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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

１【歴博・民博】国際シンポジウム ｢災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立をめざして｣ 

日時：11 月 11 日（土）13:00～17:30 ～災害資料の保存と活用～ 

日時：11 月 12 日（日） 9:30～15:30 ～被災歴史資料の保全と活用～ 

会場：神戸大学先端融合研究環統合研究拠点コンベンションホール 

（神戸市中央区港島南町 7 丁目 1-48） 詳細は、HP をご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/event/20170921 

 

２【歴博】歴博講演会 第 404 回「全共闘とは何だったのか―歴博所蔵資料から見える世界―」 

日時：11月 11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。 

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

 

３【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。 

 

第 223回 ｢秋の植物観察｣ 

日時：10月 28日（土）13:30～15:30 

講師：由良 浩 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

４【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 

http://www.nihu.jp/ja/event/20170921
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html


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 

 

５【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、当日先着順、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 

 

６【国文研】第 15 回 日本古典籍講習会 

日時：平成 30年１月 16日(火)～19 日(金)（計４日間） 

場所：国文学研究資料館 ２階 大会議室 

国立国会図書館東京本館 新館３階 大会議室 

※平成 29年 10 月 27日(金)17時までに E-mailにてお申し込みください。 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/seminar/2017/old_books.html 

 

７【国語研】研究発表会｢対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法｣ 

日時：10月 29日（日）10:00～17:00 

場所：富山大学 人文学部大会議室（1F）五福キャンパス（富士市五福 3190番地） 

どなたでも参加可能ですが、参加人数を確認するため、事前に a-ueki@ninjal.ac.jp 宛に 

お申し込みください。詳細は HPをご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20171029-12/ 

 

８【日文研】 第 314 回日文研フォーラム｢日本とベトナムのコミュニケーショ文化―「出会い」 

と「別れ」の挨拶、「ほめ」と「断り」の発話行為を中心に｣ 

日時：10 月 10 日（火）14:00～16:00 （開場 13:30） 

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） 

受講無料、申込不要、定員 180名［先着順］、詳細は HPをご覧ください。 

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

 

９【日文研】一般公開 「日文研の 30 年」 

日時：10 月 28 日（土）10:00～16:30 

場所：国際日本文化研究センター 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/access.html
http://www.ndl.go.jp/jp/event/tokyo_conf_room.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/seminar/2017/old_books.html
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20171029-12/
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/10/10/index.html


参加無料、申込不要、詳細は HP をご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohkai/cal/2017/10/28/index.html 

 

１０【地球研】第 20回地球研地域連携セミナー（椎葉村） 

世界農業遺産椎葉村シンポジウム 

日時：10月 12日（木）13:00～16:30（開場 12:30）  

場所：椎葉村開発センター講堂（宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良 1761 番地 1） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no20.html 

 

１１【地球研】シンポジウム「震災復興と地域のレジリエンス」 

日時：10月 15日（土）10:00～17:00 

場所：東北大学 生命科学研究科 プロジェクト棟１階講義室   

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2017/1015_2.html 

 

１２【民博】国際フォーラム「地域文化の再発見――大学・博物館の視点から」 

日時：10月 21日（土) 10:00～17:15 

：10月 22日（日）10:00～16:30 

場所：別府大学 

詳細は以下の国際フォーラム「地域文化の再発見―大学・博物館の視点から」事務局 

までお問い合わせください。E-mail：k-nishioka@knit-k.com 

あわせて HP の方もご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20171021 

 

１３【民博】《手話言語学関連》 

手話通訳者のための「みんぱくで手話通訳技術を磨こう！」 

日時：10月 23日、30 日、11月 6日、13日、27日、12 月 4 日、11日、18日 

昼クラス：14:00～16:00 場所：国立民族学博物館 第 3 セミナー室（本館 2F） 

夜クラス：19:00～21:00 場所：アットビジネスセンター（ PREMIUM大阪駅前 1201号室) 

1 講座あたり 2,500 円（事前申込・受講料事前振込制） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20171023syuwamigaku 

 

１４【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） 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohkai/cal/2017/10/28/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no20.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2017/1015_2.html
mailto:k-nishioka@knit-k.com
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20171021
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20171023syuwamigaku


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 

 

１５【民博】みんぱく公開講演会「料理と人間―食から成熟社会を問いなおす」 

日時：11月 17日（金）18:30～20:40（開場 17:30） 

会場：日経ホール（東京都千代田区大手町 1-3-7 日経ビル 3F） 

定員 600 名（先着順）、参加費無料（要事前申込）、手話通訳あり 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20171117 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.15 

インタビュー・シリーズ No.2『吉田憲司国立民族学博物館新館長』 

（近日公開予定） 

 

▼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】特別展示 

「伊勢物語のかがやき-鉄心斎文庫の世界-」 10 月 11 日(水)～12 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/isemonogatari.html 

 

３【国語研】 ｢ことば｣展示 10 月 14 日 (土) 10:00～16:00 

場所： 国立国語研究所 (交通案内) 

参加無料、申込不要、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/public/p-others/20171014_openhouse/ 

 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies171014taiwan
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20171117
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http://www.ninjal.ac.jp/event/public/p-others/20171014_openhouse/


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 

 

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 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20170810siebold/index
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/canada20170907/index
http://www.mag2.com/
http://www.mag2.com/m/0001674003.html
http://www.nihu.jp/
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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