
◇悠々自適生活なら　「学ぶ」

分野 カテゴリー 地域 項目（事業名）※外部リンク 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 県全域 図書情報館の講座等 ・どなたでも

図書情報館では、生涯学習の拠点として、講演会や公開講座
を実施しています。
館長公開講座「図書館劇場」、明治１５０年記念講演会、学び
直し講座「図書館学校」等。

奈良県立図書情報館 総務企画課
TEL：0742-34-2111
HP：http://www.library.pref.nara.jp/

学ぶ 生涯学習 県全域 万葉文化館の講座 ・どなたでも
万葉文化館では講演会や万葉集に関する研究の成果を紹介
する講座などを実施しています。

奈良県立万葉文化館
TEL：0744-54-1850
HP：http://www.manyo.jp/

学ぶ 生涯学習 県全域 奈良県立大学の公開講座

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選）

奈良県立大学では、一般の方々も参加可能な学内・学外の専
門の研究者・実践家の方が講演を行う公開講座を開催してい
ます。

奈良県立大学 学生課
TEL：0742-22-4978
HP：http://www.narapu.ac.jp/category_list.php?frmCd=16-1-0-
0-0

学ぶ 生涯学習 県全域 奈良県立大学シニアカレッジ

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選）

奈良県立大学では、シニア世代の学び直しを目的に高校・中
学の教科書をベースとした1年間（全35回）の講義を実施して
います。

奈良県立大学 総務課
TEL：0742-22-4978
HP：
http://www.narapu.ac.jp/soshiki_view.php?so_cd1=3&so_cd2=3&s
o_cd3=0&so_cd4=0&so_cd5=0

学ぶ 生涯学習 県全域 全国高校生歴史フォーラム どなたでも

全国の高校生に、歴史、地理、文化財、文学を研究し、その真
実を発見する楽しさを実感してもらうことを目的に、奈良大学と
共催し「全国高校生歴史フォーラム」を毎年開催しています。
（H30.11.17予定）

奈良県文化資源活用課
TEL：0742-27-8975
HP：http://www.nara-u.ac.jp/forum/

学ぶ 生涯学習 県全域 民俗博物館の講座等 どなたでも
民俗博物館では、講演会や多世代が楽しめる実技講座・ワー
クショップなどを実施しています。

奈良県立民俗博物館
TEL：0743-53-3171
HP：www.pref.nara.jp/1508.htm

学ぶ 生涯学習 県全域 明治150年記念講演会 どなたでも 幕末・明治期の奈良をテーマにした講演会を開催します。
奈良県文化資源活用課
TEL：0742-27-2054
HP：http://www.pref.nara.jp/39170.htm
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分野 カテゴリー 地域 項目（事業名）※外部リンク 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 県全域
歴史文化資源データベースホームページ
「いかす・なら」

どなたでも
県内の歴史文化資源を「出会う」「楽しむ」「深める」「活かす」
の視点で紹介しています。

奈良県文化資源活用課
TEL：0742-27-2054
HP：http://www3.pref.nara.jp/ikasu-nara/

学ぶ 生涯学習 県全域 古代にまつわる講演会

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選予定）

古代を楽しみながら地域の歴史文化資源に触れていただくた
め、連続講演会を開催します。

奈良県文化資源活用課
TEL：0742-27-8975
HP：http://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/

学ぶ 生涯学習 県全域 聖徳太子シンポジウム

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選予定）

平成３３年（２０２１年）に聖徳太子没後１４００年を迎えるにあ
たり、奈良県では太子ゆかりの県内市町村と連携し「聖徳太
子プロジェクト」を展開しています。プロジェクトの一環として、
「聖徳太子シンポジウム」を開催します。

奈良県文化資源活用課
TEL：0742-27-8975
HP：http://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/

学ぶ 生涯学習 県全域 古代歴史文化賞記念シンポジウム

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選予定）

奈良県、島根県、三重県、和歌山県、宮崎県の５県が連携し、
古代歴史文化の魅力を多くの人にわかりやすく伝える書籍を
表彰する「古代歴史文化賞」の第６回受賞作品の決定を記念
し、「古代歴史文化賞」記念シンポジウムを開催します。
（H31.2.9予定）

奈良県文化資源活用課
TEL：0742-27-8975
HP：http://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/

学ぶ 生涯学習 県全域 奈良県美術展覧会
美術に関心のある
方

毎年秋に、日本画・洋画・彫刻・工芸・書芸・写真の6部門につ
いて公募展を開催しています。

奈良県文化振興課
TEL：0742-27-8917

学ぶ 生涯学習 奈良市 なら工藝館　制作体験教室 どなたでも

なら工藝館では、一刀彫・陶芸・奈良晒・金継ぎ・漆・とんぼ
玉・秋篠手織・木工・彫塑造形などの工芸をおよそ１年かけて
学ぶ体験教室を実施しています。毎年３月頃（秋篠手織のみ
秋頃）に受講生を募集します。

なら工藝館
TEL：0742-27-0033
HP:http://azemame.web.fc2.com/

学ぶ 生涯学習 奈良市 奈良市生涯学習支援サイト「学ぶ奈良」
・奈良市在住または
在勤者

公民館等で様々な講座やイベントを開催し奈良市の生涯学
習、社会教育を支援します。

奈良市 生涯学習課（奈良市生涯学習財団）
TEL：0742-26-5600
E-mail：manabu@manabunara.jp
HP：http://www.manabunara.jp

学ぶ 生涯学習 奈良市 なら100年会館お能体験 ・18歳以上の方
平成22年4月より18歳以上の方を対象としたお能体験教室を
開講しています。
半年ごとに希望者を募り、金春流の仕舞や謡を体験します。

なら100年会館
TEL:0742-34-0100
HP:http://www.nara100.com/nougaku/noh_05.html

学ぶ 生涯学習 奈良市
入江泰吉記念奈良市写真美術館「写真講
座」

・奈良市内在住・在
勤の方

・年間講座「高畑写真倶楽部」
・これだけは知っておきたい写真基礎講座
・初心者のためのデジタルカメラ教室

入江泰吉記念奈良市写真美術館
TEL:0742-22-9811
HP:http://irietaikichi.jp/
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分野 カテゴリー 地域 項目（事業名）※外部リンク 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 奈良市
奈良市杉岡華邨書道美術館「書道文化講
座」

・どなたでも
書芸術全般に関わることや作品の解説、さらには芸術・文化
全般にわたるテーマでの講演。または、初心者でも気軽に参
加できる書道実技講座などを年数回開催。

奈良市 杉岡華邨書道美術館
TEL:0742-24-4111
HP:http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/

学ぶ 生涯学習 大和高田市 中央公民館定期講座
大和高田市在住、
在勤、在学の方

市民一人一人が生きがいを持って自発的に活動し、仲間と交
友を深め、豊かな人間性をはぐくむ機会を提供します。

大和高田市生涯学習課
ＴＥＬ：0745-22-1315

学ぶ 生涯学習 大和高田市 シニア向けスマホ講座
市内在住または、
在勤の方

市民交流センターでは、高齢者の交流・生きがい、また市民活
動に活かすことを目的として、同世代の仲間でスマートフォン
の利用方法について学ぶ講座を開催しています。

大和高田市市民協働推進課
TEL：０745－44－3210

学ぶ 生涯学習 大和郡山市
移動公民館学校
生活学校

・１８歳以上の方
通年で月１～２回の
各種学習活動がで
きる方

団塊の世代や高齢者の実用的な教養の習得や豊かな生活の
推進を図るため、地域に根ざした移動公民館学級や生活学校
で学習の機会を提供しています。

大和郡山市生涯学習課
TEL：0743-53-1151

学ぶ 生涯学習 大和郡山市 公民館主催講座
大和郡山市内在
住、在勤の方

日常生活における社会的知識、教養を高め、生涯学習の確
立と住民のコミュニティづくりを推進するため、各種教室、講座
を開いています。

大和郡山市中央公民館
TEL：0743-53-5350

学ぶ 生涯学習 三郷町 生涯学習講座
・三郷町内在住の
方

・長寿学級（60歳以上の方）：色々な学習を通じて、熟年者とし
て時代に対応できる生き方・充実したくらし方を求めていただ
きます。
・くれない学級（女性の方）：女性として、より充実した日々をす
ごしていただくため、仲間の輪を大切にしながら、教養や知識
を深めていただきます。
・みさと万葉学習会：現地学習などを通じ、万葉集の知識を深
めていただきます。
・歴史教室：身近な歴史とのふれあいなどを通じ、歴史に関す
る知識を深めていただきます。

三郷町 生涯学習課
TEL：0745-43-7332

学ぶ 生涯学習 斑鳩町 生涯学習講座
町内在住・在勤の
方

生活を豊かにする趣味の講座や、現代のライフスタイルの中
で取り扱うべきことが必要と思われる講座を開催。
　年間12講座程度（生活経済、文学などの分野）
　町広報紙に募集記事掲載（不定期）

斑鳩町中央公民館
TEL：0745-74-1511

学ぶ 生涯学習 斑鳩町 公民館教室 町内在住の方
知識・技能の習得を通じ、教室生相互の交流を図りながら、生
涯教育としての生きがいづくりの機会として開催。
　年間18教室程度募集　2月町広報誌に受講生募集記事掲載

斑鳩町中央公民館
TEL：0745-74-1511

学ぶ 生涯学習 三宅町 三宅町生涯学習推進講座事業
町内在住・在勤の
方

生きがいが持てるきっかけづくりを探す講座の開講
社会見学、ものづくり、歴史講座など

三宅町社会教育課
TEL：0745-44-2210

http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/
http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/


分野 カテゴリー 地域 項目（事業名）※外部リンク 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 三宅町 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
三宅町在住
６０歳以上

大正琴、生花、フィットネス等の講座を年間を通じて開催して
います。（４月募集）

三宅町長寿介護課
TEL:0745-44-2001

学ぶ 生涯学習 田原本町 公民館学習講座
町内在住の成人
（高齢者クラブは60
歳以上）

・生涯学習講座：日常生活の充実とともに生きがいに満ちた人
生を目指します
・歴史文化教室：歴史の中での庶民の生活を見直し、明日の
あり方を考えます
・公民館教室・高齢者クラブ：趣味を通じて知識だけではなく交
流も深めて充実した生活を目指します。
・古文書講座：古文書を通じて郷土の歴史の知識や理解を深
めます
  ※各教室・講座の募集については広報紙にて掲載します

田原本町生涯教育課
TEL：0744-32-6191

学ぶ 生涯学習 王寺町
奈良学園大学公開講座 「王寺町リーベル
カレッジ」

どなたでも

奈良学園大学による公開講座。地域住民・一般社会人の方々
に、知識の向上と交流を図っていただくため、奈良学園大学と
王寺町が共催で公開講座を開催。年間、広いジャンルからの
テーマでの講座とセミナー。

王寺町 地域交流課(地域交流センター）
TEL：0745-33-3000
HP：http://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/

学ぶ 生涯学習 王寺町 白鳳女子短期大学セミナー ・どなたでも

白鳳女子短期大学による公開講座。地域住民・一般社会人の
方々に、知識の向上と交流をはかっていただくため、白鳳女子
短期大学と王寺町が共催で公開講座を開催。健康に関する
テーマでの講座と国際交流に関する講座。

王寺町 地域交流課
 (地域交流センター）
TEL：0745-33-3000
HP：http://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/

学ぶ 生涯学習 王寺町
歴史リレー講座
「大和の古都はじめ」

・どなたでも
大和の歴史文化がどのように生まれ、発展し、今に至るの
か・・・。大和の歴史学界を代表とする方々を講師に招き、毎
月1回年12回開催。

王寺町観光協会
 （王寺町 地域交流課内）
TEL：0745-33-6668
HPhttp://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/

学ぶ 生涯学習 十津川村 文化講座 どなたでも
知識や教養を身につけ、参加者の交流をはかっていただくた
め、村の郷土、歴史等の学習講座、趣味や教養などの様々な
教室を開催します。

十津川村教育課
TEL：0746-62-0067
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