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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。 

      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 414回「第 1 展示室『先史・古代』オープン」（3月 23 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 240回「鍋島茂義の植物学」（3月 23日・佐倉） 

4.【歴博】夜桜観賞の夕べ（3月 27 日～4 月 7日・佐倉） 

5.【国語研】「通時コーパス」シンポジウム 2019（3月 9日・立川） 

6.【国語研】研究発表会「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」 

 （3月 10日・立川） 

7.【国語研】NINJALコロキウム  

・第 104 回「なぜ日本語系統論は流行らなくなったのか。」（3月 19日・立川） 

・第 105 回「多文化多言語のオーストラリアで日本語を教えるということ」 

（3月 26 日・立川） 

8.【日文研】第 327回 日文研フォーラム 「近代中国革命の思想的起源―日本からの建国思想

の受容を中心に」（3月 12日・京都）  

9.【地球研】第 79 回地球研市民セミナー 

「インドネシアの泥炭開発・環境問題―日本（加工貿易国）とインドネシア（資源国）の関

係」（3月 12 日・京都） 

10.【地球研】地球研×ナレッジキャピタル「小さな生き物と暮らしの生態学」 

 ・第２回「ミツバチと共に未来を作る」（3月 13日・大阪） 

 ・第３回「アカガエルにほめられる!? - 農家が楽しむ生態系保全活動」（3月 20 日・大阪） 

11.【地球研】サニテーションプロジェクト 第 6回 Visualization 研究会 

 「博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業「バーチャルリアリティによる

体験と可視化」（3月 28日・京都） 

12.【民博】みんぱくゼミナール ｢チャルメラ―過去から響く音｣（3月 16日・吹田） 

13.【民博】みんぱく公開講演会  「アンデス文明の起源を求めて―日本人研究 60 年の軌跡と



展望」（3 月 22 日・吹田） 

 

  

▼展示情報 

1.【歴博】】総合展示 第 1 展示室 特集展示「正倉院文書複製の特別公開－クラウドファンデ

ィングによる製作と展示－」（3月 19日（火）～5月 12 日（日）・佐倉） 

2.【歴博】「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.【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)・立川） 

4.【国文研】特設コーナー｢山鹿素行の和学｣（1月 15日(火)～3月 12 日(火)・立川） 

5.【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) 

6.【民博】特別展「子ども／おもちゃの博覧会」（3月 21 日（木・祝）～ 5月 28 日（火）・吹 

田） 

 

▼ NIHU Magazine vol.31 

｢そうだ人文機構、行こう－外来研究員ハナ・ベイリーさんの場合｣ 

▼ NIHU Magazine vol.32 

｢そうだ海外研究調査へ行こう－松田睦彦准教授の場合｣ 

▼ NIHU Magazine vol.33 

「人間文化研究機構日本研究国際賞に期待する」（英語版は近日公開予定） 

▼ NIHU Magazine vol.34 

 「ひな祭りについて知っておきたい５つのこと」（英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 414 回「第 1展示室『先史・古代』オープン」 

日時：3月 23日（土）10:00～12:00 

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）13：00～16：30 

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 

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 240回「鍋島茂義の植物学」 

日時：3月 23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【歴博】夜桜観賞の夕べ 

日時：3月 27日（水）～4月 7日(日）18:00～20:00 

場所：国立歴史民俗博物館 エントランスホール 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/others/news/yozakura2019/index.html 

 

5【国語研】「通時コーパス」シンポジウム 2019 

日時：3月 9 日（土）10:00～17:00 

場所：国立国語研究所 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20190309/ 

 

6【国語研】研究発表会「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」 

日時：3月 10日（日）10:00～16:00 

場所：国立国語研究所 講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20190310/ 

 

7【国語研】NINJAL コロキウム 

・第 104 回「なぜ日本語系統論は流行らなくなったのか。」 

日時：3月 19日（日）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 

・第 105 回「多文化多言語のオーストラリアで日本語を教えるということ」 

日時：3月 26日 (火) 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 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/others/news/yozakura2019/index.html
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20190309/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20190310/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/#colloquium-top
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/#colloquium-top


 

8【日文研】第 327 回 日文研フォーラム   

「近代中国革命の思想的起源―日本からの建国思想の受容を中心に」 

日時：3月 12日(火) 14:00～16:00 (13:40 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://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2019/03/12/index.html 

 

9【地球研】第 79回地球研市民セミナー 

「インドネシアの泥炭開発・環境問題―日本（加工貿易国）とインドネシア（資源国）の関

係」 

日時：3月 12日(火) 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/no79.html 

 

10【地球研】地球研×ナレッジキャピタル「小さな生き物と暮らしの生態学」 

・第２回「ミツバチと共に未来を作る」 

日時：3月 13日(火) 19:00～20:30 

会場：グランフロント大阪北館１F「カフェラボ」 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0313.html 

・第３回「アカガエルにほめられる!? - 農家が楽しむ生態系保全活動」 

日時：3月 20日(水) 19:00～20:30 

会場：グランフロント大阪北館１F「カフェラボ」 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0320.html 

 

11【地球研】サニテーションプロジェクト 第 6 回 Visualization研究会 

博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業「バーチャルリアリティによる体験

と可視化」 

日時：3月 28日(木) 13:30～17:30 

会場：総合地球環境学研究所 講演室 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0328.html 

 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2019/03/12/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no79.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0313.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0320.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0328.html


12【民博】みんぱくゼミナール ｢チャルメラ―過去から響く音｣ 

日時：3月 16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） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/489 

 

13【民博】みんぱく公開講演会   

「アンデス文明の起源を求めて―日本人研究 60年の軌跡と展望」 

日時：3月 22日(金) 18:30～20:45（開場 17:30） 

会場：オーバルホール（大阪市北区梅田 3-4-5毎日新聞社ビル B1 階） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20190322 

 

 

 

▼展示情報 

1【歴博】総合展示 第 1展示室 特集展示「正倉院文書複製の特別公開 

－クラウドファンディングによる製作と展示－」 

期間：3月 19日(火)～5月 12 日(日) 

場所：国立歴史民俗博物館 第１展示室 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/outline/press/p190319_s/index.html 

 

2【歴博】「変わりゆく結婚式と近代化」 

期間：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 

 

3【国文研】2019年通常展示「和書のさまざま」 

期間：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 

 

4【国文研】特設コーナー｢山鹿素行の和学｣ 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/489
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/20190322
https://www.rekihaku.ac.jp/outline/press/p190319_s/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2019/01/post-8.html


期間：1 月 15 日(火)～3 月 12 日(火） 

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/tokusetsu/2019/01/post-9.html 

 

5【民博】企画展「旅する楽器―南アジア、弦の響き」 

期間：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 

 

6【民博】特別展「子ども／おもちゃの博覧会」 

期間：3月 21日(木)～5月 28 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/20190321kodomo/index 

 

 

▼NIHU Magazine vol.31 

｢そうだ人文機構、行こう － 外来研究員ハナ・ベイリーさんの場合｣ 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

▼NIHU Magazine vol.32 

｢そうだ海外研究調査へ行こう － 松田睦彦准教授の場合｣ 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/032 

 

▼NIHU Magazine vol.33 

｢人間文化研究機構日本研究国際賞に期待する」 

詳細は HPをご覧ください。(英語版は近日公開予定) 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/033 

 

▼NIHU Magazine vol.34 

「ひな祭りについて知っておきたい５つのこと」 

詳細は HPをご覧ください。(英語版は近日公開予定) 

https://www.nijl.ac.jp/event/tokusetsu/2019/01/post-9.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/tabisuru20190221/index
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20190321kodomo/index
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/031
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/032
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/033


https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/034 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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 
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