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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 
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9. 【日文研】フォーラム  

第 313回 ｢千二百年前の文化交流――入唐日本人の生活と交友｣ 

（9月 12 日・京都） 

10. 【地球研】オープンハウス ｢地球研と行く！世界への冒険｣ 

（7月 28 日・京都） 

11. 【地球研】北大・地球研合同セミナー（8月 4 日・北海道） 

『｢農｣の再発見：世界のフィールドから見えてくること』 

12. 【民博】手話通訳者のための「みんぱくで手話言語学を学ぼう！」 

   （8月 11日～8月 13日・吹田） 

13. 【民博】点字体験ワークショップ （8月 12 日・吹田) 

14. 【民博】ウィークエンドサロン 

（7/30日、8/6・吹田） 

15. 【総研大】公開講演会 

http://www.nihu.jp/ja


｢近現代の地域開発と社会変化－秋田県の鉱山開発を踏まえて－｣ 

（8月 26日・秋田) 

 

                    

▼ NIHU Magazine vol. 13 

国文学研究資料館 ロバート キャンベル新館長へのインタビュー 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/013 

 

 

▼展示情報 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

１【本部】｢エジプトの映画『ヤギのアリーとイブラヒム』上映会」 

日時：9月 2 日（土）東京 

9 月 9 日（土）大阪 

詳細は、HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/yagi20170909 

 

２【歴博】歴博講演会｢漆掻きの技術と文化｣ 

日時：7月 28日（金）13:00～ 

場所：国立歴史民俗博物館 

申込不要、詳細は、HP をご覧ください。 

https://twitter.com/rekihaku/status/889661150887120896 

 

３【歴博】歴博講演会 第 402回「世界史の中の漆文化」 

日時：8月 12日（土）13時 00 分～15時 00分 

会場：歴博 講堂 

参加無料、申込不要（定員 260名） 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

４【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。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/013
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/yagi20170909
https://twitter.com/rekihaku/status/889661150887120896
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html


入苑料 100 円（高校生以下は無料）。集合場所はくらしの植物苑内の東屋の前。 

 

第 221回｢変化朝顔の形のひみつ｣ 

日時：8月 26日（土）10:00～12:00 

講師：仁田坂 英二 

詳細は HPをご覧ください。

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

 

５【歴博】歴博フォーラム｢年号と日本文化｣ 

日時：9月 16日（土）13：00～16：00 

場所：歴博 講堂 

参加費無料 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

 

６【歴博】映画の会「ドキュメンタリ－フィルムで見る三里塚 2」 

日時：11月 18日（土）13：00～16：00 

場所：歴博 講堂 

参加無料、申込不要、（先着 260名） 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

７【国語研】フォーラム  第 11 回「オノマトペの魅力と不思議」 

日時：9月 10日（日）13:00～16:50 

会場：立命館大学 大阪いばらきキャンパス 

 (大阪府茨木市岩倉町 2-150 AN110講義室) 

詳細は HPをご覧ください。 

https://events.ninjal.ac.jp/onomatope2017/ 

 

８【日文研】シンポジウム  ｢妖怪データベースからの創造－公開 15周年記念シンポジウム｣ 

日時：7月 29日（土）14:00～16:30 

場所：国際日本文化研究センター 講堂(日文研ホール) 

入場無料 事前申込不要（先着 500 名） （※無料送迎バスはございません） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://research.nichibun.ac.jp/ja/events/archives/symposium/s001/cal/2017/07/29/s001/

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html
https://events.ninjal.ac.jp/onomatope2017/
http://research.nichibun.ac.jp/ja/events/archives/symposium/s001/cal/2017/07/29/s001/index.html


index.html 

 

９【日文研】フォーラム 第 313回 ｢千二百年前の文化交流――入唐日本人の生活と交友｣ 

日時：14:00～16:00（開場 13:30） 

会場：ハートピア京都 3階大会議室 

入場無料 事前申込不要（先着 180 名） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/09/12/index.html 

 

１０【地球研】地球研オープンハウス 

日時：7月 28日（金）9:30～13:00 

場所：総合地球環境学研究所 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/openhouse/2017/ 

 

１１【地球研】北大・地球研合同セミナー 

｢農｣の再発見：世界のフィールドから見えてくること｣ 

日時：8月 4日（金）13：30～17：30 

会場：北海道大学国際食資源学院 F319 室 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no19.html 

 

１２【民博】夏期集中講座『みんぱくで手話通訳士を目指そう！』《手話言語学関連》 

日程：8月 11日（金・祝）、8月 12 日（土）、8月 13日（日） 

場所：国立民族学博物館 セミナー室（本館 2F） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20170811syuwatuuyaku 

 

１３【民博】点字体験ワークショップ 

日時：8月 12日（土） 12：00～15：30 

会場： 国立民族学博物館 エントランスホール（本館 1F） 

参加費：無料 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/mmp_tenji 

 

１４【民博】ウィークエンドサロン 

http://research.nichibun.ac.jp/ja/events/archives/symposium/s001/cal/2017/07/29/s001/index.html
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/09/12/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/openhouse/2017/
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no19.html
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20170811syuwatuuyaku
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/mmp_tenji


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

(特別展示観覧券が必要な場合があります)、申込不要。詳細は HPをご覧ください。 

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

7/30（日）14：30～15：15／民博本館展示場（ナビひろば）／話者：寺村 裕史 

展示観覧券が必要 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/475 

 

8/6 （日）14：30～15：15／民博本館展示場（ナビひろば）/話者：宇田川妙子 

展示観覧券が必要 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/476 

 

１５【総研大】公開講演会 

『近現代の地域開発と社会変化－秋田県の鉱山開発を踏まえて－』 

日時：8月 26日（土）13:00～16:00 

場所：秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/education_research/education/graduate_school/soukendai/inde

x.html 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.13 

国文学研究資料館 ロバート・キャンベル新館長へのインタビュー 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/013 

 

 

▼展示情報 休館日、開館時間などは、HP から御確認ください。 

 

１【歴博】企画展示「URUSHI ふしぎ物語－人と漆の 12000年史－」 

日時：7月 11日(火)～ 9月 3日(日) 

場所: 国立民族学博物館 企画展示室 A・B 

※7月 29 日（土）13:30から日高教授によるギャラリートークが開催されます。 

事前申込み不要 

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

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/475
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/476
http://www.rekihaku.ac.jp/education_research/education/graduate_school/soukendai/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/education_research/education/graduate_school/soukendai/index.html
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/013
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html


 

２【歴博】特集展示「楽器と漆」 

日時：7月 29日（土） 

場所：国立民族学博物館 第 3展示室 

※11:00から日高教授によるギャラリートークが開催されます。/事前申込み不要 

場所： 国立歴史民俗博物館 第 3 展示室（近世）副室 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

３【歴博】特集展示「国立公園 今昔」8月 1日（火）～1月 8日（月） 

場所：国立歴史民俗博物館 第 4展示室 副室 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4 

 

４【国文研】通常展示｢書物で見る 日本古典文学史｣ 6月 12日（月）～9月 16日（土） 

場所：国文学研究資料館 1階 展示室  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/bungakushi201706-09.html 

 

５【国文研】特設コーナー 

｢アーカイブズが語る近世後期の多摩地域｣ 7月 13日（木）～9月 16 日（土） 

場所：通常展示の一部のスペース 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/tama.html 

 

６【民博】開館 40 周年記念特別展 

「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」8月 10日（木）～ 10月 10日（火） 

会場：国立民族学博物館 特別展示館 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20170810siebold/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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