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      人文機構ニューズレター 

       第５０号 （2020.10） 

 

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 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

■大学共同利用機関シンポジウム 2020 

 宇宙・物質・エネルギー・生命・情報・人間文化：オンラインで研究者と話そう■ 

 

大学共同利用機関シンポジウムは、大学共同利用機関の学術研究の一端を、広く一般の皆様に

知っていただくためのシンポジウムとして、2010 年から毎年開催しています。今年は、新型コロナ

https://www.rekihaku.ac.jp/others/news/close/index.html
https://www.minpaku.ac.jp/aboutus/news_tenjijyou
https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2020/07/post-21.html
https://www.nijl.ac.jp/search-find/topics/post-46.html


ウイルスの影響によりオンラインで開催することとなりました。 

今年は、大学共同利用機関がオンラインに集い、研究トークやオンライン展示を行います。さまざ

まな分野の研究者とオンラインで話せるチャンスです！みなさまの参加ご登録をお待ちしておりま

す。 

 

 日程：10 月 17 日（土）、10 月 18 日（日） 

 会場：オンライン開催 

 対象：一般、企業、研究者、大学・大学院生、高専生・高校生・中学生 

 詳細・申込み： https://ius.4kikou.org/ 

 ※参加無料、事前申し込み要 

 

★10 月 17 日（土）11:00-17:05 研究トーク★ 

各機構から多様な研究トークをお届けします。当日は Zoom Webinar からご参加の方は研究者に

直接質問ができます。Youtube Live、LINE LIVE での視聴も可能です（質問はできません）。 

 

★10 月 18 日（日）11:00-17:30 オンライン展示★ 

18 日（日）はオンライン展示で研究者に直接展示の解説を聞くことができます。Gather というオン

ライン交流ツールを用います。 

 

このほか、南極・昭和基地とのライブ中継「南極北極ジュニアフォーラム」やすばる望遠鏡の映像

公開など盛りだくさん！ 

詳細のプログラムとスケジュールはウェブサイトをご覧ください。 

 

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレスに、当日の参加方法のご案内をメールでお送り

します。 

 

ご参加をお待ちしております。 

 

◎大学共同利用機関シンポジウムウェブサイト 

 https://ius.4kikou.org/ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

https://ius.4kikou.org/


1. 大学共同利用機関シンポジウム 2020（10 月 17 日（土）、10 月 18 日（日）・Web 開催） 

2. 【日文研】第 1 回「日文研―京都アカデミック ブリッジ」（10 月 13 日（火）・京都） 

3. 【日文研】日文研特別講演会 小松和彦先生退任記念講演会（オンライン講演会）（10 月 30 日

（金）・京都） 

4. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン（10 月 4 日（日）・11 日（日）・18 日（日）・25 日（日）・吹田） 

5. 【民博】みんぱく映画会「斧は忘れても、木は覚えている」（10 月 10 日（土）・吹田） 

6. 【民博】MMP ワークショップ「点字体験ワークショップ」（10 月 10 日（土）・吹田） 

7. 【民博】みんぱくゼミナール「アイヌ文学の世界――韓・日との比較」（10 月 17 日（土）・吹田） 

8. 【民博】みんぱく先住民の宝ワークショップ「ペーパークラフトでトーテムポールをつくろう」（10 月

31 日（土） 、11 月 1 日（日）・吹田） 

 

▼展示情報 

1. 【歴博】】特集展示「日本の食の風景－「そとたべ」の伝統－」(2020 年 9 月 15 日(火)～11 月 29

日(日)・佐倉) 

2. 【歴博】「性差（ジェンダー）の日本史」(2020 年 10 月 6 日(火)～12 月 6 日(日)・佐倉) 

3. 【歴博】特集展示「庫外正倉院文書(こがいしょうそういんもんじょ)と盤龍鏡(ばんりゅうきょう)－

井上辰雄氏蒐集資料展」（2020 年 10 月 13 日(火)～11 月 15 日(日)・佐倉） 

4. 【歴博】くらしの植物苑特別企画「伝統の古典菊」（2020 年 10 月 27 日 (火)～11 月 29 日(日) ・

佐倉） 

5. 【国文研】令和 2 年度通常展示「和書のさまざま」（2020 年 7 月 7 日（火）～10 月 3 日（土）・立

川） 

6. 【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」」（2020 年 9 月 3

日（木）～12 月 1 日（火）・吹田） 

7. 【民博】特別展「先住民の宝」（2020 年 10 月 1 日（木）～12 月 15 日（火）・吹田） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

 

1. 大学共同利用機関シンポジウム 2020 

日時：10 月 17 日（土）、10 月 18 日（日） 

場所：Web 開催 

詳細は HP をご覧ください。 

https://ius.4kikou.org/ 

 

2. 【日文研】第 1 回「日文研―京都アカデミック ブリッジ」 

日時：10 月 13 日（火）18：00～20：00（開場 17：30）  

https://ius.4kikou.org/


場所：京都新聞文化ホール  

詳細は HP をご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/kohenkai/s004/cal/2020/10/13/ 

 

3. 【日文研】日文研特別講演会 小松和彦先生退任記念講演会（オンライン講演会） 

日時：10 月 30 日（金）15:00 頃～16:30 頃 

※当日は、上記時間に日文研公式 YouTube チャンネルにてライブ配信(無料)をおこないます。 

詳細は HP をご覧ください。 

http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/kohenkai/s001/cal/2020/10/30/ 

  

4. 【民博】みんぱくウィークエンド・サロン 

日時：10 月 4 日（日）・11 日（日）・18 日（日）・25 日（日） 

場所：国立民族学博物館 本館 2F 第 5 セミナー室  

詳細は HP をご覧ください。 

https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/salon/future 

 

5. 【民博】みんぱく映画会「斧は忘れても、木は覚えている」 

日時：10 月 10 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/movies2010 

 

6. 【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 10 日（土）12：15～12：45 （受付 12：00～12：15） 

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。 

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

 

7. 【民博】みんぱくゼミナール「アイヌ文学の世界――韓・日との比較」（10 月 17 日（土）・吹田） 

日時：10 月 17 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/503a 

 

8. 【民博】みんぱく先住民の宝ワークショップ「ペーパークラフトでトーテムポールをつくろう」 

日時：A 10 月 31 日（土）13：00～15：30 

http://events.nichibun.ac.jp/pc1/ja/archives/kohenkai/s004/cal/2020/10/13/
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 B 11 月 1 日（日）13：00～15：30  

場所：国立民族学博物館 くつろぎスペース（本館 BF）  

詳細は HP をご覧ください。 

https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20201031-1101totempole 

 

 

▼展示情報 

 

1. 【歴博】特集展示「日本の食の風景－「そとたべ」の伝統－」 

期間：2020 年 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 

 

2. 【歴博】「性差（ジェンダー）の日本史」 

期間：2020 年 10 月 6 日(火)～12 月 6 日(日) 

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 

 

3. 【歴博】特集展示「庫外正倉院文書(こがいしょうそういんもんじょ)と盤龍鏡(ばんりゅうきょう)－

井上辰雄氏蒐集資料展」 

期間：2020 年 10 月 13 日(火)～11 月 15 日(日) 

場所：国立歴史民俗博物館 総合展示 第 1 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#room1 

 

4. 【歴博】くらしの植物苑特別企画「伝統の古典菊」・佐倉） 

期間：2020 年 10 月 27 日 (火)～11 月 29 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 

 

5.. 【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 

https://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/20201031-1101totempole
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4_next
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詳細は HP をご覧ください。 

https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2020/07/2020-1.html 

 

6. 【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：2020 年 9 月 3 日（木）～12 月 1 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 

 

7. 【民博】特別展「先住民の宝」 

期間：2020 年 10 月 1 日（木）～12 月 15 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。 

https://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20200319takara/index 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

〈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。 

 

 

－－－－－－ 

《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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－－－－－－ 
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