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       第２９号 （2019.1） 

 

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】歴博講演会 第 412回「市民参加で読む地震史料」、第 413回「平田篤胤が遺したも

の －幕末政治と思想のゆくえ－」（1月 12日、2月 9 日・佐倉） 

2.【歴博】歴博映像フォーラム 13「二五穴－水と米を巡る人びとの過去・現在・未来－」（3月

2 日・佐倉） 

3.【歴博】くらしの植物苑 観察会 第 238回「幕末プロイセン使節団のクリスマスツリー探し

－江戸の最初のドイツ風降誕祭－」（1月 26日・佐倉） 

4.【国語研】NINJALコロキウム 第 102回「オープンサイエンスにより変容する科学研究と学

術コミュニケーション」（1月 22 日・立川） 

5.【日文研】第 325回  日文研フォーラム「猫鬼の話―お伽草子『酒呑童子』と近世のパロデ

ィー絵巻」（1月 11 日・京都） 

6.【日文研】第 16 回  日文研・アイハウス連携フォーラム「明治日本オリンピック事始め～ス

ポーツ文明論試論」（2月 20 日・六本木） 

7.【地球研】地球研×立命館映像学部 映像祭 「暮らしは環境を映す」（1月 26日、27日・京

都） 

8.【民博】みんぱくミュージアムパートナーズ（MMP）企画（1 月 13 日、14日・吹田） 

9.【民博】みんぱくセミナール  ｢インターネットで神さまと『ともだち』になる―当世ヒンド

ゥー教事情｣（1月 19日・吹田） 

10.【民博】みんぱく映画会 みんぱく映像民族誌シアター（1月 12 日、26日、2月 9日、17

日・淀川） 

11.【民博】みんぱく映画会 みんぱくワールドシネマ 映像から考える＜人類の未来＞ 第

44 回上映会 ｢ママのお客｣ （2月 23日・吹田） 

12.【民博】イベント・ワークショップ ｢かざってポン！へんしん いのしし｣（1月 14 日・吹

田） 

 

▼展示情報 



1【歴博】特集展示『もの』からみる近世「吉祥のかたち」（1 月 5 日(土)～2 月 11 日(月祝)・

佐倉） 

2【歴博】特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」（2018年 12月 11日(火)～5月 12 日(日)・佐

倉） 

3【歴博】特別企画「冬の華・サザンカ」（2018年 11月 27 日(火)～1月 27日(日)・佐倉） 

4【国文研】通常展示「和書のさまざま」（1月 15日(火)～9月 14 日(土)・立川） 

5【民博】年末年始展示イベント「いのしし」（2018年 12 月 6日(木)～1月 22日(火)・吹田） 

6【民博】企画展「旅する楽器―南アジア、弦の響き」（2月 21日(木)～5月 7日(火）・吹田) 

 

▼ NIHU Magazine vol.31 

｢An interview with research fellows visiting NIHU – PhD candidate Hannah Bayley｣ 

(日本語版は近日公開予定) 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

 

1【歴博】歴博講演会 

・第 412 回「市民参加で読む地震史料」 

日時：1月 12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。 

https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html 

・第 413 回「平田篤胤が遺したもの －幕末政治と思想のゆくえ－」 

日時：2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。 

https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html 

 

2【歴博】歴博映像フォーラム 13 「二五穴－水と米を巡る人びとの過去・現在・未来－」 

日時：3月 2 日（土）13時 00 分～16時 30 分 

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 

 

https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html


3【歴博】くらしの植物苑 観察会 第 238 回 

「幕末プロイセン使節団のクリスマスツリー探し－江戸の最初のドイツ風降誕祭－」 

日時：1月 26日（土）13:30～15:30 

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/plant/observation/index.html 

 

4【国語研】NINJAL コロキウム 第 102 回 

「オープンサイエンスにより変容する科学研究と学術コミュニケーション」 

日時：1月 22日 (土) 15:30～17:30 

場所：国立国語研究所 2階 多目的室 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/#colloquium-top 

 

5【日文研】第 325 回  日文研フォーラム 

「猫鬼の話―お伽草子『酒呑童子』と近世のパロディー絵巻」 

日時：1月 11日（金）14:00～16:00（開場 13:40） 

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://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2019/01/11/index.html 

 

6【日文研】第 16回  日文研・アイハウス連携フォーラム 

「明治日本オリンピック事始め～スポーツ文明論試論」 

日時：2月 20日（水）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。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2019/02/20/index.html 

 

7【地球研】地球研×立命館映像学部 映像祭 「暮らしは環境を映す」 

日時：1月 26日（土）･27日（日）13:00～18:00（開場 13:30） 

会場：mumokuteki ホール 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0126-27.html 

 

8【民博】みんぱくミュージアムパートナーズ（MMP）企画 

・｢干支の亥（いのしし）で絵馬をつくろう｣ 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/#colloquium-top
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2019/01/11/index.html
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2019/02/20/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0126-27.html


日時：1 月 13 日（日）10:30～17:00（15:30 受付終了） 

会場：国立民族学博物館 エントランスホール（本館 1F） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190113sketch 

 

・おりがみで遊ぼう！干支シリーズ「亥（いのしし）」 

日時：1月 14日（月・祝） 

10：30～11：00／11：00～11：30／11：30～12：00 

   13：00～13：30／13：30～14：00／14：00～14：30 

  （各回 20～30 分程度） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190114origami 

 

9【民博】みんぱくゼミナール  

・｢インターネットで神さまと『ともだち』になる―当世ヒンドゥー教事情｣ 

日時：1月 19日（土）13：30～15：00（開場 13：00） 

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/487 

 

10【民博】みんぱく映像民族誌シアター 

・「カラハリ砂漠のトランスダンス」 

日時：1月 12日（土）14：00～16：00（開場 13：30） 

会場：淀川文化創造館 シアターセブン 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190112_eizouminzokushi 

 

・「ネパールの 30年」 

日時：1月 26日（土）14：00～16：00（開場 13：30） 

会場：淀川文化創造館 シアターセブン 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190126_eizouminzokushi 

 

・「アリラン峠を越えていく―在日コリアンの音楽」 

日時：2月 9 日（土）13：30～16：00（開場 13：00） 

場所：淀川文化創造館 シアターセブン 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190113sketch
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190114origami
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/487
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190112_eizouminzokushi
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190126_eizouminzokushi


詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190209_eizouminzokushi 

 

・「中国雲南省大理盆地の回族」 

日時：2月 17日（日）14：00～16：00（開場 13：30） 

会場：淀川文化創造館 シアターセブン 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190217_eizouminzokushi 

 

11【民博】みんぱく映画会 みんぱくワールドシネマ 映像から考える＜人類の未来＞ 

第 44 回上映会 ｢ママのお客｣ 

日時：2月 23日（土）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/movies1902 

 

12【民博】イベント・ワークショップ ｢かざってポン！へんしん いのしし｣ 

日時：1月 14日（月・祝）10：00～17：00（16：30 受付終了） 

場所：国立民族学博物館 エントランスホール（本館 1F） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20181209henshin 

 

 

▼展示情報 

 

1【歴博】特集展示『もの』からみる近世「吉祥のかたち」 

1 月 5 日(土)～2月 11 日(月祝) 

場所：国立歴史民俗博物館 第 3展示室（近世）副室 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4 

 

2【歴博】特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」 

2018年 12月 11 日(火)～5月 12 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。 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190209_eizouminzokushi
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20190217_eizouminzokushi
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies1902
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20181209henshin
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4


 

3【歴博】特別企画「冬の華・サザンカ」 

2018年 11月 27 日(火)～1月 27 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。 

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

 

4【国文研】2019年通常展示「和書のさまざま」 

1 月 15日(火)～9月 14日(土)予定 

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/2019/01/post-8.html 

 

5【民博】年末年始展示イベント「いのしし」 

2018年 12月 6日(木)～1月 22 日(火) 

場所：：国立民族学博物館 本館展示場（ナビひろば） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/eto/2019inoshishi 

 

6【民博】企画展「旅する楽器―南アジア、弦の響き」 

2 月 21日(木)～5月 7 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/tabisuru20190221/index 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.31 

｢An interview with research fellows visiting NIHU – PhD candidate Hannah Bayley｣ 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/en/publication/nihu_magazine/031 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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。 
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－－－－－－ 

《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 
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