
                                                                                                                      

【体験講義】 【学科相談・展示】
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 ① A棟（国文・史・地理）  ②左側　B棟（文化財）  ②右側　B棟（心理･総合社会）

 ③ C棟（教室棟）  ④ 広場  ⑤ F棟（学生ﾗｳﾝｼﾞ・食堂・売店）

 ⑥ 講堂・喫茶  ⑦ 図書館  ⑧ J棟（大学院・総合研究所）

 ⑨ 情報処理ｾﾝﾀｰ  ⑩ 体育館・格技場  ⑪ H棟（クラブ棟）

 ⑬ M棟（令和館） ⑫ L棟（通信教育部・博物館）
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〇発熱や咳、倦怠感等の症状がある場合は、参加・来学を控えてください。
　 受付時には、非接触型体温計等で体温を測らせていただきます。

〇大学内の滞在時には必ずマスクを着用してください（お手持ちでない方にはマスクをお渡しします）。
 　またマスク着用中は熱中症予防として、適切に水分を補給するようにしてください。

〇構内、教室内では3密を回避するよう、着席方法を指定させていただきます。
　 教室等では間隔をあけ、指定された席に着席してください。教室等では定期的な換気を行います。

〇入室の前には、通路等に設置している消毒液を利用してください。

〇近距離での会話や大声の発生は避けてください。

〇施設設備（机やドアノブなど、人が頻繁に触れる箇所）の消毒を実施いたします。

〇食堂・売店の営業はありません（自動販売機は設置しております）。

〇大学内には長時間とどまらず、ご用件が済み次第、速やかに退出をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症防止策の徹底と参加に際してのお願い（ご協力をお願いします）

学科 担当教員・時間・会場

日本の神話って何？
—「神話伝承論」はじめの一歩—

【講師】鈴木喬 准教授
【時間】9:40～10:20
【会場】C301

「今川焼き」の呼び方、
　その違いを探る!

【講師】岸江信介 教授
【時間】14:50～15:30
【会場】C301

史 皇妃エウドキアの物語
【講師】足立広明 教授
【時間】10:30～11:10 / 14:00～14:40
【会場】C302

地理 日本から夜行列車はなぜ消えるのか？
【講師】三木理史 教授
【時間】11:20～12:00 / 13:10～13:50
【会場】C302(午前) / C301(午後)

文化財
文化財を守り伝えるための｢ヒ･ミ･ツ｣
～モノとヒトとをつなぐ文化財科学～

【講師】杉山智昭 准教授
【時間】9:40～10:20 / 13:10～13:50
【会場】C302

心理 モテる子・モテない子の勘違い
【講師】太田仁 教授
【時間】11:20～12:00 / 14:00～14:40
【会場】C301

総合
社会

少子高齢化の日本社会
【講師】羅東耀 教授
【時間】10:30～11:10 / 14:50～15:30
【会場】C301(午前) / C302(午後)

先人の遺した貴重なモノ（文化財）はどのように守り伝えられてきたのでしょうか？今回の
体験講義では幾年月をこえてきたモノの秘密を明らかにし、モノとヒト（みなさん）との出
会いを支え続けている学問について、その一端を紹介します。

私たちの心は、人とのやり取りにとても大きく左右されます。日常接する家族や友人・恋人
とうまくいくか、いかないかでその日の明暗が分かれます。なのに、私たちが思う対人関係
の一般常識は、リアルとズレていることが少なくありません！本講義では、日常の対人関係
から職業選択や将来の職場でも使える対人行動のコツについて講義します。

少子高齢化は、すでに日本社会に大きな影響を及ぼしています。本講義は、若者の結婚意識
に焦点を当てて、実は夫婦が子どもを作らなくなったことよりも、晩婚化・非婚化が少子高
齢化のもっとも大きな原因であることを明らかにしてみたいと思います。

体験講義テーマ

国文

「イザナキ・イザナミ」「ヤマタノヲロチ」…キャラクターの名前はわかるけれど、「神
話」を読む機会は少ないと思います。私の体験講義では、日本の「神話」ってそもそも何
か、奈良大学で何が学べるのかをご紹介します。

今川焼きの呼び方は全国各地で異なる。その呼び方の種類は多く、少なく見積もっても全国
で100種類以上ある。どの呼び方が最も多いのか、また、その分布はどうなっているのか、
全国の分布形成に至った理由、呼び方の変遷などについて解説します。

アテナイの哲学者の娘として生まれ、コンスタンティノープルの宮廷で妃となり、イェルサ
レムでキリスト教の巡礼聖人として生涯を終えた皇妃エウドキア。彼女は紫式部より600年
も前に、女性詩人サッフォーより三倍も多くの詩作を残しました。その作品から数奇な人生
を歩んだ古代女性の思いの再現を試みます。

「サンライズ瀬戸・出雲」を除き日本から夜行列車が絶滅しつつある現状を、郷愁にとどめ
るのではなく、地域交通の現状のなかで考え直してみたいと思います。

講義概要 学科 学科相談・展示テーマ

イラストと写本でみる
古事記神話の世界

【会場】C棟3階
             C303教室
【時間】 9:30～12:00
　　　  13:00～15:30

日本方言学における
言語地図の歴史

【会場】C棟3階
             C303教室
【時間】13:00～15:30

史 実物の史料に接しよう！

【会場】 C棟4階
              C404教室
【時間】 9:30～12:00
　　 　 13:00～15:30

地理 地理学の魅力

【会場】 C棟3階
　　　　 C304教室
【時間】 9:30～12:00
　　　  13:00～15:30

文化財 土器や埴輪に触れてみよう

【会場】 C棟4階
              C403教室
【時間】 9:30～12:00
　　 　 13:00～15:30

心理
ホンモノの心理学の世界への
扉を開けてみよう！

【会場】 C棟3階
              C305教室
【時間】 9:30～12:00
　　 　 13:00～15:30

総合
社会

社会の見方・はかり方

【会場】 C棟3階
              C306教室
【時間】 9:30～12:00
　　　  13:00～15:30

会場・時間 学科相談・展示概要

国文

「神」というものは目に見えない存在ですが、江戸期になるとイラスト化され、さらに明
治から現代にかけて多くの神話をモチーフとしたものが製作されるようになります。本展
示は、『古事記』神話が描かれた明治期以降のイラストを紹介し、目で見て神話世界を体
感する内容となっています。また神話も和歌も漢字で記され、現在まで残っています。そ
こで『古事記』の最古の写本〔複製〕や『万葉集』の平安時代の写本（複製・巻子本）も
あわせて展示します。

明治以降、日本のことばの地域差をめぐってはこれまで多くの言語地図が刊行されてき
た。明治政府の国語調査委員会による言語地図から国立国語研究所による日本の言語地図
など、日本の方言学史上において代表的な言語地図を取り上げ、その研究成果の歴史に触
れてみたい。

伊達政宗の手紙、古代の木簡、江戸時代の古文書、エジプトのパピルス、ロシアのイコ
ン、中国科挙の答案などなど、史学科が所蔵する実物の史料に接して、歴史の面白さと深
さを「体感」しよう！

地理学は非常に間口の広い学問と言われます。この地理学の具体的なイメージを持ってい
ただくために､各種地理資料を提示いたします。具体的には､自然､環境､都市､農村､歴史､
交通､観光､情報などの各領域の資料を展示します。

これまでに奈良大学が発掘調査した斑鳩大塚古墳、甲塚古墳ではたくさんの土器や埴輪が
出土しています。実物に触れてみましょう。

ネットや本では、知ることができない心理学の実験で使う道具、心理検査で使用する道
具・器具などを展示し、どのように人の心と行動を科学的に読み解くかを解説します。
ぜひホンモノの心理学の扉を開きに来て下さい！

私たちは生活する中で、どのようにして、さまざまな現実をとらえて理解してきたので
しょうか？道具やものの見方や発想のしかたがどのように変化してきたのかを、直接体験
して感じてみませんか。

【会場】 Ｃ棟４階　Ｃ401教室
（9:30～12:00/13:00～15:30）

【会場】 Ｃ棟４階　Ｃ402教室
（9:30～12:00/13:00～15:30）

【出発】 Ｃ棟　Ｃ306教室前
（9:40～/11:20～/13:10～/14:50～）

【会場】 Ｃ棟　Ｃ206教室
（9:30～12:00/13:00～15:30）

【会場】 Ⅼ棟
（9:30～12:00/13:00～15:30）

【会場】 Ⅼ棟
（9:30～12:00/13:00～15:30）

【会場】 図書館
（9:30～12:00/13:00～15:30）

博物館展示企画

図書館見学

入試相談

各種相談
(教務関係/学生生活/就職支援)

キャンパスツアー

資料配布
（学科紹介冊子、赤本等）

通信教育部 相談

体験講義･相談･キャンパスツアー等 各企画はＣ棟へ



 

 

【高の原駅行き無料バス
【乗車場所】正面玄関ロータリー前

【運行時間】１6：３０まで

（１０分間隔で出発）


