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奈良県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

県内各
市町村

①②
③

「奈良県教育の日」及び「奈良県
教育週間」における関連行事・授
業公開等

・「奈良県教育の日」実行委員会構成団体、各市町村教育委員会による
講演会や音楽会、こどもフェスティバル等
・各学校（園）における授業公開等

県内各地
※詳しくは県HPをご
覧ください。（右記
URL参照）

奈良県教育委員会
各市町村教育委員会
他

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-13643.htm

奈良市 ①③
公開講座「親子で探ろう奈良の世
界遺産」

大学教員等が小中学生及び保護者に文化財の価値を解説し、「古都奈
良の文化財」について知識を深めます。

10月中旬
奈良市東大寺・興
福寺周辺

奈良教育大学 http://www.nara-edu.ac.jp/KK/open_seminar.htm 事前申込必要

奈良市 ①③
公開講座「英語という言語学習」
第2回・第3回

イギリスの「わらべ唄」を理解し、英語には必要不可欠なリズムとライムを
身につけます。

10月22日, 11月12日 奈良教育大学 奈良教育大学 http://www.nara-edu.ac.jp/KK/open_semi11_gengogakushu2.html 事前申込必要

奈良市 ①③ 公開講座「寧楽秋季講座」
奈良教育大学名誉教授を講師に、「市民・行政・企業との協働による環境
教育」「英語的発想と日本語的発想」を開講します。

11月5日
奈良市生涯学習セ
ンター

奈良教育大学 無料 http://www.nara-edu.ac.jp/KK/open_semi11_neirakuaki.html 申込不要

奈良市 ①③
公開講座「英語的発想を体験しよ
う」第3回・第4回

イギリス人の「昔ばなし」を言語教材として、イギリス人の英語的発想を身
につけることを目的とした講座です。

11月5日, 19日 奈良教育大学 奈良教育大学 http://www.nara-edu.ac.jp/KK/open_semi11_eigohassou2.html 事前申込必要

奈良市 ③
奈良教育大学大学祭「第62回輝
甍祭（きぼうさい）」

奈良教育大学生が主体的に企画する大学祭で、ならまち界隈を学生等が
仮装して練り歩く「仮装行列」が有名です。

11月4日～6日 奈良教育大学 奈良教育大学 無料 http://kibosai.bambina.jp/

奈良市 ①
公開講座「シニア男性のための料
理講習会」

シニア男性へ調理技能の習得を支援するとともに、食品の調理性の科学
的な理解を促すことを目的とします。

11月10日 奈良教育大学 奈良教育大学 http://www.nara-edu.ac.jp/KK/open_semi11_cooking.html 事前申込必要

奈良市 ②
特別支援教育公開講座（特別支
援教育支援員養成講座兼）第4回
「講演及びシンポジウム」

自立や就労に向けての取組について、活躍中の支援者やご本人からご
紹介いただき、シンポジウムを実施します。

11月19日 奈良教育大学 奈良教育大学 http://nara-edu-csne.org/web/index.php 事前申込必要

奈良市 ①③
公開講座「世界遺産のたびヨー
ロッパ編」

奈良教育大学教員による現地取材に基づいた世界遺産紹介で、今回は
「ドイツ・ロマンチック街道」を紹介します。

11月中旬 奈良教育大学 奈良教育大学 無料 http://www.nara-edu.ac.jp/KK/open_seminar.htm 申込不要

奈良市 ④
防災・日本再生シンポジウム「古
都奈良の都市防災」

阪神淡路大震災や東日本大震災での教訓を活かし、古都奈良地域が将
来必ず発生するであろう災害に備えるため、様々な専門分野から提案・
検討を行います。

10月22日
奈良女子大学記念
館

奈良女子大学 無料
総務・企画課総務係
（0742-20-3204)

奈良市 ①④
まほろばけいはんな科学ネット
ワーク交流フォーラム「小惑星探
査機はやぶさが切り拓いたもの」

探査機「はやぶさ」に関するプロジェクトを担った研究者・技術者を招待し
て実施します。

10月29日
けいはんなプラザ
ホワイエ

奈良女子大学 無料
http://mk-kagaku.nara-wu.ac.jp/event/index.html

奈良市 ①④
まほろばけいはんな科学ネット
ワーク
理科・科学フェスティバル

科学技術に関する活動を行っている中高生によるポスターセッションを開
催し、一般の方々にその内容を紹介します。

10月29日
けいはんなプラザ
ホワイエ

奈良女子大学 無料
http://mk-kagaku.nara-wu.ac.jp/event/index.html

奈良市 ③

奈良女子大学記念館(重要文化
財）一般公開
【特別展示】奈良女子大学所蔵
正倉院模造宝物展

重要文化財である記念館を一般に公開します。女子高等師範学校時代
の教材のほか、吉田包春氏が復原した正倉院模造宝物を特別に展示公
開します。

10月31日～11月6日
奈良女子大学記念
館

奈良女子大学 無料 http://koto.nara-wu.ac.jp/kinenkan/

奈良市 ② オープンキャンパス2011
学部学科・大学院の紹介、研究室訪問、施設見学及び受験生の個別相
談を行います。また、併せて附属図書館も一般公開します。

11月3日～5日
奈良女子大学キャ
ンパス

奈良女子大学 無料
http://koto.nara-wu.ac.jp/nyusi/open.html

附属図書館問合
せ先：情報サービ
ス係(0742-20-
3303）

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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奈良市 ③ 大学祭（恋都祭）
学生が主体となって実施する学園祭です。サークル活動の発表や模擬店
出店などを行います。

11月3日～5日 奈良女子大学 奈良女子大学 無料 http://60thkotosai.jimdo.com/

奈良市 ②④ サイエンス・オープンラボ
小・中・高校生に数学(算数）・理科に親しんでもらうための体験型公開イ
ベントです。

11月3日, 5日
奈良女子大学理学
部

奈良女子大学 無料
http://www.nara-wu.ac.jp/rigaku/

奈良市 ①④

まほろばけいはんな科学ネット
ワーク
情報通信研究所フェアの見学バス
ツアー

研究所で行われる研究を小中高生をはじめとする一般の方々に紹介する
ためにバスツアーを実施します。

11月12日
けいはんな学研都
市

奈良女子大学 無料
http://mk-kagaku.nara-wu.ac.jp/event/index.html

奈良市 ①
大学改革シンポジウム
「コミュニティの再生と国立大学の
役割」

コミュニティの再生と大学のかかわり方について、本学が自治連合会や
商店街が主催する行事に参加してきた取組みを紹介し、大学周辺の商店
街、自治体等が国立大学に期待すること、これからの課題について議論
します。

11月20日
奈良女子大学記念
館

奈良女子大学 無料
研究協力課社会連携推進係
（0742-20-3968)

奈良市 ①
公開講座
「奈良学への招待Ⅹ」

帝塚山大学奈良学総合文化研究所による公開講座。
「近世今井町を支えた住民と地域」をテーマに開催します。

10月22日
帝塚山大学
東生駒キャンパス

帝塚山大学奈良学総合文化
研究所

無料 http://www.tezukayama-u.ac.jp/ 申込必要

奈良市 ① 市民大学講座
帝塚山大学考古学研究所・附属博物館共催による市民大学講座。第275
回は「発掘された絵馬」をテーマに開催します。

10月29日
帝塚山大学
東生駒キャンパス

帝塚山大学考古学研究所・
附属博物館

無料 http://www.tezukayama-u.ac.jp/ 申込不要

奈良市 ① 高校教員のための正倉院展講座
帝塚山大学が協賛する第６３回正倉院展(奈良国立博物館）について、高
校教員を対象に講座を実施します。

10月29日 奈良商工会議所 帝塚山大学 無料 http://www.tezukayama-u.ac.jp/ 申込必要

奈良市 ①
中学生・高校生のための正倉院
展講座

帝塚山大学が協賛する第６３回正倉院展(奈良国立博物館）について、中
学生・高校生を対象に講座を実施します。

10月30日 奈良商工会議所 帝塚山大学 無料 http://www.tezukayama-u.ac.jp/ 申込必要

奈良市 ① 市民大学講座
帝塚山大学考古学研究所・附属博物館共催による市民大学講座。第276
回は学位論文「古代における日韓造瓦技術交流史の研究」から「瓦博士
の系譜を探る」をテーマに開催します。

11月12日
帝塚山大学
東生駒キャンパス

帝塚山大学考古学研究所・
附属博物館

無料 http://www.tezukayama-u.ac.jp/ 申込不要

奈良市 ① こども学講座
帝塚山大学現代生活学部子育て支援センターが、子どもに関わる教育･
保育や研究を行っておられる方や学生等を対象として、「こどもの体と心
を作る食」をテーマに講義します。

11月19日
帝塚山大学
学園前キャンパス

帝塚山大学現代生活学部 無料 http://www.tezukayama-u.ac.jp/ 申込必要

奈良市 ① 秋期近畿大学農学部公開講座
生涯学習の一環として、今回は「土と水を護る」と題し２講演を行います。
詳しくは公開講座係までお問い合わせください。

10月29日 春日大社
近畿大学
農学部

無料  koukaikouza@nara.kindai.ac.jp
事前申込制（予
定）

奈良市 ③
第45回農学部祭
第23回飛鳥祭

体育祭・文化祭・収穫祭からなり、最近では近隣だけでなく、遠方からもお
越しいただき“近畿大学農学部”をより多くの方に知っていただく良い機会
となっています。

11月1日～3日 近畿大学農学部
農学部祭実行委員会（近畿
大学農学部）

無料  nj_kyomu@nara.kindai.ac.jp

現時点では連絡
先は農学部事務
部学生支援課
10月初旬予定で
実行委員会URL
公開予定

奈良市 ③ 第63回 正倉院展
聖武天皇御遺愛品など、正倉院宝物62件を展示する。正倉院宝物の全
体が概観できる内容となっており、時機を得た宝物、仏教関係の宝物も充
実した展示を行う。

10月29日～11月14
日

奈良国立博物館
東西新館

奈良国立博物館 http://www.narahaku.go.jp/

奈良市 ③ 正倉院学術シンポジウム2011
正倉院宝物が日本文化の発展に果たしてきた役割と今日的な意義につ
いて、研究発表、パネルディスカッションを行う。

10月30日
奈良市ならまちセン
ター

奈良国立博物館 無料（半券等要） http://www.narahaku.go.jp/

奈良市 ③ 留学生の日
留学生が日本の伝統文化に触れるきっかけを作るため、平常展及び正
倉院展に無料で招待する。

11月2日
奈良国立博物館
なら仏像館・東西新
館

奈良国立博物館 無料 http://www.narahaku.go.jp/
留学生のみ平常
展、正倉院展無
料

奈良市 ③
平城宮跡資料館秋期企画展示
「地下の正倉院展」（仮称）

平城宮跡及びその周辺の木簡を中心に、木簡研究の歴史、木簡の発掘・
研究について紹介する。

10月18日～11月27
日

奈良文化財研究所
平城宮跡資料館

奈良文化財研究所 無料 http://www.nabunken.go.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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奈良市 ③ なら音楽の祝祭
県民ホール、県庁東回廊、奈良国立博物館仏教美術研究センター等を、
県立ジュニアオーケストラやジャズ、ゴスペル、吹奏楽などの様々なジャン
ルの音楽で彩る

11月3日
県庁回廊、県庁県
民ホール他

奈良県 無料 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1642.htm

大和郡山
市

④ 第45回高専祭
学園祭のイベントの一つとして、各学科主催で実験や工作等の参加体験
型の展示を実施します。

11月5日, 6日
奈良工業高等専門
学校内

奈良工業高等専門学校 無料
http://www.nara-k.ac.jp/
学生課学生係0743-55-6034

大和郡山
市

①③

公開講座
「文化探訪講座 ⅩⅩ　日本の名
建築をあるく　　金閣・銀閣・東求
堂・彦根城」

「日本建築の歴史と伝統」をテーマに、国宝の金閣・銀閣（京都府）、彦根
城（滋賀県）などを見学します。

10月14日, 28日,
11月11日

奈良工業高等専門
学校、
金閣寺・銀閣寺、
彦根城

奈良工業高等専門学校
http://www.nara-k.ac.jp/
総務課総務係0743-55-6013

大和郡山
市

③ 講演会「大和郡山の歴史と文化」
大和郡山市文化財審議会会長 長田光男氏を講師に迎え、大和郡山の
歴史と文化について講演していただく

11月20日
奈良県立民俗博物
館

奈良県 無料 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1508.htm

天理市 ③
開館81周年記念展　近世の文人
たち－自筆資料にみる人となり－

近世の文化を彩った学者・俳人・戯作者・画家等を「文人」として50人を厳
選し著作の稿本・書簡・日記などを展示します。

10月19日～11月6日
天理大学附属天理
図書館

天理大学附属天理図書館 無料 http://www.tcl.gr.jp/

天理市 ③
第64回企画展「中華世界の民間
版画」

当館所蔵の民間版画の中で、特に門画、扎糊(チャーフー)、紙馬類の資
料を中心に展示いたします。民衆の“招福の祈り”が込められた版画の
数々をお楽しみください。

10月5日～12月5日
天理大学附属天理
参考館

天理大学附属天理参考館 http://www.sankokan.jp/

天理市 ③
第210回トーク・サンコーカン『パ
ゼッヘ(巴宰族)の旧首長潘氏一族
の故地、岸裡旧社の現状 』

パゼッヘ（巴宰族）の人びとの多くは現在、南投県の埔里盆地に居住して
います。しかし、彼らは17～19世紀の頃、台中県の豊原や神岡付近に暮
らしていました。その中心地であった岸裡旧社には当時の首長であった
潘氏一族の後裔が残り、当時の面影を今に伝えています。ここではその
岸裡の地の現状を紹介します。

10月22日
天理大学附属天理
参考館

天理大学附属天理参考館 http://www.sankokan.jp/

天理市 ③ 関西文化の日（無料入館） 11月19日～21日
天理大学附属天理
参考館

関西元気文化圏推進協議会
および関西広域機構

無料 http://www.sankokan.jp/

橿原市 ③ 歴史公開講座 飛鳥に分布する終末期古墳と寺院について検証、考察します。 10月22日 奈良芸術短期大学 無料

橿原市 ③ 奈良県芸能舞台
県内文化団体に活動の発表の場を提供するため、一般公募から選抜し
た県内芸術団体が、音楽・舞踊等様々なジャンルの演技を披露

10月29日、30日
イオンモール橿原ア
ルル

奈良県 無料 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1642.htm

橿原市 ③
ＮＨＫ交響楽団トップメンバーによ
るブラスアンサンブル

ＮＨＫ交響楽団メンバーの演奏を広く県民の皆様に鑑賞していただくとと
もに、地元吹奏楽奏者等との交流を通じ、奈良県の芸術文化振興の一助
となることを目的に開催

10月23日
橿原文化会館大
ホール

奈良県 http://www4.kcn.ne.jp/~kashibun/

生駒市 ④
オープンキャンパス2011（高山サ
イエンスタウンフェスティバル）

一般市民の方々に、展示やデモンストレーション等を通じて、最新の教育
研究についてわかりやすく紹介します。

11月5日 奈良先端大
奈良先端科学技術大学院大
学

無料 http://www.naist.jp/opencampus/index_j.html

生駒市
①、
③、
④

公開講座2011「よくわかる最先端
バイオ研究」

一般市民の方々に、奈良先端大において行われている最先端のバイオ
研究の一端をわかりやすく紹介します。

10月29日,
11月12日,
19日,26日

奈良先端大ミレニア
ムホール

奈良先端科学技術大学院大
学

無料 http://www.naist.jp/activity/c04_01_j.html

明日香村 ①
「飛鳥史学文学講座-やまと・あす
か・まほろば塾ー」

高松塚古墳を発掘した関西大学と日本古代史の宝庫である明日香村が
協力して、昭和５０年から開講している公開講座、「飛鳥史学文学講座」
の平成２３年度第７講。講題：「斉明天皇の真陵－風水で語る牽牛子塚古
墳の被葬者像－」

11月13日
明日香村中央公民
館

関西大学教育後援会 無料 http://www.kansai-u.ac.jp/pa/asuka/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

奈良県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

明日香村 ③
飛鳥資料館秋期特別展「飛鳥の
遺珍－のこされた至宝たち－」

明日香村外に保管され、普段はまとめてみることはできない飛鳥の文化
財を一堂に集め、1400年前の飛鳥の輝きを体験してもらうとともに、多く
の方々に、そうした文化財を生んできたアスカがもつ魅力と重要性を再認
識していただくことを目的として企画しました。

10月14日～11月27
日

奈良文化財研究所
飛鳥資料館

奈良文化財研究所飛鳥資料
館、奈良県立橿原考古学研
究所、明日香村教育委員会

http://www.nabunken.go.jp/asuka

王寺町 ①
平成23年度王寺町
り～べるカレッジ

奈良産業大学と王寺町の共催で、地域の皆様に生涯学習の一つとして
公開講座を提供しています。

10月22日
王寺町地域交流セ
ンター

奈良産業大学王寺町 無料 http://www.nara-su.ac.jp

生駒郡 ① ＲＥＣコミュニティカレッジ 「平群氏と平群谷の古墳・神社」をテーマに開催します。 11月5日～19日
龍谷大学深草キャ
ンパスおよび奈良
県生駒郡

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/

葛木市 ① ＲＥＣコミュニティカレッジ 「自然観察講座　秋の里山を歩く」をテーマに開催します。 11月5日
二上山周辺（奈良
県葛木市當麻町）

龍谷大学 http://rec-ryukoku.jp/

大和郡山
市、植槻

町
③

大和郡山市老人福祉センター訪
問公演

大正昭和平成に亘り国益に貢献された方々に楽しい舞台を鑑賞して頂き
憩いの一時を過ごして頂き心のケアに貢献します。

11月2日～7日、10
日, 11日, 14日, 17日,

18日, 21日, 22日

大和郡山市老人福
祉センター

公益社団法人浪曲親友協会 無料 06-6771-6682
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