
報道関係者と⺠博との懇談会 話題⼀覧 
平成 30 年 6 月 21 日(木)15:30～16:30 懇談会 

※懇談会終了後、お時間のある方は引き続きご懇談ください。 

 

１． 挨拶 
 

２． ニュースリリース 
●みんぱくの最新情報と今後３カ⽉の⾏事をご案内いたします。 

３． 特別展「⼯芸継承―東北発、⽇本インダストリアルデザインの原点と現在」 

日本における工芸の近代化、産業化の推進と東北地方の工芸業界の発

展を推進した国立工芸指導所は、まさに日本におけるインダストリアル

デザインの原点の一つです。本展では、国立工芸指導所の活動を振り返

りつつ、日本の工芸品が、どのように世界に発信していくのかについて

考えます。 

 

会  期：9月 13 日（木）～11 月 27 日(火) 

会 場：国立民族学博物館 特別展示館 

観覧料：一般 830 円 (560 円) 高校・大学生 450 円 (250 円)  

中学生以下 無料 

※（ ）は 20 名以上の団体料金 

リピーターは団体料金を適用 

※本館展示もご覧いただけます。 

 

 

 

４． 企画展関連ワークショップ「パッチワーク・キルトのある⽣活」 

アーミッシュの人びとの生活には、パッチワーク･キルトが深く関わっていま

す。パッチワーク･キルトとは、どのようにしてつくられているのでしょうか。 

展示場でアーミッシュ･キルトを観察したあと、実際にパッチワークを体験し

ます。パッチワークの技術をまなびながら、アーミッシュの人びとの生活や考

え方にふれてみましょう。 

 

日  時：7月 22 日(日) 

(午前の部)10 時 30 分～12 時(集合 10 時 20 分)   

(午後の部)14 時～15 時 30 分(集合 13 時 50 分) 

場  所：国立民族学博物館 第 3セミナー室、企画展示場 

講  師：黒羽志寿子（キルト作家） 

     鈴木七美（国立民族学博物館教授） 

対 象：小学 5年生以上 

参加費：500 円(別途要展示観覧券) 

※要事前申込(応募者多数の場合抽選／定員各 20 名) 

※申込期間：6 月 21 日(木)～7月 2日(月)必着 

 

 

 

— 吉田 憲司 (館長)— 

— 園田 直子 (議長)— 

— 鈴木 七美 (グローバル現象研究部 教授)— 

— 日髙 真吾 (人類基礎理論研究部 准教授)— 

カラフルな漆で仕上げた組み合わせ小箱



５． 夏休みこどもワークショップ 

「キルト その世界の不思議を考える―フィールドワークに挑戦！」 

キルトとは、2枚の布の間に綿などを挟んで糸で縫い合わせたもので

す。アーミッシュの人びとのつくるキルトには、生活用品としての役割

だけでなく、さまざまな目的や想いが込められています。みんぱくで 1

日研究者になって、キルトをとおしてアーミッシュの人びとの世界の不

思議を考えましょう！ 

 展示場をフィールドワークして発見したことや、先生の解説からわ

かったことをまとめて、オリジナル報告書をつくります。 

 

日  時：7月 29 日(土)10:30～16:00(集合 10:20) 

場  所：国立民族学博物館 本館展示場 

講 師：鈴木七美（国立民族学博物館教授） 

対 象：小学 4年生～6年生 

参加費：500 円 

※要事前申込(先着順／定員 12 名) 

※申込受付開始：6 月 21 日(木)10:00～ 

６． みんぱく Sama-Sama(サマサマ)塾 塾⽣募集について 

知的障がい者の方のための学習ワークショップを開催します。グローバル化

が進む現代社会において、知的障がい者の方々も世界の文化や民族、そして多

様な生き方や考え方を学ぶことは必要不可欠であると考えています。世界の文

化を知ることによって、より楽しく豊かな生活を送っていただきたいと思って

います。 

 

対  象：中学生以上の知的障がいのある方 

(療育手帳を持っている方) 

活動場所：国立民族学博物館 

※参加無料 

※参加希望の方は、まずは「みんぱく Sama-Sama 塾」へ 

ご登録ください。 

※ワークショップに参加する塾生には、必ず保護者もしくは 

介護者の方が付き添ってください。 

※受付期間 2018 年 8 月 31 日(金)まで 

※詳しくはみんぱくホームページをご覧ください。 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/2018samasama 

 

７． 最新の研究紹介 

「Ancient Text Sources in the National Museum of Iran Vol.1 
Brick Inscriptions in the National Museum of Iran 
- A Catalogue」 
(邦題：イラン国⽴博物館所蔵のレンガ碑⽂ -資料カタログ) 

(MAEKAWA Kazuya 編 MATSUSHIMA Eiko, TERAMURA Hirofumi, WATANABE Shunsuke 著 

／京都大学学術出版会) 

— 信田 敏宏 (グローバル現象研究部 教授)—

— 鈴木 七美 (グローバル現象研究部 教授)—

昨年の様子

— 寺村 裕史 (人類文明誌研究部 准教授)—



８． 研究こぼれ話 

オアシスのいまむかし 

－サウジアラビア、ワーディ・ファーティマからの報告 
本館名誉教授である片倉素子(故人)が、サウジアラビアのオア

シス、ワーディ・ファーティマの調査を開始したのは 1960 年代

末のことでした。 その当時、ワーディ・ファーティマは大きな

変化を迎えはじめていた時期でした。 それから 50 年、2018 年 5

月にワーディ・ファーティマを舞台にした合同調査が、8名の乾

燥地研究者らによっておこなわれました。  

 今回は 50 年の間に起こった変化を調査のエピソードを交えな

がら報告します。 

 

 

 

 

 

９． 企画展「アーミッシュ・キルトを訪ねて 

―そこに暮らし、そして世界に⽣きる⼈びと」(展⽰ツアー) 

 

無地の服を着て馬車を駆る北米のキリスト教再洗礼派アーミッシュが布の端

切れを生かしてつくるキルトは、その鮮やかな色合いや細やかなステッチで人

びとを惹きつけています。2011 年より収集してきたみんぱくコレクションを素

材として、キルトに織りこまれた日々の暮らしや物語、キルトが結ぶ世界との

交流をたどります。 

 

会  期：2018 年 6 月 21 日(木)～9月 18 日(火) 

会 場：国立民族学博物館 企画展示場 

観覧料：一般 420 円 (350 円) 、高校・大学生 250 円(200 円)  

中学生以下 無料 

※()は 20 名以上の団体料金。リピーターは団体料金 

を適用 

※本館展示もご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

— 鈴木 七美 (グローバル現象研究部 教授)—

ナツメヤシは、オアシスの農業・生活に欠かすことができない植物でした。

しかし、今ではわずかに栽培されるにとどまっています。

— 石山 俊 (人類文明誌研究部 プロジェクト研究員)—


