ガンディーの大英帝国

講師 杉本良男（民族社会研究部教授）

第 91回 2 010 年2 月2 8日
（日）
時間●14：00～15：30（13：30開場）

先住民の現在を読み解く（2）
先住民としての「権利」獲得とその後
講師 松山利夫（民族文化研究部教授）

第379回 12月19日（土）

被災地が育む新たな絆

講師 太田敏一（神戸とニューオリンズの

ジャズ交流実行委員会事務局／神戸市職員）、

林 勲男（民族社会研究部准教授）
兵庫県南部地震（1995年1月）と新
潟県中越地震（2004年10月）のそ
れぞれの被災地では、被災という経験
からの教訓の発信に留まらず、新たな
地域間交流が生まれています。被災地
の復興、被災者の生活再建にとって、
こうした地域間交流のもつ意味につ
いて考えます。

■小長谷有紀 責任編集

『民博通信』2009 No.125
特集 経験された社会主義
■梅棹忠夫・及川昭史・松原正毅 編

『梅棹忠夫著作目録
（1934-2008）』

（国立民族博物館調査報告No.86）

12月、
ミュージアム・ショップでは恒例
クリスマス・フェアを開催しております。
「おもちゃの里」として名高いドイツ
山間の村、ザイフェンより、温かみあ
ふれる木工品の数々が、ショップに届

きました。
クリスマスをモチーフにした木製の
オーナメントや、伝統的な技術を用い
てマイスターが生みだす、木目の美し
い「ツリーを持つサンタ」など、個性溢
れるサンタクロースがみなさんのご
来店をお待ちしております。
国立民族学博物館 ミュージアム・ショップ

電話 0 6 -6 876 -3112
ファックス 0 6 -6 876 -0 875

―写真家、大村次郷×山中由里子

講師 大村次郷（写真家）、
山中由里子（民族文化研究部准教授）
アジア各地を隈なく写真に撮り続け
る大村次郷氏との対談。大村氏のライ
フワークの一つはアレクサンドロス
大王の足跡を追い、写真に撮ることで
す。大王の東方遠征の行程を写真で辿
りながら、大村氏が現地での体験を語
り、アレクサンドロス伝説を研究する
当館准教授・山中由里子が各地にま
つわる逸話や伝承などを紹介します。

水曜日定休
ウェブサイトもご覧ください。
オンラインショップ
「World Wide Bazaar」

http://www.senri-f.or.jp/shop/
E-mail shop@senri-f.or.jp
サンタクロースのオーナメント
（945円～）、
ケーラー社
「ツリーを持つサンタ」
（5,534円～）
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友の会会員のみなさま、
今年一年の感謝をこめて、
12月25日まで20％割引を
おこなっております。
（ご来店時のみ。書籍など
一部は対象外）

アレクサンドロス象牙彫刻
タジキスタン国立博物館所蔵 大村次郷撮影

月二七日
（土）
までの火・木・土・
日・祝日
時間 一一時〜一二時と、一三
時〜一六時の間、
随時
会場 本館一階エントランス
※申込不要。参加は無料です。
お申し込み・お問い合わせ
情報企画課情報企画係
電話 〇六―六八七八―八五三二
（平日九時～一七時）

ユーモア溢れるサンタクロース

対談 アレクサンドロスの道を撮る

◆みんぱく映画会
特別展関連「極北の怪異（極北
のナヌーク」

ミュージアム・ショップ

第380回 2010年1月16日（土）

実施日 一二月六日
（日）
時 間 一三 時 三 〇 分 ～ 一 五 時
三〇分
（開場一三時）
会場 講堂
定員 四五〇名
（当日先着順）
参加費 無料
お問い合わせ
広報企画室企画連携係
電話 〇六 ―六八七八 ―八二一〇
（平日九時～一七時）

E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp

●音楽展示・言語展示を改修の
ため閉鎖しています
期間 三月一六日
（火）
まで
（予定）

電話でのお問い合わせは月曜～金曜日９時から17時までにお願いします。

http://www.senri-f.or.jp/

●休館日・無料観覧日のお知らせ
年末年始は一二月二八日
（月）
か
ら一月四日
（月）
まで休館します。
一月一一日（月・祝）
成人の日は、
常設展を無料で観覧いただけま
す。ただし、自然文化園を通行さ
れる場合は、
入園料が必要です。

＊詳細については、
みんぱくホー
ムページをご覧ください。

国立民族学博物館 友の会

電話 0 6 -6 87 7-8 8 9 3 ファックス 0 6 -6 878 -3716

春のみんぱくフォーラム
二〇一〇年 西アジア
再発見関連イベント

第３8 0 回 2 010 年2 月6日
（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）

講師 池谷和信（民族社会研究部教授）
国際的に先住民としての「権利」が認め
られる潮流の中で、比較的穏やかに「権
利」を獲得していく場合と国際政治を
も揺るがすような問題にまで発展する
場合とがあります。各民族の生業形態
や社会システムに着目して考えます。

岩田書院
定価：2,940円（税込）
本書は、紙や本をより良く
理解し、その保存に役立て
てもらうことを目的にし
ています。図書館や文書館
等で紙資料の保存に携わる人が必要とする情
報をまとめた書として、司書をめざす学生の
基礎読本として、そのいずれににも対応でき
るよう書かれています。

◆大村次郷写真展
「西アジア、祈
りの風景」
会 期 一 月 八 日（ 金 ） ～ 三 月
三〇日
（火）
場所 本館一階エントランス
◆
「じゅうたんをつくろう！」
みんなで一枚のじゅうたんを
つくります。織機をつくるとこ
ろから仕上げまで、すべての工
程をワークショップ形式でお
こないます。
①
「織機をつくろう！」
実施日 一月一七日
（日）
時間 一〇時三〇分～
会場 本館一階エントランス
定員 一五名
（事前申込制）
実費 五〇円
※対象は小学一年生からです。
②
「じゅうたんを織ろう！」
実施日 一月一九日（火）〜三

講師 西尾哲夫（民族文化研究部教授）
ヨーロッパの人びとが「オリエント」を
どのように見ているかという視点につ
いてはこれまでも語られてきましたが、
その逆の立場から語られることはあま
りありませんでした。アラブ、イスラム
世界からヨーロッパはどのように見え
ているのかについてお話しします。

先住民の現在を読み解く（１）
アフリカの狩猟採集民の事例から

展示場をご覧になる方は、観覧料が必
要です。

『紙と本の保存科学』

特別展

アラブからみたヨーロッパ

第 9 0 回 2 010 年1月17日
（日）
時間●14：00～15：30（13：30開場）

■園田直子 編

「自然のこえ 命のかたち
―カナダ先住民の生み
だす美」

第３７9 回 2 010 年1月9日
（土）
時間●14：00～15：30（13：30開場）

会場●JICA地球ひろばセミナールーム202
定員●40名（事前申込要）

会場 国立民族学博物館 講堂
時間 13:30～15:00（13:00開場)
定員 450名（当日先着順）
参加費 無料

会期 一二月八日
（火）
まで
会場 特別展示場
※研究者によるギャラリート
ークをおこないます。
日時 一二月五日
（土）
時間 一三時三〇分～一四時
一五時～一五時三〇分

会場●国立民族学博物館 第５セミナー室
定員●96名
（当日先着順、
会員証をご提示ください）

東京講演会

刊行物紹介
年末年始展示イベント
「とら」

友の会講演会

みんぱくゼミナール

みんぱく収蔵の資料や世界各
地の「とら」に関する情報を映
像・ パ ネ ル な ど を 使 っ て ご 紹
介します。
会期 一二月一七日（木）～二
月二日
（火）
場所 常設展示場内

友の会

ビデオテーク新番組表（７月23日よりビデオテークに新番組がくわわりました）
番組番号 番組タイトル

再生時間 監修者

地域

番組の種類

1688

南インド ヒンドゥーの結婚式

29分

寺田吉孝

南アジア

短編番組

1689

バタックのタイコとリズム インドネシア・スマトラ島

19分

福岡正太

東南アジア

短編番組

1690

バレンシアの聖母マリア誕生祭と管楽器ドゥルサイナ

22分

寺田吉孝、笹原亮二、
ロベルト・ガルフィアス

ヨーロッパ

短編番組

1691

トルコのお菓子ヘルヴァ

15分

寺田吉孝

西アジア

短編番組

1692

トルコの管楽器ズルナ

33分

寺田吉孝

西アジア

短編番組

1693

北タイの精霊ダンス ピー・メン

26分

田辺繁治

東南アジア

短編番組

1694

クリンタン フィリピン・ミンダナオ島のゴング音楽

22分

寺田吉孝

東南アジア

短編番組

1695

トンパ文字 中国雲南省ナシ族の文字

20分

横山廣子

中国地域

短編番組

1696

雲南省ナシ族の農民画家 張春亭

24分

横山廣子

中国地域

短編番組

1697

こんぶ漁 北海道・えりも町目黒の日高昆布

20分

飯田卓

日本

短編番組

3686

Basavanna The Folk Cow Theater of South India

34分

Yoshitaka Terada

南アジア

短編・英語番組

7206

祖霊になる 北タイの
「ピー・メン」
ダンス

39分

田辺繁治

東南アジア

長編番組

7209

ぺー族の葬送儀礼

62分

横山廣子

中国地域

長編番組

7210

ナシ族の宗教的職能者 トンパ

54分

横山廣子

中国地域

長編番組

7211

こんぶ漁 北海道・えりも町目黒の日高昆布

57分

飯田卓

日本

長編番組

7212

Ｓａｍｉ
ｒＫｕｒ
ｔｏｖ Ａ Ｚｕｒｎａ Ｐ
ｌ
ａｙｅｒ fｒｏｍ Ｂｕ
ｌ
ｇａｒ
ｉ
ａ

38分

Yoshitaka Terada

ヨーロッパ

長編・英語番組

7213

Виртуозътназурната българинът Самир Куртев

39分

寺田吉孝

ヨーロッパ

長編・ブルガリア語番組
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