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奈良県

都道府県 市町村 類型 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

奈良県
県内各
市町村

①
②
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

奈良県
北葛城郡
王寺町

①
平成24年度王寺町りー
べるカレッジ

王寺町地域交流センターと共催で行っている公開講座です。 10月20日
王寺町地域交流セン
ター

奈良産業大学 無料
http://www.nara-
su.ac.jp/

奈良県 奈良市 ①
平成24年度公開講座
「奈良駅前大学」

奈良県経済倶楽部と共催で行っている公開講座です。 11月13日 奈良県経済倶楽部 奈良産業大学 無料
http://www.nara-
su.ac.jp/

奈良県 奈良市 ①

奈良文化女子短期大
学公開講座
いっしょにあそぼう５
「英語であそぼう」

英語で歌をうたったり、英語の絵本を読んでもらったりして、身
体全体を使って英語を楽しんでもらいます。 11月10日

奈良文化女子短期大学
アリーナ・エクササイズ
ルーム

奈良文化女子短期大学 無料
http://www.narabunk
a.ac.jp

（問合先）
奈良文化女子短期大
学　公開講座係
　電話　0742-93-
5406
　FAX　0742-47-
2985
E-mail nwc-ext1-
05@narabunka.ac.jp

奈良県 奈良市 ③ サタデーオンステージ
高等学校などで、音楽や演劇など表現活動を行っている団体
に発表の場を提供し、また、それらに興味のある方に、無料
で、生の「迫力」を感じていただきます。

11月17日
奈良文化女子短期大学
１号館２階（アトリウム）

奈良文化女子短期大学 無料
http://www.narabunk
a.ac.jp

（問合先）
奈良文化女子短期大
学 ｻﾀﾃﾞｰｵﾝｽﾃｰｼﾞ担
当
　電話　0742-93-
5120

FAX 0742-47-

奈良県 奈良市 ① 「大和学」への招待
「大和の魅力を語る」を統一テーマに、天理大学教員による公
開講座を開催します。

9月29日．10月6．
13．20．27日

奈良県中小企業会館 天理大学 無料
http://www.tenri-
u.ac.jp/lifelng/

奈良県 天理市 ① バドミントン 初中級編 一般社会人のためのスポーツ実技講座です。
10月6．20．27日．
11月3, 10．24日．

12月1日

天理大学体育学部キャ
ンパス総合体育館

天理大学
http://www.tenri-
u.ac.jp/lifelng/

奈良県 天理市 ①．②

天理大学祭「君のため
に天大祭～これがぼく
らの金環日食（えがお
のわ）」

今年度は「人のために」という気持ちを大切に、模擬店、巨大
灯籠展示、各学科・専攻による学科発表、東日本大震災復興
プロジェクト展示などを行います。

11月3～5日
天理大学杣之内キャン
パス

天理大学、天理大学学生自
治会、天理大学祭実行委員
会

無料
http://www.tenri-
u.ac.jp/

奈良県 天理市
②．③．

④

天理図書館開館82周
年記念展「ベストセラー
作家誕生―ディケンズ
初版本の世界―」

英国文豪チャールズ・ディケンズの作品を網羅した展覧会で
す。特に稀覯本である初版本を中心に構成し、無料でご覧い
ただけます。

10月19日～11月4
日

天理図書館2階展示室 天理図書館 無料 http://www.tcl.gr.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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奈良県 天理市 ①．③
第67回企画展「蹴鞠
―KEMARI―」

江戸から昭和初期にかけて蹴鞠に精進した公家の装束、鞠、
道具類を展示するほか、日本で有数の蹴鞠関連文書を所蔵す
る天理図書館の協力を得て、その一部も併せてご覧いただき
ます。

10月3日～12月3
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/

奈良県 天理市 ①．③
第67回企画展「蹴鞠
―KEMARI―」関連イベ
ント『蹴鞠実演」

蹴鞠保存会会員10名による蹴鞠実演と解説をいたします。 10月8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/

奈良県 天理市 ①．③

第67回企画展「蹴鞠
―KEMARI―」関連イベ
ント『蹴鞠装束の着付
実演」

蹴鞠保存会会員2名による蹴鞠装束着付実演と鞠についての
説明します。

10月21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/

奈良県 天理市 ①．③
第218回トーク・サン
コーカン「貴公子とス
ポーツ　―蹴鞠―」

蹴鞠は日本のサッカーの原型と考える方も多いかと思います
が、様式は全く異なります。和歌と並んで貴族のたしなみと
なった蹴鞠を企画展の資料とあわせてご紹介します。

11月24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.tenri-
u.ac.jp/

奈良県 天理市 ①．③
関西文化の日(無料入
館)

11月17～19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/

奈良県 奈良市 ③ 学部祭
学生が主体となって開催する学部祭です。お笑い芸人のライ
ブやキャラクターショーも開催され老若男女楽しめる内容に
なっており、地域の方々もたくさん来場されます。

11月2, 3日
近畿大学　　　奈良キャ
ンパス

近畿大学　農学部 無料 0742-43-1849

奈良県 奈良市 ③
第45回数学教育論文
発表会

数学教育・科学的研究を推進するための論文発表及び口頭発
表、課題別の分科会を開催します。

11月10, 11日 奈良教育大学
社団法人日本数学教育学
会

http://www.sme.or.jp
/conp/conp_02_45_02
.html

主に教育関係、学生
の参加が多い

奈良県 奈良市
①②③

④
OPEN CAMPUS　2012

学部学科紹介・研究室訪問・施設見学等を実施し，また，受験
やその他学生生活に関する個別相談を行う。

11月3日 奈良女子大学 奈良女子大学 無料
http://koto.nara-
wu.ac.jp/nyusi/open.
html

奈良県 奈良市
①②③

④
図書館一般公開

オープンキャンパスにあわせて図書館の一般公開を実施す
る。図書館利用案内・図書館概要を参加者に配布し，リクエス
トに応じて適時図書館案内ツアーを実施する。

11月3日
奈良女子大学附属図書
館

奈良女子大学附属図書館 無料
http://www.lib.nara-
wu.ac.jp/

奈良県 奈良市
①②③

④
サイエンス・オープンラ
ボ発表会

奈良女子大学理学部学部共通科目サイエンス・オープンラボ
Ⅰ・Ⅱでは，学生が自分たちの専門に関する内容を地域の人
たちに公開する催しを主体的に企画，実施している。本行事は
この授業の一環として，その成果を地域の方々に公開するも
のである。

11月3, 4日 奈良女子大学 奈良女子大学理学部 無料
http://nara-
wu.ac.jp/rigaku/

奈良県 奈良市 ③ 学園祭（恋都祭）
舞踊部，Jazzy Club，合気道部，美術部などサークル活動の
日頃の練習成果や作品を地域住民に発表したり，模擬店出店
などを行う。

11月2～4日 奈良女子大学
奈良女子大学恋都祭実行
委員会

無料

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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奈良県 奈良市
①②③

④

奈良女子大学記念館
（重要文化財）一般公
開

毎年春と秋の2回実施している記念館一般公開の秋開催分で
ある。公開にあわせて特別展示を企画しており，今回はアジア
ジェンダー文化学研究センターの研究成果を公開しつつ，アジ
アの女子教育の歴史のなかで本学が果たした役割を振り返
る。

10月28日～11月8
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/

奈良県 奈良市 ①②③

「知る・学ぶ・伝える
equality」連続講座第4
回「シンプルライフとらく
～な人間関係」

平成24年度地域貢献事業のひとつとして，男女共同参画推進
室が「自分を好きになること」をテーマに8月から11月までの
間，毎月１回連続講座を開催。ありのままの自分を好きになり
心を元気にするための秘訣や，お金やモノからは得られない
本当の豊かさについて様々な視点から楽しく学ぶことを目的と
する。

11月16日 奈良女子大学
奈良女子大学男女共同参
画推進室

無料
http://www.shien-
nara-wu.net/

奈良県 奈良市 ①③④

生活環境学部公開講
座「集まって暮らすこと
を考える～3.11から住
まいを考える」

生活環境学部が主催する公開講座で，東北被災地で実際に
復興に関わる人々の声を聞き，これからの住まいづくり，街づ
くりについて一緒に考える。

11月17日 奈良女子大学
奈良女子大学生活環境学
部

無料
http://koto.nara-
wu.ac.jp/lle/info4.htm
l

奈良県 生駒市 ④
オープンキャンパス
2012（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10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/o
pencampus/index_j.ht
ml

奈良県 生駒市
①、③、

④

公開講座2012「ソフトマ
ターが拓く未来のくら
し」

一般市民の方々に、奈良先端大の物質創成科学研究科が切
り拓いているソフトマターに関する最先端研究についてやさしく
解説します。

10月6, 13, 20, 27
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/a
ctivity/c04_01_j.html
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