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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】第 13回人間文化研究情報資源共有化研究会 

日時：2月 3 日（土）13：30～16：45分（13：00 開場） 

場所：京都大学 稲盛財団記念館 3 階大会議室（333号室） 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

２【本部】第 31回人文機構シンポジウム 

｢エコヘルス；生き方を考える－環境・健康・長寿－｣ 

日時：2月 17日（土）13:30～17:00 

会場：ヤクルトホール 

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


詳細は HP をご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/event/symposium/31 

 

３【本部】第 32回人文機構シンポジウム（機構合同シンポジウム） 

｢人文知による情報と知の体系化～異分野融合で何をつくるか～｣ 

日時：2月 26日（月）13:30～17:10（開場 13:00） 

会場：一橋講堂 

参加無料、要事前申込、定員 500名 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/event/symposium/32 

 

４【本部】人間文化研究機構広領域連携型基幹研究「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」国文学研究資料館ユニット「人命環境アーカイブズの過去・現在・未来

に関する双方向的研究」対比 

｢近世都市の常態と非常態―水路・川・洪水―｣ 

日時：2月 24日（土）10:00～17:30 

会場：国文学研究資料館 2 階 大会議室 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nijl.ac.jp/pages/images/2017sympo.pdf 

 

５【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 227回「昔の人の身近な植物の利用について」 

日時：2月 24日（土） 13:30～15:30 

講師：天野 誠 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

６【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：3月 17日（土）13:00～16:30 

場所：国立歴史民俗博物館 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 

 

７【歴博】第 32回映画の会「山村集落における伝統的な植物利用」 

http://www.nihu.jp/ja/event/symposium/31
http://www.nihu.jp/ja/event/symposium/32
http://www.nijl.ac.jp/pages/images/2017sympo.pdf
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html


日時：2 月 10 日（土）13:00～16:00  

場所：国立歴史民俗博物館 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 

 

８【国語研】NINJALフォーラム「ことばの多様性とコミュニケーション」 

日時：2月 3 日 (土) 13:00～17:00 

会場：東京証券会館ホール 

参加無料、事前申込制、詳細は HPをご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/public/forum/ 

 

９【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：2月 20日 (火) 13:30～17:00 

会場： キャンパスプラザ京都 

要事前申込、詳細は HPをご覧ください。 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180220-18/ 

 

１０【国語研】シンポジウム「日本語学習者はどのように文章を理解しているのか ―目の動き

から見えてくるもの―」 

日時：3月 3 日 (土) 10:00～15:00 

会場：国立国語研究所 講堂 

参加無料、要事前申込、詳細は HPをご覧ください。（定員 200 名） 

http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180303-sympo/ 

 

１１【日文研】第 318 回 日文研フォーラム 

「悠久なる郷(ふるさと)の響き――黄檗声明の中国的要素」 

日時：2月 13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 

参加無料、申込不要、定員 180名、詳細は HPをご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2018/02/13/index.html 

 

１２【日文研】第 66回 学術講演会 

日時：3月 16日（金）14:00～16:30（開場 13:15） 

会場：国際日本文化研究センター 講堂 

参加無料、要申込、定員 500 名、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html
http://www.ninjal.ac.jp/event/public/forum/
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180220-18/
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180303-sympo/
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2018/02/13/index.html


http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s003/cal/2018/03/16/index.html 

 

１３【地球研】第 9回「KYOTO地球環境の殿堂」 

日時：2月 10日（土） 

・表彰式 13：00～14：15 

・京都環境文化学術フォーラム国際シンポジウム 14：30～17：00 

会場：国立京都国際会館メインホール 

要事前申込、定員 1000名、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2018/0210.html 

 

１４【地球研】公開シンポジウム 

「自然を活かして防災する～災害と恵みのかかわり～」 

日時：2月 10日（土）14：00～17：20  

場所：福井県立三方青年の家 多目的ホール（体育館） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2018/0210_2.html 

 

１５【地球研】第 21回地球研地域連携セミナー 

｢地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性｣ 

日時：2月 24日（土）12：00～16：30 

場所：かふか生涯学習館 2F 研修室 

入場無料、当日受付、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no21.html 

 

１６【民博】カレッジシアター「地球探究紀行」 

日時：1月～3月までの第 2・第 4水曜日 13：00～14：30 

場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 9F「スペース 9」 

※以下の日は場所が変更となります。 

（1月 24 日（水）、2月 14日（水）は、あべのハルカス 25F「貸会議室 C」） 

参加費 1,000円（税込）、定員各回 50 名 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/outside/collegetheater2017 

 

１７【民博】シンポジウム「渡り鳥と人とのかかわり―北東アジアから考える―」 

日時：2月 11日（日）13：00～16：30（開場 12：30） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s003/cal/2018/03/16/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2018/0210.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2018/0210_2.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no21.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/outside/collegetheater2017


要展示観覧券（一般 420 円）※入場整理券を当日 11：00 から講堂前（本館 2F）にて配布 

定員 450 名（当日先着順／申込不要）、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/wataridori20180211 

 

１８【民博】公開共同研究会「捕鯨と環境倫理」 

日時：2月 12日（月・振休）13：30～17：30 

場所：国立民族学博物館 第 4セミナー室 

参加無料、申込不要、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/iurp/16jr182_02 

 

１９【民博】みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そう 

「優しいチョコレートとはなにか？―倫理的な消費入門」 

日時：2月 4 日（日）14：30～15：15 

場所：国立民族学博物館 本館展示場（ナビひろば） 

参加無料（ただし、展示観覧券が必要です）、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/499 

 

２０【民博】みんぱく映画会「テレビジョン」 

日時：2月 10日（土）13：30～16：30（開場 13：00） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

申込不要、定員 450名、要展示観覧券（一般 420 円）、入場整理券を 11：00か 

講堂前（本館 2F）にて配布。詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1802 

 

２１【民博】みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そう 

「一神教と多神教―宗教学からみた世界の宗教―」 

日時：2月 11日（日）14：30～15：15 

場所：国立民族学博物館 本館展示場（ナビひろば） 

参加無料（ただし、展示観覧券が必要です）、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/500 

 

２２【民博】みんぱくゼミナール 

「ヒュードロドロの系譜―この世ならざるものの出現にともなう音」 

時： 2月 17 日（土）13：30～15：00（13：00 開場） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

参加無料、定員 450名（先着順／申込不要）、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/wataridori20180211
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/iurp/16jr182_02
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/499
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1802
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/500


http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/477 

 

２３【民博】「郷土芸能復興支援メッセ in 釜石―みんなで語り、みんなでつなごう」 

日時：2月 24日（土）～2月 25 日（日） 

場所：釜石市民ホール TETTO 

参加無料、申込不要、詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20180224 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.19 

｢国際発信するということ｣ 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/019 

 

  NIHU Magazine vol.20 

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』 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/020 

 

NIHU Magazine vol.21 

 ｢第 30回人文機構シンポジウム―海の向こうの日本文化-その価値と活用を考える-｣ 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/021 

 

 

▼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 ｢世界の眼(め)でみる古墳(こふん)文化｣ 

3 月 6 日（火）～5 月 6日（日） 

場所：国立歴史民俗博物館 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/kids/schedule/special/index.html 

 

２【国文研】通常展示「和書のさまざま」 

1 月 15日（月）～5月 26日（土） 

場所：国文学研究資料館 1階 展示室 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/477
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20180224
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/019
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/020
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/021
http://www.rekihaku.ac.jp/kids/schedule/special/index.html


詳細は HP をご覧ください。 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/washosama201801-05.html 

 

３【民博】開館 40 周年記念企画展 アイヌ工芸品展 

「現れよ。森羅の生命― 木彫家 藤戸竹喜の世界」 

1 月 11日（木）～3月 13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/aynu20180111/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.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/washosama201801-05.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/aynu20180111/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 

 

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

