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      人文機構ニューズレター 

       第７２号 （２０２２.８） 

 

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 来館・来苑にあたってのお願い】 

https://www.rekihaku.ac.jp/others/news/close/index.html 

 

【国立民族学博物館 ご観覧にあたって】 

https://www.minpaku.ac.jp/aboutus/covid_19_torikumi/kanran 

 

【国文学研究資料館における新型コロナウイルス感染拡大防止対応等について】 

https://www.nijl.ac.jp/news/img/2021.11.26_taisaku.pdf 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント・展示の実施状況に急遽変更が生じる場合

がございます。最新の情報は、各機関 HPをご覧ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼トピック--こども向けウェブサイトの御案内 

1．【歴博】こどもれきはく  

https://www.rekihaku.ac.jp/kids/activities/index.html 

展示室（てんじしつ）の様子や博物館の裏側（バックヤード）などを紹介しています。「家や学校で

楽しむれきはく」ページでは、オリジナルの屏風（びょうぶ）や江戸時代のアサガオの図鑑（ずかん）

「朝顔図譜（あさがおずふ）」を作ることのできる手作りキットを紹介しています。 

 

2．【国文研】古典籍（こてんせき）で遊ぼう！  

https://www.rekihaku.ac.jp/kids/activities/index.html


https://www.nijl.ac.jp/koten/play/post-17.html 

日本の古い書物「古典籍」で遊んでみよう！くずし字クイズや絵巻物の画像でのブックカバー作り、

ＷＥＢ会議に使える背景画像もあります。 

 

3．【国語研】ニホンゴ探検 2022  

https://kotobaken.jp/events/news-220714-01/ 

児童・生徒・一般の方に向けた、日本語の魅力と不思議に触れられるイベントです。今年は、日本

語について楽しみながら学ぶことができるミニ講義とワークショップの動画コンテンツを Web 公開

します。（特設サイトは 8月 1日公開予定） 

 

4．【日文研】アニメーション動画「カルレッティのだいぼうけん」 

https://youtu.be/yfn_KFiElqo 

イタリアの冒険商人カルレッティが著わした『世界周遊記』（1701年刊行／日文研所蔵）をもとに制

作したアニメーション動画です。カルレッティは 1594年から 1602年まで、8年もの歳月をかけて世

界一周を果たしました。旅の途中では日本にも立ち寄り、長崎で見聞した面白いエピソードも多数

記録しています。ぜひ、お子様から大人の方まで、皆さんでお楽しみください！ 

 

5．【地球研】みんながわかるちきゅうかんきょうがく  

https://www.chikyu.ac.jp/minna/ 

オンラインで「地球環境学」について学んでみよう。地球研のマスコットキャラクター「地球犬」と一

緒に、フィールド研究に出かけて、世界を旅してみませんか。 

 

6．【民博】おうちでみんぱく  

https://www.minpaku.ac.jp/teacher/school/ouchi#sec-03 

国立民族学博物館（みんぱく）に行く前に、行ったあとに、おうちで遊べるみんぱくのページです。

ワークシートを見ながら、パノラマムービーで展示場を探検したり、ワークショップ動画を見ながら

ペーパービーズをつくってみたり、おうちでもみんぱくをお楽しみください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

1．【歴博】第 37回 歴博映画の会「祭祀芸能の音風景を見る」 

https://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html 

日時：2022年 8月 20日（土） 13:30～15:30 

場所：国立歴史民俗博物館 講堂 

 

2．【歴博】第 281回くらしの植物苑観察会「続・外国人がみた変化朝顔」 

https://www.nijl.ac.jp/koten/play/post-17.html
https://kotobaken.jp/events/news-220714-01/
https://youtu.be/yfn_KFiElqo
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https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html 

日時：2022年 8月 27日（土） 13:30～15:30 

場所：国立歴史民俗博物館 講堂 

 

3．【日文研】第 5回 日文研―京都アカデミック ブリッジ「時代劇をつくろう 太秦の力」 

https://www.nichibun.ac.jp/ja/events/academic_bridge/2022/08/11/ 

日時：2022年 8月 11日（木・祝） 18:00～20:00 

場所：京都新聞文化ホール 

 

4．【民博】みんぱく Sama-Sama（サマサマ）塾  

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/33887 

日時：2022年 5月 9日（月）～2022年 11月 30日（水）  

場所：国立民族学博物館  

 

5．【民博】連続講座 SpringX 超学校 みんぱく×ナレッジキャピタル 「コトバとつきあう」シリーズ 

第 1回「ヒトとコトバと展示編」 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/35626 

日時：2022年 8月 9日（火） 19:00～20:00 

場所：オンライン 

 

6．【民博】みんぱくゼミナール「ソースコミュニティを敬う博物館活動」 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/34337 

日時：2022年 8月 20日（土） 13:30～15:00 

場所：国立民族学博物館 みんぱくインテリジェントホール（講堂） 

 

7．【民博】みんぱくウィークエンド・サロン「ソースコミュニティに優しい資料画像の公表プロセス」 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/34029 

日時：2022年 8月 28日（日） 14:30～15:30 

場所：国立民族学博物館 本館 2階 第 5セミナー室 

 

8．【民博】みんぱくゼミナール「モノからみる海のあるくらし――東南アジア・オセアニアの漁具・舟

具・装飾品」 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/35383 

日時：2022年 9月 17日（土） 13:30～15:00 

場所：国立民族学博物館 みんぱくインテリジェントホール（講堂） 
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9．【民博】みんぱくワークショップ「海のくらしの手工芸―パンダナスで編むものづくり」 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/35612 

日時：2022 年 9 月 18 日（日）～2022 年 9 月 19 日（月・祝） 午前の部 10:30〜13:00 午後の部

14:00～16:30 

場所：国立民族学博物館 みんぱくインテリジェントホール（講堂）、企画展示場、オセアニア展示

場 

 

10．【民博】みんぱく映画会「ムンナ兄貴とガンディー」 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/35751 

日時：2022年 9月 24日（土） 13:00～16:15 

場所：国立民族学博物館 みんぱくインテリジェントホール（講堂） 

 

▼展示情報 

1．【歴博】特集展示「亡き人と暮らす―位牌・仏壇・手元供養の歴史と民俗―」 

https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#room4 

期間：2022年 3月 15日（火）～2022年 9月 25日（日） 

場所：国立歴史民俗博物館 第 4展示室 

 

2．【歴博】第 3展示室（近世）特集展示「もの」からみる近世『水滸伝ブームの広がり』 

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

期間：2022年 8月 3日（水）～2022年 9月 4日（日） 

場所：国立歴史民俗博物館 第 3展示室 特集展示室 

 

3．【歴博】くらしの植物苑「伝統の朝顔」 

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

期間：2022年 8月 3日（水）～2022年 9月 4日（日） 

場所：国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑  

 

4．【国文研】電子展示室「和書のさまざま」 

https://www.nijl.ac.jp/koten/webtenji/washosama.html 

場所：オンライン 

 

5．【国文研】創立 50周年記念事業特別展示「こくぶんけん＜推し＞の一冊」 

https://www.nijl.ac.jp/pages/kokubunken_50th/exhibition.html 

期間：2022年 5月 13日（金）～2022年 8月 31日（水） 

場所：国文学研究資料館 1階展示室 
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6．【国語研】ニホンゴ探検 2022 

https://kotobaken.jp/events/news-220714-01/ 

期間：2022年 8月 1日（月）～ 

場所：オンライン 

 

7．【民博】巡回展「ビーズ－つなぐ・かざる・みせる」【石川県七尾美術館】 

https://www.minpaku.ac.jp/ai1ec_event/34313 

期間：2022年 7月 30日（土）～2022年 9月 11日（日） 

場所：石川県七尾美術館 

 

▼ 以下のイベントを NIHU公式 YouTubeチャンネルにて公開しています。 

 

・令和 3 年度文部科学省情報ひろば企画展示「モバイル型展示ユニットを活用した人間文化研究

の可視化・高度化」 

https://www.youtube.com/watch?v=2nv3vfTu7oY 

・第 17回人間文化研究情報資源共有化研究会「人間文化研究を“見渡す”取り組み」 

https://www.youtube.com/watch?v=OWExBVI_ee8 

・大手町アカデミア×人間文化研究機構 オンライン無料特別講座 「鮨鰒（すしあわび）」が伝える

食文化と古代日本史〜平安時代の行政マニュアル『延喜式』を読み解く 

https://www.youtube.com/watch?v=o1UcjGXP7ac 

・第二回人文知応援大会「人類の未来を考える：人文知における先端と古典の融合」 

https://www.youtube.com/watch?v=QngRcgZvCLk 

 

▼ NIHU Magazine No.076 

No.076－リーダーに聞く『木部暢子 人間文化研究機構新機構長』 

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/076 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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。 
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<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  

 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/ 


