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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 417回「浮世絵の中の妖怪－表現と機能－」 

日時：8月 10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 

 

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


2. 【歴博】歴博フォーラム 第 111 回「伝統の朝顔 20 年の歩み」 

日時：8月 17日（土）13:00～16:30 

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/forum/index.html 

 

3. 【歴博】くらしの植物苑観察会 第 245回「新しい朝顔」 

日時：8月 24日（土）10:00～12:00 

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 

 

4. 【国語研】「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」研究発表 

日時：8月 3 日（土）10:00～12:00 

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-2019/20190803/ 

 

5. 【国語研】Lectures on the Japanese language from cognitive/typological 

perspectives 

日時：8月 6 日（火）10:00～12:00 

場所：関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20190806/ 

 

6. 【国語研】The 15th International Cognitive Linguistics Conference 

日時：8月 6 日（火）～11日（日） 

場所：関西学院大学 西宮上ケ原キャンパス  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/symposium/20190806_intlsympo/ 

 

7. 【国語研】シンポジウム「話し言葉の多様性」 

日時：8月 30日（金）13:00～17:15 

場所：国立国語研究所 講堂  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www2.ninjal.ac.jp/conversation/event/sympo2019.html 
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8.【日文研】第 331回 日文研フォーラム「八幡神、変貌するその姿」 

日時：9月 13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/2019/09/13/ 

 

9. 【地球研】オープンチームサイエンスプロジェクト第 2回全体会議 

日時：8月 3 日（土）10：00～4日（日）15：00 

場所：広島大学大学院教育学研究科・教育学部  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0803-04.html 

 

10. 【地球研】日本学術会議公開シンポジウム「Future Earth 時代における地球表層システム

科学と防災・減災研究」 

日時：8月 7 日（水）10：00～17：00 

場所：日本学術会議講堂  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/0807.html 

 

11. 【地球研】オープンチームサイエンスセミナー 

日時：8月 23日（金）14：00～15：00 

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/2019/0823.html 

 

12. 【地球研】地球環境 GIS 講習会 2019「いまさら聞けない GISデータ作成再入門」 

日時：8月 26日（月）10：30～16：00 

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/2019/0826.html 

 

13. 【民博】『みんぱくで手話通訳技術を磨こう！2019 昼の部』 

日時：6月 25日（火）～11 月 18日（月） 

場所：国立民族学博物館 第 3セミナー室  

詳細は HPをご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/forum/cal/2019/09/13/
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http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/crp/2019_migaku_daytime 

 

14. 【民博】「ナレッジキャピタルワークショップフェス 2019SUMMER」オセアニア大すごろ

く！  

日時：8月 3 日（土）・4日（日） 各日 11：00～11：40／11：50～12：30 

場所：グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル 1F ナレッジプラザ  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190803-04fes30 

 

15. 【民博】「ナレッジキャピタルワークショップフェス 2019SUMMER」 西アフリカの昔ばな

し～西アフリカの昔ばなしとアフリカのリズムを楽しみましょう～ 

日時：8月 3 日（土）12：30～13：15／15：15～16：00 

場所：グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル 1F ナレッジプラザ  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190803-04fes32 

 

16. 【民博】「ナレッジキャピタルワークショップフェス 2019SUMMER」アウトリガーカヌーを

作ろう！ 

日時：8月 3 日（土）・4日（日） 各日 11：00～11：40／11：50～12：30 

場所：グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル 1F ナレッジプラザ  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/20190803-04fes31 

 

17. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン 

日時：8月 4 日（日）・11日（日）・25 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/outside 

 

18. 【民博】『みんぱくで手話通訳士を目指そう！2019』 

日時：8月 10日（土）・11日（日）・12 日（月） 

場所：国立民族学博物館 セミナー室  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/rm/2019_mezasu 

 

19. 【民博】MMPワークショップ「点字体験ワークショップ」 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/crp/2019_migaku_daytime
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日時：8 月 10 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  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/mmp_tenji 

 

20. 【民博】みんぱくゼミナール「文化人類学者・片倉もとこの見たサウジアラビア」 

日時：8月 17日（土）13：30～15：00 

場所：国立民族学博物館 セミナー室  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/494 

 

21. 【民博】手話通訳者のための『みんぱくで手話言語学を学ぼう！』2019（8月 25 日～2020

年 1月 26日・吹田） 

日時：8月 25日（日）～2020年 1月 26 日（日）  

場所：国立民族学博物館 第 5セミナー室  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/rm/2019_manabu 

 

 

▼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 特集展示室  

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

2. 【歴博】『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 特集展示室 

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。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/mmp/mmp_tenji
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/494
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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。 

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

 

5. 【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/2019/07/2019tohken.html 

 

6. 【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 

 

7. 【民博】特別展「驚異と怪異―想像界の生きものたち」 

期間：8月 29日（木）～ 11 月 26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/20190829kyoui/index 

 

 

▼ NIHU Magazine vol.39 

「―そうだ人文機構、行こう―外来研究員クラウディア・デッラカーサさんの場合」 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/039 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本メールにつきましては、配信専用となっております。 
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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 
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