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「国立民族学博物館友の会」は「みんぱく（国立民族学博物館）」の活動を
支援し、博物館を楽しく、積極的に活用するためにつくられました。

は、
会員証のご提示で、
割引料金でご観覧いた

界を紹介しています。
友の会会員のみなさま

とめました。それぞれの資料には、研究者の解説を添えて
います。先住民としての誇り、伝統、希望に満ちた「宝」を
ご自宅でもお楽しみください。

お問い合わせ

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ（水曜日定休）
e-mail order@senri-f.or.jp
オンラインショップ「World Wide Bazzar」
https://www.senri-f.or.jp/shop/

1

MINPAKU ASSOCIATES NEWSLETTER / No.262 2020. 11▶12

友の会会員価格 1,188円（税込）

定価 1,320円（税込）

サイズ：25cm×25cm（開くと縦50cm×横25cm）
オールカラー／28頁／中綴じ
※5冊以上まとめてのご購入の場合は、1冊1,056円（税込）
※通信販売の場合、別途発送手数料が必要です。
特別展期間限定！
特別展図録とカレンダーのお得なセット販売もあります。
友の会会員セット価格 2,937円（税込）
一般セット価格 3,080円（税込）

開催中！
特別展「先住民の宝」

今 春、臨 時 休 館 の た め に 開 催 を 見 合 わ せ

特別展「先住民の宝」の展示資料を1冊のカレンダーにま

梅棹忠夫生誕一〇〇年記念企画展
「知的生産の フロンティア」
も会期を延長

ていたふたつの展示が、
ようやくそろって開

だけますので、
ぜひご利用ください。

みんぱく初代館長 梅棹忠夫の生誕一〇〇

幕の運びとなりました。
梅棹忠夫生誕一〇〇

年記念企画展「知的生産のフロンティア」
は

ア」
では、
アーカイブズ資料とデジタル・デー

当初の予定より会期を二カ月延長したため、 年を記念する企画展「知的生産のフロンティ

一二月一日（火）
までは、
ふたつの展示をあわ

タベースを使って、
著書『知的生産の技術』
で

は示されなかった梅棹流の知的生産活動の舞

せてお楽しみいただくことができます。

世界には、
現在約七〇カ国以上の国々に、
お

台裏を紹介しています。

★会員証のご提示で無料でご観覧いただけます。

よそ三億七〇〇〇万人の先住民が暮らしてお

会期：2020年12月1日（火）まで
会場：本館企画展示場

関連する催しのほか、
特別展では、
研究者に

「知的生産のフロンティア」

り、
その民族の数は少なくとも五〇〇〇とい

梅棹忠夫生誕100年記念企画展

を楽しむためのコンテンツもご用意していま

大人110円、大学生50円、キャンパスメンバーズは無料
（通常料金は大人880円、大学生450円、高校生以下無料）

よる解説動画を公開するなど、
より一層展示

★会員証のご提示で割引料金になります。

らの心の拠り所であり、
民族としての誇りで

会期：2020年12月15日（火）まで
会場：特別展示館

す。
みなさまのご来館をお待ちしております。

「先住民の宝」

特別展

われています。
特別展「先住民の宝」
では、
彼

もある七四〇点の「宝」
とともに、
先住民の世

特別展「先住民の宝」のオラン・アスリのコーナー

2020年秋のみんぱく

熊本県で
共催展を
開催中！

国立民族学博物館・五木村 共催展示

佐々木高明の見た焼畑
―五木村から世界へ―

会 期：2020年11月29日（日）まで ※開館時間は9時～17時。休館日は月曜日（祝日の場合は翌日）
会 場：五木村歴史文化交流館「ヒストリアテラス五木谷」熊本県球磨郡五木村甲2672番地58
入館料：大人（高校生以上）300円、小学生・中学生200円
主 催：国立民族学博物館、五木村

みんぱく第2代館長をつとめた佐々木高明は、
国内外にフィールドをもつ焼畑研究の第一
人者です。共催展では、彼が五木村で撮影
した焼畑にかかわる写真を中心に、民具な
どの展示をとおして、当時の五木村の様子を
紹介しています。

◆催しのご案内◆

同会場で公開セミナーも予定しています
（要事前予約）
。

11/1（日） 展示から見た地域社会

―五木村にとっての博物館の役割

11/15（日） 焼畑と在来作物

―現代社会における食と農の
あり方を考える

詳細は、
みんぱくホームページ内
「巡回展・共催展」
の紹介ページをご確認ください。
https://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/traveling/20201003_sasaki

みんぱくゼミナール

会員先行予約のご案内

新型コロナウイルス感染症の予防のため、
みんぱくでは当面のあいだ、人数制限を設けて各種催しを実施しています。
定員や申込方法が異なりますので、
ご協力をお願いいたします。
ゼミナールや映画会には維持会員、
正会員、
家族会員のみなさまを対象に先行予約がございます。

会員先行予約は該当期間中に事務局までご連絡ください。会員先行予約が定員に達した場合は、一般受付をご利用ください。
催しの詳細、
オンライン予約については、
みんぱくホームページ内の各催しの告知ページをご確認ください。
第504回

第505回

――水俣の遺産

――トランスフォーマティブ研究
事始め

ミュージアムが
社会を変える
講師 平井 京之介（民博 教授）
日時 11月21日（土）
13：30～15：00（開場13：00）
会場

国立民族学博物館 講堂

（定員160名）

申込期間

第506回

民博研究の
政策としての応用

図像資料と
データベース

講師 出
 口 正之（民博 教授）
日時 12月19日（土）
13：30～15：00（開場13：00）

講師 丸川 雄三（民博 准教授）
日時 2021年1月16日（土）
13：30～15：00（開場13：00）
会場 国
 立民族学博物館 館内セミナー室（定員105名）

会場

国立民族学博物館 講堂

（定員160名）

申込期間

――「地域研究画像デジタルライブラリ」の
取り組みから

※メイン会場が満席の場合、
中継会場にご案内します。

申込期間

■友の会電話先行受付（定員30名）
対象：維持会員、正会員、家族会員

■友の会電話先行受付（定員30名）
対象：維持会員、正会員、家族会員
期間：11月16日（月）～20日（金）

■友の会電話先行受付（定員20名）
対象：維持会員、
正会員、
家族会員
期間：12月14日（月）〜18日（金）

■一般受付

■一般受付

■一般受付

※受付期間は終了しました。

・オンライン予約（定員100名）
期間：11月19日（木）まで
・当日参加受付
（定員30名）
申込方法

・オンライン予約（定員100名）
（火）
（木）
期間：11月24日
～12月17日
・当日参加受付
（定員30名）

■友の会電話先行受付

該当期間中に友の会事務局までお申し込みください。
申込先着順／本人を含む2名まで

【申込先】千里文化財団友の会事務局
電話

06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）

・オンライン予約（定員65名）
期間：12月21日（月）～2021年1月14日（木）
・当日参加受付（定員20名）

■一般受付

下記いずれかの方法でお申し込みください。
申込先着順／本人を含む2名まで

・オンライン予約 みんぱくホームページのイベント予約サイトよりお申し込みください。
・当日参加受付
11月と12月は、
11時から本館2階講堂前にて受け付けます。
1月は調整中です。

※参加無料。
11月と12月は、
事前に予約された方には入場整理券を当日11時から本館2階講堂前にて配布します。
1月は調整中です。

感染予防に
ご協力
ください

博物館の感染症対策、それに伴う来館者のみなさまへのお願いをみんぱくホームページのトップページで
公開しています。みんぱくでは当面のご来館に際しては、オンラインでの事前予約をおすすめしています。
受付フォームもトップページにありますが、友の会会員は入館予約が不要です。ご入館の際は 1 階受付カ
ウンターで会員証をご提示ください。同行者が非会員の場合はオンラインでの入館予約をおすすめください。
スムーズにご入館いただけます。また、催しの参加予約をされている方も入館予約は不要です。
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友の会講演会のご案内

11月・12月のイベントスケジュール
年末年始の休館日
12/28
（月）〜2021/1/4（月）
■特別展
「先住民の宝」
12/15（火）まで
■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」
12/1（火）まで
●友の会講演会
11/14（土）島村一平、12/5（土）小野林太郎
●みんぱくゼミナール
11/21
（土）
平井京之介、
12/19
（土）
出口正之
●みんぱく映画会・みんぱくワールドシネマ
11/7（土）
「僕の帰る場所」※定員に達しました
●みんぱくウィークエンド・サロン
11/1（日）齋藤玲子、11/8（日）庄司博史
11/29（日）池谷和信、12/6（日）野林厚志
●ワークショップ ※各回ともに受付終了
11/1（日）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」
11/7（土）、11/8（日）
みんぱく先住民の宝ワークショップ
「アイヌの矢づくりと模擬狩猟体験」
【館外での開催】
■共催展
「佐々木高明の見た焼畑―五木村から世界へ―」
会期：11/29（日）まで
会場：五木村歴史文化交流館「ヒストリアテラス
五木谷」
［熊本県］
●催し
11/6（金）公開講演会「ファンタジーの挑戦―も
うひとつの世界を想像しよう」
会場：日本経済新聞社 大阪本社 カンファレンス
ルーム［大阪府］※定員に達しました
◆都合によりスケジュールを変更する場合があります。
◆予約の必要な催し、すでに満席になっている催しがご
ざいます。詳細はみんぱくならびに友の会ホームぺー
ジをご確認ください。
◆イベントの参加には必ず会員証をご持参ください。

11月と12月は講堂で開催します。

・該
 当する会員種別
（★）
のみなさまは、
事前申込不要、
当日会員証のご提示のみで
ご参加いただけます。
・上
 記会員種別
（★）
以外のお客さまは事前申込が必要です。
友の会ホームページ
内各講演会受付フォームよりご予約ください
（参加費500円）
。

2021年1月は第5セミナー室で開催します。

・該
 当する会員種別
（★）
のみなさまに限定して開催します。
各講演会の受付フォームもしくは電話等でご予約ください。

★維持会員、
正会員、
家族会員、
ミュージアム会員、
キャンパスメンバーズ、
特別フリーパスをお持ちの方

オンライン中継をご視聴いただけます。

・中継配信の聴講は会員に限ります。

ご希望の方は、
各講演会の受付フォームより
ご予約ください。
尚、
著作権等の都合で、
配信をおこなわない月もございます。

第506回

第2土曜日に開催します／オンライン中継あり！

呪術として生き残った仏教

―社会主義期モンゴルにおける世俗化・仏教実践・還俗ラマ
講 師： 島村 一平（民博 准教授）
日 時： 11月14日（土）13:30〜14:40（開場13:00）
（先着順・定員160名）
会 場： 国立民族学博物館 講堂
※一般の方、ならびに中継配信ご希望の友の会会員は受付フォームより
ご予約ください（詳細は「友の会ニュース」261号をご覧ください）。
受付フォーム

第507回

https://www.senri-f.or.jp/506tomo/

オンライン中継あり！

海洋考古学の世界

―沖縄の水中文化遺産とその魅力
講 師： 小野 林太郎（民博 准教授）
日 時： 12月5日（土）13:30〜14:40（開場13:00）
（先着順・定員160名）
会 場： 国立民族学博物館 講堂
海洋考古学は、海と人類の歴史を探求する学問です。そのフィールドは、海中の遺跡
だけでなく、島や沿岸域に残されたさまざまな遺跡が対象となります。この講演では、
そのなかでもとくに水中文化遺産を取り上げ、これまで研究してきた沖縄県石垣島の海
底遺跡を事例に、その魅力や水中遺跡の保護の現状について紹介します。あわせて、
水中文化遺産をめぐる世界的な動きや今後の課題についても解説します。
※一般の方、ならびに中継配信ご希望の友の会会員は受付フォームより
ご予約ください。
受付フォーム

第508回

https://www.senri-f.or.jp/507tomo/

第2土曜日に開催します／オンライン中継あり！

国立アイヌ民族博物館の魅力と課題
―開館半年を迎えて

講 師： 佐々木 史郎（国立アイヌ民族博物館館長）
日 時： 2021年1月9日（土）13:30～14:40（開場13:30）
（事前申込先着順／定員40名）
会 場： 国立民族学博物館 第5セミナー室
ウポポイ（民族共生象徴空間）と国立アイヌ民族博物館は 2021 年 1 月で開業半年を
迎えます。その間、新型コロナウイルス感染対策を徹底しながらの運営を続けてきまし
た。ウポポイと博物館の魅力は五感を使ったアイヌ文化体験です。博物館や伝統的コ
タンの見学だけでなく、ホールでは伝統舞踊、レストランではアイヌ料理を楽しむことも
できます。来場者に全身でアイヌ文化を理解してもらうための取り組みについてお話しし
たいと思います。
※会場・中継聴講ともに友の会会員に限定して開催します（要事前申込）。
受付フォームもしくは電話等でご予約ください。
※メイン会場が満席の場合、中継会場（定員13名）にご案内します。
受付フォーム
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月
日
（土）

1

友の会講演会 実施報告

■第503回■

キリシタン時代の日本

う 彼らの問いに、宣教 師たちはど

福音以前の祖先の救済

―
齋藤 晃 （民博教授）

日本にキリスト教を伝えたフラ

う答えたのでしょうか。

守することで救われた可能性を提

ンシスコ・ザビエル一行は、一五五一

示しました。自 然 法とはすべての

記 録によれ ば、ザビエルらは日

彼らは毎日二回、神の教えを説き

人 間 が生まれながらにもっている

年四月以降、山口に居を定め、本

ましたが、日本人は彼らにさまざ

格 的 な 宣 教 活 動 を 展 開 し ま し た。 本人に、彼らの祖先が自然法を遵

まな 質 問 をぶつけました。そのひ

善悪の判断基準であり、理性を行

動画公開中！

とつは祖 先の霊魂の救済に関する

使できる大人なら誰でもおのずと

サントリー美術館  http://suntory.jp/SMA/

その法を知 り、実 践できる、とい

会期：2020年12月16日
（水）
〜2021年2月28日
（日）

※休館日、
観覧料等の詳細は、
サントリー美術館の
ホームページをご確認ください。

ザビエルらは日本人に神の掟を

「美を結ぶ。
美をひらく。
美の交流が生んだ6つの物語」

ものでした。

リニューアル・オープン記念展Ⅲ

ば、日本人の祖 先は、たとえ宣教

会期：2020年11月29日
（日）
まで

われています。ザ ビエルらによれ

「日本美術の裏の裏」

伝え、人間はその掟を守ることで

リニューアル・オープン記念展Ⅱ

死 後、 救 済 さ れ る、 と 説 き ま し

サントリー美術館［東京］

「生活の中の美」
を基本理念として活動する美術館。
2020年7月にリニューアル・オープンしました。
会員証のご提示で、
団体料金価格になります。

た。しかし、日本人が懸念したのは、 を受けたことがなくても、善をお

第1回

救済されたのです。

（提携館以外が主催の場合、
割引対象外になる場合があります）

こない、悪を避けることで、死後、

会員サービスのひとつに
「提携館割引」
があります。
12の提携館でみんぱく友の会の会員証をご提示いただくと、
入館料が割引になります。
ぜひご利用ください。

すでに亡くなった自 分たちの祖 先

みんぱく友の会 提携館のご紹介

のことでした。神が全世 界の創 造

時 代 が移るにつれて、カトリック

し か し、この 寛 容 な 救 済 論 は、

教会のなかで異端視されるように

主であり、全人類の救済者である

なら、なぜその法が日本で公示さ

なります。人間が自

然法の遵守のみによ

り 救 済されるなら、

教 会 の 指 導 はい ら

なくなるからです。

日本にやってきた最

初の 宣 教 師 た ちの

開 かれた姿 勢はや

がて失われ、教会の

統制に取って代わら

れるのです。

れるのがこれほど遅れたのか、とい

《聖フランシスコ・ザビエル像》17世紀前期
（神戸市立博物館 蔵）
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第500回記念友の会講演会／梅棹忠夫生誕100年記念対談

知的生産のフロンティアの原点

探検家 梅棹忠夫を語る
対 談 石毛 直道（民博元館長・名誉教授）、
𠮷田  憲司（民博館長）
ファシリテーター 飯田 卓（民博教授）
※2020年9月5日
（土）民博本館講堂にて実施しました。

2020年、友の会講演会は通算500回を迎えました。節目の回を記念するこの講
演会では、今年生誕100年を迎えた民博初代館長 梅棹忠夫先生の知的生産活
動の原点である「探検」に焦点を当てて、石毛直道元館長と𠮷田憲司現館長の対
談を開催いたしました。話題は、梅棹先生の探検家としての側面にとどまらず、先
生が探検をとおして体得した情報整理や組織運営の技術、そして登壇者との関係
にいたるまで、多岐に渡りました。当日の様子は映像記録として、みんぱく友の会
ホームページ、ならびに、YouTubeのみんぱく友の会チャンネルで公開しています。
視聴はこちらから！

https://www.senri-f.or.jp/500tomo_movie/
※期間を限定して公開しています（2021年3月末日まで公開予定）。
※『季刊民族学』2021年4月発行号でも対談の様子を掲載する予定です。

本紙掲載の情報は、
2020年10月21日時点で決定している内容です。
新型コロナウイルス感染症の影響等により急遽予定を変更する場合があります。
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