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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】「特集展示『石鹸・化粧品の近現代史』」(2019年 12月 3日～2020年 5 月 6 日・佐

倉) 
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3. 【国文研】「書物で見る 日本古典文学史」（1月 14日～3月 31日・立川） 

4. 【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」（2019年 12月 7日〜 2020年 2月 25日・京都） 
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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？」 

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】第 422 回歴博講演会「古代国家と列島世界（1 室）」 

日時：1月 11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 

 

3. 【歴博】第 250 回くらしの植物苑観察会「くらしの中に生きる植物－和の香辛料」 

日時：1月 25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 

 

4. 【国文研】「書物で見る 日本古典文学史」ギャラリートーク 

日時：1月 23日（木）13:30～14:00 

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.nihu.jp/ja/event/symposium
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/exhibition/2020/01/post-17.html 

 

5. 【国語研】方言版異言語脱出ゲーム 「紡がれるもの～おじぃとおばぁと僕の物語～」 

日時：2月 9 日 (日) 14:00～15:30 (13:40 受付開始) 

場所：成城大学 3号館 1階 学生ホール  

詳細は HPをご覧ください。 

https://www.ninjal.ac.jp/event/public/p-others/20200209_event/ 

 

6. 【日文研】第 333回日文研フォーラム「天人女房譚の地域性と国際性―韓国との比較を通じ

て」 

日時：1月 14日 (火) 14:00～16:00 (13:40 受付開始) 

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/2020/01/14/ 

 

7. 【民博】MMP ワークショップ「点字体験ワークショップ」 

日時：1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 

 

8. 【民博】みんぱくワークショップ「飛び出す獅子舞 福ぬりえ――つくって かざって 厄ば

らい！」 

日時：1月 11日 (土)・12日（日） 10：00～17：00（ぬりえ最終受付 16:30） 

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/workshop/20200111-12 

 

9. 【民博】みんぱく映像民族誌シアター「バイラヴ仮面舞踊」 

日時：1月 11日（土）14：00～16：00（13：30開場）・25日（土）13：30～16：00（13：00

開場） 

場所：淀川文化創造館 シアターセブン  

詳細は HPをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/20200111_eizouminzokushi 

 

10. 【民博】「みんぱくで、こけしのポストカードをつくろう！」 

https://www.ninjal.ac.jp/event/public/p-others/20200209_event/
http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/forum/cal/2020/01/14/
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日時：1 月 12 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/20200112post 

 

11. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン 

日時：1月 12日 (日)・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/outside 

 

12. 【民博】「干支の動物で絵馬を作ろう」 

日時：1月 13日（月・祝）10：30～16：30（15：30 受付終了） 

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/20200113ema 

 

13. 【民博】「西アフリカのおはなし会」 

日時：1月 13日（月・祝）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/20200113mukasi 

 

14. 【民博】みんぱくゼミナール「イタリアにおける人と食のかかわり」 

日時：1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/499 

 

15. 【民博】みんぱくワークショップ「ハンティの文様の世界――フェルトのコースターづく

り」 

日時：1月 19日（日）10：30～12：00／13：00～14：30 

場所：国立民族学博物館 第 3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/workshop/20200119felt 
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16.【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：1月 26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】「特集展示『石鹸・化粧品の近現代史』」 

期間：2019年 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 

 

2. 【歴博】「特集展示『もの』からみる近世「描かれた寺社境内」」 

期間：2019年 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 

 

3. 【国文研】「書物で見る 日本古典文学史」 

期間：1月 14日（火）～ 3 月 31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/exhibition/2020/01/post-17.html 

 

4. 【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」 

期間：2019年 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/ 
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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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《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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《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 
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