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      人文機構ニューズレター 

       第２３号 （2018.7） 

 

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.【全機関】こども霞が関見学デー 

  （8月 1日～8月 2 日・霞が関） 

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】フォーラム 第 108回「日本の中世文書」 

 （10月 27 日・佐倉） 

4.【歴博】歴博映像祭Ⅱ（8 月 18日～9月 2日・佐倉） 

5.【歴博】くらしの植物苑 観察会 （7月 28 日・佐倉） 

6.【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） 

7.【国文研】中高生向け講演会 

「図書館で！ネットで！楽しい古典籍―おいしい江戸料理本の世界」 

 （8月 2日・上野） 

8.【国文研】国際シンポジウム ｢デジタル時代における人文学の学術基盤をめぐって｣ 

  （7月 6日・一ツ橋） 

9.【国語研】ニホンゴ探検 2018 ― 1日研究員になろう！ 

 （7月 14日・立川） 

10.【日文研】第 14回日文研・アイハウス連携フォーラム 

   「日系ブラジル社会の集い―カラオケ、映画、俳句」（7月 27 日・六本木） 

11.【地球研】地球研オープンハウス「環境楽習しよう！～研究者が君たちを待っている！～」 

（7月 27 日・京都） 

 

 

 

▼展示情報 

 



▼その他 
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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

 

1【全機関】｢こども霞が関見学デー｣ 

日時：8月 1 日（水）～8月 2日（木）（2日間） 

場所：旧文部省 庁舎 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/ 

 

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】フォーラム第 108 回 「日本の中世文書」 

日時：10月 27日（土） 13：00～16：00 

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/forum/index.html 

 

4【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 

 

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 232回「ヒョウタンとウリの文化史」 

日時：7月 28日（土） 13:30～15:30 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html


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

 

6【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） 

場所： 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 

 

7.【国文研】中高生向け講演会  

「図書館で！ネットで！楽しい古典籍―おいしい江戸料理本の世界」 

日時 8月 2日(木）14:00～16:00（13:30受付開始） 

会場： 国際子ども図書館 アーチ棟 1階研修室 1 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.kodomo.go.jp/event/event/event2018-09.html 

 

8．【国文研】国際シンポジウム ｢デジタル時代における人文学の学術基盤をめぐって｣ 

日時：7月 6 日（金）13:30～18:30 

会場：一橋講堂中会議場 

詳細は HPをご覧ください。 

http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/kibans/sympo2018/ 

 

9.【国語研】ニホンゴ探検 2018 ― 1日研究員になろう！ 

日時：7月 14日 (土) 11:30～16:00 

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/young/tanken/ninjal2018summer/ 

 

10.【日文研】第 14回日文研・アイハウス連携フォーラム 

「日系ブラジル社会の集い―カラオケ、映画、俳句」 

日時：7月 27日（金）18:30～20:00（開場 18:00） 

会場：国際文化会館 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.i-house.or.jp/programs/nichibunihj20180727/ 

 

11.【地球研】地球研オープンハウス「環境楽習しよう！～研究者が君たちを待っている！～」 

日時：7月 27日（金）9:30～13:00（開場 9:00 最終受付 12：30） 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sympo20180727.html
http://www.kodomo.go.jp/event/event/event2018-09.html
http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/kibans/sympo2018/
https://www.ninjal.ac.jp/event/young/tanken/ninjal2018summer/
https://www.i-house.or.jp/programs/nichibunihj20180727/


会場：総合地球環境学研究所 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/openhouse/2018/ 

 

 

 

▼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 くらしの植物苑 

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 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 

 

3【国文研】特設コーナー「知の開国‒明治 150年によせて‒」 

5 月 10日（木）～7月 10日（火） 

場所： 国文学研究資料館 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/event/tokusetsu/2018/05/post.html 

 

4【国文研】通常展示「書物で見る 日本古典文学史」 

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 

 

5【民博】「国立民族学博物館コレクション 貝の道」 

6月 23日（土）～9月 2日（日） 

会場：神奈川県立近代美術館 葉山 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/openhouse/2018/
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4
https://www.nijl.ac.jp/event/tokusetsu/2018/05/post.html
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2018/06/post-5.html


http://www.minpaku.ac.jp/museum/news/hayama_kai 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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/ 

 

◎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 

 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/news/hayama_kai
http://www.mag2.com/
http://www.mag2.com/m/0001674003.html
https://www.nihu.jp/
http://archives.mag2.com/0001674003/index.html?l=fry15cf011
http://www.mag2.com/m/0001674003.html?l=fry15cf011

