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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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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

1. 【人文機構】第 38 回人文機構シンポジウム「～コンピュータがひもとく歴史の世界～ 

デジタル･ヒューマニティーズってなに？」（2020年 1 月 25日・日比谷） 

2. 【歴博】企画展示ギャラリートーク「ハワイ：日本人移民の１５０年と憧れの島のなりた

ち」（12月 8 日・15日・22日・佐倉） 

3. 【歴博】第 421 回歴博講演会「倭の前方後円墳と東アジア（１室）」（12月 14 日・佐倉） 

4. 【歴博】第 249 回くらしの植物苑観察会「昭和と平成のサザンカ」（12月 21日・佐倉） 

5. 【地球研】第 30回地球研地域連携セミナー（滋賀）『楽しさ』がつなぐ森里川湖 ～身近な

環境 守る楽しみ つながる喜び～（12月 22 日・滋賀） 

6. 【民博】アイヌ工芸 in みんぱく（11月 28日～12 月 1 日・吹田） 

7. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン（12月 1日・8日・15日・吹田） 

8. 【民博】MMP ワークショップ「点字体験ワークショップ」 （12月 14日・吹田） 

9. 【民博】海の人類史――東南アジア・オセアニア考古学の最前線（12 月 21日・吹田） 

10. 【民博】みんぱく映画会「あまねき旋律」（12月 22 日・吹田）  

11. 【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（12月 22 日・吹

田） 

 

▼展示情報 

1. 【歴博】「ハワイ:日本人移民の 150年と憧れの島のなりたち」(10月 29 日～12月 26日・佐

倉) 

2. 【歴博】「特集展示『石鹸・化粧品の近現代史』」(12月 3日～2020年 5月 6日・佐倉) 

3. 【歴博】「特集展示『もの』からみる近世「描かれた寺社境内」」(12月 24日～2020年 2月

2 日・佐倉) 

4. 【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） 

5. 【日文研】「メキシコの知られざる大衆漫画「イストリエタ」――民俗文化としての漫画表



現」（12 月 7 日〜 2020 年 2 月 25 日・京都） 

6. 【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.43 

 「山あり谷ありの陸上競技の歴史」 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

 

1. 【人文機構】第 38 回人文機構シンポジウム「～コンピュータがひもとく歴史の世界～ 

デジタル･ヒューマニティーズってなに？」 

日時：2020年 1月 25日（土）13:00～16:30 

場所：日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホール（大ホール）  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/event/symposium 

 

2. 【歴博】企画展示ギャラリートーク「ハワイ：日本人移民の１５０年と憧れの島のなりた

ち」 

日時：12月 8日（日）･15日（日）・22日（日）13:30～ 

場所：国立歴史民俗博物館 企画展示室 A 入口 

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

3. 【歴博】第 421 回歴博講演会「倭の前方後円墳と東アジア（１室）」 

日時：12月 14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 

 

4. 【歴博】第 249 回くらしの植物苑観察会「昭和と平成のサザンカ」 

日時：12月 21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 
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5. 【地球研】第 30回地球研地域連携セミナー（滋賀）『楽しさ』がつなぐ森里川湖 ～身近な

環境 守る楽しみ つながる喜び～ 

日時：12月 22日（日）13:30～16:30 

場所：滋賀県立琵琶湖博物館 ホール  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/area-seminars/no30.html 

 

6. 【民博】アイヌ工芸 in みんぱく 

日時：11月 28日（木）～12 月 1 日（日） 

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/workshop/ws_20191128-1201 

 

7. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン 

日時：12月 1日（日）・8日（日）・15 日（日）14：30～15：15 

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 

 

8. 【民博】MMP ワークショップ「点字体験ワークショップ」 

日時：12月 14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 

 

9. 【民博】海の人類史――東南アジア・オセアニア考古学の最前線 

日時：12月 21日（土）13：30～15：00（13：00 開場） 

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/event/seminar/498 

 

10. 【民博】みんぱく映画会「あまねき旋律」 

日時：12月 22日（日）13：30～16：00（開場 13：00） 

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/event/fs/movies1912 
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11. 【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：12月 22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 

 

 

▼展示情報 

 

1. 【歴博】「ハワイ:日本人移民の 150年と憧れの島のなりたち」 

期間：10月 29日（火）〜12 月 26日（木） 

場所：国立歴史民俗博物館 企画展示室 A・B  

詳細は HPをご覧ください。 

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

 

2. 【歴博】「特集展示『石鹸・化粧品の近現代史』」 

期間：12月 3日(火)～2020 年 5月 6日(水)  

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】「特集展示『もの』からみる近世「描かれた寺社境内」」 

期間：12月 24日（火）～2020年 2月 2 日（日） 

場所：国立歴史民俗博物館 第 3展示室（近世）副室  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room3 

 

4. 【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 

 

5. 【日文研】「メキシコの知られざる大衆漫画「イストリエタ」――民俗文化としての漫画表

現」 
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期間：12 月 7 日(土) 〜 2020 年 2 月 25 日(火) 

場所：京都国際マンガミュージアム  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.kyotomm.jp/event/exh_historieta/ 

 

6. 【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.43 

 「山あり谷ありの陸上競技の歴史」 

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/43 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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/ 
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◎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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