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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内
1. 【人文機構】第 36 回人文機構シンポジウム「海外で《日本》を展示すること－KIZUNA 展

からその意義を探る－」
（10 月 5 日・本郷）
2. 【人文機構・ソウル大学アジア研究所・島根県立大学 NEAR センター共催】
「北東アジアにお
ける『近代』空間の形成：帝国と思想」（10 月 5 日・ソウル）
3. 【大学共同利用機関】大学共同利用機関シンポジウム 2019 : 宇宙・物質・エネルギー・生
命・情報・人間文化 その謎に挑む（10 月 20 日・お台場）
4. 【人文機構】第 37 回人文機構シンポジウム「この世のキワ―自然と超自然のはざま」
（11

月 23 日・大阪）
5. 【歴博】歴博講演会 第 419 回「倭の登場（1 室）
」（10 月 12 日・佐倉）
6. 【歴博】歴博映像フォーラム 14「からむしのこえ －福島県昭和村のものづくり－」
（10 月
19 日・佐倉）
7. 【国文研】
「ぷらっとこくぶんけん」ロバート キャンベル対談企画「一冊対談集 クリエー
ターと語るこの国の古典と現代 第２回（為末 大 × ロバート キャンベル）」
（10 月 9
日・立川）
8. 【国語研】NINJAL フォーラム

第 14 回 「私の日本語の学び方」
（11 月 30 日・一ツ橋）

9. 【日文研】日文研特別公開シンポジウム「天皇と皇位継承−過去と現在の視座」
（11 月 9
日・京都）
10. 【日文研】第 332 回 日文研フォーラム「『旅する記憶』太平洋戦争の記憶と追体験―パプ
アニューギニア戦線を中心に」
（11 月 20 日・京都）
11. 【日文研】第 18 回 日文研・アイハウス連携フォーラム「日文研の三十年ーその批判的・
分析的な回顧および展望」
（11 月 22 日・六本木）
12. 【地球研】たまちゃんの「よもぎパン」よもぎの里甲津原｜伝統の味／未来レシピをさが
して 環境型映像展示とワークショップ（11 月 1 日～4 日、8 日～10 日・滋賀）
13. 【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（10 月 6 日・吹

田）
14. 【民博】公開共同研究会「モノをとおしてみる現代の宗教的世界の諸相」
（10 月 6 日・吹
田）
15. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン（10 月 6 日・13 日・20 日・吹田）
16. 【民博】MMP ワークショップ「点字体験ワークショップ」
（10 月 12 日・吹田）
17. 【民博】『みんぱくで手話通訳技術を磨こう！2019 昼の部』
（10 月 15 日・吹田）
18. 【民博】みんぱくゼミナール「珍獣・霊獣・幻獣・怪獣――人はなぜモンスターを想像す
るのか？」
（10 月 19 日・吹田）
19. 【民博】親子 de ワークショップ「メキシコのパンづくり――死者のパン」
（10 月 20 日、
11 月 24 日・吹田）
20. 【民博】公開フォーラム「世界の博物館 2019」
（10 月 26 日・吹田）
21. 【民博】研究公演・関連ワークショップ「ソン・ハローチョ――国境を越えるメキシコの
歌」
（10 月 26 日・27 日・吹田）

▼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－」(7 月 23 日～
11 月 4 日・佐倉)
2. 【国文研】企画展示「本のかたち 本のこころ」
（10 月 15 日～12 月 14 日・立川）
3. 【民博】特別展「驚異と怪異―想像界の生きものたち」（8 月 29 日～ 11 月 26 日・吹田）
4. 【民博】企画展「アルテ・ポプラル――メキシコの造形表現のいま」（10 月 10 日～ 12 月
24 日・吹田）

▼ NIHU Magazine vol.40
「越境するマンガ―大英博物館のマンガ展を契機に振り返る」
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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内

1. 【人文機構】第 36 回人文機構シンポジウム「海外で《日本》を展示すること－KIZUNA 展

からその意義を探る－」
日時：10 月 5 日（土）13:30～16:40
場所：東京大学本郷地区キャンパス法文 2 号館 2 階

一番大教室

詳細は HP をご覧ください。
https://www.nihu.jp/ja/event/symposium/36

2. 【人文機構・ソウル大学アジア研究所・島根県立大学 NEAR センター共催】
「北東アジアにお

ける『近代』空間の形成：帝国と思想」
日時：10 月 5 日（土）10:00～19:30
場所：ソウル大学アジア研究所 303 号

3. 【大学共同利用機関】大学共同利用機関シンポジウム 2019 : 宇宙・物質・エネルギー・生
命・情報・人間文化 その謎に挑む
日時：10 月 20 日（日）11:00～17:00
場所：日本科学未来館 7 階
詳細は HP をご覧ください。
https://www.kek.jp/intersympo/2019/

4. 【人文機構】第 37 回人文機構シンポジウム「この世のキワ―自然と超自然のはざま」
日時：11 月 23 日（土）13:00～16:30
場所：グランフロント大阪北館タワーC８階ナレッジキャピタル カンファレンスルーム
ーC

タワ

RoomC01+02

詳細は HP をご覧ください。
https://www.nihu.jp/ja/event/symposium/37

5. 【歴博】歴博講演会 第 419 回「倭の登場（1 室）
」
日時：10 月 12 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

6. 【歴博】歴博映像フォーラム 14「からむしのこえ －福島県昭和村のものづくり－」
日時：10 月 19 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

7. 【国文研】
「ぷらっとこくぶんけん」ロバート キャンベル対談企画「一冊対談集 クリエー
ターと語るこの国の古典と現代 第２回（為末 大 × ロバート キャンベル）
」
日時：10 月 9 日（水）18:00～19:30
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/activity/plat/post_49.html

8. 【国語研】NINJAL フォーラム

第 14 回 「私の日本語の学び方」

日時：11 月 30 日（土）13:00～16:50
場所：一橋大学 一橋講堂
詳細は HP をご覧ください。
https://www.ninjal.ac.jp/event/public/forum/ninjalforum014/

9. 【日文研】日文研特別公開シンポジウム「天皇と皇位継承−過去と現在の視座」
日時：11 月 9 日 (土) 13:30～16:30
場所：京都府立京都学・歴彩館
詳細は HP をご覧ください。
http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/kohenkai/s001/cal/2019/11/09/

10. 【日文研】第 332 回 日文研フォーラム「『旅する記憶』太平洋戦争の記憶と追体験―パプ
アニューギニア戦線を中心に」
日時：11 月 20 日 (水) 18:30～20:30
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/2019/11/20/

11. 【日文研】第 18 回 日文研・アイハウス連携フォーラム「日文研の三十年ーその批判的・
分析的な回顧および展望」
日時：11 月 22 日 (金) 18:30～20:00
場所：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/2019/11/22/

12. 【地球研】たまちゃんの「よもぎパン」よもぎの里甲津原｜伝統の味／未来レシピをさが
して 環境型映像展示とワークショップ
日時：映像展示

11 月 1 日（金）～4 日（月・祝）、8 日（金）～10 日（日）

ワークショップ

11 月 2 日（土）・9 日（土）

13:30～14:30

場所：奥伊吹ふるさと伝承館
詳細は HP をご覧ください。
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2019/1101-10.html

10:00～16:00

13. 【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
日時：10 月 6 日（日）

13:00～16:30

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

14. 【民博】公開共同研究会「モノをとおしてみる現代の宗教的世界の諸相」
日時：10 月 6 日（日）

13:00～16:00

場所：国立民族学博物館 第 4 セミナー室
詳細は HP をご覧ください。
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/rm/iurp/17jrw014_01

15. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン
日時：10 月 6 日（日）
・13 日（日）
・20 日（日）

14:30～15:00

詳細は HP をご覧ください。
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/outside

16. 【民博】MMP ワークショップ「点字体験ワークショップ」
日時：10 月 12 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

17. 【民博】『みんぱくで手話通訳技術を磨こう！2019 昼の部』
日時：10 月 15 日（火）14:00～16:00
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://www.minpaku.ac.jp/museum/event/crp/2019_migaku_daytime

18. 【民博】みんぱくゼミナール「珍獣・霊獣・幻獣・怪獣――人はなぜモンスターを想像す
るのか？」
日時：10 月 19 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/496

19. 【民博】親子 de ワークショップ「メキシコのパンづくり――死者のパン」
日時：10 月 20 日（日）、11 月 24 日（日）14:00～16:00
場所：国立民族学博物館 職員食堂、企画展示場
詳細は HP をご覧ください。
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/ws20191020

20. 【民博】公開フォーラム「世界の博物館 2019」
日時：10 月 26 日（土）13:00～17:00
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/museology191026

21. 【民博】研究公演・関連ワークショップ「ソン・ハローチョ――国境を越えるメキシコの
歌」
◆ 関連ワークショップ「ソン・ハローチョを楽しもう」
日時：10 月 26 日（土）13：30～15：30（開場 13：00）
場所：国立民族学博物館 第 7 セミナー室（本館 2F）
◆ 研究公演「ソン・ハローチョ――国境を越えるメキシコの歌」
日時：10 月 27 日（日）13：30～15：45（開場 13：00）
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/slp/191026-27

▼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. 【国文研】企画展示「本のかたち 本のこころ」
期間：10 月 15 日（火）～ 12 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/exhibition/2019/10/2019-kikakutenji.html

3. 【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

4. 【民博】企画展「アルテ・ポプラル――メキシコの造形表現のいま」
期間：10 月 10 日（木）～ 12 月 24 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/mexico20191010/index

▼ NIHU Magazine vol.40
「越境するマンガ―大英博物館のマンガ展を契機に振り返る」
詳細は HP をご覧ください。
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/040

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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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