
＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／ 

      人文機構ニューズレター 

       第５号 （2017.1） 

 

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構(NIHU)の 

活動やイベントなどの情報をお伝えします。 

      http://www.nihu.jp/ja 

＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／ 

 

＊目次＊ 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

１  人間文化研究情報資源共有化研究会 （2月 3日・名古屋）  

２   地域文化の再構築（2月 18 日・長野） 

３ 【歴博】映画の会 (2月 4日) 

４ 【歴博】歴博講演会 (2月 11日、3月 11日・佐倉)  

５ 【歴博】歴博フォーラム （8月 5 日・佐倉） 

６ 【歴博】くらしの植物苑 観察会（1月 28 日、2月 25 日・佐倉） 

７ 【日文研】日文研フォーラム  （2月 10 日・京都） 

８ 【日文研】日文研・アイハウス連携フォーラム in 京都 （3 月 7日・京都） 

９ 【地球研】市民セミナー （2月 9日） 

１０ 【民博】金沢大学・みんぱく共催シンポジウム 「世界遺産とともに生きる」  

（1月 28 日・金沢） 

１１ 【民博】国際シンポジウム 「エイジフレンドリー」（2月 25日・吹田） 

１２ 【民博】ウィークエンドサロン （2月 5日、2月 12 日、2月 19日、2月 26 日） 

１３ 【民博】アイヌ・アートにふれる日（2月 4日、2月 5日） 

１４ 【民博】みんぱく映画会（2月 11日） 

１５ 【民博】みんぱくゼミナール（2月 18日） 

 

▼ NIHU Magazine vol6.006 

 

▼展示情報 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

１ 人間文化研究情報資源共有化研究会  

http://www.nihu.jp/ja


人文科学の分野でオープンサイエンス化を進めるうえでの課題や、研究の進展や研究成果の社会

化のためのオープン化のあり方などについて意見をかわす場としたいと思います。 

参加無料、申込不要 。詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/source_rd/no12_170203 

「人文科学におけるオープンサイエンスの課題」 

日時 2月 3 日（金）13:30～17:00 

会場 愛知工業大学 本山キャンパス  

 

２ 地域文化の再構築 

長野県松代町でシンポジウム「松代藩真田家の歴史とアーカイブズⅡ」が開催されます。参加無

料、申込不要です。詳細は HP をご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/event/nijl20170218 

日時 2月 18日（土）13:00～17:00 

会場 長野市役所松代支所 

 

３【歴博】歴博映画の会 

歴博教員による作品解説や研究成果をもとに講演も行います。参加無料、申込不要、先着順(定

員 260名)。詳細は HP をご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html 

「白川郷の合掌造り民家」 

日時 2月 4 日（土）13:30～15:30 

会場 歴博 講堂 

 

４【歴博】歴博講演会 

歴博教員が各自の研究成果をもとに講演します。来館者は誰でも聴講することができます。参加

無料、申込不要、先着順(定員 260 名)。詳細は HPをご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html 

「朝鮮半島へ渡った倭人たち ‐5、6世紀に朝鮮半島で築かれた倭系古墳‐」 

日時 2月 11日（土）13:00～15:00 

会場 歴博 講堂 

講師：高田 貫太 

 

「幕末維新期の新吉原遊郭について」 

日時 3月 11日（土）13:00～15:00 

会場 歴博 講堂 

講師：横山百合子 

http://www.nihu.jp/ja/publication/source_rd/no12_170203
http://www.nihu.jp/ja/event/nijl20170218
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５ 【歴博】歴博フォーラム 「ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語－人と漆の 12000 年史－」 

無料、要申込(定員:260名)。詳細、申込みは HPをご覧ください。 

日時 8月 5 日（土）13時 00 分～16時 30 分 

会場 歴博 講堂 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html 

 

６ 【歴博】くらしの植物苑 観察会 

くらしの植物苑では、毎月講師を交えて｢観察会｣を実施しています。申し込み不要。 

入苑料 100円が必要です（高校生以下は無料）。詳細、今後のスケジュールは HPをご覧ください。 

時間  13:30～15:30  

集合場所 くらしの植物苑内の東屋の前 

1 月 28日（土） 「中世人と植物」講師：田中大喜 

2 月 25日（土） 「新春の植物」講師：辻誠一郎 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html 

 

７ 【日文研】日文研フォーラム 京都から考える「東アジア安全共同体」――「戦争」「災害」

「歴史」をキーワードとして 

戦争と災害を通じて見えてくる「東アジア世界」と、とりわけそこに占める京都の位置について、

歴史的に考察します。そして、「東アジア世界」共生の終着点となりうる「東アジア安全共同体」

の構想をお話ししたいと思います。 

日時 2月 10日（金）14：00～16：00   

会場 ハートピア京都 ３階大会議室 

参加無料、申込み不要(先着 180名まで) 

詳細は、HPをご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/02/10/index.html 

 

８ 【日文研】日文研・アイハウス連携フォーラム in 京都 

ヴィジュアル資料が映し出す――帝国期日本の文化と社会 

講演Ⅰ 「移動する帝国」―戦時観光と絵葉書  

講師：ケネス・ルオフ（ポートランド州立大学教授）  

講演Ⅱ 従軍画家が描いた帝国のフロンティア  

講師：劉 建輝  （国際日本文化研究センター  副所長／教授） 

日時 3月 7 日（火）18：30～20：30 

会場：ハートピア京都 ３階大会議室 

参加無料、申込み不要(先着 180名まで) 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/02/10/index.html


詳細は、HP をご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2017/03/07/index.html 

 

９ 【地球研】市民セミナー  

「高校生とともに考える「環境」」 

地球環境問題を具体例に則してわかりやすく解説した「地球研市民セミナー」を開催しています。 

参加無料、申込先着順（定員:100名）。詳細、お申込みについては HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no70.html 

日時 2月 9 日(木) 14：00～16：00 

場所 地球研 講演室 

 

１０【民博】金沢大学・みんぱく共催シンポジウム 

「世界遺産と共に生きる 地域と人々の視点から」 

世界遺産を抱える様々な地域の視点に立ち、そこにおける振興と文化遺産保護、そして住民生活

の保全・改善に関する取り組みや議論を紹介します。 

参加無料、定員:50 名。詳細、お申込みについては HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/past 

日時 1月 28日(土) 13：30～16：50 

場所 金沢市文化ホール 大会議室 

 

１１ 【民博】国際シンポジウム 

「エイジフレンドリー コミュニティ――変わりゆく人生を包みこむまち」 

｢エイジフレンドリー・コミュニティ」は、高齢化する社会で、すべての世代の人が心地よく安

心して年を重ねられる（エイジング・イン・プレイス）生活環境を意味する語として注目されて

います。この国際シンポジウムは、変化の中で限りある人生を歩む人々が求めるものに注目し、

地域の特徴を生かした共生環境と人々のエイジング・イン・プレイスを考えます。 

日時 2月 25日（土）13：00～17：30 

会場 民博 第４セミナー室 

参加無料、要申込（定員 80 名）。使用言語：日本語、英語（日英同時通訳あり） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20170225 

 

１２ 【民博】ウィークエンドサロン 

日曜日、みんぱくの研究者が展示場に登場し、お話します。お気軽にご参加ください。無料（特

別展示閲覧券が必要な場合があります）、申込み不要。詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2017/03/07/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no70.html
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/past
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20170225
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon


2 月 5 日（日）／14:30～15:15／国立民族学博物館 本館展示場 

「アイヌの衣文化」: 講師 齋藤玲子 

2 月 12日（日）／14:30～15:00／国立民族学博物館 本館展示場 

「博物館資料をソースコミュニティと再会させる」: 伊藤敦規 

2 月 19日（日）／14:30～15:30／国立民族学博物館 本館展示場 

「アイヌの信仰・儀礼」: 北原次郎太 

2 月 26日（日）／14:30～15:00／国立民族学博物館 本館展示場 

「展示場のなかの資料を「まもる」工夫」: 園田直子 

 

１３  【民博】アイヌ・アートにふれる日 

新しくなった展示場に作品を展示している作家を迎え、木彫の実演や作品の解説をおこなってい

ただきます。お二人のこれまでの作品の写真をモニターで上映するとともに、小さな展示コーナ

ーも設ける予定です。参加無料、申込不要。詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/ws20170204 

日時 2月 4 日（土）、2月 5 日（日）11：00～16：00 

会場 民博 エントランスホール (1F) 

 

１４ 【民博】みんぱく映画会 

上映される機会の少ない文化人類学・民族学に関する貴重な映像資料などを、研究者の解説を交

えて上映しています。申込不要、先着順（定員：450名）、参加無料（ただし展示閲覧券が必要

です）。詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs 

「幸せのありか」 

日時 2月 11日（土）13:30 ～16:00 

会場 民博 講堂 

 

１５ 【民博】みんぱくゼミナール 

文化人類学・民族学の最新の研究成果をわかりやすくお伝えする講演会です。無料、申込不要、

先着順（定員：450 名）。詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar 

「津波を越えて生きる―大槌町の奮闘の記録」 講師：竹沢尚一郎 

日時 2月 18日（土）13:30 ～15:00 

会場 民博 講堂 

 

▼ NIHU Magazine vol6.006  

「人間文化研究機構「北東アジア地域研究推進事業」島根県立大学 NEAR センター拠点プロジェ

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/ws20170204
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar


クト「近代的空間の形成とその影響」第 1回 国際シンポジウム 2016“北東アジア：胚胎期の諸

相” 」は近日公開予定 

http://www.nihu.jp/publication/nihu_magazine 

 

▼展示情報 休館日、開館時間などは、HP から御確認ください。 

【歴博】特集展示「台湾と日本‐震災史とともにたどる近代史」2017年 1月 11日(水)～2月 19

日(日) 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#special 

 

【歴博】特集展示「見世物大博覧会」2017年 1月 17日(火)～ 3月 20日(月祝) 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room3 

 

【歴博・予告】企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」 

2017年 3月 14日（火）～5 月 7 日（日） 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html 

 

【国文研】通常展示 「和書のさまざま」2017年 1月 16 日(月)～5月 27日(土) 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2016/washosama201701.html 

 

【民博】アイヌ展示チアシリカラ！‐冬のみんぱくフォーラム 2017 

2016年 12月 3日(土)～2月 19 日（日） 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/forum/20161203aynu 

 

【民博】企画展「津波を越えて生きる──大槌町の奮闘の記録」 

2017年 1月 19日(木)～4月 11 日(火) 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/tsunami20170119/index 

 

【民博・予告】特別展 開館 40 周年記念特別展「ビーズ‐つなぐ・かざる・みせる」 

2017年 3月 9日（木）～2017年 6月 6日（火） 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20170309beads/index 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本メールにつきましては、配信専用となっております。 

ご返信いただきましても対応しかねますので、あらかじめご了承願います。 

 

－－－－－－ 
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《発行について》 

「人文機構ニューズレター」は、メールマガジン配信サービス『まぐまぐ！』を利用して発行し

ています。 

<http://www.mag2.com/>（マガジン ID：0001674003） 

登録・解除はこちらから 

http://www.mag2.com/m/0001674003.html 

－－－－－－ 

《編集・発行元》 

 編集：大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合情報発信センター 

 発行元：大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  

     http://www.nihu.jp/ 

 

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます 

※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです 

 

◎人文機構ニューズレター 

  のバックナンバーはこちら 

⇒ http://archives.mag2.com/0001674003/index.html?l=fry15cf011 

 

◎人文機構ニューズレター 

  の配信停止はこちら 

⇒ http://www.mag2.com/m/0001674003.html?l=fry15cf011 
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