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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】「大学共同利用機関シンポジウム２０１８ ～最先端研究大集合～」 

日時：10月 14日（日）11:00 から 16:30（入場は 16:00 まで） 

会場：名古屋市科学館地下２階イベントホール 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nips.ac.jp/kikansympo2018/index.html 

 

2【本部】第 34 回人文機構シンポジウム（国際シンポジウム） 

「市民とともに地域を学ぶ－日本と台湾にみる地域文化の活用術」 

日時：11月 10日（土）13:00～17:30（開場 12:30） 

会場：TEPIA ホール 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/event/symposium/34 

 

3【歴博】歴博講演会 第 410 回「太上天皇の『詔勅』」 

日時：10月 13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 

 

4【歴博】歴博フォーラム 第 108 回「日本の中世文書」 

日時：10月 27日（土）13:00～16:30 

場所：国立歴史民俗博物館 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/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。 

https://www.nips.ac.jp/kikansympo2018/index.html
https://www.nihu.jp/ja/event/symposium/34
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html


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 235回「よみがえれ、木の実の食文化」 

日時：10月 27日（土）13:30～15:30 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

6【国文研】平成 30年度「古典の日」講演会 

日時：11月 3日(土・祝) 13:30～16:00（開場 12:30） 

会場：イイノホール 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/event/lecture/2018/11/29.html 

 

7【国語研】NINJAL フォーラム 第 13回 「日本語の変化を探る」 

日時：11月 4日 (日) 13:00～17:00 

会場：一橋大学 一橋講堂 (学術総合センター 2階) 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/public/forum/ninjalforum013/ 

 

8【日文研】第 15回 日文研・アイハウス連携フォーラム 

日時：12月 5日 18:30～20:00 

会場：国際文化会館（アイハウス）講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2018/12/05/index.html 

 

9【地球研】第 78回 地球研市民セミナー  

｢自然を活かして防災する：災害と恵みのかかわり｣ 

日時：10月 11日（木）18：30～20：00（18：00 開場） 

会場：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.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no78.html 

 

10【民博】みんぱく公開講演会「音楽から考える共生社会」 

日時：11月 2日（金）18:30～20:40（開場 17:30） 

会場：日経ホール 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20181102 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
https://www.nijl.ac.jp/event/lecture/2018/11/29.html
https://www.ninjal.ac.jp/event/public/forum/ninjalforum013/
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2018/12/05/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no78.html
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20181102


 

11【民博】シンポジウム「バスケタリーと人類」 

日時：11月 3日（土・祝） 13:30～16:20 

場所：国立民族学博物館 第 4セミナー室（本館 2F） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20181103 

 

12【民博】イベント・ワークショップ 

オリジナル木製スプーンをつくってみよう（京都造形芸術大学との共同プロジェクト） 

日時：10月 13日（土）、10 月 21日（日）、 

   11月 3日（土・祝）、11月 18日（日） 

11：00～15：30（15：00受付終了） 

場所：国立民族学博物館 特別展示館 2F 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20180922spoon 

 

13【民博】みんぱくゼミナール ｢工芸を語る―宮城の職人からのメッセージ｣ 

日時：10月 20日（土）13：30～15：00（13：00 開場） 

場所：国立民族学博物館 セミナー室（本館 2階）ほか 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/484 

 

14【民博】みんぱく映画会 ｢彷徨える河｣ 

日時：11月 4日（日）13：30～16：30（開場 13：00） 

会場：ホテル阪急エキスポパーク多目的ホール（オービットホール） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1811 

 

15【民博】イベント・ワークショップ 

ミンパク オッタ カムイノミ（みんぱくでのカムイノミ） 

日時：11月 8日（木）10：30～11：50 

場所：国立民族学博物館 玄関前広場 

（雨天の場合、古式舞踊はエントランスホールにて実施） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/kamui18 

 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/rm/20181103
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20180922spoon
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/484
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1811
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/kamui18


 

 

▼ NIHU Magazine vol.27 

An interview with research fellows visiting NIHU – PhD candidate Jo McCallum 

詳細は HPをご覧ください。（日本語訳は近日公開） 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/027 

 

 

 

▼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】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 

 

2【歴博】企画展示 ｢日本の中世文書―機能と形と国際比較―｣ 

10月 16日（火）～12 月 9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_next.html 

 

3【国文研】特別展示「祈りと救いの中世」 

10月 15日(月)～12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/2018/10/--.html 

 

4【日文研】展覧会「日文研コレクション 描かれた「わらい」と「こわい」展 ―春画・妖怪

画の世界―」 

10月 16日（火）～12 月 9日（日） 

会場：細見美術館  

詳細は HPをご覧ください。 

http://topics.nichibun.ac.jp/ja/sheet/2018/09/14/s001/index.html 

 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/027
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index_next.html
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2018/10/--.html
http://topics.nichibun.ac.jp/ja/sheet/2018/09/14/s001/index.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」 

8 月 23日（木）～12月 25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/quilt20180621/index 

 

6【民博】特別展「工芸継承―東北発、日本インダストリアルデザインの原点と現在」 

9 月 13日（木）～ 11 月 27 日（火） 

場所：国立民族学博物館 特別展示館 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20180913kougei/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  

     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 
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◎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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