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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

１【本部】【民博】40周年記念｢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【本部】人間文化研究機構広領域連携型基幹研究プロジェクト 

｢日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築｣ 

〈研究集会〉－地域文化をはぐくむ－ 

日時：9月 9日（土）13:00～17:00 

会場：FUKURACIA 東京ステーション 5K会議室（入場無料・申し込み不要） 

詳細は、HP をご覧ください。 

http://pj.ninjal.ac.jp/chiikibunka/ 

 

３【歴博】歴博講演会 第 403 回「自然の中の文化・歴史を守る」 

日時：9月 9 日（土）13:00～15:00 

場所：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。 

https://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。 

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。 

 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/yagi20170909
http://pj.ninjal.ac.jp/chiikibunka/
https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html


第 222 回 ｢屋敷林の植物文化誌｣ 

日時：9月 23日（土・祝）13:30～15:30 

講師：辻 誠一郎 

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「戦後社会運動のなかの『1968年』」 

日時：10月 21日（土)10:30～16:00 

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/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）13:00～16:15 

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【国文研】「古典の日」講演会 

日時：11月 3日（金・祝）13:30～16:00(開場：12:30) 

会場：イイノホール (東京都千代田区内幸町 2-1-1) 

聴講無料 事前申込 先着４５０名 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/lecture/2017/kotennohi.html 

 

８【国語研】第 7回 BTSJ活用方法講習会 

日時：9月 9 日 (土) 13:00～18:00 

場所：国立国語研究所  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/tutorial/20170909-btsj/ 

ttp://www.ninjal.ac.jp/event/specia 

９【国語研】第 83 回 NINJAL コロキウム・講演会「古代日本語指示詞再考」 

日時：9月 19日 (火) 15:30～17:30 

会場：国立国語研究所 2階 多目的室（参加無料） 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/lecture/2017/kotennohi.html
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/tutorial/20170909-btsj/


詳細は HP をご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/ 

 

１０【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：9月 12日（火）14:00～16:00（開場 13:40） 

会場: ハートピア京都 3階大会議室 (京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町 375) 

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 

 

１１【民博】ワークショップ -台湾文化光点計画連続講座-「台湾の飲食文化」 

日時：9月 16日（土）10：30～12：00（開場 10：15）  

場所： 国立民族学博物館 第 5セミナー室（本館 2F） 

参加無料／申込不要／定員 80 名［先着順］ 

（本館展示、特別展の観覧には別途展示観覧料が必要です） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20170717taiwan 

 

１２【民博】一般公開国際シンポジウム「カナダ先住民の歴史と現状」 

日時：9月 9 日（土）14:00～16:40 

場所：国立民族学博物館 第 4 セミナー室 

詳細は HPをご覧ください。 ※日本語･英語（同時通訳付） 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20170909 

 

１３【民博】開館 40周年記念企画展 みんぱくゼミナール 

｢多文化主義の国カナダにおける先住民文化｣ 

日時：9月 16日（土)13：30～15：00（13：00開場） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

参加費無料、申込不要、先着 450名 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/472 

 

１４【民博】開館 40周年記念みんぱくワールドシネマ ｢おみおくりの作法｣ 

日時：9月 18日（月・祝）13：30～16：00（開場 13：00） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

定員 450 名（※入場整理券を 11：00から講堂前（本館 2F）にて配布） 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/09/12/index.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20170717taiwan
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20170909
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/472


事前申込不要、要展示観覧券（一般 420 円） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1709 

 

１５【民博】民博映画会 台湾映画鑑賞会-映画から台湾を知る-「祝宴！シェフ」 

日時：10月 14日（土）13：30～16：30（開場 13：00） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

定員 450 名（※入場整理券を 11：00から講堂前（本館 2F）にて配布） 

事前申込不要、要展示観覧券（一般 420円） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies171014taiwan 

 

１６【民博】ウィークエンドサロン 

9 月 3 日(日) 「アラビアコーヒーにみるアラブ世界のおもてなし文化」 

14：30～15：00/国立民族学博物館 本館展示場（西アジア展示場）/話者：西尾哲夫/定員なし

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/479 

 

9 月 10日（日）「生態となりわい」 

14：30～15：00/国立民族学博物館 本館展示場館（南アジア展示場)/話者：南真木人/定員なし

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/480 

 

9 月 17日（日）「カナダ先住民の文化の力―過去、現在、未来」 

14：30～15：15/国立民族学博物館 本館展示場館（企画展示場)/話者：岸上伸啓 /定員なし 

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/481 

 

9 月 24日（日）「アジアの婚礼―祝福のかたち」 

14：30～15：15/国立民族学博物館 本館展示場館（日本の文化展示場、朝鮮半島の文化展示

場、中国地域の文化展示場、中央・北アジア展示場）/話者：韓敏(HAN Min)/定員なし 

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/fs/movies1709
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies171014taiwan
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/479
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/480
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/481


http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/482 

 

10月 1日（日）「1962 年、世界をめぐる旅」 

14:30～15：00/国立民族学博物館 第 7 セミナー室（本館 2F）/話者：信田敏広/定員なし 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/483 

 

▼ NIHU Magazine vol.14 

｢アジアにおける新しいアジアの研究｣ 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/014 

 

 

▼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】特集展示「国立公園 今昔」8月 1日（火）～1月 8日（月・祝） 

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 

 

２【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 

 

３【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 

 

４【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） 

場所：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 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/482
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/483
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/014
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/bungakushi201706-09.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/tama.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20170810siebold/index


 

５【民博】開館 40 周年記念・カナダ建国 150周年記念企画展 

｢カナダ先住民の文化の力－過去、現在、未来｣ 9月 7 日（木）～12 月 5日（火） 

場所：国立民族学博物館 本館企画展示場 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/canada20170907/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。 

 

－－－－－－ 

《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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