時：10月27日（土）14時より
　発表は、各30分程度。その後、約
30分から一時間の質疑応答を行いま
す。

場　所：共立女子大学
　　　　神田一ツ橋キャンパス本館
　　　　（使用する教室は未定）
テーマ：「歌麿美人－歌麿の美人画に
　　　　　　　　　見られるファッション－」

　喜多川歌麿が描く美人画に見られる
髪型や装身具・化粧、そして服飾に注
目し、江戸時代における美人とファッ
ションを、歌麿の目を通して眺めよう
とするものです。

発表者：田沢裕賀（東京国立博物館）
　　　　 「喜多川歌麿の美人画」
　　　　村田孝子（ポーラ文化研究所）
　　　　 「歌麿美人の髪型・化粧・装身具」
　　　　長崎巌（共立女子大学）
　　　　 「歌麿美人画に見られる服飾」
司　会：長崎巌

展覧会のお知らせ
平成24年度　東京家政大学博物館

特別企画展
「西洋服装史　　　　　　　　　　　　　　
　－19世紀ヨーロッパのドレスを中心に」

　服飾美術学科等が教育･研究用に収集した19
世紀のドレスとそのレプリカ、ファッションプ
レート、他の展示。
期間　平成24年10月18日（木）～
　　　11月22日（木）９：00～17：00
　　　（入館は閉館の30分前）
　　　（10/29（月）＊10/28（日）は開館）
場所　東京家政大学博物館
　　　（板橋校舎　百周年記念館　５階）
〒173-8602　東京都板橋区加賀1-18-1
　　　　　　  ℡ 03-3961-2918  
※詳細は東京家政大学ホームページ参照
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特集記事　 「江戸KIMONOアート」展と女子美染織コレクション

　2011年に開催された「江戸KIMONOアート―
きもの文化の美と装いー」展で、髙島屋資料館の
能装束、澤乃井櫛かんざし美術館の装身具と共
に、女子美術大学美術館が所蔵する江戸時代の小
袖・振袖・裂、桃山時代の裂を含む総数178点が
展観された（主催：NHKプロモーション、会場：
東京・京都・大阪・横浜髙島屋）。日本で育まれ
た着物文化は19世紀以降ヨーロッパのアートや
ファッション界に大きな影響を与え、今や横文字
の“KIMONO”として定着している。なかでも
日本の着物文化が頂点を極めた江戸時代に、人々
が自由奔放に自己表現を愉しんだバラエティ豊か
な服飾文化と日本人のエスプリは、私たちに時代
を超えて感動をもたらす。
　日本人の英知と技に溢れる文化資源、そして美
意識のあらわれであるKIMONOの素晴らしさを
紹介するために、展覧会は４つのテーマで構成し
た。第１章「江戸のアヴァンギャルド」では慶長
小袖の精緻な模様、寛文小袖の大胆で斬新なデザ
インから元禄までの時代を追いながら、江戸時代
の人々が小袖に託した自己表現の表れを辿った。
第２章「浮世のエレガンス」では日本人独特な身
体装飾と美意識を、ノーブルな世界観を継承する
公家、クラッシックな品格を繊細優美に装う武
家、制約されながらもスタイリッシュに生きる富
裕な町人と三つの階層に分けて特徴づけ、染織技
法・色使い・模様・デザインなどについても比較
できるようにした。第３章「装いのセレブレー
ション」では江戸時代後期の富裕な町人の美意識
を、総鹿の子絞りで吉祥文様を散りばめた絢爛豪
華な婚礼衣裳や振袖などにより紹介した。第４章
「風姿のスペクタクル」では、幽玄な能の世界観
を視覚的に表現した能装束を展観し、武家が式学
として築き上げた象徴的な美の世界を表出した。
　これらの巡回展に加え、女子美アートミュージ
アムでは「女子美染織コレクション展Part １
EDO KIMONO ART」展を2011年11月に開催し

た。第４章を「進化するKIMONO」に変更する
ことで現代に至る着物文化を本館コレクションで
構成とした。日本人が江戸時代に培ったファッ
ションセンスは、時代とともに着実に進化しなが
ら、私達がそれを受け継いでいることを強調した
かった。そこで桃山時代の小袖裂から2008年に制
作された現代アート作品までを展示することで
KIMONOが 進 化 し て き た 軌 跡 を 辿 っ た。
KIMONOをキーワードに江戸時代の小袖と現代
アート作品を同時に扱う時代横断型の展示構成に
は賛否両論があったが、少なくとも大学付属美術
館に相応しい先端的で実験的な試みになったので
はないかと思う。
　また展示や教育普及においても新しい試みを
行った。展示ではKIMONOを単なる学術資料と
してケースに陳列するのではなく、絵画のように
鑑賞できるような額装方式を提案した。教育普及
を促進するワークショップでは、レプリカを用い
た江戸時代の服飾の着装体験を行った。レプリカ
は本館学芸員らが小袖の構成図/裁断図の研究を
基盤に展開図の作成、コンピュータグラフィック
スによる復元、布へのプリント、縫製の工程を経
て、小袖を再構築するように制作した。レプリカ
は、今日とは異なる江戸時代の特徴的な着装を、
実際に体験するための有用な教育的資料となっ
た。
　今回の展覧会を通じて、所蔵品を広く一般に公
開すると共に、美術大学に付属する美術館として
の特色を十分に把握した上で、学術研究の成果や
新しい視点からのアプローチを社会に発信する必
要性を感じた。なお染織コレクションの調査結果
については美術館ホームページ(http://www.
joshibi.ac.jp/collegelife/establishment/museum/
collection)および文化遺産オンライン（http://
bunka.nii.ac.jp/db/Index.do）で紹介をしている
ため、是非ご観覧いただきたい。

深津　裕子　
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2012年度第13回　夏期セミナーの報告

　今年度のセミナーは、平成24年８月８日（水）
～10日（金）の２泊３日の日程で、佐賀県佐賀
市・鹿島市・伊万里市・有田町にて実施されまし
た。
　佐賀県は日本が誇る優れた伝統工芸の宝庫。そ
れは江戸時代、この地の藩主であった鍋島氏が、
窯業をはじめ様々な工芸品を強力に推進し保護し
てきたからです。鍋島藩は外様であったこともあ
り、格調高い良品を多量につくって、将軍家や徳
川諸藩、京都御所へ献上することで、250年もの
長い間、荒波をくぐり抜けてきたのです。また長
崎出島の警護役を任ぜられていたこともあり、オ
ランダや中国といった海外の風に触れる機会も多
く、独自の文化を育んできました。今回のセミ
ナーでは、その極めて質の高い伝統工芸品に触れ
ながら、中でも現代工芸作家の中で大いに活躍さ
れている木版摺更紗の染色家、鈴田滋人氏の工房
を中心に、講演・見学といった内容で研修を行い
ました。
８月８日（水）
　宿泊先の佐賀駅前「佐賀ワシントンホテルプラ
ザ」に集合し、手荷物などをフロントに預けた
後、鍋島家の博物館として知られる「徴古館」を
見学しました。鍋島報效会理事で徴古館主任学芸
員の藤口悦子氏の解説をお伺いしながら、鍋島家
伝来の品々とともに、明治時代の鹿鳴館の舞踏服
を見せていただきました。この中に１点、写真で
しか拝見できなかったのですが、小袖地で仕立て
たバッスルドレスがあり、このドレスの修復に協
力されたのが、今回の夏期セミナーに参加された
元服飾文化学会会長石井とめ子先生の大妻女子大
学被服意匠学研究室だったことがわかり、同館と
の絆の深さを改めて感じました。次に徒歩で「佐
賀城本丸資料館」を訪れ、館内を見て回り、時間
のある方は、隣の「佐賀県立博物館」へも行き、
佐賀の歴史や文化についての知識を深めました。
ホテルに戻り、午後６時からホテル内宴会場で懇
親会が開催され、私こと柳原美紗子の司会進行の

下、服飾文化学会副会長能澤慧子先生のご挨拶に
続き、前会長伊藤紀之先生の乾杯のご発声の後、
地元の新鮮な食材を使った料理を楽しみながら歓
談しました。中締めの後は自由参加で、今回の夏
期セミナー実行委員長荻原延元先生に「佐賀の伝
統工芸から鍋島更紗」について、パワーポイント
を用いたレクチャーをしていただき、一日が終了
しました。
８月９日（木）
　朝食後、大型貸し切りバスで、鹿島市にある鈴
田滋人氏の工房を訪問しました。美しい奥様が出
迎えて下さいました。鈴田氏は鍋島更紗の伝統の
技を生かした作品で注目される染色家で、日本伝
統工芸展の常任理事、更には近年54歳の若さで無
形文化財保持者（人間国宝）になられた方です。
植物に囲まれた邸宅の敷地には「鍋島更紗・アジ
アの更紗資料館」が建てられていて、そこで鍋島
更紗の伝承、及び先代の鈴田照次氏の貴重な研究
資料やアジア諸国の更紗に関する資料を解説して
いただき、日本伝統工芸展に出品された、きもの
作品を鑑賞しました。その隣には郷土玩具、「の
ごみ（能古見）人形」の工房があり、土の香りの
する手作りの人形に一同心を和ませて、いよいよ
鈴田氏の工房見学です。工房内には、スケッチ→
デザイン→木版作成→型紙作成→印付けといった

工程が展示され、地型版打ちから色摺りまでの工
程を、鈴田氏自ら実演して下さいました。中でも
版を打つ作業は、同じ強さで正確に、しかも数千
回も打たねばならないといい、気が遠くなるよう
な根気のいる仕事！　鈴田氏が創り出す「現代の
鍋島更紗」の美にも感銘しました。
　感動冷めやらぬまま、バスで嬉野温泉へ向か

鈴田滋人氏の染色工房
（木版摺更紗の解説）
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い、「嬉野陶彩館」で昼食。温泉湯
豆腐などの名物料理をいただいて、
小高い丘の上にある「佐賀県立九州
陶磁文化館」に到着しました。館長
の鈴田由紀夫氏は鈴田滋人氏のお兄
様。その鈴田氏が「有田焼の歴史」
をテーマに講演し、その後館内を案
内して下さいました。からくりオル
ゴール時計から蒲原コレクション、
柴田夫妻コレクションなどの展示は
見事で驚きの連続でした。再びバス
に乗り、伊万里市に来着。「伊万里
グランドホテル」に宿泊しました。
夕食は自由に、各自楽しい一夜を過
ごしました。
８月10日（金）
　ホテルをチエックアウトして、前
日と同じバスに乗り込み、有田町へ
行く途中にある日本磁器発祥の地、
「泉山磁石場」を訪れ、その後、有
田・赤絵町に到着しました。磁器の
名店が立ち並ぶ赤絵ストリートを自
由散策し、色鍋島の「今右衛門窯」

を訪問。２班に分かれて14代今右衛門氏の解説で
「古陶磁美術館」を見学し、鍋島の銘品を鑑賞し
ました。美味しいお茶とお菓子をいただいた後、
職人さんたちが磁器を制作している作業場や窯の
ある工房を拝見するという、希少な体験もさせて
いただきました。有田町を後に、「武雄温泉物産
館」で昼食。一路、大宰府天満宮へ向かい、到着
後解散となりました。天満宮へ参拝されたり、話
題の国立九州博物館に立ち寄られたり、思い思い
の方法で帰途につきました。なお、今回の参加者
は定員25名、名誉会員１名でした。最後に、今期
セミナー開催に尽力された実行委員長の荻原延元
先生並びに皆様に心より感謝申し上げます。

（夏期セミナー担当委員　柳原美紗子）

鈴田家更紗資料館にて（故鈴田照次作品も拝見）

スケジュール表

徴古館前（主任学芸員の藤口悦子氏と共に）

８月８日（水）
　13：00　受付　佐賀ワシントンホテル
　14：00　徴古館（鍋島家の博物館）見学
　16：00　佐賀城本丸資料館見学
　18：00　懇親会
８月９日（木）　
　８：40　佐賀ワシントンホテル出発（貸切バス）
　９：50　鈴田滋人氏の工房訪問（見学と解説）
　13：00　昼食（嬉野温泉　嬉野陶彩館）
　14：30　佐賀県立九州陶磁文化館（見学と解説）
　18：00　伊万里グランドホテル着
８月10日（金）
　８：30　伊万里グランドホテル発（貸切バス） 
　９：10　有田・赤絵町（自由散策　約１時間）
  10：00　今右衛門窯・古陶磁美術館
　　　　　（見学と14代今右衛門氏による解説）
　12：00　昼食（武雄温泉物産館　レストラン）
　14：30　大宰府天満宮参拝（解散）

7



服飾文化学会 会報 No.24（2012.9）

会報　№24：2012（平成24）年９月30日発行
編集発行人：服 飾 文 化 学 会
事務局：112-8610 東京都文京区大塚2-1-1

お茶の水女子大学 人間生活学科 徳井研究室
TEL,FAX;03-5978-5802
E-mail;tokui.yoshiko@ocha.ac.jp
URL;http://www.fukushoku-bunka-gakkai.jp

会計報告 ＊＊＊＊＊ 事務局より ＊＊＊＊＊

☆新入会員（敬省略・五十音順）
　 （2012年３月１日～８月31日）
正会員
　青　木　美保子（京都女子大学）
　石　井　眞　記（（株）ケーロス）
　菊　池　直　子（岩手県立大学盛岡短期大学部）
　辻元　よしふみ（読売新聞）
　山　口　直　子（和洋女子大学）
学生会員
　内　田　彩　子（和洋女子大学大学院）
　金　井　光　代（共立女子大学大学院）

＊＊＊＊＊ お知らせ ＊＊＊＊＊

●会員近著
黒川祐子訳、ゲルトルート・レーネルト著
『絵とたどるモードの歴史』

中央公論美術出版、2011年11月
徳井淑子
『涙と眼の文化史：
　　　中世ヨーロッパの標章と恋愛思想』

東信堂、2012年８月
難波知子
『学校制服の文化史：
　　　日本近代における女子生徒服装の変遷』

創元社、2012年１月
能澤慧子監修
『史上最強カラー図解
　　　世界服飾史のすべてがわかる本』

ナツメ社、2012年３月
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