＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
人文機構ニューズレター
第４９号 （2020.9）
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/
＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／＿／
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各機関では以下のような対応を行っております。ご
観覧にあたり皆さまにはご迷惑とご不便をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。
【国立歴史民俗博物館 博物館・植物苑の再開について】
https://www.rekihaku.ac.jp/others/news/close/index.html
【国立民族学博物館の再開について】
現在、通常の開館時間（10：00～17：00 ※入館は 16：30 まで）となっています。
展示の観覧についてのお知らせ https://www.minpaku.ac.jp/aboutus/news_tenjijyou
【国文学研究資料館展示室 事前予約制について】
当分の間は、事前予約制を設けて展示室を公開しています。
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2020/07/post-21.html
【国文学研究資料館閲覧室 事前予約制について】
開室日時：原則として平日の毎週月曜日・水曜日・金曜日
10:00～17:00 先着順で１日１５人までとさせていただきます
https://www.nijl.ac.jp/search-find/topics/post-46.html
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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内
1. 【国語研】国立国語研究所オープンハウス 2020（9 月 10 日 (木)・Web 公開）
2. 【民博】みんぱく映画会「判決、ふたつの希望」（9 月 12 日（土）・吹田）
3. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン（9 月 13 日（日）・27 日（日）・吹田）
4. 【民博】「大阪で EXPO を考えるⅢ ―大阪万博 50 年―」（9 月 13 日（日）・吹田）

5. 【民博】みんぱくゼミナール「梅棹忠夫に学んだ知的生産の技術」（9 月 19 日（土）・吹田）

▼展示情報
1. 【歴博】くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」 (7 月 28 日 (火)～9 月 6 日(日)・佐倉)
2. 【歴博】特集展示「『もの』からみる近世「「大津絵と江戸の出版」」(8 月 4 日(火)～9 月 6 日(日)・
佐倉)
3. 【歴博】特集展示「日本の食の風景－「そとたべ」の伝統－」（9 月 15 日(火)～11 月 29 日(日)・
佐倉）
4. 【国文研】令和 2 年度通常展示「和書のさまざま」（7 月 7 日（火）～10 月 3 日（土）・立川）
5. 【民博】企画展「梅棹忠夫生誕 100 年記念企画展「知的生産のフロンティア」」（9 月 3 日（木）～
10 月 20 日（火）・吹田）
▼ NIHU Magazine vol.52
「人文知コミュニケーターにインタビュー！粂汐里（くめ しおり）さん」
NIHU Magazine vol.53
「人文知コミュニケーターにインタビュー！大石侑香（おおいし ゆか）さん」
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内
1. 【国語研】国立国語研究所オープンハウス 2020
日時：9 月 10 日 (木)
場所：Web 公開
詳細は HP をご覧ください。
https://www2.ninjal.ac.jp/openhouse2020/
2. 【民博】みんぱく映画会「判決、ふたつの希望」
日時：9 月 12 日（土）13：30～16：30（開場 13：00）
場所：国立民族学博物館 講堂
詳細は HP をご覧ください。
https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs/movies2009
3. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン
日時：9 月 13 日（日）・27 日（日）14：30～15：00（14：00 開場）
場所：国立民族学博物館 第 5 セミナー室（本館 2F）

詳細は HP をご覧ください。
https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/future
4. 【民博】「大阪で EXPO を考えるⅢ ―大阪万博 50 年―」
日時：9 月 13 日（日） 13：00～16：30（要事前申込）
場所：国立民族学博物館 第 4 セミナー室（本館 2F）、ZOOM 会場
詳細は HP をご覧ください。
https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20200913mn
5. 【民博】みんぱくゼミナール「梅棹忠夫に学んだ知的生産の技術」
日時：9 月 19 日（土）13：30～15：00（13：00 開場）
場所：国立民族学博物館 講堂
詳細は HP をご覧ください。
https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/502a

▼展示情報
1. 【歴博】くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」
期間：7 月 28 日 (火)～9 月 6 日(日)
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/project/index.html
2. 【歴博】特集展示「『もの』からみる近世「「大津絵と江戸の出版」」
期間：8 月 4 日(火)～9 月 6 日(日)
場所：国立歴史民俗博物館 第 3 展示室（近世）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】特集展示「日本の食の風景－「そとたべ」の伝統－」
期間：9 月 15 日(火)～11 月 29 日(日)
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_next

4. 【国文研】令和 2 年度通常展示「和書のさまざま」
期間：7 月 7 日（火）～10 月 3 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/2020/07/2020-1.html
5. 【民博】企画展「梅棹忠夫生誕 100 年記念企画展「知的生産のフロンティア」」
期間：9 月 3 日（木）～10 月 20 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。
https://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/umesao20200423/index

▼ NIHU Magazine vol.52
「人文知コミュニケーターにインタビュー！粂汐里（くめ しおり）さん」
詳細は HP をご覧ください。
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/052
NIHU Magazine vol.53
「人文知コミュニケーターにインタビュー！大石侑香（おおいし ゆか）さん」
詳細は HP をご覧ください。
https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/53
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
〈危機〉の時代に―人文知からのメッセージ―
現在、世界中を恐怖に陥れている新型コロナウイルスに、われわれはどのように立ち向かえばよ
いのでしょうか。この〈危機〉の時代にあって、当機構の研究者が、それぞれの専門分野の立場か
ら、人文知を見すえてメッセージを発信しています。
https://www.nihu.jp/ja/publication/special_msg
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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》
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す。
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