
 

令和元年 9月 11日 

報道関係者 

出版関係者 各位 

国立民族学博物館 

広報企画会議長 園田 直子 

 

報道関係者と民博との懇談会のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 当館の広報活動につきましては、平素から格別のご支援をいただき誠にありがとう 

ございます。 

 さて、当館における研究や展示など旬な話題をよりわかりやすくお伝えするために、 

標記懇談会を下記のとおり開催いたします。 

 つきましては、ご多用のこととは存じますが、是非ご出席くださいますようご案内 

申し上げます。 

 なお、懇談会の事前申込は不要ですが、懇談会へのご出席を希望される方は、本紙を印

刷のうえ、自然文化園窓口でご提示ください。同園内を無料でご通行いただけます。 

敬具 

 

記 

日 時：令和元年 9月 19日（木）15:30 ～ 第１会議室 

※懇談会終了後、お時間のある方は引き続き館長室にてご懇談ください。 

  

○主な話題 

・企画展「アルテ・ポプラル――メキシコの造形表現のいま」 
 (話者：本館教授 鈴木紀) 

・イベント 
みんぱくワールドシネマ｢ワンダーストラック｣ 
(話者：本館教授 山中由里子) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
※話題の詳細につきましては、別紙「話題一覧」をご参照ください。 

お問い合わせ 国立民族学博物館 総務課 広報係 

電話:06-6878-8560(直通) Fax:06-6875-0401 Mail:koho@minpaku.ac.jp  

プレス向けウェブ http://www.minpaku.ac.jp/press 



報道関係者と民博との懇談会 話題一覧 
令和元年 9 月 19 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． 企画展「アルテ・ポプラル―メキシコの造形表現のいま」 

メキシコでは先スペイン時代にメソアメリカ文明が開花し、16 世紀

以降はヨーロッパ、アジア、アフリカからさまざまな文化が流入し

て、独自のものづくりの伝統が生まれました。アルテ・ポプラルと

は、特別な才能に恵まれた芸術家の作品ではなく、職人や一般の人び

とによる造形表現の総称です。本展示では、仮面や毛糸絵、陶器の資

料とともに、骸骨（がいこつ）の姿があふれる都市の街路をイメージ

したコーナーや典型的なアルテ・ポプラルである生命の木など、現在

のメキシコのアルテ・ポプラルの多様な姿を紹介します 

 

期 間：10 月 10 日(木)～12 月 24 日(火) 

会 場：国立民族学博物館 企画展示場 

観覧料：一般 580 円(490 円) 大学生 250 円(200 円) 

    高校生以下 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．みんぱく映画会「ワンダーストラック」（第４６回みんぱくワールドシネマ） 

本館では 2009 年度から、研究者による解説付きの上映会「みんぱ

くワールドシネマ」を実施しています。11 年目となった今期でも、

昨年に引き続き、＜人類の未来＞をキーワードに映画上映を展開し

ていきます。 

今回は、異なった時代を生きる、家族と音を失った少年と少女

が、数々の困難を乗り越えてニューヨークの自然史博物館で〈ワン

ダーストラック/驚きと幸せの一撃〉に出会い、運命に導かれていく

姿を描いたアメリカ映画を上映します。美しい映像世界の中で、聴

覚障害者の視点をとおして、博物館の始まりについて知りたいと思

います。 

 

日 時：11 月 9 日(土)13:30～16:00(開場 13:00) 

会 場：国立民族学博物館 2 階 セミナー室 

定 員：200 名(先着順／事前申込不要(整理券を 11 時から配布) 

参加費：要展示観覧券(一般:580 円) 

 

― 吉田 憲司 (館長)― 

  

 
― 園田 直子 (議長)― 

  

 

― 山中 由里子  (学術資源研究開発センター 教授)― 

Mary Cybulski 

 

 

 

― 鈴木 紀 (人類文明誌研究部 教授)― 



５．一般公演シンポジウム 

グローバル化時代の文化力――〈地域知〉のマネージメント 
グローバル化の時代と言われて久しい。交通システムや情報技術の世界的展開は、かつては僻地とよばれていたような

地域においても先端的な知識のアクセスを容易にしたり、あるいは逆にローカルな地からの積極的な情報発信を可能にす

るなど、ダイナミックで双方向的な情報の流通が一般的なものとなりつつある。そうしたなか〈地域知〉についてのマネ

ージメントのありようが鋭く問われているといえる。本シンポジウムでは、文化をベースとする情報が、いかなる文脈の

中で形成され、どのようなかたちで発信され、そしてどのような影響力をもつのか、〈地域知〉のマネージメントという視

点から考えていきたい。 

 

 

日 時：11 月 2 日(土)13:30～17:10 

会 場：国立民族学博物館 ２階第４セミナー室 

主 催：国立民族学博物館・地域研究コンソーシアム 
 

 

 

 

 

 

 

６．公開シンポジウム 

日本におけるユニバーサル・ミュージアムの現状と課題 2020オリパラを迎える前に 
2020 年、日本でオリンピック・パラリンピックが開催される。

この国際的な大イベントをどのように迎えればいいのか。そしてオ

リパラをきっかけに、日本社会はどんな方向をめざすべきなのだろ

うか。ミュージアムは、近代文明のシンボルとして誕生した。近代

とは「より多く、より速く」というトレンドの下、人間のアビリテ

ィを進化させる技術革新の時代である。そんな近代社会では、五感

の中でも情報の伝達量、スピードに優れている視覚が重要視されて

きた。そのため、今日のミュージアムの展示でも、視覚的に見る・

見せることが大前提とされている。こういった視覚優位・視覚偏重

の博物館・美術館の常識を改変するのがユニバーサル・ミュージア

ムである。ユニバーサル・ミュージアム研究は、近代と真正面から

対決する思想運動ともいえるだろう。 
 

日 時：11 月 3 日(日)13:00～18:15(18:30 からレセプショ

ン) 

    11 月 4 日(月･休)9:45～17:30 

会 場：国立民族学博物館 ２階第 5 セミナー室 

定 員：各日 100 名(先着順／要事前申込) 

参加費：無料 

後 援：全日本博物館学会・日本博物館協会・ 
日本ミュージアム･マネージメント学会 

 

 

 

 

 

― 広瀬 浩二郎 (グローバル現象研究部 准教授)― 

― 丹羽 典生 (学術資源研究開発センター 准教授)― 



７．公開講演会 

サブカルテャー遺産の現在「アニメ『聖地』巡礼」 
人文社会科学に先んじて、地域振興を進める内閣府や経済産業省、地方自治体が注目してきたクール・ジャパン。 

日本では、地域と強く結びついたアニメを観光資源に用いる「聖地巡礼」も、クール・ジャパンの潮流のなかで始まりま

した。しかし、日本から離れて海外の事例に目を向けたとき、同様の現象はどのような意味を帯びているのでしょうか。

また、アニメをはじめとするポピュラー・カルチャーの流行サイクルの速さと、息長く持続させるべき観光振興は、はた

して相性がよいといえるのでしょうか。文化や文化遺産の問題を地域の問題として考えてきた人類学者・民族学者が、聖

地観光の意味を考えます。 

 
 

日 時：11 月 15 日(金)18:30～20:40 

会 場：日経ホール 

定 員：600 名(先着順／要事前申込) 

参加費：無料 

主 催：国立民族学博物館・日本経済新聞社 

 

 

８．国立民族学博物館コレクション 

世界のかわいい衣装 
さまざまな気候や風土、社会や文化のなかで育まれてきた世界の衣装。そ

の魅力は、鮮やかな色彩、地域独特の文様、形や着方の多様さにあります。

またそこには織りや染め、刺繍、レースなどの多岐にわたる手仕事をみるこ

とができます。私たちの生活を彩ってきた衣装は、その土地に生きる人びと

の知恵や創意工夫、技術によって伝えられ、現在まで受け継がれています。 

本展では、国立民族学博物館が所蔵するコレクションのなかから、「かわい

い」をキーワードに選んだ、1920 年代から現在までの衣装約 120 点を紹介し

ます。これらを身につける人びとの世界に思いを馳せることは、私たちの装

いについても問い直す機会となるでしょう。 

 

日 時：11 月 13 日(水)～25 日(月) 

日～木曜日 10:00～20:00 金・土曜日 10:00～21:00 

(入場は閉場 30 分前まで。最終日は 18 時閉場) 

※小学生以下の入場は保護者の同伴が必要 

会 場：阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー 

入場料：一般 600 円 学生 400 円(小学生以下無料） 

主 催：阪急うめだ本店・国立民族学博物館・千里文化財団 

 

お問い合わせ 

国立民族学博物館 総務課 広報係 

電話:06-6878-8560(直通) Fax:06-6875-0401 Mail:koho@minpaku.ac.jp 

― 河合 洋尚 (グローバル現象研究部 准教授)― 

― 上羽 陽子 (人類文明誌研究部 准教授)― 


