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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｣（11月 11日、12日・神戸） 

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

（11月 11日・佐倉） 
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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 224回 「菊花壇しつらえのいろいろ」 

日時：11月 25日（土） 13:30～15:30 

講師：平野 恵 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

４【歴博】歴博映像フォーラム 12「モノ語る人びと－津波被災地・気仙沼から」 

日時：2018年 3月 17日（土）10:30～15:00 

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 

 

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） 

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


詳細は HP をご覧ください。 

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

 

６【国語研】無印良品 有楽町 ATELIER MUJI 『え，ほん？』展 

日時：11月 3日（金)～12月 17 日（日) 

会場：無印良品 有楽町 2F ATELIER MUJI 

参加無料、詳細は HPをご覧ください。 

https://www.muji.com/jp/events/9391/ 

 

７【国語研】シンポジウム「変体仮名のこれまでとこれから」 

日時：11月 25日（土)10:30～18:00 

場所：国立国語研究所 講堂 

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/specialists/project-meeting/m-2017/20171125-sympo/ 

 

８【日文研】フォーラム 第 315回  

｢桂離宮の地霊（ゲニウス・ロキ）―近世の庭園における古代の神話と文化｣ 

日時：11月 14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） 

参加無料、申込不要（13: 15 頃より整理券配布、先着 180名） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180114-sympo/ 

 

９【地球研】第 3回 菅平湿原シンポジウム 

日時：11月 6日（月）15:00 ～17:00 

会場：菅平講演国際リゾートセンター ３階ホール 

参加無料、当日受付 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2017/1106.html 

 

１０【民博】公開シンポジウム「驚異と怪異の場―＜自然＞の内と外」 

日時：11月 3日（金・祝）10:00 ～18:00 

場所：慶應義塾大学 三田キャンパス 

参加無料、申込不要、定員約 210名 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html
https://www.muji.com/jp/events/9391/
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20171125-sympo/
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180114-sympo/
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2017/1106.html


http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/iurp/15jr174_01 

 

１１【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） 

参加費無料（要事前申込）、定員 600名（先着順）、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 

【国文学研究資料館 古典籍共同研究事業センター】 

｢文理融合研究で切り拓く歴史的オーロラ研究の魅力｣  岩橋 清美准教授 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/015 

 

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】企画展示「1968年」-無数の問いの噴出の時代- 

10月 11日(水)～ 12月 10日(日) 

場所：国立歴史民俗博物館 企画展示室 A・B 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

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【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/research/activity/news/iurp/15jr174_01
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20171117
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/015
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/isemonogatari.html


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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