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奈良県 明日香村 ①③
帝塚山大学・古都飛鳥保存財団連携イベント　
公開講座＆ウォーク 『古都飛鳥　仏像さんぽ
－やさしい仏像教室』

明日香村の中央公民館他を会場に、「古都飛鳥　仏像さんぽ－やさしい仏
像教室－」をテーマに、仏像の見方に焦点を当てた公開講座＆イベントを
行います。本講座は、公   益   財   団   法   人   古   都   飛   鳥   保   存   財   団   と   の共催事業で

11月23日 明日香中央公民館ほか 古都飛鳥保存財団（連携事業）
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-9192 要事前申し込み

奈良県 生駒市 ①③ 公開講座「日本人のこころ」
本学特別客員教授の花山院弘匡春日大社宮司が、「日本人のこころ」を
テーマに、その精神にやどる神仏の教えについて解説します。本講座は、
地元・生駒市図書館との共催事業です。

10月29日 生駒市図書館
帝塚山大学・生駒市図書館（共
催）

無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-9192 要事前申し込み

奈良県 生駒市 ④
オープンキャンパス2019（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 奈良先端科学技術大学院大学 奈良先端科学技術大学院大学 無料

【オープンキャンパス2019(高山
サイエンスタウンフェスティバル】
https://www.naist.jp/collaboratio
n/regional/open_campus/

企画総務課広報渉外係
Tel:0743-72-5026

奈良県 生駒市 ①④ 公開講座2019「分子の世界への招待状」
分子を研究対象とする最先端の研究者が、分子の世界について、その面
白さや不思議さ、どのように私たちの暮らしに役立っているかなどを紹介し
ます。

10月5,12,19,26日
奈良先端科学技術大学院大学
ミレニアムホール

奈良先端科学技術大学院大学 無料

【奈良先端科学技術大学院大学　
公開講座2019】
https://www.naist.jp/collaboratio
n/regional/open_lectures/

企画総務課広報渉外係
Tel:0743-72-5026

奈良県 天理市 ①③
天理参考館第85回企画展　大阪メトロ開業１
年「大阪市営交通114年の軌跡」

乗車券や路線案内図、鉄道部品などから114年の歩みをたどり、計画的な
都市整備に大きく寄与した大阪市営交通が与えた影響と意義について見

10月9日～12月2日 天理大学附属天理参考館 天理大学附属天理参考館
https://www.sankokan.jp/news_a
nd_information/ex_sp/sp085.html

0743-63-8414

奈良県 天理市 ①③
特別展示「明治から令和まで　元号ゆかりの
書物たち　～『易経』から『万葉集』まで～」

改元記念特別展示として、明治から令和までの元号ゆかりの書物を展示
します。
展示内容：「易経大全」、「書経大全」、「万葉集」、「皇室典範草案」等

10月16日～28日 天理大学附属天理参考館 天理大学
天理大学　学長室
広報・社会連携課
TEL:0743-63-9006

奈良県 天理市 ①③
第273回トーク・サンコーカン「資料でたどる大
阪市営交通114年のあゆみ」

第85回企画展に展示中の乗車券や路線案内図、鉄道部品等から、計画
的な都市整備に大きく寄与した大阪市営交通114年の歩みをたどります。

10月19日 天理大学附属天理参考館 天理大学附属天理参考館
https://www.sankokan.jp/news_a
nd_information/ev_ts/ts273.html

0743-63-8414

奈良県 天理市 ①②③
天理図書館開館89周年記念展「奈良町―江
戸時代の「観光都市」を巡る」

天理図書館所蔵資料から、室町後期、江戸、明治、大正時代の観光都市
としての奈良町に光を当てます。

10月19日～11月10日 天理大学附属天理図書館展示室 天理大学附属天理図書館 無料 http://www.tcl.gr.jp/index.html 0743-63-9200

奈良県 天理市 ①③
特別講演会「元号の出典と『令和』改元の意
義」

改元記念特別講演会として、所功氏（京都産業大学名誉教授）による講演
会をおこないます。

10月26日 天理大学9号棟 天理大学
天理大学　学長室
広報・社会連携課
TEL:0743-63-9006

奈良県 天理市 ①③
企画展　ミニトーク　「大阪市交通局40年の
思い出を語る」

亀井英胤氏(元大阪市営地下鉄難波駅 首席助役)による講演会をおこな
います。演題は「大阪市交通局40年の思い出を語る」です。

11月2日 天理大学附属天理参考館 天理大学附属天理参考館
https://www.sankokan.jp/news_a
nd_information/ex_sp/sp085.html

0743-63-8414

奈良県 天理市 ①②③ 天理図書館開館89周年記念講演
天理大学文学部教授幡鎌一弘氏による講演会をおこないます。
演題は「文化資源活用のパイオニア―江戸時代の奈良―」です。

11月2日 天理大学附属天理図書館講堂 天理大学附属天理図書館 無料 http://www.tcl.gr.jp/index.html 0743-63-9200

奈良県 天理市 ①③

平成31年度(令和元年度) 文化庁 地域の博
物館を中核としたクラスター形成事業「ヤマ
ト・天理の歴史文化をめぐる」プロジェクト　プ
ロジェクト２　連続講座「ヤマトの歴史絵巻」
第3回「国内最大の円墳・富雄丸山古墳をめ

鐘方正樹氏(奈良市埋蔵文化財調査センター 所長補佐)による講演会を
おこないます。演題は「国内最大の円墳・富雄丸山古墳をめぐる諸問題」
です。

11月8日 天理大学附属天理参考館
「ヤマト・天理の歴史文化をめぐ
る」実行委員会

無料
https://www.sankokan.jp/news_a
nd_information/ev_etc/yamatoten
ri2019.html

0743-63-8414

奈良県 天理市 ①③

平成31年度(令和元年度) 文化庁 地域の博
物館を中核としたクラスター形成事業「ヤマ
ト・天理の歴史文化をめぐる」プロジェクト　プ
ロジェクト１　駅前出前博物館―ワークショッ
プ―第4回　「硬券キップを切ってみよう！」

昔懐かしい硬券キップに日付を入れたり、ハサミを入れたりして、出札係
(キップの販売係)・改札係(キップの確認係)の体験をします。

11月10日 天理駅前広場コフフン南団体待合所
「ヤマト・天理の歴史文化をめぐ
る」実行委員会

https://www.sankokan.jp/news_a
nd_information/ev_etc/yamatoten
ri2019.html

0743-63-8414

奈良県 天理市 ①③
企画展記念講演会　「大阪市と市内交通機
関市営主義―モンロー主義の成立と終焉
―」

大阪市は、市内の交通機関の経営を市が独占的に行うという「市営モン
ロー主義」を貫いてきたことが知られています。通説では市営電気軌道(市
電)の開業時に成立したと考えられていますが、現在の大阪メトロにつなが
る市営地下鉄の創設に尽力した関一市長の事蹟にも触れながら、本講演
ではこの考え方の起源を探ってみると同時に、それがいつまで継続してい
たのかを考えてみたいと思います。

11月30日 天理大学附属天理参考館 天理大学附属天理参考館
https://www.sankokan.jp/news_a
nd_information/ex_sp/sp085.html

0743-63-8414

奈良県 奈良市 ①③ 大学創立50周年記念講演会
大学創立50周年記念事業の一環として開催。文学部教授および卒業生に
よる「中世の奈良」をテーマとした講演の後、対談を行います。

11月3日 奈良大学令和館 奈良大学総務課 無料 http://www.nara-u.ac.jp/50th/
奈良大学　総務課
TEL.0742-41-9501

奈良県 奈良市 ①②④ 博物館　特別展「平城京の市（いち）と商売」
平城京の東西の市で売られていた土器等の品物に注目し、平城京を商工
業活動の場として取り上げます。日本の資本主義的な商売の起源が平城
京にあり、巨大消費都市として栄えていたことを考える契機となれば幸い

10月27日～12月21日
（予定）

奈良大学博物館
奈良大学博物館と奈良市教育
委員会の共催

無料
http://www.nara-
u.ac.jp/museum/

奈良大学
TEL.0742-44-1251

奈良県 奈良市 ①④
日本食品科学工学会関西支部大会・市民
フォーラム

「奈良の特産品（柿・苺・葛やそうめん、大和漢方など）」の歴史や機能に
ついて、専門の研究者が解説します。

10月26日 近畿大学農学部
公益社団法人
日本食品科学工学会 関西支部

無料
https://www.jsfst.or.jp/shibu/kan
sai.html

日本食品科学工学会関西支
部
近畿大学農学部食品栄養学

当日近鉄富雄駅から
バスが増発します。

奈良県 奈良市 ①②③
常設展示
「瓦の来た道－東アジアの瓦の歴史－」

朝鮮半島出土の高句麗、百済、新羅時代の瓦など約7,500点にも及ぶ貴
重な資料を常時一般に公開しています。

9月27日～2月11日 帝塚山大学附属博物館 帝塚山大学附属博物館 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum/permanent/

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③
常設展示
「鬼は語る－鬼瓦の歴史－」

「鬼瓦」をテーマに、帝塚山大学が所蔵する古代から現代までの鬼瓦を、
中国や朝鮮半島の関連資料を展示し、1400年の鬼瓦の歴史をたどりま

9月27日～2月11日 帝塚山大学附属博物館 帝塚山大学附属博物館 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum/permanent/

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③
第13回企画展示「絵馬 ― 届けよ祈り、あま
たの想いを絵馬に込めて ―」

本展では、近世以 降に製作された絵馬を通して、奉納された絵馬に込め
られた願いを紹介致します。

10月4～31日 帝塚山大学附属博物館 帝塚山大学附属博物館 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum/temporary/

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③

第215回歴史考古学研究会
「古代瓦に関する研究発表」
講師：公益財団法人大阪市博物館協会大阪
文化財研究所　谷﨑　仁美 氏

歴史考古学の中でも、特に古代寺院を中心としたテーマで研究会を開催
しております。研究会の会長および座長は帝塚山大学考古学研究所長 
清水 昭博です。発表は1回1テーマとし、まず研究発表を行い次に討論を
行います。毎回活発な論議がかわされます。

10月20日
帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス
考古学研究所　講座室

帝塚山大学考古学研究所 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/institute/arch/stu
dygroup/

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③

第430回　市民大学講座
（企画展示関連講座―絵馬を語る①―）
古代の絵馬 ― 天平人の祈り ―」」
講師：帝塚山大学考古学研究所長/附属博
物館長　清水　昭博

考古学研究所と共催で、普及活動の一環として一般市民を対象に講座を
開催しています。毎月第2・4土曜に行われています。

10月5日
帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス
2号館2101教室

帝塚山大学考古学研究所・附属
博物館共催

無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③

第431回　市民大学講座
（企画展示関連講座―絵馬を語る②―）
「中近世の絵馬 ― 十人十色、祈りの世界 
―」

考古学研究所と共催で、普及活動の一環として一般市民を対象に講座を
開催しています。毎月第2・4土曜に行われています。

10月19日
帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス
2号館2101教室

帝塚山大学考古学研究所・附属
博物館共催

無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③

第432回　市民大学講座
「ふたつの亀形石 ― 飛鳥酒船石遺跡と四天
王寺亀井堂 ―」
講師：明日香村教育委員会文化財課・課長　
相原　嘉之　氏

考古学研究所と共催で、普及活動の一環として一般市民を対象に講座を
開催しています。毎月第2・4土曜に行われています。

11月2日
帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス
2号館2101教室

帝塚山大学考古学研究所・附属
博物館共催

無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum

0742-48-9700

奈良県 奈良市 ①②③
第433回　市民大学講座
「藤原鎌足の謎 ― 玉枕のルーツを探る ―」
講師：帝塚山大学文学部教授　牟田口 章人

考古学研究所と共催で、普及活動の一環として一般市民を対象に講座を
開催しています。毎月第2・4土曜に行われています。

11月23日
帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス
2号館2101教室

帝塚山大学考古学研究所・附属
博物館共催

無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/museum

0742-48-9700

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第61回「教育・文化週間」関連行事

奈良県 奈良市 ①③ 第71回正倉院展記念講座

第71回正倉院展開催に際し、中学生・高校生や一般市民の方々を対象
に、奈良にある世界的文化遺産である正倉院宝物についてわかりやすく
解説いたします。今年度は「正倉院五絃琵琶の復元」をテーマとして行い
ます。

11月2日 東大寺総合文化センター・金鐘ホー
ル

帝塚山大学 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-9192

全て8月時点での暫定
内容となります。最終
確定内容は大学HP：
http://www.tezukaya
ma-u.ac.jp/にて10月
にご確認ください。

奈良県 奈良市 ①③
奈良学への招待 XⅧ　第1回　大和『とみ』地
域の古代史

奈良県全体を研究のフィールドとする学際的な「奈良学」研究の成果を公
表する連続講座です。今回は、生活文化研究に基づく地域の古代史を紹
介します。本講座は、帝塚山大学奈良学総合文化研究所が主催します。

10月19日 帝塚山大学　奈良・東生駒キャンパ
ス

帝塚山大学 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-8842 要事前申し込み

奈良県 奈良市 ①③
奈良学への招待 XⅧ　第2回　大和野菜の魅
力

奈良県全体を研究のフィールドとする学際的な「奈良学」研究の成果を公
表する連続講座です。今回は、大和野菜の食物学的研究を通じた魅力や
食文化がテーマです。本講座は、本学奈良学総合文化研究所が主催しま

11月2日 帝塚山大学　奈良・東生駒キャンパ
ス

帝塚山大学 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-8842 要事前申し込み

奈良県 奈良市 ①③
奈良学への招待 XⅧ　絢爛豪華 騎馬民族
の宮廷生活 －発掘でわかった契丹王朝－

奈良県全体を研究のフィールドとする学際的な「奈良学」研究の成果を公
表する連続講座です。正倉院宝物との関係性も見出せる遼王朝の文化財
について解説します。本講座は、本学奈良学総合文化研究所が主催しま

11月9日 帝塚山大学　奈良・東生駒キャンパ
ス

帝塚山大学 無料
http://www.tezukayama-
u.ac.jp/social/lectures/

0742-48-8842 要事前申し込み

奈良県 奈良市 ③ 学園前アートフェスタ2019
地域協働による「街育（マチイク）」として、芸術との接点を見出しながら、
住宅街を会場に、住民自らが運営するアートプロジェクトです。５回目とな
る今年度は、「ブレイク」をテーマに開催します。

11月9～16日 近鉄「学園前」駅　南北エリア
学園前街育プロジェクト実行委
員会

http://gakuenmae-af.com
学園前街育プロジェクト
実行委員会事務局
0742-41-4509

休館日：11月11日(月)

奈良県 奈良市 ①②③
連続公開セミナー「私の天皇論」
【第5回】　「天皇即位儀礼論」、天皇の統治
「おさめる」天皇と「しらす」院」

今年は天皇の代替わりを迎え、天皇のもつ歴史的な意義について関心が
高まっています。今年度は、古代・中世・近代、あるいは通時代的な視点
から、日本史上最大の謎とされる《天皇》についてお話します。

10月19日
奈良女子大学
文学系N棟N101教室

奈良女子大学 無料

奈良女子大学平成31年度／令
和元年度公開講座HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/liaison/lecture/info4.ht

社会連携センター
Tel:0742-20-3734
kouza@jimu.nara-wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①②
③④

奈良女子大学記念館秋の一般公開
奈良女子大学では毎年春と秋の２回重要文化財である記念館を一般に公
開しており、公開に併せて大学の所蔵する教育・研究に係る貴重資料の
展示を企画しています。

10月30日～11月5日 奈良女子大学記念館 奈良女子大学 無料
奈良女子大学記念館一般公開
についてHP：http://koto.nara-
wu.ac.jp/kinenkan/koukai.htm

総務・企画課広報係
Tel：0742-20-3220
somu02@jimu.nara-wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①②
③④

OPEN CAMPUS2019
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います。

11月2日 奈良女子大学 奈良女子大学 無料
奈良女子大学オープンキャンパ
スHP：http://koto.nara-
wu.ac.jp/nyusi/open.html

入試課
Tel: 0742-20-3353
nyusika@jimu.nara-wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①②
③④

大学院オープンキャンパス
博士前期課程及び博士後期課程の各専攻・講座等紹介，教員との個別
相談等，進学希望者に有効な情報の提供を目的とした催しを実施します。

11月2日 奈良女子大学 奈良女子大学 無料
奈良女子大学オープンキャンパ
スHP：http://koto.nara-
wu.ac.jp/nyusi/open.html

入試課大学院等入試係
Tel: 0742-20-3023
nyusika@jimu.nara-wu.ac.jp

奈良県 奈良市
①②
③④

サイエンス・オープンラボ発表会
理学部共通科目「サイエンス・オープンラボI／II」の一環であり、奈良女子
大学理学部の学生が、小中高校生を中心とする一般市民に対し、科学の
おもしろさを分かりやすく伝える展示や実験等を企画・実施します。

11月2日～11月3日 奈良女子大学 奈良女子大学理学部 無料
奈良女子大学理学部HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/rigaku/index.html

学務課理学部係
TEL 0742-20-3428
ri.jimu@cc.nara-wu.ac.jp

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います。

11月2日～11月4日 奈良女子大学
奈良女子大学恋都祭実行委員
会

無料

奈良女子大学恋都祭実行委員
会HP：
https://kotosai68th.wixsite.com/
kotosai68th

恋都祭実行委員会
Tel：0742-20-3235
学生生活課課外事務室呼出し

奈良県 奈良市 ①②③

連続公開セミナー「私の天皇論」
【第6回】「臣民たちの天皇制　教育勅語から
「生前退位」談話へ」、「象徴天皇とメシアニ
ズム」、「歴史と天皇」

今年は天皇の代替わりを迎え、天皇のもつ歴史的な意義について関心が
高まっています。今年度は、古代・中世・近代、あるいは通時代的な視点
から、日本史上最大の謎とされる《天皇》についてお話します。

11月17日
奈良女子大学
文学系N棟N101教室

奈良女子大学 無料

奈良女子大学平成31年度／令
和元年度公開講座HP：
http://www.nara-
wu.ac.jp/liaison/lecture/info4.ht

社会連携センター
Tel:0742-20-3734
Mail:kouza@jimu.nara-wu.ac.jp

奈良県
県内市町
村全域

①②③
「奈良県教育の日」及び「奈良県教育週間」
における関連行事や授業公開等

毎年１１月１日～７日を「奈良県教育週間」とし、県、市町村教育委員会、
関連団体において、講演会や講座、体育的活動、音楽会等を開催したり、
各学校・園において、公開授業・研究大会等を行ったりする。

奈良県教育週間11月1
日～7日を中心とした前
後１ヶ月

県内各地
※詳しくは、県HPに示してある。

奈良県教育委員会、市町村教
育委員会、各学校・園他

奈良県教育委員会HP
http://www.pref.nara.jp/13643ht
m

奈良県教育委員会事務局
教育政策推進課
0742-27-9830

R1.9月上旬に更新予
定

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


