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11月 4日・佐倉) 
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▼ NIHU Magazine vol.38 

 「暮らしの映像から考える持続可能な未来」 
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▼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 416回「最終氷期に生きた人々」 

日時：7月 13日（土）13:00～15:00 

場所：国立歴史民俗博物館 歴博講堂 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

2. 【歴博】くらしの植物苑 観察会 第 244 回「明治 2年の皇居の花見」 

日時：7月 27日（土）13:30～15:30 

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/observation/index.html 

 

3. 【国文研】第 2 回若手研究者を対象とした日本古典籍講習会（2019年度） 

日時：7月 2 日（火）～3日（水） 

場所：国文学研究資料館 2 階 大会議室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/kotenseki-wakate2019.html 

 

4. 【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） 

場所：国文学研究資料館 2 階大会議室、国立国会図書館東京本館 新館 3 階大会議室  

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

5. 【国文研】2019 年度アーカイブズ・カレッジ(史料管理学研修会) 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/31.html 

 

6. 【国文研】2019 年通常展示「和書のさまざま」ギャラリートーク 

日時：7月 18日（木）11:30～12:15 

https://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/kotenseki-wakate2019.html
https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/kotenseki2019.html
https://www.nijl.ac.jp/event/seminar/2019/07/31.html


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 

 

7. 【国語研】NINJALコロキウム 

日時：7月 2 日（火）･9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 

 

8. 【国語研】NINJALサロン 

日時：7月 16日（火）･23日（火）･30 日（火）15：30～16：30 

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/salon/ 

 

9. 【国語研】講演会・ワークショップ 「日本語非母語話者の読解コーパスからわかること」 

日時：7月 6 日（土）10:00～15:30 

場所：国際基督教大学 本館 1階 116教室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190706/ 

 

10. 【国語研】国際シンポジウム 「イマ、アジアノ言語ガ オモシロイ : Learning Sounds of 

Asian Languages」 

日時：7月 6 日（土）10:00～17:00 

場所：東京大学 駒場キャンパスⅠ 21 KOMCEE EAST K011  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/symposium/20190706_intlsympo/ 

 

11.【国語研】言語科学会 第 21 回年次国際大会 (JSLS 2019) ワークショップ "Development 

of a parsed corpus and its applications to linguistic research and education" 

日時：7月 7 日 (日) 11:00～12:30 

場所：東北大学 仙台キャンパス 文科系総合研究棟 大会議室   

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190707/ 

 

https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2019/01/post-8.html
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/colloquium/#colloquium-top
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/salon/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190706/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/symposium/20190706_intlsympo/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190707/


12. 【国語研】関西言語学会 第 44 回大会 シンポジウム 「高度文法情報付きコーパスとその

日本語研究への応用」 

日時：7月 14日（日）13:30～16:30 

場所：関西大学 千里山キャンパス 第 2学舎 4号館 F402教室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190714/ 

 

13. 【国語研】Computational Psycholinguistics Tokyo 

日時：7月 19日（金）13:00～15:00 

場所：早稲田大学 西早稲田キャンパス 51号館 5階 12号室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190719/ 

 

14. 【国語研】国立国語研究所オープンハウス 2019 

日時：7月 20日（土）11:30～15:40 

場所：国立国語研究所 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/public/p-others/ 

 

15. 【国語研】ニホンゴ探検 2019 ― 1日研究員になろう！ 

日時：7月 20日（土）11:30～16:00 

場所：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/ninjal2019summer/ 

 

16. 【国語研】Kobe-NINJAL-Oxford 言語学コロキウム 「日本語研究の最前線」 

日時：7月 21日（日）13:30～17:00 

場所：神戸大学 六甲台第 2 キャンパス 瀧川記念学術交流会館 大会議室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190721/ 

 

17. 【国語研】東洋学へのコンピュータ利用 第 31回研究セミナー 

日時：7月 26日（金）9:30～17:00 

場所：国立国語研究所 2F 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-2019/20190726/ 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190714/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190719/
https://www.ninjal.ac.jp/event/public/p-others/
https://www.ninjal.ac.jp/event/young/tanken/ninjal2019summer/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190721/
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190726/


 

18. 【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：7月 28日（日）13:30～17:00 

場所：石川県政記念 しいのき迎賓館 セミナールーム B  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190728/ 

 

19. 【日文研】第 330 回日文研フォーラム「越境する民衆宗教―大正・昭和前期における大本

教と道院・紅卍字会の関係を中心に」 

日時：7月 5 日（金）14：00～16：00 

場所：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/2019/07/05/ 

 

20. 【地球研】第 1回 RIHN メソッド研究会 

日時：7月 4 日（木）14：00～17：00 

場所：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/2019/0704.html 

 

21. 【地球研】第 14回地球研国際シンポジウム 

Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context 

日時：7月 11日（木）･12日（金） 

場所：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/symposiums/no14.html 

 

22. 【地球研】公開セミナー：地球研・民博合同企画『同位体からわかる古代人の暮らし』 

日時：7月 16日（火）15：30～17：00 

場所：国立民族学博物館・特別研究室（4階 4046号室）  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0716.html 

 

23. 【地球研】第１２回オープンチームサイエンスウェビナー 環境トレーサビリティーとは

何か 

日時：7月 18日（木）12：15～13：00 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190728/
http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/forum/cal/2019/07/05/
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0704.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/symposiums/no14.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0716.html


場所：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/2019/0718.html 

 

24. 【地球研】第 28回地球研地域連携セミナー（北海道）／第 7回 北大・地球研合同セミナ

ー「サステイナブルな社会を作るためのビジネスを考える」 

日時：7月 18日（木）14：00～18：00 

場所：北海道大学大学院工学研究院 フロンティア応用科学研究棟 セミナー室 1  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no28.html 

 

25. 【地球研】2019年度 第六回エコヘルス研究会「人間、巻貝、魚と水景のインターアクシ

ョン：タイランドにおけるタイ肝吸虫感染の地理学的調査」 

日時：7月 18日（木）14：30～18：00 

場所：総合地球環境学研究所 セミナー室 3・4  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0718_2.html 

 

26. 【民博】企画展関連体験ワークショップ「マハーリードを和紙でつくろう！」 

日時：7月 6 日（土）･7日（日） 

場所：国立民族学博物館 第 3セミナー室（本館 2F）  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20190706-07ws 

 

27. 【民博】MMPワークショップ「点字体験ワークショップ」 

日時：7月 13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 

 

28. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン 

日時：7月 14日（日）･21日（日）･28 日（日） 

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/outside 

 

29. 【民博】アンデスの褐色のキリスト―奉納品をとおしてみる信仰の世界 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0718.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no28.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0718_2.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20190706-07ws
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/mmp_tenji
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/outside


日時：7 月 20 日（土）13：30～15：00 

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/493 

 

30. 【民博】みんぱく夏休みこどもワークショップ「フィールドワークに挑戦！―極寒！-40℃

のくらし」 

日時：7月 28日（日）10：30～16：00 

場所：国立民族学博物館 第 3セミナー室、本館展示場  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/ws_20190728 

 

 

▼展示情報 

1. 【歴博】「よみがえる地域文化－岐路に立つ共同体(コミュニティ)のいま－」 

期間：7月 23日（火）〜 11 月 4 日（月） 

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 

 

2. 【歴博】『もの』からみる近世「伝統の朝顔」  

期間：7月 30日(火)～9月 8 日(日) 

場所：国立歴史民俗博物館 第 3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#room3 

 

3. 【歴博】「もののけの夏―江戸文化の中の幽霊・妖怪―」 

期間：7月 30日(火)～9月 8 日(日) 

場所：国立歴史民俗博物館 企画展示室 B   

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

4. 【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。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/493
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/ws_20190728
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room3
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html


https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2019/01/post-8.html 

 

5. 【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 

 

6. 【国文研】刀剣とアーカイブズ ―当館所蔵 信濃国松代真田家文書から― 

期間：7月 11日（木）～9月 14 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/tokusetsu/2019/07/post-12.html 

 

7. 【民博】企画展「サウジアラビア、オアシスに生きる女性たちの 50 年 ―『みられる私』よ

り『みる私』」 

期間：6月 6 日（木）～9月 10 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/saudi20190606/index 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.38  

「暮らしの映像から考える持続可能な未来」 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/038 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2019/01/post-8.html
https://www.nijl.ac.jp/event/tokusetsu/2019/05/2019reiwa.html
https://www.nijl.ac.jp/event/tokusetsu/2019/07/post-12.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/saudi20190606/index
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/038


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.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

