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大学共同利用機関法人 人間文化研究機構(NIHU)の 
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▼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～5月 12 日・佐倉） 

2.【歴博】総合展示 第 4展示室 特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」（2018 年 12月 11

日～2019年 5月 12 日・佐倉） 

3.【国文研】2019年通常展示「和書のさまざま」（1月 15 日～9月 14日・立川） 

4.【国文研】「令和」の時代（5月 9日～7月 9日・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～5月 7日・吹田) 

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

 

 

▼ NIHU Magazine vol.35 

「地域と都市が創る新しい食文化」 

▼ NIHU Magazine vol.36 

「そうだ海外研究調査へ行こう － 相島葉月准教授の場合」 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

1【歴博】ギャラリートーク「正倉院文書」、特集展示「正倉院文書複製の特別公開」 



日時：5 月 3 日（金）10:55～11:40 

場所：国立歴史民俗博物館 第 1展示室「正倉院文書」コーナー 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room1 

 

2【歴博】ギャラリートーク「変わりゆく結婚式と近代化」 

日時：5月 6 日（月）11：30～12：10 

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【歴博】歴博講演会 第 415 回「歴史のなかの年号」 

日時：5月 11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 

 

4【歴博】歴博フォーラム 第 110 回「新しい歴博の先史・古代総合展示について」 

日時：6月 15日（土）10:00～16:30 

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【国文研】ギャラリートーク「和書のさまざま」 

日時：5月 16日（木）11:30～12:15 

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 

 

6【国文研】第 17回 日本古典籍講習会（2019年度） 

日時：7月 2 日（火）～5日（金） 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/kotenseki2019.html 

 

7【国語研】NINJAL サロン 

日時：5月毎週火曜日 15:30～16:30 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room1
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4
https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2019/01/post-8.html
https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/kotenseki2019.html


場所：国立国語研究所 多目的室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/salon/ 

 

8【国語研】「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」研究発表会 

日時：5月 11日 (土) 13:30～17:30 

場所：国立国語研究所 多目的室 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190511/ 

 

9【国語研】「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」研究発表会 

日時：5月 12日(日) 9:00～12:00 

会場：弘前大学 創立 50周年記念会館 会議室 2   

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190512/ 

 

10【日文研】第 17 回 日文研・アイハウス連携フォーラム 

｢スペイン語圏における日本芸能：その受容とオンライン百科事典の役割｣ 

日時：6月 5 日(水) 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/pc1/ja/archives/kohenkai/s005/cal/2019/06/05/ 

 

11【日文研】第 329回 日文研フォーラム「鬼と鬼女と山姥と―山姥と鬼の関係」 

日時：6月 14日(金) 18:30～20:30（18:10 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/pc1/ja/archives/forum/cal/2019/06/14/ 

 

12【地球研】IPCC第 49回総会京都市開催記念シンポジウム 

「脱炭素社会の実現にむけて～世界の動向と京都の挑戦」（5月 11 日・京都） 

日時：5月 11日（土）10:30～18:00 

会場：国立京都国際会館 アネックスホール  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0511.html 
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13【地球研】2019 年度第二回エコヘルス研究会 

「葬儀の変化は人々にいかに経験されるか－韓国における伝統葬儀保存運動の事例」 

日時：5月 16日（木）16:00～17:30 

会場：総合地球環境学研究所 セミナー室 1・2  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0516.html 

 

14【民博】特別展「子ども／おもちゃの博覧会」関連ワークショップ「折り紙教室」 

日時：5月 3 日（金）、5月 11 日（土）、5月 19日（日） 

各日 11:30～12:00／13:00～13:30／14:30～15:00 

場所：国立民族学博物館 特別展示館 2階 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190503origami 

 

15【民博】あそびの広場 2019「パネルシアターでみんぱく展示を知ろう！」 

日時：5月 5 日（日）10:00～16:00 

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/mmp/20190505paneltheater 

 

16【民博】「西アフリカの昔話をかたる」 

日時：5月 6 日（月）1回目：11：30～12：00／2回目：13：30～14：00 

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/mmp/20190506mukasi 

 

17【民博】MMPワークショップ「点字体験ワークショップ」 

日時：5月 11日（土）12：00～15：30 

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/mmp/mmp_tenji 

 

18【民博】みんぱくウィークエンド・サロン「ただいまオンエアー ――ソニンケ・ディアスポ

ラをつなぐ地域ラジオ」 

日時：5月 12日（日）14：30～15：00 

場所：国立民族学博物館 本館展示場（ナビひろば） 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0516.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190503origami
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190505paneltheater
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190506mukasi
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/mmp_tenji


詳細は HP をご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/20190512 

 

19【民博】みんぱくゼミナール「文化遺産の持続的な活用をめざして―南米ペルー北高地パコ

パンパ遺跡での試み」 

日時：5月 18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/491 

 

20【民博】みんぱくウィークエンド・サロン「アーミッシュキルトの誕生――米国のエスニッ

クグループの交流史から」 

日時：5月 19日（日）14：30～15：00 

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/salon/20190519 

 

21【民博】特別展「子ども／おもちゃの博覧会」関連ワークショップ「石けりであそぼ！」 

日時：5月 25日（土）11：30～12：00／13：00～13：30／14：30～15：00 

場所：国立民族学博物館 特別展示館 2階 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190421ishikeri 

 

22【民博】特別展「子ども／おもちゃの博覧会」関連ワークショップ「紙芝居」 

日時：5月 26日（日）11：30～12：00／13：00～13：30／14：30～15：00 

場所：国立民族学博物館 特別展示館 2階 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190323kamishibai 

 

23【民博】みんぱくウィークエンド・サロン「アンデスの悪魔の踊り」 

日時：5月 26日（日）14：30～15：00 

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/salon/20190526 
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▼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】総合展示 第 4展示室 特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」 

期間：2018年 12月 11 日(火)～2019年 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】「令和」の時代 

期間：5月 9 日（木）～7月 9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/2019/05/2019reiwa.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。 

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
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http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/tabisuru20190221/index


http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20190321kodomo/index 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.35 

「地域と都市が創る新しい食文化」 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/035 

 

▼ NIHU Magazine vol.36 

「そうだ海外研究調査へ行こう － 相島葉月准教授の場合」 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/036 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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 
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  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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