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      人文機構ニューズレター 

       第２２号 （2018.6） 

 

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。 

      https://www.nihu.jp/ 
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＊目次＊ 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

 

1.【歴博】公開講演会「古墳時代における日本列島と朝鮮半島の技術交流」 

（6月 9日・佐倉） 

2.【歴博】歴博講演会 第 409回「おみやげからみる日本文化の特質とその広がり」 

 （7月 14日・佐倉） 

3.【歴博】歴博映像祭Ⅱ（8 月 18日～9月 2日・佐倉） 

4.【歴博】くらしの植物苑 観察会 （6月 23 日・佐倉） 

5.【国文研】第 4回「日本語の歴史的典籍国際研究集会」 

 （7月 27日～28 日・立川） 

6.【国語研】KLSワークショップ 「日英語の移動表現における経路表示の多様性と第二言語習

得」（6月 9日・神戸） 

7.【国語研】第 3回 会話・談話研究シンポジウム 「AIと言語研究 (1)-ポライトネスと AI-」

（6月 23 日・立川） 

8. 【日文研】第 322回 日文研フォーラム 

「嘉納治五郎と近代中国―時代を超えた知性と智慧」（6月 12 日・京都） 

10.【地球研】｢無と全体の輪廻 “Circle of Emptiness and Wholeness”｣（6月 3日・京都） 

9. 【地球研】地球研セミナー 第 77回｢“雨降って地固まる”－気候変動と日本史の怖くて深

い関係－｣（6月 8日・京都） 

11.【民博】みんぱく映画会｢少女は自転車にのって｣（6月 9・吹田） 

12.【民博】音楽の祭日「音楽の祭日 2018 in みんぱく」（6月 17 日・吹田） 

13.【民博】みんぱくゼミナール ｢データベースのはしご｣（6月 16日・吹田） 

14．【民博】みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と話そう 

第 516回（6月 3日・吹田）、第 517 回（6月 10日・吹田）、 

第 518回（6月 24日・吹田）、第 519回（7月 1日・吹田） 

    第 520回（7月 8日・吹田） 



 

▼展示情報 

 

▼その他 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

 

1【歴博】公開講演会「古墳時代における日本列島と朝鮮半島の技術交流」 

日時：6月 9 日（土）13:00～15:00 

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/education_research/education/graduate_school/soukendai/inde

x.html 

 

2【歴博】歴博講演会 第 409 回「おみやげからみる日本文化の特質とその広がり」 

日時：7月 14日（土）13:00～15:00 

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/lecture/index.html 

 

3【歴博】歴博映像祭Ⅱ 

日時：8月 18日（土）～9月 2日（日） 

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/movie/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。 

第 231回「身近な植物の形態学」 

日時：6月 23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 
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5【国文研】第 4 回 「日本語の歴史的典籍国際研究集会」 

日時：7月 27日（金）～7月 28 日（土）（2日間） 

会場 : 国文学研究資料館 2F 大会議室 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sympo20180727.html 

 

6【国語研】KLS ワークショップ 「日英語の移動表現における経路表示の多様性と第二言語習

得」 

日時：6月 9 日（土）10：00～12：00 

会場 : 甲南大学 岡本キャンパス 8 号館 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20180609_2-sympo/ 

 

7【国語研】第 3回 会話・談話研究シンポジウム 「AI と言語研究 (1)-ポライトネスと AI-」 

日時：6月 23日（土）13：00～17：30 

会場 : 国立国語研究所 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20180623-sympo/ 

 

8【日文研】第 322 回 日文研フォーラム 

「嘉納治五郎と近代中国―時代を超えた知性と智慧」 

日時：6月 12日（火）18:30～20:30 (開場 18:10) 

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://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2018/06/12/index.html 

 

9【地球研】｢無と全体の輪廻 “Circle of Emptiness and Wholeness”｣ 

日時：6月 3 日（日）13:00～18：30 

会場：京都大学基礎物理学研究所、湯川記念館、パナソニック国際交流ホール 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2018/0603.html 

 

10【地球研】第 77 回地球研セミナー 

 ｢“雨降って地固まる”－気候変動と日本史の怖くて深い関係－｣ 

日時：6月 8 日（金）18：30～20：00（18：00 開場） 

会場：ハートピア京都 大会議室 
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詳細は HP をご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no77.html 

 

11【民博】みんぱく映画会「少女は自転車にのって」 

日時： 6月 9日（土）13：30～16：00（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/movies1806 

 

12【民博】音楽の祭日「音楽の祭日 2018 in みんぱく」 

日時：6月 17日（日）10：15～16：20（開場 10：00） 

場所：国立民族学博物館 講堂（本館 2階）、エントランスホール（本館 1 階） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fetedelamusique/2018/index 

 

13【民博】みんぱくゼミナール｢データベースのはしご｣ 

日時： 6月 16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/481 

 

14【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 本館展示場又は特別展示館 

・第 516 回 ｢みんぱくの元気なボランティア―MMPとみんぱく｣ 

日時：6月 3（日）14：30～15：00 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/516 

 

・第 517 回 ｢亜麻箪笥の世界｣ 

日時：6月 10日（日）14：30～15：15 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/517 

 

・第 518 回 ｢キルト・ストーリーが紡ぐ世界｣ 

日時：6月 24日（日）14：30～15：30 

詳細は HPをご覧ください。 
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http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/518 

 

・第 519 回 ｢北アメリカ先住民イヌピアットとイヌイットによる捕鯨｣ 

日時：7月 1 日（日）14：30～15：30 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/519 

 

・第 520 回 ｢精霊信仰と彫像｣ 

日時：7月 8 日（日）14：30～15：15 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/520 

 

 

▼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】くらしの植物苑 特別企画「伝統の朝顔」開催予定 

7 月 31日(火)～9月 9 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/exhibitions/plant/project/index.html 

 

2【歴博】特集展示「お化け暦と略縁起－くらしのなかの文字文化－」 

4 月 24日(火)～10 月 28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/exhibitions/special/index.html#room4 

 

3【国文研】通常展示「書物で見る 日本古典文学史」 開催予定 

6 月 11日(月)～9月 15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。 

https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2018/06/post-5.html 

 

4【地球研】文部科学省エントランス企画展示 

「トイレからひろがる幸せな暮らしのデザイン」 

5 月 21日(月)～6月 26日(火)(予定) 
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会場：文部科学省新庁舎２階エントランス 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2018/0521-0626.html 

 

5【民博】企画展 

「アーミッシュ・キルトを訪ねて―そこに暮らし、そして世界に生きる人びと」 

6月 21日（木）～9月 18 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/thematic/quilt20180621/index 

 

 

▼その他 

【本部】人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト地域研究「北東アジア」 

<公募> 沖縄県与那国町役場の境界研究・専門嘱託員の募集（平成 30年度） 

https://hokudaislav-northeast.net/social-contributions/ 

※本募集は、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター拠点が社会貢献の観点から協力して

いる「境界地域研究ネットワーク JAPAN（JIBSN）」の公募になります。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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  

     https://www.nihu.jp/ 
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◎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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