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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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8.【民博】開館 40 周年記念シンポジウム 

「民族誌コレクションの役割とその未来――人間の理解にむけた博物館の挑戦」 
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10.【民博】みんぱくゼミナール 

  ｢万博資料収集団―太陽の塔に集った仮面、神像、なりわいの道具｣（3月 17日・大阪） 

11.【民博】みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そう 
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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】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 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

２【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 228回「樹木ウォッチング」 

日時：3月 24日（土） 13:30～15:30 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

３【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 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

４【日文研】第 319回 日文研フォーラム 

｢明治の人々を科学に導いた福澤諭吉の絵入り教科書『訓蒙窮理図解』をひもとく｣ 

日時：3月 13日（火） 14:00～16:00(開場 13:40) 

場所：ハートピア京都 3階大会議室  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2017/20180303-sympo/


http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2018/03/13/index.html 

 

５【民博】カレッジシアター「地球探究紀行」 

日時：3月第 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」 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

６【民博】人間文化研究機構北東アジア地域研究推進事業国立民族学博物館拠点 

国内シンポジウム「北の焼畑、南の焼畑―日本列島の文化を再考する」 

日時：3月 11日（日）13:00～16:00（開場 12:30） 

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。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20180311 

 

７【民博】みんぱく公開講演会「'70年万博からみんぱくへ」 

日時：3月 23日（金）18:30～20:30（開場 17:30） 

場所：オーバルホール 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20180323 

 

８【民博】開館 40 周年記念シンポジウム 

「民族誌コレクションの役割とその未来―人間の理解にむけた博物館の挑戦」 

日時：3月 25日（日）13:30～16:30（開場 13：00） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20180325 

 

９【民博】みんぱく映画会 ｢ディーパンの闘い｣ 

日時：3月 10日（土）13：30～16：30（開場 13：00） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1803 

 

１０【民博】みんぱくゼミナール 

｢万博資料収集団―太陽の塔に集った仮面、神像、なりわいの道具｣ 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2018/03/13/index.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/outside/collegetheater2017
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20180311
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20180323
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20180325
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1803


日時：3 月 17 日（土）13：30～15：00（13：00 開場） 

場所：国立民族学博物館 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/478 

 

１１【民博】みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そう 

場所：国立民族学博物館 本館展示場（ナビひろば） 

・第 503 回 ｢イスラーム教育における音と文字｣ 

日時：3月 4 日（日）14：30～15：00 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/503 

 

・第 504 回「太陽の塔からみんぱくへ」――東南アジアを中心に 

日時：3月 11日（日） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/504 

 

・第 505 回 博物館資料情報の再収集 EEM北米資料とソースコミュニティとの「再会」 

日時： 3月 18日（日）14：30～15：00 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/505 

 

・第 506 回 ｢カーストの歴史的変化―あるバラモン集団の事例｣ 

日時：3月 25日（日）14：30～15：00 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/506 

 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.22 

An interview with research fellows visiting NIHU – Dr. Andrew Houwen 

http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/022 

 

 

 

▼展示情報 休館日、開館時間などは、HP から御確認ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/478
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/503
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/504
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/505
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/506
http://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/022


 

１【歴博】企画展示 ｢世界の眼でみる古墳文化｣ 

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。 

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

 

２【歴博】特別展示 ｢和宮ゆかりの雛かざり｣ 

2 月 20日(火)～4月 8 日(日) 

場所：国立歴史民俗博物館 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

３【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 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

４【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 

 

５【民博】開館 40 周年記念特別展「太陽の塔からみんぱくへ― 70 年万博収集資料」 

3 月 8 日（木）～ 5月 29日（火） 

場所：国立民族学博物館 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20180308taiyou/index 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本メールにつきましては、配信専用となっております。 

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