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The Sainsbury Institute was founded in 1999 through the 
generosity of Sir Robert and Lady Sainsbury to promote 
knowledge and understanding of Japanese Arts and Cultures. 
The mission of the Sainsbury Institute is to promote world-class 
research and be a leader in the study of Japanese arts and 
cultures from the past to the present. 

Working with our academic partners and funders, the Institute 
furthers its mission through:

• creating collaborative and active global research networks; and 
• disseminating the results of our research; while 
• advancing outreach and educational activities 

The Institute continues its close collaboration with institutional 
partners including the schools of study at the University of 
East Anglia (UEA); the British Museum, the School of Oriental 
and African Studies, University of London (SOAS), and other 
organisations in the UK, Japan and Europe. It maintains a 
rich programme of research, fellowships, public lectures and 
international workshops and is also committed to widely 
disseminating the fruits of its scholarships and its research 
activities through its website and its e-magazine.

SAINSBURY INSTITUTE FOR THE STUDY OF JAPANESE 
ARTS AND CULTURES

セインズベリー日本藝術研究所
セインズベリー日本藝術研究所は、サー ロバート及びリサ ･ セインズベ
リーご夫妻の寛大な資金援助のもとに日本の芸術・文化に関する知識と理
解を推進する目的で 1999 年に設立されました。本研究所の使命は、過去
から現在にわたる日本の芸術・文化の分野において、世界の最先端を行く
研究を推進することにあります。
　セインズベリー日本藝術研究所は、その使命を果たすために、研究協力
機関及び支援者との連携を通じて、以下の目標を達成することを目指しま
す。

• 活発な国際研究協力ネットワークの構築 
• 研究所の研究成果の発信
• 啓発及び教育活動の推進 

本研究所は、イースト ･ アングリア大学、ロンドン大学アジア ･ アフリカ
研究学院、大英博物館などを始めとする英国、日本、欧州にある様々な機
関と密接に連携して共同研究を行っています。また豊富な研究プログラム、
フェローシップ制度、講演会、国際ワークショップなどを実施するととも
に、ホームページやデジタル版季刊誌の充実などを通じて研究成果を広く
発信することに力を注いでいます。

Earthenware pot, Shimaoka Tatsuzo. Courtesy of Sir Hugh and Lady Cortazzi
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MANAGEMENT BOARD MEMBERS (as at September 2018)

Professor David Richardson, Vice-Chancellor, UEA – Member and Chair
Baroness Valerie Amos – Member
Professor Sarah Barrow – Participating Observer
Mr Alan Bookbinder – Member
Dame Elizabeth Esteve-Coll DBE – Member
Professor Philip Gilmartin – Participating Observer
Professor Simon Kaner – Executive Director-Member
Professor Masatomo Kawai – Member
Professor Tadashi Kobayashi– Participating Observer
Sir Tim Lankester KCB – Member
Mr Stephen McEnally – Member
Professor Nicole Coolidge Rousmaniere – Participating Observer
Sir David Warren KCMG – Member

STAFF (as at September 2018)

Professor Simon Kaner – Executive Director and Head, Centre for Archaeology and Heritage
Professor Nicole Coolidge Rousmaniere – Research Director
Professor Toshio Watanabe – Professor for Japanese Arts and Cultural Heritage
Dr Jennifer Coates – Senior Lecturer in Japanese Arts, Cultures and Heritage
Dr Eugenia Bogdanova-Kummer – Lecturer in Japanese Arts, Cultures and Heritage
Akira Hirano – Librarian
Sue Womack – Institute Administrator
Denisa Edwards – Networking and Finance Officer (on maternity leave)
Jane Emerson – Networking and Finance Officer
Kazuko Morohashi – Research, Planning and Public Relations Officer
Keiko Nishioka – Development and Research Officer
Hannah Stroud – Office Coordinator
Oscar Wren – Project Officer, Centre for Archaeology and Heritage

執行理事会メンバー及び準メンバー
(2018 年 9 月現在 )
メンバー
デビッド・リチャードソン 教授　 
イースト • アングリア大学学長　 理事長
バロネス　ヴァレリー・エイモス氏
アラン・ブックバインダー氏　
デイム　エリザベス・エステべ＝コル氏 DBE 
河合正朝教授　 
サイモン・ケイナー 教授　 統括役所長
サー　ティム・ランカスター氏 KCB　
スティーブン・マカネリー氏　
サー　デビッド・ウォレン氏 KCMG　
 準メンバー
フィリップ・ギルマーティン教授　
小林忠教授　 
サラ・バロウ教授　
ニコル・クーリッジ・ルマニエール 教授　

職員
（2018 年 9 月現在）

サイモン・ケイナー 教授　統括役所長
ニコル・クーリッジ・ルマニエール 教授　研究担当所長
渡辺俊夫 教授 イースト • アングリア大学日本美術・文化遺産学教授
ジェニファー・コーツ 博士　日本美術・文化遺産学上級講師
ボグダノワ・クンマー・ユージニア 博士 日本美術・文化遺産学講師
平野明　司書
スー・ウォーマック　総務部長
デニーサ・エドワーズ　ネットワーク形成・財務担当（産休中）
ジェーン・エマーソン　ネットワーク形成・財務担当　　
諸橋和子　研究・企画・広報担当　
西岡恵子　啓発・助成担当
ハナ・ストラウド　オフィス・コーディネーター
オスカー・レン　プロジェクト担当員考古・文化遺産学センター
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FOREWORD BY THE CHAIR  
OF THE MANAGEMENT BOARD

2016-17 has been another productive and 
successful year for the Sainsbury Institute for the 
Study of Japanese Arts and Cultures. I, and my 
fellow members of the Institute’s Management 
Board, continue to be impressed by what such a 
small team can achieve, and by the impact their 
work has in the UK, Japan and across the world. 
The role of the Management Board includes 
determining the nature of the research and 
teaching undertaken by the Institute, the general 
allocation of resources, and the employment of 
staff. The Board’s approach to these duties is to 
delegate operational responsibility to the Executive 
Director and his or her team and to focus support 
and guidance on broad areas of strategy. For 
the most part the Board is able to do this at its 
biannual meetings, but from time to time we find 
it helpful to take stock and reflect on the current 
position of the Institute and its future priorities. 
 Accordingly, in March 2017 the Board held 
an away day at which we considered future 
funding scenarios and the relationship between 
the Institute and the University of East Anglia 
(UEA). We reaffirmed the freestanding status of 
the Institute within UEA, reviewed the Institute’s 
contribution to the University’s research profile, 
and confirmed our agreement with the ways 
in which it is preparing for the next national 
assessment of the quality of research in UK higher 
education institutions (Research Excellence 
Framework). 
 We also agreed that the Institute should 
increase its teaching as part of a Japan-related MA 
course at UEA and approved the advertisement 
and hire of new posts in Japanese Arts, Cultures 
and Heritage. The Institute’s core academic staff 
complement is small and in full-time equivalent 
terms has been reduced in recent years due to the 
part-time secondment of the Research Director, 
Professor Nicole Rousmaniere, to the British 
Museum, and the part-time appointment of the 
Head of the Institute’s Centre for Archaeology and 
Heritage, Dr Simon Kaner, as Director of the Centre 
for Japanese Studies at UEA.  The appointments of 
a new Lecturer and Senior Lecturer will strengthen 

the Institute’s research profile, help develop 
and deliver MA teaching and contribute to the 
Institute’s engagement and enterprise activities. 
The successful candidates join an institute with a 
global network of research and outreach activities 
(the impact of which I was able to see at first hand 
in May 2017 on my second official visit to Japan as 
Chair of the Management Board) and a top-flight 
university with a well-received Japanese language 
programme and strong interdisciplinary initiatives 
on Japan.
 In 2011, the Institute was fortunate in being 
able to appoint Mami Mizutori as its Executive 
Director. Under her leadership the Institute’s 
reputation has grown and its research and 
outreach activities have been extended. At 
the same time its financial position has been 
strengthened due to Mami’s careful management 
as well as the continuing support from the 
Trustees of the Gatsby Charitable Foundation 
and many other generous individuals and grant-
awarding bodies. The following pages of this report 
bear testimony to Mami’s vision and hard work. 
Mami left her post at the Institute at the end of 
February 2018, to take up the post of Assistant 
Secretary-General to the United Nations and 
Special Representative of the Secretary-General for 
Disaster Risk Reduction, United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction (UNISDR). We congratulate 
her on this important new appointment. 

Professor David Richardson
Vice-Chancellor of the University of East Anglia
Chair of the Management Board of the Sainsbury 
Institute for the Study of Japanese Arts and 
Cultures
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執行理事会理事長挨拶

2016-2017 年度もセインズベリー日本藝術研究所にとって
実りの多い充実した一年となりました。私をはじめ理事会
役員メンバーは、少人数の研究所チームが成し遂げた成果
と、それらが英国・日本・世界へ及ぼす効果に常に驚いて
います。
　理事役員会は、研究所が携わる研究と教育指導の本質を
見極め、予算配分や職員の雇用などを決定します。理事会
の方針として、これらの実務的な部分を統括役所長と研究
所スタッフに任せ、役員はより戦略的な部分を支援・指導
するよう取り組んでいます。通常、年二回の役員会議がそ
の主とした場になりますが、時として研究所の置かれた現
況を確認し、将来の優先事項を判断することも有益です。
そのため理事会は、2017 年３月に今後の財政・資金調達
計画及び研究所とイースト ･ アングリア大学との関係性に
ついて話し合う臨時会議の場を設けました。その機会に、
大学内での研究所の独立的立場を再確認するとともに、研
究面での貢献を再検討し、英国高等教育機関を対象にした
次回の国家レベルの研究評価に向けた方針に関して合意し
ました。
　同時に、イースト ･ アングリア大学が提供する修士課程
で、研究所が日本分野の教育指導に一層携わっていくこ
と、そのために日本美術・文化遺産学専門研究員を新たに
募集することを承認しました。現状では研究所の中核とな
るアカデミックスタッフ数は限られており、特に近年は研
究担当所長ルマニエール教授が大英博物館と兼務し、ケイ
ナー博士が研究所の考古・文化遺産学センター長とイース
ト ･ アングリア大学の日本学センター所長を兼任している
ため、実際には常勤の研究者数が減っています。新たに迎
える講師は研究面での可能性を高め、より発展した形で修
士課程指導を行い、さらには研究所の活動への貢献も期待
されます。彼らは、世界広域に研究・アウトリーチ活動の
ネットワークを持つ研究所（2017 年５月に日本を訪問し
た際に、私自身の目でこのネットワークが如何に効果的で
あるかを確認しました）において、また、質の高い日本語
教育を提供し、学際的アプローチで日本研究を行っている
イースト・アングリア大学と連携して、研究・教育・アウ
トリーチ活動に従事することとなります。
　水鳥真美氏が 2011 年に研究所の統括役所長に就任して
以来、同氏のリーダーシップのもと研究所は更に発展し、
研究・アウトリーチ活動を進めてきました。ギャツビー財
団や多くの助成機関ならびに個人の方々からの継続的資金
援助に加え、慎重な運営により財政も強化されました。本
報告書で紹介する数々の成果からは、水鳥統括役所長のビ
ジョンとそれを実現する為の努力を窺うことができます。
水鳥氏は、2018 年 3 月に防災担当国連事務次長補兼事務

総長特別代表に就任しました。新たな職務で更に活躍され
ることを期待しています。

デビッド・リチャードソン教授
イーストアングリア大学学長
セインズベリー日本藝術研究所理事長
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STATEMENT  
BY THE EXECUTIVE DIRECTOR

The accounts of workshops, symposia, 
conferences, exhibitions, publications and public 
talks in this Annual Report express the depth and 
reach of the activities of the Institute, reflecting 
our mission to stimulate innovative research on 
Japanese arts and cultures in all their diversity, 
while disseminating the fruits of our research 
projects through outreach and educational 
projects to the general public.  
 Since the establishment of new degree-level 
Japanese language programmes at the University 
of East Anglia in 2011 the Institute has worked 
increasingly closely with colleagues on campus 
through the Centre for Japanese Studies, and 
the University has identified Japan as one of just 
five countries and regions on which it is focusing 
its international strategy. In May 2017 our Chair, 
Professor David Richardson, Vice Chancellor of 
the University, led the largest delegation of UEA 
academics yet to visit Japan and we held a special 
symposium at the National Museum of Nature and 
Science promoting further links between Norwich 
and Japan.
 We continue to develop our connections 
with our major partners in the UK, most notably 
the British Museum and the University of London 
(SOAS). With the British Museum, in autumn 
2016 we brought some of the most spectacular 
treasures of Japanese prehistory, Flame pots 
from the Jōmon period, first to the Japanese 
Embassy in London, prior to being placed on 
long-term loan at the British Museum. A SISJAC-
SOAS collaborative research grant underpinned a 
fascinating workshop on Art and Politics at UEA in 
August 2017. And we continue to facilitate new 
collaborations, in Norwich and beyond. In autumn 
2016 the Norwich University of the Arts linked up 
with the Nagaoka Institute of Design, and we are 
supporting the first major survey of the Japanese 
collections at Maidstone Museum. During the 
past academic year, the Sainsbury Institute signed 
collaborative research agreements with a further 
three esteemed academic institutions: the Global 
Exchange Organisation for Research and Education 
of Gakushuin University, the Kyoto Institute, Library 

and Archives, and the University of Arts London. 
 Every year the number of scholars we 
welcome to Norwich increases. The Robert and 
Lisa Sainsbury Fellowship scheme, which started 
in 2001, has become a major international 
scholarship programme in the field of Japanese 
arts and cultures. We now receive applications 
from all over the world. In the academic year of 
2016, our Fellows were Dr Lauri Kitsnik, an expert 
on Japanese film studies, and Dr Simon Turner, a 
cultural studies scholar. The total number of Robert 
and Lisa Sainsbury Fellows reached 40 people this 
year. They go on to teach and research in major 
higher educational institutions around the world, 
invaluable ambassadors for the Institute. In July 
2017 we invited previous Fellows back to Norwich 
for a major conference exploring the future of 
Japanese cultural studies outside Japan, an event 
graced by the presence of Princess Akiko of Mikasa, 
an esteemed scholar of Japanese arts in her own 
right, and Ambassador Seiichi Kondo, former 
Commissioner of the Agency for Cultural Affairs, 
now establishing a new centre for Japanese arts 
with our sister organization, the European Centre 
for Japanese Studies in Alsace (CEEJA).
 Our outreach programmes flourish: our 
flagship Third Thursday Lectures continue to attract 
large audiences, connecting research on Japan, the 
University and our local community. Yakult UK and 
the Great Britain Sasakawa Foundation continue 
to be our sponsors for this programme. The fourth 
Ishibashi Foundation Lecture Series at the Kyushu 
National Museum in May 2017 focused on the tea 
culture of Japan. The third Toshiba Lecture Series 
for Arts and Science, in collaboration with the Royal 
Botanic Gardens, Kew in November 2016 shed light 
on the symbiosis between botanical illustration and 
botany.  
 As a result of all these activities our global 
reputation as a centre of excellence in the research 
and outreach of Japanese arts and cultures in the 
UK and Europe is now more established than ever, 
situating the Institute well in this fast-moving and 
increasingly unpredictable world. At the end of 
February 2018 we bade farewell to Mami Mizutori, 
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Professor Simon Kaner has taken the post of Executive 
Director to replace Mami MIzutori who has been 
appointed as UN Assistant Secretary General as of 
March 2018 (above and centre); Prof. Kaner with Dr 
Michael Loewe at the Carmen Blacker Lecture (below)

Executive Director since 2011 and Special Advisor 
on Japan to UEA. We wish Mami every success 
in her new role as Assistant Secretary-General to 
the United Nations and Special Representative of 
the Secretary-General for Disaster Risk Reduction, 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
(UNISDR). Under Mami’s guidance the Institute has 
redefined itself, greatly expanding its reach and 
impact. As we take stock while moving forward, 
we welcome two new colleagues, Dr Jennifer 
Coates, who works on film and gender studies, 
and Dr Eugenia Bogdanova-Kummer, a specialist 
in calligraphy. These appointments will greatly 
enhance our academic footprint and enable the 
Institute to deliver the mission of our benefactors 
in creative new ways. I am proud to acknowledge 
the continuing generous support we receive from 
Lord Sainsbury of Turville and the Trustees of 
the Gatsby Charitable Foundation, and all of our 
patrons and supporters, the guidance we receive 
from our dedicated Management Board, and 
the unstinting hard work and enthusiasm of our 
staff at the Institute, without which none of the 
achievements detailed in this report would be 
possible.

Professor SImon Kaner
Executive Director
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統括役所長挨拶

本書で報告するワークショップ、シンポジウム、研究会、
展覧会、出版、講演会といった活動は、セインズベリー日
本藝術研究所の活動の深さと幅広さを伝えています。それ
らは、日本芸術文化を多角的に捉えた新しい研究を促進し、
研究成果をアウトリーチ及び教育プロジェクトを通して広
く一般にも発信するという、研究所の使命の現れでもあり
ます。
　2011 年にイースト ･ アングリア大学の学位課程に日本
語が設置されて以来、研究所は日本学センターを通して大
学と密接に連携してきました。一方、大学は国際戦略の
ターゲットとして５つの国と地域を選定し、その一つとし
て日本を重視しています。2017 年５月、研究所理事長を
務めるデビッド・リチャードソン学長が、過去最大規模の
イースト ･ アングリア大学研究者代表団を率いて訪日しま
した。訪日中には東京国立科学博物館で特別シンポジウム
を開催し、ノリッチと日本の結びつきを深めました。
　研究所は、大英博物館やロンドン大学アジア・アフリカ
研究学院 (SOAS) を始めとする英国の主要なパートナー機
関との協力関係をさらに強めています。その一例として
2016 年秋に大英博物館の協力を得て、縄文時代の火焔土
器を初めてロンドンの在英国日本大使館で展示しました。
これらの火焔土器は現在、長期貸出資料として大英博物
館で常設展示されています。また、2017 年８月にイース
ト ･ アングリア大学に於いて開催した芸術と政策に関する
ワークショップは、ロンドン大学アジア ･ アフリカ研究学
院との共同研究助成金により実現しました。2016 年秋に
はノリッチ芸術大学と長岡造形大学の提携関係締結を支援
し、英国メードストン博物館が所蔵する日本コレクション
の大規模調査に協力するなど、ノリッチと他地域を結ぶ新
たな協力体制の構築も引き続き支援しています。さらに、
この一年間で新たに三つの研究機関―学習院大学国際研究
教育機構、京都府立京都学・歴彩館、ロンドン芸術大学―
と研究協力合意を結ぶことができました。
　ノリッチの研究所本部には年を経るにつれ多くの研究者
が訪れます。2001 年に設置したロバート & リサ ･ セイン
ズベリー ･ フェローシップは日本芸術文化分野の主要な国
際スカラーシップ ･ プログラムになり、現在では広く世界
中から応募があります。2016 年度はラウリ・キツニック（日
本映画研究専門）とサイモン・ターナー（文化研究専門）
をフェローとして迎えました。ロバート＆リサ ･ セインズ
ベリー ･ フェローは今年総数４０名に達しました。これま
でのフェロー達は世界各国の主要高等教育機関で教育指導
や研究に携わっており、研究所の大使として活躍していま
す。2017 年７月に研究所が主催した海外における日本文
化研究の今後を検討する学会には、歴代フェローがノリッ
チに集まりました。本学会には日本美術研究者でもおられ

る三笠宮彬子女王の参加を賜り、アルザス・欧州日本学研
究所 (CEEJA・セインズベリー日本藝術研究所姉妹機関 ) と
ともに日本芸術の新機関を設立準備中の近藤誠一前文化庁
長官も出席されました。
　アウトリーチ活動にも力を注いでいます。その代表格で
ある第三木曜日講演会は引き続き多くの聴講者を集め、日
本研究、イースト ･ アングリア大学、そして地域社会を結
びつける役割を果たしています。この人気の講演会はヤク
ルト UK とグレイトブリテン・ササカワ財団の支援で開催
されています。また、第三回日本芸術・科学東芝レクチャー
は、植物画と植物学の関係性に焦点をあて英国キュー王立
植物園の協力のもと開催し（2016 年 11 月）、第四回石橋
財団レクチャー・シリーズは、日本の茶文化をテーマに九
州国立博物館と共催で行いました（2017 年５月）。　
　めまぐるしく変わる予測不能な社会にあっても、研究所
はこのような活動によって、日本芸術文化研究及びアウト
リーチ活動の英国・欧州における拠点として、その評判を
より一層確実なものにしています。研究所の統括役所長及
びイースト ･ アングリア大学の日本分野特別顧問を７年間
務めた水鳥真美氏が、2018 年 2 月に退職しました。防災
担当国連事務次長補兼事務総長特別代表に就任した水鳥氏
の今後の活躍をお祈りします。水鳥氏のリーダーシップの
もと研究所は自らを見直し、その活動範囲と影響力を大き
く広げてきました。将来を見つめ現状を考察した結果、映
画とジェンダー研究者のジェニファー・コーツ、そして書
道研究を専門とするボグダノワ・クンマー・ユージニアの
二人を研究所に迎える事になりました。二人の着任により、
研究所は更に学術分野に貢献し、今迄とは異なる新たな形
で研究所の使命を実現することができるでしょう。この場
を借りて、セインズベリー・オブ・タービル卿とギャツビー
財団、そして多くの方々のご支援に厚く御礼を申し上げま
す。同時に、常に研究所の指針となって助言や指導を与え
てくれる理事会、そして熱意を持ってプロジェクトを実行
する研究所職員に感謝の意を表します。

サイモン・ケイナー教授
統括役所長
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PARTNER INSTITUTIONS
 (as at June 2017)

STRATEGIC PARTNERS
University of East Anglia (UEA), Norwich
The British Museum, London
School of Oriental and African Studies (SOAS), 
University of London

ACADEMIC PARTNERS
Centre Européen d’Études Japonaises d’Alsace
Faculty of Letters, Chuo University
Global Exchange Organisation for Research and 

Education, Gakushuin University
Graduate School of Humanities and Sociology, 

Faculty of Letters, University of Tokyo
Kanazawa University
Museum of Asian Art, Corfu
Nagawa-machi, Nagano Prefecture
Nara University        
Nara National Research Institute for Cultural 

Properties
Niigata Prefectural Museum of History
Organization for the Advancement of Research and 

Development, Kokugakuin University
Research Center for non-written cultural materials, 

Institute for the study of Japanese folk culture, 
Kanagawa University

Research Institute for Humanity and Nature
Tokyo National Research Institute for Cultural 

Properties
University of the Arts London
World Heritage Promotion Committee of 

Okinoshima Island and related sites in the 
Munakata region

研究協力提携パートナー
（2017 年 6 月現在）

戦略パートナー
イーストアングリア大学（UEA）、ノリッチ
大英博物館、ロンドン
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院、ロンドン

学術パートナー
アルザス・欧州日本学研究所
学習院大学国際研究教育機構
神奈川大学日本常民文化研究所　非文字資料研究センター
金沢大学
ギリシャ国立コルフ・アジア美術館
國學院大學研究開発推進機構
総合地球環境学研究所
中央大学　文学部
東京大学文学部・大学院人文社会系研究科
東京文化財研究所
長野県長和町
奈良大学
奈良文化財研究所
新潟県立歴史博物館

「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議
ロンドン芸術大学
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INSTITUTIONS
Agency for Cultural Affairs (Japanese Government)
Andante Travel
Arts and Humanities Research Council
Asahi Shimbun
British Academy
Butrint Foundation
Daiwa Anglo-Japanese Foundation
Embassy of Japan in the UK
Euro-Japanese Association
Gatsby Charitable Foundation
Great Britain Sasakawa Foundation
Hitachi Europe Ltd
Hitachi Solutions Europe Ltd
International Jomon Culture Conference
International Foundation for Arts and Culture
Ishibashi Foundation
J. Paul Getty Jr. Charitable Trust
Japan Foundation
Japan Foundation Endowment Committee
Japanese Garden Society
Kajima Foundation for the Arts
Metropolitan Center for Far Eastern Art Studies
Michael Marks Charitable Trust
Musée Nationale des Arts Asiatiques Guimet
National Diet Library of Japan
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
Nippon Foundation
Norfolk and Norwich Archaeological Society
Robert and Lisa Sainsbury Charitable Trust
Sir Siegmund Warburg’s Voluntary Settlement
Sotheby’s Europe
Toshiba International Foundation
Yakult UK Ltd
Yomiuri Shimbun

SUPPORTERS  (as at June 2018)

INDIVIDUALS
Professor Edward Acton
Michael Barrett OBE and Marie-Thérèse Barrett
Dr Carmen Blacker
Nancy Broadbent Casserley
Peter J. Coolidge
Professor Nicole Coolidge Rousmaniere
Sir Hugh and Lady Cortazzi
Sidney and Odile Emery
Professor Sir Raymond Firth
Chris Foy
Albert H. Gordon
Graham Greene CBE
Dr Haruhisa Handa 
Professor Hiroyuki Kano
Sir Tim Lankester KCB
Dr Michael Loewe
Professor Takaaki Matsushita
Mami Mizutori 
Mika Mori 
Sumio Ogawa 
Professor Midori Sano
Uchino Sokun and Friends
Paul and Michi Warren
Professor Paul Webley
Professor Yukio Yamaguchi
Professor Taka Yanagisawa

Friends of the Sainsbury Institute
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団体
文化庁
アンダンテ・トラベル
英国芸術・人文研究評議会
朝日新聞社
英国学士院
ブトリント基金
大和日英基金
在英国日本国大使館
欧日協会
ギャッツビー財団
グレイトブリテン・ササカワ財団
株式会社日立製作所　日立ヨーロッパ社
株式会社日立ソリューションズ　ヨーロッパ社
国際縄文学協会
世界芸術文化振興協会 (IFAC)
石橋財団
J. ポール・ゲティ Jr. 財団
国際交流基金
Japan Foundation Endowment Committee　
日本庭園協会
鹿島美術財団
メトロポリタン東洋芸術研究所
マイケル・マークス財団
ギメ東洋美術館
国立国会図書館
NHK（日本放送協会）
日本財団
ノーフォーク・ノリッチ考古学協会
ロバート＆リサ・セインズベリー財団
サー・シグモンド・ウォーバーグ信託基金
サザビーズ・ヨーロッパ
東芝国際交流財団
ヤクルト UK
読売新聞社

個人（敬称略）

エドワード・アクトン
マイケル・バレット OBE、マリー・テレーズ・バレット
カーメン・ブラッカー
ナンシー・ブロードベント・キャサレー
ピーター・J . クーリッジ
ニコル・クーリッジ・ルマニエール
サー ヒュー・コータッツィ、エリザベス・コータッツィ
シドニー・エマリー、オディール・エマリー
サー レイモンド・ファース
クリス・フォイ
アルバート・H・ゴードン
グラハム・グリーン CBE
半田晴久
狩野博幸
サー ティム・ランカスター KCB
マイケル・ロウイー
松下隆章
水鳥真美
森美可
小川純夫
佐野みどり
内野宗訓とご友人
ポール・ウォレン、美智ウォレン
ポール・ウェブリー
山口幸雄
柳澤孝
セインズベリー日本藝術研究所友の会会員

支援者一覧 （2018 年 6 月現在）



Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures14

The major event for the Art and Cultural Resources 
strand this year was a three-day conference on 
the future of Japanese cultural studies outside 
Japan, held at the University of East Anglia and 
the Norwich Cathedral Hostry in July 2017. This 
conference marked the 10th anniversary of the 
Postgraduate Workshop in Japanese Art History 
(PWJAH), and brought together many of the 
participants in the 2006 event. The network of 
young scholars established at PWJAH has gone 
from strength to strength: many are now in key 
positions in museums and other institutions in 
Japan, Europe and America. 
 The presentations at the conference, co-
organised by the Institute and the Centre for 
Japanese Studies, UEA in collaboration with the 
Global Exchange Organisation for Research and 
Education, Gakushuin University and supported by 
the Toshiba International Foundation, the Japan 
Foundation, the Great Britain Sasakawa Foundation 
and the Kajima Foundation for the Arts, produced 
some very lively discussion, in particular on the last 
day. We were particularly honoured to have a talk 
by Princess Akiko of Mikasa on her current research 
into the art and heritage of traditional Japanese 
sweets (wagashi) and her outreach activities 
engaging with children, and to have Ambassador 
Seiichi Kondo, former Commissioner of the Agency 
for Cultural Affairs, now working to promote 
traditional Japanese art crafts (dentō kōgei). 

ART & CULTURAL 
RESOURCES

JAPANESE CULTURAL STUDIES 
OUTSIDE OF JAPAN: ITS CURRENT 
STATUS AND FUTURE PERSPECTIVES

In collaboration with the Centre for Japanese 
Studies, UEA and the Global Exchange Organisation 
for Research and Education, Gakushuin University, 
the Institute held an international conference 
on 12-14 July 2017 in Norwich, titled ‘Japanese 
Cultural Studies Outside of Japan: Its current 
status and future perspectives’. The aim of the 
conference was to identify challenges faced by 
higher education institutions primarily in Europe 
and the United States in the teaching and research 
of Japanese cultural studies, as well as the issues 
faced by museums with Japanese collections; 
to identify and discuss the possible solutions 
that might be provided by governments, cultural 
institutions and individuals; and to provide a 
networking opportunity for the 40 academics and 
curators who were the conference participants. 
Professor Masatomo Kawai, Director of Chiba City 
Museum of Art, and Professor Nicole Rousmaniere, 
Research Director of the Sainsbury Institute, 
delivered the keynote lectures. Panellists included 
Professor Toshio Watanabe of the Institute and 
professor at UEA, and Professor Arata Shimao of 
the Gakushuin University.  

The conference on Japanese Cultural Studies Outside of 
Japan brought together some of the leading figures in 
the field to Norwich. Over three days, the participants 
discussed, explored and exchanged frank opinions on some 
of the existing challenges and future opportunities in the 
area of Japanese Studies.
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美術・文化資源分野における本年度の主要な事業は、2017
年 7 月、3 日間にわたって、イースト・アングリア大学と
ノリッチ大聖堂講堂を会場に、海外における日本文化研
究の現状と将来に関して議論した国際会議でした。この
学会は、研究所が中心となりイギリスで行われた 2006 年
日本美術史専攻大学院生ワークショップ（Postgraduate 
Workshop in Japanese Art History、略称 PWJAH）の 10 周
年を機に企画されたもので、PWJAH 参加者の多くが再びノ
リッチに集いました。PWJAH 参加当時大学院生だった若手
研究者達は、それぞれの分野で功績を挙げ、その多くは現
在、日本、ヨーロッパ、アメリカの研究機関や博物館の要
職に就いています。
　イースト・アングリア大学日本学研究センターと学習院
大学国際センターとの共同企画により、東芝国際交流財団、
国際交流基金、グレイトブリテン・ササカワ財団、鹿島美
術財団からの助成を得て実現したこの学会では、数々の発
表の後、活発な議論が行われました。また、三笠宮彬子女
王より和菓子の芸術性と伝統に関するご研究と今の子供達
にその日本の伝統文化を伝えていく、ご自身のアウトリー
チ活動に関してご発表いただき、近藤誠一前文化庁長官に
も現在準備中の日本伝統工芸品の保存修復及び教育機関設
立プロジェクトについてご講演いただきました。

美術・文化資源

海外における日本文化研究とその展望

2017 年７月 12 日から 14 日にかけて国際学会「海外にお
ける日本文化研究とその展望」を開催しました。本学会は、
欧米の高等教育機関が直面している日本文化研究分野での
教育指導ならびに研究における課題、さらに日本コレク
ションを所蔵する博物館が抱える問題点を明らかにし、政
府・文化機関や個人が提案できる解決策を探るとともに、
学会に参加した約 40 名の研究者と博物館キュレーターを
結びつけるネットワークの提供を目指しました。河合正朝
氏（千葉市美術館長）と研究担当所長ニコル・ルマニエー
ルが基調講演を行い、パネリストとして渡辺俊夫（研究所
及び UEA 教授）と島尾新氏（学習院大学教授）らが参加し
ました。学会はイースト・アングリア大学日本学研究セン
ターと学習院大学国際センターとの共同企画により、東芝
国際交流財団、国際交流基金、グレイトブリテン・ササカ
ワ財団、鹿島美術財団からの助成を得て実現しました。
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2016-17 was another busy year for the Centre 
for Archaeology and Heritage, with numerous 
lectures, conferences, archaeological visitors and 
research projects: some highlights are presented 
below. In February 2017 we welcomed our 
second Winter Programme in British Archaeology 
and Cultural Heritage, organised in conjunction 
with the Faculty of Letters at the University of 
Tokyo, bringing together Japanese and European 
humanities undergraduates in an innovative and 
intensive two-week introduction to some of the 
best of British archaeological heritage. In the 
autumn, Luke Edgington-Brown submitted his 
PhD on William Gowland, the pioneering British 
archaeologist of Japan, funded through an AHRC 
Collaborative Doctoral Award between UEA and 
the British Museum, and part of a broader ongoing 
project on the archaeology of the Kofun period. 
Luke continued his research at Kyoto Prefectural 
University as a Japan Society for the Promotion of 
Science Fellow.

OKINOSHIMA
Since 2010, Dr Simon Kaner has been a member of 
the International Expert Panel for the nomination 
of the sacred island of Okinoshima and associated 
sites in the Munakata region of northern Kyushu 
as UNESCO World Heritage. Now part of the 
Munakata Grand Shrine complex, Okinoshima was 
the focus of ritual practices closely associated with 
the establishment of the first state-level societies 
in the Japanese archipelago from the fourth to the 
ninth centuries AD. Dr Kaner attended the forty-first 
meeting of the UNESCO World Heritage Committee 
in July in Cracow, Poland, where Okinoshima was 
successfully inscribed on the World Heritage List. In 
May, he visited the Munakata region with Professor 
David Richardson, Chair of the Management 
Board, and met with Head Priest Ashizu and other 

ARCHAEOLOGY 
AND CULTURAL
HERITAGE

考古・文化遺産学センターは講演、学会、研究プロジェク
トを主催し、多くの考古学研究者を受け入れるなど、2016-
17 年度もまた多忙な一年となりました。活動のハイライト
を本報告書で紹介します。2017 年２月に開催した第二回東
京大学文学部冬期特別プログラムでは、日欧で人文科学を
専攻する大学生が二週間にわたり英国の考古遺産について
学びました。また、研究所に所属するルーク・エジントン
= ブラウンは、同年秋にイースト・アングリア大学に博士
論文を提出しました。論文は、日本古墳時代の長期的研究
をベースに、日本考古学の父と呼ばれる英国人考古学者ウ
イリアム・ガウランドに関する研究を論じています。この
研究には、貴重なガウランドコレクションを有する大英博
物館とイースト・アングリア大学を通して、芸術・人文学
研究協議会 (AHRC) の博士課程奨学金制度から助成を受け
ました。論文提出後、ルーク・エジントン = ブラウンは、
日本学術振興会の奨学生として京都府立大学に在籍し研究
を続けました。

沖ノ島
サイモン・ケイナーは、2010 年以来『神宿る島』宗像・沖
ノ島と関連遺産群の世界遺産登録にむけた国際専門家会議
メンバーの一員を務めてきました。宗像大社の御神体島で
ある沖ノ島は、４−９世紀にかけて日本列島に現れた国家
形成と深く関係する祭祀儀式の中心地でした。2017 年 7 月
にポーランドの都市クラクフで開催された第 41 回世界遺
産委員会クラクフ会議で、沖ノ島と関連遺産群が世界遺産
に登録されました。世界遺産登録に先駆け、ケイナーとセ
インズベリー日本藝術研究所理事長のリチャードソン教授
が宗像地域を訪れ、宗像大社宮司と代表者に面会する機会
を得ました。現在ケイナーは、沖ノ島と世界遺産登録につ
いての著書を執筆しています。

ORJACH： 
日本考古・文化遺産オンライン教材

ORJACH は、日立ヨーロッパ社と日立ソリューションズ　
ヨーロッパ社の助成金を得て考古・文化遺産学センター
が開発した、日本考古学・文化遺産オンライン教材です
(ORJACH)。センターが 2017 年に提供した英国各地での特

考古学と文化遺産学
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別授業や、同年 6 月にイースト・アングリア大学で開催し
たイベント「ディスカバー・ジャパン・デー」で 500 人の
学生を対象にした日本に関する講義など、教育事業でも広
く活用されています。

総合地球環境学研究所・小規模経済 
プロジェクト
総合地球環境学研究所（京都）との協力関係を継続し、カ
リフォルニア大学バークレー校の羽生淳子教授率いる小規
模経済プロジェクトに参加しています。

島根と Japan-Insights
ケイナーは 2017 年の冬に、神話の舞台出雲国として知ら
れ、出雲大社の故郷である島根県を訪問しました。滞在中、
最高級の日本刀を生み出した鋼の製造地奥出雲のたたら製
鉄炉、中世から江戸にかけて大量の銀が採掘された石見銀
山（ユネスコ世界遺産）、弥生時代の銅剣・銅鉾・銅鐸が
大量に出土した荒神谷遺跡などをはじめ、現地の博物館や
遺跡を見学しました。今回の見学と調査については、東芝
国際交流財団が運営するオンラインプロジェクト「Japan-
Insights」に報告を寄稿しています。

信仰の始まり
沖ノ島はシルクロードを通ってもたらされた数々の遺物が
発見されたことから、海の正倉院と呼ばれていますが、奈
良東大寺の正倉院は、そのシルクロードの最東端と言われ
ます。本年度は、日本列島と朝鮮半島に於ける仏教の受容
をテーマにした重要な研究会を実施しました。日本列島と
朝鮮半島への仏教伝来は北海周辺国でのキリスト教受容と
比較されますが、大英図書館・国際敦煌プロジェクトディ
レクター、スーザン・ウィットフィールド氏と、シルクロー
ド研究者ティム・ウイリアム氏（ロンドン大学考古学研究
所）を交えて、シルクロード終着点への世界宗教の伝来に
ついて考察しました。

グローバルな視点から
英国芸術・人文学研究協議会からの助成を得て、2017 年
1 月に新たなプロジェクト（Global Perspectives on British 
Archaeology）に着手しました。本プロジェクトは、グロー

representatives of the Munakata Grand Shrine. 
Simon is publishing a book on Okinoshima and the 
World Heritage nomination in 2018.

ORJACH
During 2017, Caroline Pathy-Barker worked as a 
special project officer at the Centre for Archaeology 
and Heritage, delivering classes based on the 
Online Resource in Japanese Archaeology and 
Heritage  (ORJACH) for schools around England. 
Caroline also gave classes as part of the Discover 
Japan Days at the University of East Anglia in June, 
which saw over 500 students from around the 
region visit the University to find out about Japan. 
ORJACH was funded by Hitachi Europe plc and 
Hitachi Solutions plc.

SMALL SCALE ECONOMIES PROJECT
Dr Kaner continued his association with the 
Research Institute for Humanity and Nature 
(RIHN) in Kyoto, spending some of the winter with 
the Small Scale Economies project based there, 
a project led by Professor Habu Junko of the 
University of California, Berkeley. 

SHIMANE AND JAPAN-INSIGHTS
During his stay in Kyoto, Dr Kaner was invited to 
spend a week in Shimane prefecture, important 
in ancient times as the province of Izumo, and 
home to the second most important Shinto shrine 
in Japan, the Izumo Grand Shrine. The visit began 
with a privileged visit to the tatara steel furnaces 
in Oku-Izumo, steel from which is used to make 
high quality Japanese swords. He also visited Iwami 
Ginzan, the UNESCO World Heritage site that 
produced an immense quantity of silver during 
the Medieval and Edo periods, and a number of 
museums and archaeological sites, including at 
Kojindani where an unprecedented cache of bronze 
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spears and bells dating to the Yayoi period, around 
2000 years ago, was discovered. Dr Kaner wrote up 
his visit for a new online resource, Japan Insights, 
being developed by the Toshiba International 
Foundation.

ARRIVAL OF BELIEF
In Japan, the eastern terminus of the Silk Road is 
considered to be the Shosoin, the eighth-century 
imperial treasury at Todaiji temple in Nara. 
Okinoshima is often called the Shosoin of the 
Sea because of the rich discoveries of artefacts 
from along the Silk Road on the island. 2017 saw 
the inception of a major new research project, 
examining the adoption of Buddhism in Japan 
and Korea, often comparing it to the adoption of 
Christianity in countries around the North Sea – 
the arrival of world religions at the extremities of 
the Silk Roads. A workshop was held with Dr Susan 
Whitfield, Director of the International Dunhuang 
Project at the British Library, and Dr Tim Williams, 
Reader in Silk Road Studies at the Institute of 
Archaeology, University College London. 

GLOBAL PERSPECTIVES
In January 2017 the Sainsbury Institute embarked 
on a major new project funded by the UK Arts 
and Humanities Research Council. Entitled Global 
Perspectives on British Archaeology, the project 
explored the international significance of six 
important East Anglian archaeological sites and 
compared them with six counterparts in Japan, 
and a further six from other parts of the world. 
The project was led by Prof. Simon Kaner, with 
Dr Sam Nixon, our Senior Research Associate 
at the Institute, as Co-Investigator. Associated 
events over the course of the summer included 

バルな視点から英国考古学を考察するという主題のもと、
イースト・アングリア地方の六遺跡を日本と世界の各六遺
跡と比較研究し、その国際的重要性を検証するものです。
サイモン・ケイナー主導のもと、サム・ニクソン上席研究
員が共同研究者として参加しました。同年夏には、100 万
年前の人類の足跡が発見されたノーフォーク州北部海岸に
て文化遺産オープンデーや、ノリッチ城での英国考古学
フェスティバル、石器時代のフリント採鉱場グライムスグ
レイブズでのフリント祭など数々のイベントを企画し、特
に人目を引く「Archaeoglobe（考古地球儀）」の展示が人
気を呼びました。プロジェクトには大英博物館、ソラス・
ヘリテージ、ノーフォーク州議会を含め、英国内外の機関・
個人から幅広い協力を得ました。詳細は本プロジェクト
HP で紹介しています。 

縄文火焔土器とハンダ日本考古学フェロー
2017 年 9 月にロンドンの日本大使館において縄文火焔土
器特別展を企画・開催しました。本展はセインズベリー日
本藝術研究所が数年来参加している、信濃川流域の縄文考
古学研究に関連した企画展です。信濃川流域は縄文時代に
多くの火焔土器がつくられた地域です。このたび大英博物
館が新潟県長岡市から 5000 年前につくられた火焔土器を
長期借り入れすることになり、それに先駆けて大使館での
展示を企画しました。研究所第六期ハンダ日本考古学フェ
ロー・吉田泰幸氏（金沢大学・国際文化資源学研究センター）
が、長岡市立科学博物館、新潟県立歴史博物館とともに展
示を担当しました。

初期の土器プロジェクト
ヨーク大学のオリバー・クレイグ教授が率いる、英国芸術・
人文学研究協議会助成プロジェクト「東アジア土器の革新
と発展」が本年度で終了しました。本プロジェクトでは、
世界最古の土器のひとつである縄文土器が、最古の魚の出
汁をとる用途で使われたという、驚くべき事実が明らかに
なりました。2017 年 3 月にはプロジェクト最終報告会議が
開催され、サイモン・ケイナーと庄田慎矢客員研究員が出
席しました。
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a Heritage Open Day on a North Norfolk beach 
where human footprints from nearly a million 
years ago were discovered, the Festival of British 
Archaeology at Norwich Castle Museum and 
the Flint Festival at Grimes Graves Neolithic flint 
mines, where the distinctive ‘Archaeoglobe’ 
exhibit was a great success. The project involved 
extensive collaborations with regional, national 
and international partners, including the British 
Museum, Soluis Heritage and Norfolk County 
Council. Full details are on the project website at 
www.global-britisharchaeology.org 

FLAME POTS AND OUR HANDA 
JAPANESE ARCHAEOLOGY FELLOW
In September the Sainsbury Institute organised 
a special exhibition at the Embassy of Japan in 
the UK entitled ‘Flame Pots in London’. Relating 
to our ongoing research into the archaeology of 
the Jomon period along the Shinano River, where 
Flame pots were made, the exhibition marked the 
start of a long-term loan from the city of Nagaoka, 
Niigata prefecture, to the British Museum, of four 
5000-year old Flame pots. Dr Yoshida Yasuyuki, our 
sixth Handa Japanese Archaeology Fellow, worked 
on the exhibition with colleagues from the Nagaoka 
Municipal Science Museum and the Niigata 
Prefectural Museum of History, before returning 
to Kanazawa University to resume his post leading 
their programme in Cultural Resource Studies.

EARLY POTTERY PROJECT
Among the results concluded by an AHRC-
funded project led by Professor Oliver Craig at 
the University of York titled ‘The innovation and 
development of pottery in East Asia’ was the 
revelation that the oldest Jomon pots (among the 
most ancient ceramics in the world) were used in 
particular to boil up the oldest known fish stock. 
As a member of the project, Dr Kaner took part in 
the closing conference in March, along with our 
Research Associate, Dr Shoda Shinya from the Nara 
National Research Institute for Cultural Properties.

Prof. Simon Kaner (opposite page); Gold leaf sealed 
Jomon period mizusashi water storage; Professor Nicole 
Coolidge Rousmaniere at the Sainsbury Centre for Visual 
Art (this page)
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During the academic year 2016-17, the Sainsbury 
Institute carried out a number of significant 
projects in this field both in the UK and in Japan. 

TOKYO FUTURES: 1868-2020

The second stage of the research-led outreach 
project ‘Tokyo Futures; 1868-2020’ developed into 
an international symposium held on 22 October 
2016 at the Meiji Jingu Shrine in Tokyo entitled ‘City 
of Symbiosis’. In collaboration with our research 
partners, the Meiji Jingu Intercultural Research 
Institute and the Research Centre for TrAIN, 
University of the Arts London, this symposium 
followed up last year’s lecture series held in six 
segments all looking into the past and future 
identity of Tokyo. 
 The first part of the event consisted of two 
keynote lectures, the first one titled ‘The Adaptable 
City: Designing for Uncertainty’ by Professor 
Jeremy Till, Head of Central Saint Martins and 
Pro-Vice-Chancellor of the University of the Arts 
London (UAL). The second, titled ‘Tokyo Futures: 
Symbiosis between Low and High’, was presented 
by Professor Ken Tadashi Oshima of the University 
of Washington. The second part of the event was 
a panel discussion moderated by Professor Toshio 
Watanabe, representing both the Institute and 
UAL. The panellists were further keynote lecturers, 
a prominent sculptor Kohei Nawa and Professor 
Izumi Kuroishi from Aoyama Gakuin University. The 
event provided an excellent opportunity to revisit 
the history of the Olympic Games in Tokyo, and the 
significance and impact of festivities on cities and 
their surrounding communities. 

JAPANESE 
CONTEMPORARY 
VISUAL MEDIA

TOSHIBA LECTURES ON JAPANESE 
ARTS AND SCIENCE
BOTANIC JAPAN:  
VISUALISING SCIENCE

The last of our series of Toshiba Lectures on 
Japanese Arts and Science, ‘Botanic Japan: 
Visualising Science’, was held in collaboration 
with the Royal Botanic Gardens, Kew. This lecture 
series, examining the symbiosis between botany 
and illustration, was choreographed around 
Ms Yamanaka Masumi, who is one of the three 
distinguished botanical illustrators who work at 
Kew Gardens. Three lectures were held during 
November 2016, at Kew Gardens, the British 
Museum and the Norwich Cathedral Hostry. At 
the first lecture, Ms Yamanaka shared the podium 
with Dr Nicholas Hind for a lecture titled ‘Botany 
and Scientific Illustrations’. The second lecture was 
delivered jointly by Ms Yamanaka and Dr Mark 
Nesbitt on ‘The Japanese Collection at Kew’. For 
the third and final lecture, ‘Flora Botanica’, Ms 
Yamanaka spoke about her career as a botanical 
illustrator in the UK as well as the exhibition 
(‘Flora Botanica’) which she curated and which 
was currently showing at Kew Gardens. This 
lecture series wove together art and science with 
rich accounts on the close connections between 
the UK and Japan in the field of botany from the 
nineteenth century to the present.
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YOUNG GENERATIONS IN JAPAN 
AND EUROPE: CRISIS, MOBILITY AND 
CREATIVITY

A collaborative one-day conference with Chuo 
University on ‘Young Generations in Japan and 
Europe: Crisis, Mobility and Creativity’ took 
place on 4 November 2016 at the Writers’ 
Centre in Norwich. The morning began with 
the distinguished sociologist Yamada Masahiro, 
renowned for creating numerous catchphrases 
about young people in Japan and a professor at 
Chuo University, delivering a keynote lecture on 
recent trends in social relationships. It continued 
with discussions on ways in which young people are 
increasingly finding solutions to problems posed 
by Japan’s social, economic and demographic 
crises through mobility, migration (urban to rural, 
as well as transnational) and new forms of social 
engagement. Japanese artists currently resident in 
the UK then joined the sociologists to describe their 
own experiences and the idea of a transnational 
Japanese arts diaspora. This was a unique 
occasion for SISJAC to combine the study of arts 
with contemporary social issues in Japan. It was 
organised with the assistance of Professor Adrian 
Favell, Professorial Academic Associate at SISJAC 
and Professor of Sociology at Leeds University.

Professor Masatomo Kawai speaking at conference on 
the Japanese Cultural Studies Outside of Japan: Its current 
status and future perspectives (top); Professor Adrian 
Favell opening the Young Generations in Japan and the 
Europe workshop (middle); Yoko Yamada and Mizutori 
Mami, former Executive Director of the Sainsbury Institute 
at the Japanese Cultural Studies conference. 
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堂で実施され、キュー植物園の公式アーティスト山中麻須
美氏らが植物学と植物図の関係性を紹介しました。
第一回の講演では、山中氏とニコラス・ハインド氏（王立
キュー植物園）が「植物学と科学的調査に基づくイラスト」
について発表し、第二回は山中氏とマーク・ネスビット氏

（王立キュー植物園）による「キュー植物園所蔵日本コレ
クション」に関する講演でした。最終講演では、山中氏が
植物画家としての自身の経歴に加え、企画を担当した展覧
会「Flora Botanica 」について語りました。19 世紀から今
日にいたる植物学分野にみる日英交流を豊富な事例で説明
し、芸術と科学を紡いだ講演シリーズとなりました。

日本とヨーロッパの若者世代

2016 年 11 月４日にノリッチにおいて、中央大学との共同
国際会議「日本とヨーロッパの若者世代：危機からの脱却—
可動性と創造性」を開催しました。若者の現象に関する数
多くの造語を考案してきた社会学者・山田昌弘氏（中央大
学教授）による基調講演に続き、日本の若者が移住や新た
な社会との関わりを通して、直面する社会・経済・人口問
題への解決策を見出している現象について議論を交わしま
した。英国で活動する日本人アーティスト達も参加し、自
らの経験や国境を越える日本美術について語りました。現
代日本が抱える社会問題と芸術研究を同時に扱ったこの学
会は、セインズベリー日本藝術研究所にとって特別な機会
となりました。この会議は研究所上級客員教授のエイドリ
アン・ファヴェル氏（リーズ大学教授）の協力により実現
しました。

現代視覚メディア

研究所は日本の現代視覚メディアの分野においても、日英
両国でプロジェクトを進めています。

東京—未来への歴史 1868-2020 

2016 年 10 月 22 日に明治神宮にて国際シンポジウム「共
生する都市は可能か？」を開催しました。明治神宮国際神
道文化研究所及びロンドン芸術大学トランスナショナル・
アート研究所（TrAIN）と共催したこのシンポジウムは、未
来の東京のアイデンティティーを検討した日英連続講演会
シリーズから発展したもので「東京—未来への歴史 1868-
2020」プロジェクトの第二ステージとなります。
　ジェレミー・ティル氏（ロンドン芸術大学セントラル・
セント・マーティンズ・カレッジ学長）とケン・タダシ・
オオシマ氏（ワシントン大学教授）による基調講演に続き、
渡辺俊夫（研究所及びロンドン芸術大学教授）がモデレー
ターを務め、パネル討論会を行いました。討論会には基調
講演者に加え、現代彫刻家・名和晃平氏と黒石いずみ氏（青
山学院大学教授）が参加し、東京オリンピックの歴史を顧
み、都市と周辺地域で行う祝祭行事の重要性やその影響に
ついて再考しました。

日本芸術・科学東芝レクチャー
BOTANIC JAPAN: VISUALISING SCIENCE

本レクチャーシリーズの最終講演会は「Botanic Japan: 
Visualising Science」と題し、英国王立キュー植物園の協力
を得て 2016 年 11 月に開催されました。三回の講演はそれ
ぞれ、王立キュー植物園、大英博物館、ノリッチ大聖堂講
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LISA SAINSBURY 
LIBRARY

The Lisa Sainsbury Library, located at the Norwich 
headquarters of the Institute, holds books, 
journals, exhibition catalogues, slides, prints, 
maps and other materials relating to all aspects 
of Japanese arts and cultures. Its collections 
include general introductory works and key 
reference materials in English and Japanese. Its 
study collections support research by staff and 
students in Japanese applied arts and ceramics, 
archaeology, material culture and trade, cultural 
heritage and architecture, as well as East Asian 
cultural history, archaeology and art history. These 
collections rank among the best in Europe in 
their fields, and they complement other existing 
Japanese collections in the UK. The Library 
catalogue is fully accessible online through the 
Institute’s website, as is the database of high-
resolution images of the Cortazzi Collection of 
early Japanese maps and ukiyo-e, created in 
conjunction with the Art Research Center at 
Ritsumeikan University. 
 Our Librarian, Akira Hirano, is actively engaged 
in networking with libraries related to Japanese 
studies throughout the UK and Europe and is 
also Honorary Librarian of the Japanese Section, 
Department of Asia at the British Museum. 
We are pleased to be continuing our exchange 
programme with Keio University Media Centre and 
we welcomed our fifth librarian, Shibata Yukiko, 
from Keio University, who was seconded to the 
Sainsbury Institute in the autumn of 2016.
 A list of library donors can be found on our 
website.

リサ・セインズベリー圖書館

研究所に併設されたリサ・セインズベリー圖書館は、書籍、
雑誌、展覧会図録、スライド、版画、地図、その他の資料
など、日本の芸術・文化のほぼ全ての領域にわたる蔵書を
収蔵しています。資料は、入門書や日英両語の主要参考書
のような基礎レベルの一般用書籍から、日本の美術・工芸、
考古学、物質文化・交易、文化遺産、建築関連をはじめと
して、 東アジアの文化史、考古学、美術史などの分野も含
めて、研究所の研究員やフェローによる学術研究に必要な
高度な研究用書籍までを含む幅広い内容です。リサ・セイ
ンズベリー圖書館の蔵書は欧州屈指の日本美術・文化関連
の学術資源であり、英国内の他の図書館が所有する日本関
連の一般的蔵書を補強する役割を果たしています。図書館
目録は研究所のホームページを通してすべて検索可能で
す。さらにコータッツィ日本古地図・浮世絵コレクション
の高画質データベースも、立命館大学アートリサーチセン
ターの協力を得て、検索が可能となっています。
　司書の平野明は、日本関連資料を収蔵する在英・欧図書
館とのネットワークを積極的に広げており、大英博物館ア
ジア部日本セクションの名誉司書を務めています。継続中
の慶應義塾大学三田メディアセンターとの交換プログラム
では、2016 年秋に 5 人目となる柴田由紀子氏を受け入れ
ました。
　図書寄贈者一覧は研究所のホームページにて紹介してい
ます。

The Lisa Sainsbury Library is a specialist library with a 
collection that ranks among the best in Europe in the field. 
The Library supports scholars and students of Japanese 
visual culture.
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フェローシップ制度

セインズベリー研究所は、これまでも高い評価を得ている
様々なフェローシップ制度を運営しています。フェローに
選ばれた研究者は、日本美術、現代視覚メディアや考古学
の分野における各自の研究調査や執筆活動を行う一方で、
本研究所の研究活動への貢献として講演、ワークショップ
の企画、開催にも携わります。これまでのフェローの大半
は、現在、各々の専門分野における教育、研究、出版活動
に携わり、世界各地で重要な業績をおさめています。

ロバート＆リサ・セインズベリー・フェロー
シップ制度

本フェローシップ制度は、セインズベリー・オブ・タービ
ル卿の寛大な資金援助を得て 2000 年に設立されました。
フェローには専門研究に関する著作の執筆・出版を可能と
する研究環境が提供されます。
　専門は美術史、文化遺産、考古学、建築学分野が優先さ
れますが、日本文化全般の研究に携わる博士課程修了者を
対象に、半年か一年の期間にわたり授与されます。フェロー
にはノリッチの研究所本部内に研究室が提供されます。

ロバート＆リサ・セインズベリー・フェロー
(2015—2016 年度 )

ラウリ・キツニック
ケンブリッジ大学博士課程修了

ラウリ・キツニックは映画史研究を専門分野としています。
博士論文は映画シナリオ論を中心に、今までの日本映画史
はシナリオを除外し、著作者としての脚本家の役割を軽視
してきたと論じています。観客はほぼ同時期に映画を観て
その脚本を読む事ができる、つまり映像と文字という異な
る媒体を通して一つの「テキスト」を鑑賞することができ
たにも関わらず、このような現象が生じています。制作数・
観客動員数がともに最盛期に達し、映画が急成長する中流
階級の娯楽として人気を独占した 1950 年代の日本映画黄
金時代を再考察するにあたって、「シナリオ文化」が示唆
することは極めて肝要です。
　研究テーマの一つとして映画化にも取り組んでいます。
映画化についての研究は文章の比較分析という領域にと
どまっており、制作や反応といった点にはそれほど注意
が払われていませんでした。論考「薫を見つめて：映画

『伊豆の踊り子』における主役のイメージ」（『Journal of 
Japanese and Korean Cinema』に掲載）では、脚色家と主

FELLOWSHIPS

The Sainsbury Institute is proud of its well-
established research fellowship programme. 
Scholars who become our Fellows have the 
opportunity to work on their own research and 
publication programmes in the fields of Japanese 
arts, contemporary visual media and archaeology, 
as well as delivering public lectures and organising 
workshops at the Institute, adding considerably to 
the Institute’s research culture. All of our Fellows 
have gone on to make landmark contributions in 
their fields, with excellent teaching careers and 
acclaimed publications.

ROBERT AND LISA SAINSBURY 
FELLOWSHIPS 

Established in 2000 through the generous funding 
of Lord Sainsbury of Turville, these fellowships 
provide recipients with the opportunity to work in 
a scholarly environment conducive to completing a 
publication project. 
 The Institute offers several Fellowships of 
either six months or one year, to scholars who 
have received a PhD in any area of Japanese 
culture, although preference is given to 
applications focusing on the history of art, cultural 
heritage, archaeology or architecture. Fellows are 
given office space at the Norwich headquarters. 

ROBERT AND LISA SAINSBURY 
FELLOWS 2016-17

LAURI KITSNIK
PhD, Cambridge
Lauri Kitsnik is a film historian who obtained his 
PhD from the University of Cambridge in 2016. His 
dissertation focused on discourses surrounding 
film scenarios, arguing that the historiographies 
of Japanese film have hitherto all but excluded 
the issue of screenwriting and downplayed 
the role of the scriptwriter as an alternative 
authorial position. This is while the simultaneous 
availability of films and their complete scripts 
encouraged spectators to experience the same 
‘text’ via different media, textual and visual. The 
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implications arising from this ‘scenario culture’ 
are especially crucial for reconsidering the Golden 
Age of Japanese cinema of the 1950s when both 
the number of produced films and audience 
attendance reached their historical peak, marking 
a period when cinema was the predominant form 
of popular entertainment for an emerging middle 
class.
 Dr Kitsnik’s research interests in scriptwriting 
included the issue of film adaptation, which has 
often remained in the relatively safe confines of a 
comparative textual analysis, with less attention 
to various production and reception contexts. 
His article, ‘Gazing at Kaoru: Star image in film 
adaptations of “The Dancing Girl of Izu”’ (Journal 
of Japanese and Korean Cinema) examined the 
agency of both the adapter and the film star. This 
concern for a balanced consideration of different 
roles in cinema is reflected in his project on the 
life and work of the prolific Japanese scriptwriter, 
seminal independent director and film historian 
Shindo Kaneto. Dr Kitsnik is interested in rethinking 
the 1950s Golden Age of Japanese cinema through 
the work of filmmakers hitherto underrepresented 
in scholarship; this was addressed in an 
international symposium organised at the 
Sainsbury Institute in spring 2017.

SIMON TURNER
PhD, Birkbeck College, University of London
Simon Turner is a Cultural Studies scholar with an 
interest in Japanese Studies, and particularly in 
transcultural flows of Japanese popular culture. 
His primary research interests are global Boys’ 
Love manga fandom, online communities, popular 

役の働きについて探究しました。映画に関わる様々な役割
を考察するという姿勢を持ち、脚本家としても多くの作品
を手掛けた新藤兼人監督の生涯と作品についても研究して
います。また、これまでほとんど研究対象にならなかった
映画制作者の作品を通して、日本映画の黄金時代を再考察
する研究も進めていく予定です。2017 年春、研究所で開
催した国際シンポジウムでも、この研究テーマに取り組み
ました。

サイモン・ターナー
ロンドン大学バークベックカレッジ博士課程修了

サイモン・ターナーは、文化圏を超える日本のポピュラー
カルチャーに関心を持ち、世界各地に広がるボーイズラ
ブ漫画ファン、ネットコミュニティー、ポピュラーカル
チャー、ファンの世界や、ジェンダー、セクシュアリティ、
クイア理論などを主な研究テーマとしています。デジタル
エスノグラフィー法を活用してボーイズラブ漫画のファン
サイトを研究した博士論文は、英国日本研究協会のジョン・
クランプ奨学金を受賞しました。
　コミック研究の認知度を高め、普及を目的とするポータ
ルサイト Comic Forum  で編集者を務める傍ら、各文化圏
にまたがるボーイズラブ漫画のファンダムや、『ハンガー・
ゲーム』『トワイライト・サーガ』 (Fan Phenomena シリー
ズ、インテレクトブックス、2016) など、欧米で人気が高
いメディアテキストの東アジアでの受容をテーマにした論
文を出版しています。ボーイズラブ漫画ファンについての
最新論考が『Asian Cultural Flows: Industries, Policies, and 
Media Consumers 』 に掲載される予定です。（シュプリン
ガー出版より 2018 年に刊行予定）

Dr Simon Turner (left) and Dr Lauri Kitsnik (right) were our Robert and Lisa Sainsbury Fellows, 2016-2017 
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culture, fandom studies, as well as gender, 
sexuality, and queer theory.
 He completed his PhD at Birkbeck College at 
the University of London in Cultural Studies with a 
thesis that utilised a digital ethnographic approach 
to a Boys’ Love manga fan site. His thesis received 
The John Crump Studentship award from The 
British Association for Japanese Studies. 
 Dr Turner has published his research on 
transcultural Boys’ Love manga fandom in 
Manga-Vision (Monash University Press) and 
Asian Cultural Flows: Industries, Policies, and 
Media Consumers (Springer; forthcoming, 2018). 
He has also written on the East-Asian reception 
of Western popular media texts, for example 
The Twilight Saga, in the series Fan Phenomena 
(Intellect Books, 2016), and The Hunger Games 
series. Dr Turner is the News Review Editor of 
Comics Forum, an online portal that aims to 
increase the visibility and accessibility of comics 
scholarship.

SOTHEBY’S SENIOR SCHOLAR  
2016-17

TOKUGO UCHIDA 
Director, MOA Museum of Art
Dr Uchida is a leading art historian who specialises 
in Japanese lacquerware and art craft (kōgei). He 
is currently the Director of two museums in Japan, 
namely MOA Museum of Art, which underwent a 
refurbishment and reopened with a new gallery 
designed by Hiroshi Sugimoto in February 2017, 
and Hakone Museum of Art. He is also a Trustee of 
the Japan Kōgei Association.
 As our 2016 Sotheby’s Senior Scholar, Dr 
Uchida was in the UK to share his expertise with 
our academic staff and other scholars.

ASSOCIATED SCHOLARS
The Sainsbury Institute benefits from association 
with a number of scholars who work with the 
academic staff on specific projects.

SENIOR ADVISORS

JOHN T. CARPENTER 
Mary Griggs Burke Curator of Japanese Art, 
Metropolitan Museum of Art

サザビーズ・シニア・スカラー
2016-17 年度

内田篤呉
MOA 美術館

内田篤呉氏は工芸、特に漆芸を専門とする日本美術史研究
者です。杉本博司氏がギャラリーの設計を手掛けて 2017
年 2 月にリニューアルオープンした MOA 美術館と箱根美
術館の館長を兼任され、日本工芸会理事も務めています。
　英国では研究所アカデミックスタッフや他機関に所属す
る研究者への指導を行い、専門分野の学術知識を活かして
活動されました。

学術協力体制
研究所は顧問や客員研究員として外部の専門研究者を迎
え、彼らとの協力を通して様々なプロジェクトを実施して
います。

学術顧問

ジョン・T ・カーペンター
メトロポリタン美術館 日本美術学芸員

Dr Uchida Tokugo, Sotheby’s Senior Scholar, 2016-2017 
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TATSUO KOBAYASHI   
Professor Emeritus, Kokugakuin University

ACADEMIC ASSOCIATES
(as of June 2018)

ILONA BAUSCH
Lecturer, University of Leiden

ADRIAN FAVELL
Professor of Sociology and Social Theory,  
University of Leeds

OLIVER CRAIG 
Professor, Archaeological Science,  
University of York

RYAN HOMBERG 
Visiting Associate Professor, 
University of Tokyo 

ROBERT HELLYER 
Associate Professor, Wake Forest University

AKIRA MATSUDA 
Associate Professor, University of Tokyo

MEGHEN JONES
Assistant Professor, New York State College of 
Ceramics at Alfred University

OKI NAKAMURA
Assistant Professor, Ritsumeikan Global Innovation 
Research Organization, Ritsumeikan University

SHINYA SHODA 
Archaeologist, Nara National Research Institute for 
Cultural Properties

WERNER STEINHAUS 
Lecturer, Hiroshima University of Economics

ERIKO TOMIZAWA-KAY
Lecturer in Japanese Language, University of East 
Anglia

小林達雄
國學院大學 名誉教授

客員研究員
(2018 年 6 月現在）

イローナ・バウシュ
ライデン大学 講師
エイドリアン・ファヴェル
リーズ大学 社会学理論 教授
オリバー・クレイグ
ヨーク大学 考古科学研究 教授
ライアン・ホーンバーグ
東京大学　客員准教授
ロバート・ヘリヤー
ウェイクフォレスト大学 准教授
松田陽
東京大学 准教授
メガン・ジョーンズ
アルフレッド大学ニューヨーク州立セラミックス・カレッ
ジ 准教授
中村大
立命館大学 立命館グローバル・イノベーション機構  
助教授　
庄田慎矢
国立文化財機構奈良文化財研究所 研究員
ウェルナー・シュタインハウス
広島経済大学 客員准教授
富澤ケイ愛理子
イースト・アングリア大学 日本語講師

Dr Uchida Tokugo, Director of the MOA Museum in Atami, 
Japan, examines negoro wares in the Sainsbury Centre for 
Visual Arts collection. 
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FRIENDS 
PROGRAMME
FRIENDS OF THE SAINSBURY 
INSTITUTE

The Friends of the Sainsbury Institute scheme 
began in October 2012, offering our supporters 
exclusive access to events on Japanese arts and 
cultures. After five successful years, the scheme 
closed in July 2017. A number of events were 
organised for our Friends from August 2016 to July 
2017.

19 September 2016

A TALE OF TWO JAPANS: TEN YEARS TO PEARL 
HARBOR
Sainsbury	Institute,	Norwich	
A talk by Audrey Sansbury Talks, on her book, 
which is now published in English and Japanese, 
and tells of her family’s experience of living in 
Japan during the years that were to lead from 
Japan’s invasion of Manchuria in 1931 to the attack 
on Pearl Harbor in 1941. These years are often 
referred to in Japan as ‘the dark valley’.

13 December 2016

CURATOR’S TOUR OF THE EXHIBITION ‘MASTERS 
OF JAPANESE PHOTOGRAPHY’
Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich
A special guided tour by Monserrat Pis Marcos, 
curator of the exhibition, exploring the work of 
prominent Japanese photographers of the second 
half of the twentieth century, including Araki 
Nobuyoshi, Hosoe Eikoh and Kawada Kikuji. 

17 February 2017

NOH MASK CARVING DEMONSTRATION AND TALK
Sainsbury	Institute,	Norwich	
A rare opportunity to view a practical 
demonstration of Japanese Noh mask carving by 
second-generation master carver Kitazawa Hideta. 
As well as showing the extraordinary skill used to 
craft these distinctive masks, Kitazawa discussed 
the concepts behind them and their design. The 
event was supported by the Japan Foundation and 
the poet and playwright Jannette Cheong. 

友の会プログラム

セインズベリー日本藝術研究所友の会

セインズベリー日本藝術研究所友の会は 2012 年 10 月の
発足以来、会員を対象に日本芸術・文化に関する様々なプ
ログラムを実施してきました。友の会は５年間の活動を経
て 2017 年７月に閉会しましたが、閉会迄の一年間も多く
のイベントが企画・開催されました。
 

2016 年 9 月 19 日

二つの日本：真珠湾までの 10 年間
セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
オードリー・サンスベリー・トークス氏が、同題の著書を
もとに太平洋戦争勃発までの 10 年間を日本で過ごした自
身の家族の経験について語りました。本書は 2013 年に日
本語訳が出版されています。

2016 年 12 月 13 日

日本の傑作写真展
セインズベリー視覚芸術センター、ノリッチ
荒木経惟、細江英公、川田喜久治など、２０世紀を代表す
る日本の写真家の作品を集めた特別展の見学会と学芸員に
よるギャラリートークを行いました。

2017 年 2 月 17 日

能面：面打ち実演と講演
セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
二代目能面師・北澤秀太氏による面打ちの実演。巧みな彫
り技術の披露に加え、各々の面や型の裏に隠された概念に
ついて講演がありました。イベントは国際交流基金と詩人
で脚本家のジャネット・チョン氏の協力で実現しました。

2017 年 4 月 28 日

カーメン・ブラッカー：その人生をみつめて
セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
2016 年 11 月に故カーメン・ブラッカー博士の回顧録

『Carmen Blacker: Scholar of Japanese Religion, Myth, and 
Folklore: Writings and Reflections 』（サー ヒュー・コータッ
ツィ、ジェームス・マクムレン、メアリー = グレース・ブ
ラウニング共編、ルネッサンス・ブック）が出版されまし
た。本イベントでは、共編者であるブラウニング氏が、こ
の出版に関わるようになった経緯や、このようなプロジェ
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28 April 2017 

CARMEN ‘IN CAMERA’: 
A LOOK AT HER LIFE AS REVEALED IN HER DIARIES
Sainsbury	Institute,	Norwich	
November 2016 saw the publication of Carmen 
Blacker – Scholar of Japanese Religion, Myth, and 
Folklore: Writings and Reflections, published by 
Renaissance Books and edited by Sir Hugh Cortazzi 
with James McMullen and Mary-Grace Browning. 
In this talk, Mary-Grace Browning explained how 
and why she became involved in the project, the 
dangers and delights inherent in undertaking such 
a task, and what informed the final selection of 
entries.

27 July 2017

A RECEPTION WITH SUSHI ROLLS AND JAPANESE 
NIBBLES
Sainsbury	Institute,	Norwich	

A special reception arranged to show our 
appreciation to our supporters, as well as to reflect 
on the past, and consider future directions. Along 
with a slideshow of photos from the past Friends’ 
events, Dr Sam Nixon introduced the major project 
‘Global Perspectives on British Archaeology: an 
East Anglian model for positioning our heritage 
in international context’ which had just been 
launched.

クトにつきもののリスクと喜びなど、日記選定、編集の裏
側を語りました。

2017 年 7 月 27 日

友の会謝恩会
セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
友の会会員として研究所を支えてくれた方々と思い出を
振り返り、今後の研究所を考える機会となりました。過
去５年間の友の会イベントのスライド上映に加え、研
究所が新たに立ち上げた文化遺産プロジェクト（Global 
Perspectives on British Archaeology: an East Anglian model 
for positioning our heritage in an international context、考
古学・文化遺産セクション参照）についてサム・ニクソン
研究員が紹介しました。

A Noh mask carved by Kitazawa Hidetada (top); Each month 
we hold the Third Thursday Lecture series. Specialists in the 
field of Japanese arts and cultures present an hour long 
lecture to an enthusiastic and dedicated audience (bottom).
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LECTURES AND 
WORKSHOPS

28 August – 2 September 2016 

EIGHTH WORLD ARCHAEOLOGICAL CONGRESS
Kyoto
The Sainsbury Institute was delighted to be able 
to support WAC-8 Kyoto through our heritage 
and archaeology networks, as well as to sponsor 
a special session on ‘The Global Impact and 
Significance of Major Archaeological Projects’, 
and to organise another session on ‘Global 
Perspectives on Religious Heritage’. The Institute’s 
Handa Archaeology Fellow, Dr Yoshida Yasuyuki, 
co-organised the session ‘Beads and Jade: 
Transnational Archaeology in Asia’ and presented 
a paper ‘The Background of Diffusion of Jade 
Manufacturing Technique’. Read more.

3 September 2016  

Lecture
GLOBAL ARCHAEOLOGY
Lecture	Hall,	Nara	National	Research	Institute	for	
Cultural	Properties
Speakers were Dr Simon Kaner, Sainsbury Institute 
for the Study of Japanese Arts and Cultures; Dr 
Miljana Radivojević, University of Cambridge; and 
Dr Shoda Shinya, Nara National Research Institute 
for Cultural Properties.
 Organised by the Nara National Research 
Institute for Cultural Properties and Sainsbury 
Institute for the Study of Japanese Arts and 
Cultures. Read more.

22 October 2016 

International Symposium
TOKYO FUTURES, 1868-2020: CITY OF SYMBIOSIS?
Meiji Jingu Sanshuden, Tokyo
Lectures by Professor Jeremy Till, Head of Central 
Saint Martins and Pro-Vice-Chancellor of University 
of the Arts London; Professor Ken Tadashi Oshima, 
University of Washington; chaired by Professor 
Watanabe Toshio, TrAIN, University of the Arts 
London and the Sainsbury Institute for the Study of 
Japanese Arts and Cultures.

講演及びワークショップ

2016 年 8 月 28 日—9 月 2 日

世界考古学会議　京都大会
研究所は、その文化遺産・考古学分野のネットワークを活
用して世界考古学会議第八回京都大会を支援しました。主
要な考古学プロジェクトが地球規模でもたらす効果とその
意義をテーマとした研究会の主催に加え、宗教遺産をめぐ
る研究会を実施しました。また、吉田泰幸氏（ハンダ日本
考古学フェロー）がビーズと翡翠を中心にアジア地域の考
古学を考察する研究会を共同企画し、「翡翠加工技術が拡
散した背景」と題する論文を発表しました。詳しくはこち
ら。

2016 年 9 月 3 日

講演
地球考古学
講演者：サイモン・ケイナー （セインズベリー日本藝術研
究所）、ミリヤナ・ラディヴォエヴィック（ケンブリッジ
大学）、庄田慎矢 （国立文化財機構奈良文化財研究所）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主催：奈良文化財研究所・セインズベリー日本藝術研究所
会場：奈良文化財研究所講堂
詳しくはこちら。

2016 年 10 月 22 日

国際シンポジウム
東京—未来への歴史 1868-2020：共生する都市は可能
か？
講演者：ジェレミー・ティル（ロンドン芸術大学セントラ
ル・セント・マーティンズ・カレッジ学長）、ケン・タダシ・
オオシマ（ワシントン大学教授）　　　　　　　　　　　
　　
司会：渡辺俊夫（セインズベリー日本藝術研究所、ロンド
ン芸術大学教授）
主催：セインズベリー日本藝術研究所、明治神宮国際神道
文化研究所、ロンドン芸術大学トランスナショナル・アー
ト研究所（TrAIN）、青山学院大学
後援：東芝国際交流財団
会場：明治神宮参集殿
詳しくはこちら。
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 Co-organised by the Sainsbury Institute for 
the Study of Japanese Arts and Cultures, the 
Meiji Jingu Intercultural Research Institute, and 
TrAIN, University of the Arts London with Aoyama 
Gakuin University, and supported by the Toshiba 
International Foundation. Read more.

4 November 2016  

International Workshop
YOUNG GENERATIONS IN JAPAN AND EUROPE: 
CRISIS, MOBILITY AND CREATIVITY
The Writers’ Centre, Norwich
A one-day conference exploring the subject of 
Japanese youth from a sociological perspective 
– more specifically, the manner in which the 
younger generations are responding, in many 
cases creatively, to the crises posed by post-Bubble 
Japan.
Keynote lecture by Yamada Masahiro, Professor 
of Sociology, Chuo University; chaired by Adrian 
Favell, Professor of Sociology, University of Leeds 
and the Sainsbury Institute for the Study of 
Japanese Arts and Cultures. Read more.

6 February 2017 

East Asian Studies Seminar Series 
SCREENWRITER: DIRECTOR’S WIFE OR FILM’S 
AUTHOR? TEXTUALITY, SPACE AND GENDER IN 
JAPANESE CINEMA
University	of	Cambridge
A lecture given by Dr Lauri Kitsnik, Sainsbury 
Institute for the Study of Japanese Arts and 
Cultures. Read more.

27 February 2017 

Publication Launch
JAPAN NOW: LAUNCH OF THE KESHIKI SERIES
Norwich Cathedral Hostry
An event that included readings of contemporary 
Japanese writing, and explanations on how the 
KESHIKI series was created, from translating the 
stories into English to the production of Strangers 
Press’s beautifully designed chapbooks.

2016 年 11 月 4 日

国際ワークショップ
日本とヨーロッパの若者世代：危機からの脱却—可動性
と創造性
ポストバブル期がもたらした難局に日本の若者がどのよう
に対応しているのか、現代の若者世代を社会学的観点から
探りました。
基調講演：山田昌弘（中央大学文学部教授）
司会：エイドリアン・ファヴェル（リーズ大学教授、セイ
ンズベリー日本藝術研究所客員研究員）
会場：ライターズセンター、ノリッチ
詳しくはこちら。

2017 年 2 月 6 日

東アジア研究セミナーシリーズ
脚本家：監督夫人か映画原作者か？日本映画とテクスト
性・空間・ジェンダー
発表者：ラウリ・キツニック（セインズベリー日本藝術研
究所）
会場：ケンブリッジ大学
詳しくはこちら。

2017 年 2 月 27 日

出版発表会
日本の今：Keshiki シリーズ
現在日本で活躍する作家を集めたポケット本・Keshiki シ
リーズに収められた作品を紹介し、作品の英訳からデザイ
ン性の高い装丁まで、その制作過程を説明しました。
発表者：小野正嗣、松田青子（作家）；アルフレッド・バー
ンバウム、ポリー・バートン、アンガス・タービル（翻訳者）；
グレン・ロビンソン、ナイジェル・アオノ＝ビルソン（デ
ザイナー・ノリッチ美術大学）
司会：フィリップ・ランゲスコフ（イースト・アングリア
大学、ストレンジャーズ・プレス）
会場：ノリッチ大聖堂講堂
詳しくはこちら。

2017 年 3 月 7 日

セミナー
日本 – 東アジア – アジア：文化圏対話
日本現代美術、そして日本と周辺地域の関係をテーマに、
福岡真紀氏（リーズ大学）とポーリーン J ヤオ氏（香港
M+、リーズ大学リバーヒューム客員教授）が語りました。
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Guest writers Ono Masatsugu and Matsuda Aoko, 
translators Alfred Birnbaum, Polly Barton and 
Angus Turvill, editor Elmer Luke and designers Glen 
Robinson and Nigel Aono-Billson from Norwich 
University of the Arts. Chaired by Philip Langeskov, 
University of East Anglia and Strangers Press. Read 
more.

7 March 2017  

Seminar
JAPAN, EAST ASIA, ASIA: CULTURAL SPHERES IN 
CONVERSATION
Sainsbury	Institute,	Norwich
A discussion with art historian Fukuoka Maki 
(University of Leeds), and curator Pauline J Yao 
(M+, Hong Kong and Leverhulme Visiting Professor, 
University of Leeds) about contemporary art in 
Japan and Japan’s relationship with its regional 
neighbours. Read more. 

3 April 2017 

Asian Studies Seminar
WAR, WORK AND WITNESSING: AESTHETICS AND 
IDEOLOGY IN SHINDŌ KANETO’S CINEMA
University	of	Edinburgh
A lecture by Dr Lauri Kitsnik, Sainsbury Institute 
for the Study of Japanese Arts and Cultures. Read 
more.

24 April 2017 

Japan Society Lecture
FROM PAGE TO SCREEN TO PAGE AGAIN: WRITING 
AND READING JAPANESE FILM SCRIPTS
The Swedenborg Society, London
A talk by Dr Lauri Kitsnik, Sainsbury Institute for the 
Study of Japanese Arts and Cultures. Read more.

10 May-23 June 2017 

Exhibition
JAPANESE ART DOLLS: MUÑECAS ARTÍSTICAS DE 
OHNO HATSUKO
Centro	Cultural	Hispano-Japonés,	Universidad	de	
Salamanca
An exhibition of handmade dolls by Ohno Hatsuko 
(1915-1982), co-organised by the Sainsbury 
Institute for the Study of Japanese Arts and 
Cultures and Centro Cultural Hispano-Japonés. 
Read more.

会場：セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
詳しくはこちら。

2017 年 4 月 3 日

アジア研究セミナー
進藤兼人監督作品にみる美意識とイデオロギー
発表者：ラウリ・キツニック（セインズベリー日本藝術研
究所）
会場：エジンバラ大学
詳しくはこちら。

2017 年 4 月 24 日

ジャパンソサエティー レクチャー
ページからスクリーン、再びページへ：日本映画の脚本
講演者：ラウリ・キツニック（セインズベリー日本藝術研
究所）
会場：スエーデンボーグソサエティー、ロンドン
詳しくはこちら。

2017 年 5 月 10 日− 6 月 23 日

展覧会
大野初子人形展
大野初子氏 (1915-1982) が制作した人形作品展。
共催：セインズベリー日本藝術研究所、サラマンカ大学日
西文化センター
会場：サラマンカ大学日西文化センター
詳しくはこちら。

Mrs Mori Mika held an exhibition of Ohno Hatsuko’s 
beautiful traditional Japanese dolls in Alsace, France and 
in Salamanca, Spain
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19 May 2017 

Workshop
LEGISLATING MANGA
Sainsbury	Institute,	Norwich
An international workshop that considered the 
international challenges facing manga producers 
and consumers and reflecting on different socio-
legal attitudes and how these might affect the 
production, dissemination, and consumption of 
manga. 
Organised by Dr Simon Turner, Sainsbury Institute 
for the Study of Japanese Arts and Cultures. Read 
more.

8-9 June 2017 

Symposium
KINEMA CLUB XVI. BEYOND THE CANON: 
RECONSIDERING JAPANESE CINEMA OF THE 1950S
Sainsbury	Institute,	Norwich
A symposium that sought to re-open the 
discussion on the era that is traditionally identified 
as the Golden Age of Japanese cinema, the 1950s.
Organised by Dr Lauri Kitsnik, Sainsbury Institute 
for the Study of Japanese Arts and Cultures, and Dr 
Alexander Jacoby, Oxford Brookes University. Read 
more.

22-23 June 2017 

Symposium
DOCUMENTING WESTERNERS IN NINETEENTH-
CENTURY CHINA AND JAPAN: NEW SOURCES AND 
PERSPECTIVES
Sainsbury	Institute,	Norwich
A two-day symposium that examined the influence 
and contributions of Westerners in nineteenth-
century East Asia, with a focus on the role of 
personal correspondence in historiography. 
Participants were Robert Hellyer, Harald Fuess, 
Fukuoka Mariko, Sherzod Muminov, Victoria 
Manthorpe, Robert Fletcher, Nakatake Kanami, 
Nadine Willems, Ranald Noel-Paton, Annette 
Bainbridge, Nicole Coolidge Rousmaniere, Angus 
Lockyer, Sano Mayuko,  Simon Kaner, Song-Chuan 
Chen, Shengfang Chou, Lars Laamann, Janet 
Hunter and Hans van de Ven
Organised by Robert Hellyer of Wake Forest 
University, USA, and Robert Fletcher of the 
University of Warwick. Read more.

2017 年 5 月 19 日

ワークショップ
漫画と規制
漫画制作者と消費者が直面する、異なる法社会がもたらす
国際的な課題を考察し、それらの課題が漫画の制作・普
及・消費にどのような影響を与えうるかについて検討しま
した。
主催者：サイモン・ターナー（セインズベリー日本藝術研
究所）
会場：セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
詳しくはこちら。

2017 年 6 月 8—9 日

シンポジウム
キネマクラブ XVI.：1950 年代の日本映画再考
日本映画の黄金時代とされる 1950 年代の作品について考
察しました。
主催者：ラウリ・キツニック（セインズベリー日本藝術研
究所）、アレキサンダー・ジャコビー（オックスフォード・
ブルックス大学）
会場：セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
詳しくはこちら。

2017 年 6 月 22-23 日

シンポジウム
日本と中国―欧米人の記録から
19 世紀の東アジアに滞在した欧米人が、現地に残した影
響と貢献について検証した２日間にわたるシンポジウム。
史学における私的書簡の役割が中心テーマとなりました。
発表者：ロバート・ヘリヤー、ハラルド・フュース、福岡
万里子、シェルゾッド・ムミノフ、ビクトリア・マンソープ、
ロバート・フレッチャー、中武香奈美、ナディン・ヴィレ
ムス、ラナルド・ノエル = ペイトン、アネット・ベインブリッ
ジ、ニコル・クーリッジ・ルマニエール、アンガス・ロッ
キヤー、佐野真由子、サイモン・ケイナー、ソン = チュアン・
チェン、シェンファン・チョウ、ラース・ラーマン、ジャ
ネット・ハンター、ハンス・ヴァン・デ・ヴェン
主催者：ロバート・ヘリヤー（米ウェイクフォレスト大学）、
ロバート・フレッチャー（ウォリック大学）
会場：セインズベリー日本藝術研究所、ノリッチ
詳しくはこちら。

2017 年 6 月 27-28 日

セミナー
ホートン国際陶磁器セミナー「豪華なダイニングルーム」
35 年の歴史を持つ本セミナーでは、今年ダイニングルー
ムをテーマにとりあげ、ニコル・クーリッジ・ルマニエー
ルも発表者として参加しました。
会場：クリスティーズ、ロンドン
詳しくはこちら。
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27-28 June 2017 

Seminar
HAUGHTON INTERNATIONAL CERAMICS SEMINAR 
‘THE SPLENDOUR OF THE DINING ROOM’ 
Christie’s,	London
A two-day seminar on ceramics with a 35-year-old 
tradition, featuring a host of speakers who this 
year included Nicole Coolidge Rousmaniere, IFAC 
Handa Curator of the Japanese Arts, The British 
Museum, and Research Director at the Sainsbury 
Institute for the Study of Japanese Arts and 
Cultures. Read more.

12-14 July 2017 

Conference
JAPANESE CULTURAL STUDIES OUTSIDE OF 
JAPAN – ITS CURRENT STATUS AND FUTURE 
PERSPECTIVES
Norwich Cathedral Hostry, Norwich
An international conference for Japanese museum 
curators and specialists in Japanese arts, with the 
purpose of identifying challenges faced by higher 
education institutions and museums in the UK 
and elsewhere in Europe and the USA, where the 
research and teaching concern Japanese arts and 
cultures, or where there are Japanese collections, 
and discussing solutions.
 Organised by the Sainsbury Institute for 
the Study of Japanese Arts and Cultures and the 
Centre for Japanese Studies, University of East 
Anglia, in association with the Global Exchange 
Organisation for Research and Education, 
Gakushuin University. Read more.

2017 年 7 月 12-14 日

国際会議
海外における日本文化研究とその展望
世界中から 40 名近くの日本美術・文化研究者及び学芸員
が集まり、欧米にある、日本芸術文化の研究と教育指導を
行う高等教育機関と、日本コレクションを所蔵する博物館
が抱える課題を明らかにし、解決策を検討しました。
主催：セインズベリー日本藝術研究所、イースト・アング
リア大学
協力：学習院大学国際研究教育機構
会場：ノリッチ大聖堂講堂
詳しくはこちら。

Professor Nicole Rousmaniere (top picture, right) receiving 
an exquisite urushi lacquer ware box made by Kazuko 
Murose, a master craftsman who holds the designated 
title of Living National Treasure in maki-e (sprinkled 
picture) technique, and Gakushuin University students 
visiting the British Museum. 
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OUTREACH 
ACTIVITIES   
 
THIRD THURSDAY LECTURE SERIES

The Sainsbury Institute continues to hold monthly 
lectures in the Norwich Cathedral Hostry. These 
are given by specialists in the arts and cultures 
of Japan and regularly attract packed audiences.
We remain grateful to the Great Britain Sasakawa 
Foundation, Yakult UK and the Robert and Lisa 
Sainsbury Charitable Trust for their generous 
sponsorship, which makes these lectures possible.

15 September 2016

RUPERT FAULKNER
Re-inventing Japan at the V&A: Toshiba Gallery 
Mark II

20 October 2016 

NICOLE COOLIDGE ROUSMANIERE
Painting in Red: the Kakiemon Porcelain Legacy in 
Japan’s Past, Present and Future

16 December 2016 

SIMON KANER
Twinning the Ancients: Observations on Current 
Anglo-Japanese Archaeological Exchanges

19 January 2017 

LESLEY DOWNER
The Shogun’s Harem: Life in the Women’s Palace in 
Nineteenth-Century Japan

16 February 2017 

TETSUEI TSUDA 
On Some Characteristics of Japanese Traditional 
Portraits Known as Nise-e (‘Likeness pictures’)

16 March 2017 

LAURI KITSNIK
In a Lively Place: Spaces of Japanese Scriptwriting

アウトリーチ活動

第三木曜日講演会シリーズ

セインズベリー研究所はノリッチ大聖堂講堂にて月例の講
演会を開催しています。日本の芸術・文化における様々な
分野の専門家を招いて行われるこの講演会は、毎回多くの
聴講者を集めています。
　このシリーズは、グレイトブリテン・ササカワ財団、ヤ
クルト UK 販売株式会社ならびにロバート＆リサ・セイン
ズベリー財団のご支援により開催されています。

2016 年 9 月 15 日

ルパート・フォークナー
生まれ変わった「日本」：ヴィクトリア・アンド・アルバー
ト博物館　新 ･ 東芝ギャラリー

2016 年 10 月 20 日

ニコル・クーリッジ・ルマニエール
柿右衛門磁器の伝統―過去・現在・未来

2016 年 12 月 16 日

サイモン・ケイナー
古代を繋ぐ：日英考古学交流の現在

2017 年 1 月 19 日

レズリー・ダウナー
将軍の後宮：江戸後期における大奥の日常

2017 年 2 月 16 日

津田徹英
似絵の特徴について

2017 年 3 月 16 日

ラウリ・キツニック
活気ある空間：日本映画の脚本が生まれるところ
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20 April 2017 

MATTHEW SHORES
Bringing Back Yoshikono: Songs in a WWII-Era 
Osaka Rakugo Magazine

18 May 2017 

ANNA JACKSON
Kimono and the Dynamics of Fashion

15 June 2017

SIMON TURNER
Girls Like Boys Who Like Boys Who Sometimes 
Look Like Girls: Considerations on Japanese Boys’ 
Love Manga

2017 年 4 月 20 日

マシュー・ショアーズ
よしこの復活：大戦時の大阪落語雑誌に掲載された歌

2017 年 5 月 18 日

アナ・ジャクソン
着物とダイナミック・ファッション

2017 年 6 月 15 日

サイモン・ターナー
ボーイズラブ漫画についての考察：女子のような男子が好
きな男子を好む女子

Yamanaka Masumi, a distinguished botanical artist working at the Royal Botanic Gardens, Kew, gave our Toshiba Lecture 
Series in Japanese Art and Science in 2017 about the world of horticultural illustrations.
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TOSHIBA LECTURES 
IN JAPANESE ART AND SCIENCE

The Toshiba Lectures in Japanese Art and Science 
is a lecture series that ran from 2014 to 2016, 
as one of the Sainsbury Institute’s core outreach 
activities in the UK.
 All of the lectures provided an opportunity 
to consider the ways in which art and science 
have been inextricably linked throughout Japan’s 
modernisation period, and explored how the 
ethos of monozukuri, first developed in the Edo 
period, continued to be an important and abiding 
influence. 
 The Sainsbury Institute is extremely grateful 
to the Toshiba International Foundation for its 
generosity in supporting these lectures.
 To celebrate the third of the Toshiba 
Lectures in Japanese Art and Science, the 
Sainsbury Institute invited Masumi Yamanaka, a 
distinguished botanical artist working at the Royal 
Botanic Gardens, Kew, to talk about the world of 
horticultural illustrations. Along with Dr Nicholas 
Hind and Dr Mark Nesbitt (both from Royal Botanic 
Gardens, Kew), Ms. Yamanaka demonstrated 
why botanic art is much more than ‘pretty water-
colour’ paintings.

BOTANIC JAPAN: VISUALISING 
SCIENCE

9 November 2016 – 7pm

Botany	and	Scientific	Illustration
The Royal Botanic Gardens, Kew

11 November 2016 – 2:30pm

The	Japanese	Collection	at	Kew
The	British	Museum

17 November 2016 – 6pm

Flora Japonica
Norwich Cathedral Hostry 

東芝レクチャー・シリーズ
日本芸術・科学

2014 年から 2016 年までの３年間にわたり開催された日本
芸術・科学に関する東芝レクチャー・シリーズは、本研究
所の英国内におけるアウトリーチ活動の中心プロジェクト
です。
本シリーズでは、異分野の芸術と科学が古くから日本にお
いていかに密接に関係してきたかという点に着目し、日本
近代化の時代に多様な形をとって発現したこの二つの分野
の繋がりや、江戸時代以降の日本において尊重され高く評
価されてきた「ものづくり精神」についても焦点をあてま
した。
このレクチャー・シリーズ実現への東芝国際交流財団の寛
大なご支援に感謝申し上げます。
　シリーズ第三弾では、英国王立キュー植物園の公式画家
である山中麻須美氏が同植物園のニコラス・ハインドと
マーク・ネスビット両氏を交えて、植物画が単なる美しい
水彩画以上のものである所以を明らかにしました。

植物の国日本：科学を描く

2016 年 11 月 9 日

植物学と科学的描写
会場：英国王立キュー植物園

2016 年 11 月 11 日

キュー植物園所蔵日本コレクション
会場：大英博物館

2016 年 11 月 17 日

フローラ・ジャポニカ
会場：ノリッチ大聖堂講堂
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CARMEN BLACKER LECTURE SERIES

The Carmen Blacker lecture series was established 
in 2010 to honour the life and work of Dr Carmen 
Blacker (1924-2009) and is generously supported 
by a bequest from Carmen Blacker and the 
executors of her estate. Each year a senior scholar 
is invited to give two lectures, one in Norwich and 
one in London, relating to Japanese religion or 
folklore.

20 July 2017

PROFESSOR MAMORU SASOU 
Director, Kokugakuin University Museum

The Archaeology of Ritual Sites and the Origins of 
Japanese Shrines and Festivals

カーメン・ブラッカー  
レクチャー ・ シリーズ

カーメン・ブラッカー レクチャー・シリーズは、故カーメ
ン・ブラッカー博士（1924-2009）の生涯と業績を讃える
ことを目的として、2010 年より開催されています。本講
演会シリーズは、カーメン・ブラッカー博士のご遺志を継
いだ遺贈により支援されており、毎年高名な研究者を招き、
日本の民俗・宗教に関連するテーマの講演をノリッチとロ
ンドンの二会場で行っています。

2017 年 7 月 20 日

「祭祀遺跡考古学と神社・祭儀の起源」
講演者：笹生衛　國學院大學博物館長

The Carmen Blacker Lecture Series is an annual lecture 
series on Japanese religion and folklore held in honour of 
Carmen Blacker’s distinguished career (above); Professor 
Mamoru Sasou from Kokugakuin University was this 
year’s speaker (below). Mr Ito Yoshiaki (left) moderated 
the fourth Ishibashi Foundation Lecture Series. Dr Morgan 
Pitelka and Dr Robert Hellyer, both former Sainsbury 
Fellows spoke about Japanese tea (opposite page).
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ISHIBASHI FOUNDATION LECTURE 
SERIES

The Sainsbury Institute was pleased to present 
the Fourth Ishibashi Foundation Lecture Series in 
Kyushu in May 2017, sponsored by the Ishibashi 
Foundation and co-organised with support from 
Kyushu National Museum. This series brought 
together specialist researchers from the USA and 
Japan to explore Japanese tea as a commodity 
and everyday beverage as well as to consider the 
politics of tea culture. With a focus on the history 
of trade and consumption of the beverage, we 
explored the transnational nature of ‘tea’.

27 May 2017 

Fourth	Ishibashi	Foundation	Lecture	Series
Japanese Tea as Culture, Japanese Tea as Product
Museum	Hall,	Kyushu	National	Museum

Speakers:
MORGAN PITELKA
Director, Carolina Asia Center and Professor, Department 
of Asian Studies and Department of History, University of 
North Carolina at Chapel Hill
Individuals, Objects, and Networks in the History of 
Japanese Tea Culture

ROBERT HELLYER
Associate Professor, Wake Forest University
Japanese Tea as an American Beverage: From the 
Meiji Restoration to Today

Moderator: 
YOSHIAKI ITO 
Deputy Director, Kyushu National Museum

石橋財団レクチャー シリーズ

2017 年 5 月に開催された第四回石橋財団レクチャーでは、
日米の研究者が商品と日常飲料としての緑茶について論
じ、茶の文化をめぐる政策について考察しました。日本に
特有の伝統とされてきた茶の湯ですが、近年の研究により
茶の文化は、国際的な歴史の文脈の中で育まれてきたこと
がわかってきています。講演は茶の交易と消費の歴史に焦
点をあて、国際的な「茶」の本質を探りました。
本レクチャー・シリーズは石橋財団のご支援により開催さ
れています

2017 年 5 月 27 日

第四回石橋財団レクチャー
茶：文化としての茶の湯、産品としての茶
九州国立博物館講堂

講演者：
モーガン・ピテルカ　
カロライナ・アジアセンター所長、ノースカロライナ大学チャ

ペルヒル校教授

「日本の茶文化をつくった人、モノ、縁（えにし）」

ロバート・ヘリヤー　
ウエイクフォレスト大学准教授

「日本茶とアメリカ人の意外な関係：明治維新から現在
まで」

モデレーター：
伊藤嘉章　
九州国立博物館副館長
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出版事業

職員

ニコル・クーリッジ・ルマニエール
‘AW Franks’ quest for a comprehensive Japanese ceramic 
collection for the nation in Victorian Britain’ 
カナダのトロント市ガーディナー博物館で開催された日
本陶磁器に関する学会 Obsession: Sir William Van Horne’s 
Japanese Ceramics での発表論文 

‘The Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and 
Cultures’
ヒュー・コータッツィ、ピーター・コーニツキ共編『英国
の日本学』（ルネサンスブック、2016 年）への寄稿論考

SIMON KANER
Co-Editor of Japanese Journal of Archaeology 
Read more.

‘University of East Anglia’, Japanese Studies in 
Britain, edited by Sir Hugh Cortazzi and Professor 
Peter Kornicki, Renaissance Books, 2016

An Illustrated Companion to Japanese 
Archaeology
Edited by Werner Steinhaus and Simon Kaner, 
Archaeopress, 2016

FELLOWS AND 

サイモン・ケイナー
Japanese Journal of Archaeology

『日本考古学ジャーナル』の共同編集
詳しくはこちら。

‘University of East Anglia’
ヒュー・コータッツィ、ピーター・コーニツキ共編『英国
の日本学』（ルネサンスブック、2016 年）への寄稿論考

An Illustrated Companion to Japanese Archaeology
ウェルナー・シュタインハウス、サイモン・ケイナー共編  

（アーケオプレス、2016 年）

PUBLICATIONS

STAFF

NICOLE COOLIDGE ROUSMANIERE
’AW Franks’ quest for a comprehensive Japanese 
ceramic collection for the nation in Victorian 
Britain’, in Obsession: Sir William Van Horne’s 
Japanese Ceramics at the Gardiner Museum, 
Toronto.  

‘The Sainsbury Institute for the Study of Japanese 
Arts and Cultures’, Japanese Studies in Britain, 
edited by Sir Hugh Cortazzi and Professor Peter 
Kornicki, Renaissance Books, 2016
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ASSOCIATED SCHOLARS

SIMON TURNER
Article in Participations titled ‘District Thailand: 
Identification, Spectatorship, and The Hunger 
Games in Thailand’, Volume 14, Issue 1, May 2017

Book review for The End of Cool Japan, edited by 
Professor Mark McLelland in the journal Japan 
Forum

MATSUDA AKIRA
Reconsidering Cultural Heritage in East Asia
Edited by Matsuda Akira and Luisa Mengoni, 
Ubiquity Press, 2016

RICHARD PEARSON
Osaka Archaeology
Richard Pearson, Oxbow Books, 2016

フェロー及び客員研究員

サイモン・ターナー
‘District Thailand: Identification, Spectatorship, and The 
Hunger Games in Thailand’ Participations ジャーナルへの寄
稿論文 (2017 年５月発行 14 巻１号 )

The End of Cool Japan, edited by Professor Mark McLelland 
の書評。Japan Forum ジャーナルに掲載

松田 陽
Reconsidering Cultural Heritage in East Asia
ルイザ・メンゴーニとの共編 、ユビキティプレス、2016 年

リチャード・ピアソン
Osaka Archaeology 、オックスボウブックス、2016 年

The Institute staff, fellows and associates publish 
regularly and the Institute also supports the production of 
publications. For example, the Edo period printing culture 
conference resulted in the publication of proceedings 
as part of a collaborative research project with Chuo 
University. 
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2015-16 2016-17

£ £

Income

Sainsbury Institute Endowment income 304,365  321,534 

Annual grant from the Gatsby Charitable Foundation (including Sainsbury Fellowship funding) 450,000  450,000 

HEFCE QR grant 63,640  120,601 

Grants for rent, service charges etc from Gatsby Charitable Foundation 69,240  70,964 

Other grants (including Fellowship funding) 202,879  257,714 

Other income 3,473  2,887 

Development donations and Friends’ membership 3,204  55,585 

Total income 1,096,801  1,279,285 

Expenditure

Research workshops, projects, publications, lectures etc 314,579  276,383 

Research Fellowships 97,196  62,416 

Norwich premises including Lisa Sainsbury library:rent, rates etc 76,920  107,042 

Staff costs 448,416  475,317 

Library and other operating expenditure 113,656  100,377 

Total expenditure 1,050,767  1,021,535 

Operating surplus/(deficit) 46,034  257,750 

Funds brought forward 356,261  399,091 

TOTAL 402,295  656,841 

Transfers to:   (see note 1)

Strategic Reserve Fund including redundancy provision 100,000

Development Fund 461

Studentship Reserve Fund 55,193

Friends’ Membership Fund 2,743 392

Building Maintenance 20,000

Funds carried forward (see note 2)  399,091  481,256 

Notes
 Note 1 The creation of a Strategic Reserve Fund and a Development Fund to receive donations are parts the Institute’s response to the plans 

of the Gatsby Charitable Foundation to spend out its capital in the medium term and eventually to bring its annual grant funding to an 
end. A Friends’ scheme was launched in 2012-13 and the subscriptions are kept in a separate fund which may be used to contribute 
to the cost of Friends’ events. The scheme ended in 2017 and the balance in the fund will be  transferred to the Development Fund 
in 2017-8. The Studentship Reserve Fund is a donation from the Euro-Japanese Association. The building maintenance sinking fund is 
a provision for long-term maintenance and/or building repairs. At the end of 2016-7 the total amounts held in Funds were: Strategic 
Reserve £610,213; Development £8,316; Studentship Reserve £55,193; Friends’ Membership £12,526; Building maintenance £23,714; 
Carmen Blacker Lecture Fund £10,500.

 Note 2 Part of the balances carried forward at the end of each financial year covers expenditure commitments on projects which span more 
than one year.

STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2017

This summary of the Sainsbury Institute’s finances is an extract from the financial 
statements approved by the Institute’s Management Board after the end of each 
financial year.
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2015-16 2016-17

£ £

収入の部
セインズベリー日本藝術研究所基金の運用益収入 304,365  321,534 

ギャツビー財団からの事業に対する年間助成金 450,000  450,000 

英国高等教育財政会議(HEFCE)研究助成金 63,640  120,601 

ギャツビー財団からの研究所建物借料、管理維持費等に対する助成金 69,240  70,964 

その他の外部団体からの助成金 202,879  257,714 

その他の収入 3,473  2,887 

寄付金、及び「友の会」会費 3,204  55,585 

収入合計 1,096,801  1,279,285 

支出の部
学術研究プロジェクト、ワークショップ、出版、講演、その他 314,579  276,383 

学術フェローシップ 97,196  62,416 

研究所施設の借料、税など 76,920  107,042 

人件費 448,416  475,317 

図書館を含む研究所維持・管理費 113,656  100,377 

支出合計 1,050,767  1,021,535 

運営収支差額 46,034  257,750 

前期よりの繰越金 356,261  399,091 

合計 402,295  656,841 

下記項目に 振替 （注１参照）
計画的保留金（解雇手当積立金を含む） 100,000

支援開拓積立金 461

奨学積立金 55,193

友の会積立金 2,743 392

建物維持費 20,000

次期への繰越金 （注２参照）  399,091  481,256 

注
 注１： 中期的に資金を全て使い切り、最終的には年間助成金を打ち切るというギャツビー財団の計画を受けて、計画的保留金ならびに、寄

付金の受け皿として支援開拓積立金が新設された。友の会は2012-13年度に開設し、会費は会員の為の行事に充てられており、別途
積立金として管理されている。友の会は2017年に閉会したため、積立金残高は2017-18年に支援開拓積立金に移管される。奨学積
立金は日欧協会からの寄附金。建物維持費は施設の長期的な維持・修理のための減価償却積立金。
2016-17年度末時点での保留金残高は以下の通り：計画的保留金 £610,213; 支援開拓積立金 £8,316; 奨学積立金 £55,193; 友の会会
費積立金 £12,526; 建物維持費£23,714; カーメン・ブラッカー資金 £10,500。

 注２： 各会計年度末に次年度に繰り越される資金の一部は、多年プロジェクトにかかる予算である

２０１６−１７年度事業会計決算報告書（２０１６年８月１日ー２０１７年７月３１日）

本セインズベリー日本藝術研究所財務概要は、各会計年度終了後、当研究所執行理事会にて承認された
財務諸表に基づくものである。




