
2023年度

時 間 割 表



　 カリキュラム移行期になるため、2023年度の『時間割表』には新旧両方のカ
リキュラムの授業科目を掲載しています。

【新カリキュラム】2019年度以降入学生に適用
【旧カリキュラム】2018年度以前入学生に適用

　適用されるカリキュラムが異なると、履修できない科目があります。『時間
割表』はあくまでも各科目の授業実施時間帯と授業実施教室を掲載しているだ
けです。履修登録の際には『時間割表』だけではなく、必ず各自の入学年度の
『履修要項』『開講科目表』を参照し、履修を希望する科目が自身の入学年度に
適用された科目か確認したうえで時間割を作成してください。

＊注意事項＊
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【前期時間割表】

《注意》
　教室に変更があった場合は、ポータルサイトや掲示でお知らせします。また、教室欄に複数
の教室が記載されている場合、初回授業は一番左側に記載された教室へ行ってください。２回
目以降は、担当教員の指示に従ってください。





1－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

月　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

基礎演習 I（一） 岩崎敬二 Ｃ304 地理1
基礎演習 I（二） 北岡一弘 Ｃ305 地理1
基礎演習 I（三） 武田一郎 Ｃ306 地理1
基礎演習 I（四） 大町　公 Ｃ402 地理1
英語 I（十五） 岡部純子 Ｃ404 旧カリ
英語読解初級 I（十五） 岡部純子 Ｃ404 1-4
英語Ⅱ（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解中級 I（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）1-4
中国語基礎（七） 劉　 慶 Ｃ401 旧カリ
中国語初級 I（七） 劉　 慶 Ｃ401 1-4
国文学講読（一） 鈴木　喬 Ａ207 旧カリ
国文学講読 I（一） 鈴木　喬 Ａ207 国文2-4
言語情報処理論 岸江信介 Ｊ201 国文2-4
書道 I 喜多　徹 Ｃ201 国文3-4
日本史演習 I（十四） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十四） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
西洋史演習 I（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
史学演習 I（八） 井岡康時 Ａ312 史3-4
史学演習 I（二十） 高橋博子 Ｂ305 史3-4
史学演習Ⅲ（八） 井岡康時 Ａ312 史4
東洋史基礎講義Ⅱ 川本正知 Ｃ101 史2-4
量的分析法 吉村治正 Ｉ105 総合社会3-4
コンピュータ基礎論 横田　浩 Ｃ104 1-4
日本史Ⅱ（一） 河内将芳 Ｃ205 1-4
日本国憲法（二） 床谷文雄 Ｃ105 1-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｌ201-1 キャリア2-3
【講座】国内旅行業務取扱管理者試験対策講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

（大学院）
保存修復学演習 I（一） 比佐陽一郎 Ｊ406 院M文化財史料学1
保存修復学演習 I（三） 杉山智昭 Ｂ211 院 M 文化財史料学1
保存修復学演習Ⅲ（一） 比佐陽一郎 Ｊ406 院 M 文化財史料学2
保存修復学演習Ⅲ（三） 杉山智昭 Ｂ211 院 M 文化財史料学2
文献史学（外国史）特殊講義（五） 山口育人 Ｊ314 院 M 文化財史料学1-2
質的調査法特論 中原洪二郎 Ｂ118-1 院 M 社会文化1-2
臨床心理学演習 I（一） 武本一美 Ｂ316 院 M 臨床心理1
臨床心理学演習 I（三） 礒部美也子 礒部研究室 院 M 臨床心理1
臨床心理学演習 I（四） 今井由樹子 Ｂ216 院 M 臨床心理1
臨床心理学演習 I（五） 林　郷子 Ｊ206 院 M 臨床心理1

月　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

基礎演習 I（五） 田中　良 Ｃ305 史1
英語 I（二） 菊池あずさ Ｃ403 旧カリ
英語読解初級 I（二） 菊池あずさ Ｃ403 1-4
ＴＯＥＩＣ I（一） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級 I（一） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）1-4
英会話Ⅱ（一） エリック　マーティン Ｃ306 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級 I（一） エリック　マーティン Ｃ306 1-4
ドイツ語表現（三） 嶋田宏司 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語初級 I（八） 嶋田宏司 Ｃ402 1-4
中国語基礎（三） 劉　 慶 Ｃ401 旧カリ
中国語初級 I（三） 劉　 慶 Ｃ401 1-4
スポーツ実技 I（一） 津田真一郎 体育館 1-4
現代文化論 高木　彬 Ｃ301 国文1-4
日本史基礎講義Ⅲ 森川正則 Ｃ105 史2-4
世界地誌概論 I 古関喜之 Ｃ203 地理1-2
美術史特殊講義（五） 岡田　健 Ｃ404 文化財3-4
青年心理学 今井由樹子 Ｃ101 心理2-4
社会心理学実験演習 共 同 Ｂ119 ／Ｂ116 ／Ｂ118－１ 心理3-4
社会心理学特殊講義（三） 太田　仁 Ｃ103 心理3-4
政治学 竹中　浩 Ｃ204 総合社会2-4
国際社会学 中原洪二郎 Ｃ202 総合社会3-4
現代社会と哲学（一） 丸田　健 Ｃ102 総合社会2-4
プログラミング言語 I 正司哲朗 Ｊ201 ／Ｂ309 総合社会3-4
Ｗｅｂプログラミング I 正司哲朗 Ｊ201 ／Ｂ309 3-4
日本史 I（一） 木下光生 Ｃ205 1-4
人間学 I（一） 丸田　健 Ｃ102 1-4
教育行政・制度論（一） 大西英人 Ｃ201 教職3
博物館概論 杉山智昭 Ｃ302 学芸員2-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｌ201-1 キャリア2-3
【講座】国内旅行業務取扱管理者試験対策講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

（大学院）
近代文学論特殊講義（基礎） 木田隆文 Ａ129 院 M 国文学1-2
文献史学（外国史）演習 I（四） 山口育人 Ｊ314 院 M 文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅲ（四） 山口育人 Ｊ314 院 M 文化財史料学2
保存修復学演習 I（二） 魚島純一 Ｊ315 院 M 文化財史料学1
保存修復学演習Ⅲ（二） 魚島純一 Ｊ315 院 M 文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ａ（一） 渡辺晃宏 Ａ315 院 M 文化財史料学1-2
美術工芸史学特論（五） 岡田　健 Ｃ404 院 M 文化財史料学1-2
自然地理学（地形）特殊講義（一） 武田一郎 Ａ114 院M地理学1-2
保存修復学特殊研究 I 今津節生 Ｊ406 院 D 文化財史料学1-3
社会調査法特論 吉村治正 Ｊ205 ／Ｊ203 院M社会文化1-2
臨床心理学演習Ⅲ（一） 武本一美 Ｂ316 院 M 臨床心理2
臨床心理学演習Ⅲ（二） 井村　修 Ｂ317 院 M 臨床心理2
臨床心理学演習Ⅲ（三） 礒部美也子 礒部研究室 院 M 臨床心理2
臨床心理学演習Ⅲ（五） 林　郷子 Ｊ206 院 M 臨床心理2



2－　　－ 3－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

月　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報倫理（一） 横田　浩 Ｃ204 1-4
基礎演習 I（三） 大町　公 Ｃ304 文化財1
基礎演習 I（四） 小林青樹 Ｃ305 文化財1
英語 I（十三） 菊池あずさ Ｃ403 旧カリ
英語読解初級 I（十三） 菊池あずさ Ｃ403 1-4
英会話 I（一） エリック　マーティン Ｃ306 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（一） エリック　マーティン Ｃ306 1-4
英語Ⅱ（十一） 古木圭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解中級 I（十一） 古木圭子 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅲ（二） 岡部純子 Ｃ404 旧カリ
上級英語 I（二） 岡部純子 Ｃ404 1-4
ドイツ語表現（四） 嶋田宏司 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語初級 I（九） 嶋田宏司 Ｃ402 1-4
中国語基礎（八） 柴　格朗 Ｃ401 旧カリ
中国語初級 I（八） 柴　格朗 Ｃ401 1-4
韓国語応用（一） 平井清実 Ｃ206 旧カリ
韓国語中級 I（一） 平井清実 Ｃ206 1-4
スポーツ実技Ⅱ（九） 津田真一郎 体育館 2-4
スポーツ実技Ⅱ（十三） 田原武彦 体育館 2-4
国文学講読（五） 光石亜由美 Ａ207 ／Ｂ116 旧カリ
国文学講読 I（五） 光石亜由美 Ａ207 ／Ｂ116 国文2-4
神話伝承論 鈴木　喬 Ｃ101 国文2-4
メディア文化論 木田隆文 Ｃ104 国文3-4
メディア学 木田隆文 Ｃ104 3-4
国文学特殊講義 高木　彬 Ｃ301 国文3-4
西洋史演習Ⅱ（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
西洋史概論 I 山口育人 Ｃ102 史1
史学演習Ⅲ（二十） 高橋博子 Ｂ305 史4
日本史基礎講義Ⅱ 井岡康時 Ｃ105 史2-4
地理学講読・調査法（三） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 地理2
地理学講読・調査法（五） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 旧カリ
測量学概論（一） 貫渡利行 Ｃ203 地理1-2
地理学特殊講義（十） 武田一郎 Ａ130 地理3-4
考古学特殊講義（六） 相原嘉之 Ｃ201 文化財3-4
仏教考古学 狭川真一 Ｃ205 文化財2-4
臨床心理学基礎実習（一） 共　　 同 Ｂ119 ／Ｂ118-1 ／Ｂ120 心理2
社会心理学基礎実習（一） 共　　 同 Ｊ201 ／Ｂ118-2 ／Ｉ105 ／Ｊ207 心理2
総合社会学特殊講義（十一） 片　雪蘭 Ｂ224 総合社会3-4
哲学・思想 I（一） 丸田　健 Ｃ302 1-4
社会科教材研究 I 中戸義雄 Ｃ202 教職3

（大学院）
上代文学特論 鈴木　喬 Ｃ101 院 M 国文学1-2
メディア文化特論 木田隆文 Ｃ104 院 M 国文学1-2
国文学特論 高木　彬 Ｃ301 院 M 国文学1-2
文献史学（日本史）演習 I（四） 河内将芳 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習 I（五） 木下光生 Ａ314 院 M 文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅲ（四） 河内将芳 Ｊ315 院 M 文化財史料学2
文献史学（日本史）演習Ⅲ（五） 木下光生 Ａ314 院 M 文化財史料学2
考古学特殊講義Ａ（一） 千田嘉博 Ｊ314 院 M 文化財史料学1-2
保存修復学特殊講義（一） 魚島純一 Ｊ406 院 M 文化財史料学1-2
考古学特論（八） 相原嘉之 Ｃ201 院 M 文化財史料学1-2
人文地理学（農村）特殊講義（一） 古関喜之 Ａ114 院 M 地理学1-2
日本史特殊研究 I 外岡慎一郎 Ｂ216 院 D 文化財史料学1-3
社会文化研究演習 I（二） 竹中　浩 Ｊ206 院 M 社会文化1
社会文化研究演習Ⅲ（二） 竹中　浩 Ｊ206 院 M 社会文化2
情報学特論 I 正司哲朗 Ｂ309 院 M 社会文化1-2

月　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

基礎演習 I（一） 島本太香子 Ｃ105 ／Ｃ303 総合社会1
基礎演習 I（二） 吉田光次 Ｃ105 ／Ｃ304 総合社会1
基礎演習 I（三） 正司哲朗 Ｃ105 ／Ｃ305 総合社会1
基礎演習 I（四） 竹中　浩 Ｃ105 ／Ｃ306 総合社会1
ＴＯＥＩＣ I（二） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級 I（二） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（十五） 菊池あずさ Ｃ403 旧カリ
英語読解中級 I（十五） 菊池あずさ Ｃ403 1-4
ドイツ語応用（四） 嶋田宏司 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語中級 I（四） 嶋田宏司 Ｃ402 1-4
中国語表現（五） 楊　 莉 Ｃ404 旧カリ
中国語応用（四） 柴　格朗 Ｃ401 旧カリ
中国語初級 I（十三） 楊　 莉 Ｃ404 1-4
中国語中級 I（四） 柴　格朗 Ｃ401 1-4
韓国語応用（三） 平井清実 Ｃ206 旧カリ
韓国語中級 I（三） 平井清実 Ｃ206 1-4
演習 I（八） 木田隆文 Ａ207 旧カリ
国文学演習 I（八） 木田隆文 Ａ207 国文3-4
近代文学概論 I 光石亜由美 Ｃ101 国文1-4
国語学特殊講義 岸江信介 Ｃ201 国文3-4
東洋史概論 I 山﨑　岳 Ｃ102 史1
日本史特殊講義 V 安田真紀子 Ｃ204 史3-4
測量学概論（二） 貫渡利行 Ｃ203 地理1-2
地理学特殊講義（一） 高田将志 Ａ130 地理3-4
考古学 I 狭川真一 Ｃ205 2-4
考古学特殊講義（三） 小林青樹 Ｃ301 文化財3-4
臨床心理学演習 I（一） 礒部美也子 Ｂ318 心理3-4
臨床心理学演習 I（二） 武本一美 Ｂ120 心理3-4
臨床心理学演習 I（三） 井村　修 Ｂ118-2 心理3-4
臨床心理学演習 I（四） 今井由樹子 Ｂ316 心理3-4
臨床心理学演習 I（五） 林　郷子 Ｂ119 心理3-4
社会心理学演習 I（一） 太田　仁 Ｂ305 ／Ｉ105 心理3-4
社会心理学演習 I（二） 與久田巌 Ｂ317 心理3-4
社会心理学演習 I（三） 卜部敬康 Ｂ216 心理3-4
社会心理学演習 I（四） 村上史朗 Ｂ118-1 心理3-4
社会心理学演習 I（五） 金澤忠博 Ｂ116 心理3-4
社会学（一） 吉村治正 Ｃ104 1-4
情報処理（二） 西脇二一 Ｊ201 1-4
博物館資料論 杉山智昭 Ｃ302 学芸員2-4

【講座】教員採用試験対策講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア2-3

（大学院）
上代文学演習 I 鈴木　喬 鈴木研究室 院M国文学1
上代文学演習Ⅲ 鈴木　喬 鈴木研究室 院M国文学2
中世文学演習 I 三宅晶子 Ｊ206 院M国文学1
中世文学演習Ⅲ 三宅晶子 Ｊ206 院M国文学2
国語学特論 岸江信介 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習 I（一） 渡辺晃宏 Ａ314 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習 I（七） 井岡康時 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅲ（一） 渡辺晃宏 Ａ314 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）演習Ⅲ（七） 井岡康時 Ｊ315 院M文化財史料学2
考古学演習 I（二） 千田嘉博 Ｊ314 院M文化財史料学1
考古学演習Ⅲ（二） 千田嘉博 Ｊ314 院M文化財史料学2
文献史学（外国史）特殊講義（三） 川本正知 Ａ315 院M文化財史料学1-2
文化財史料学特殊講義（一） 岡田　健 Ｂ211 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（十） 安田真紀子 Ｃ204 院M文化財史料学1-2
考古学特論（四） 小林青樹 Ｃ301 院M文化財史料学1-2
自然地理学演習 I（一） 武田一郎 Ａ113 院M地理学1
自然地理学演習Ⅲ（一） 武田一郎 Ａ113 院M地理学2
地域・地誌学演習 I（三） 稲垣　稜 Ａ129 ／Ｊ208 院M地理学1
地域・地誌学演習Ⅲ（三） 稲垣　稜 Ａ129 ／Ｊ208 院M地理学2
自然地理学特論（一） 高田将志 Ａ130 院M地理学1-2



2－　　－ 3－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

月　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（九） ジェフリークラフォード Ｃ402 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（九） ジェフリークラフォード Ｃ402 1-4
英会話Ⅱ（六） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級 I（六） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
中国語表現（六） 楊　 莉 Ｃ404 旧カリ
中国語初級 I（十四） 楊　 莉 Ｃ404 1-4
韓国語基礎（二） 平井清実 Ｃ206 旧カリ
韓国語初級 I（二） 平井清実 Ｃ206 1-4
史学研究法 共 同 Ｃ102 旧カリ
史学研究法 足立広明 Ｃ102 ／Ｃ101 史1

外岡慎一郎 Ｃ102 ／Ｃ201 史1
渡辺晃宏 Ｃ102 ／Ｃ202 史1
宮本亮一 Ｃ102 ／Ｃ103 史1

文化財学研究法 I（一） 千田嘉博 Ｃ205 ／Ｃ303 文化財1
文化財学研究法 I（二） 魚島純一 Ｃ205 ／Ｃ304 文化財1
文化財学研究法 I（三） 相原嘉之 Ｃ205 ／Ｂ211 文化財1
臨床心理学演習Ⅲ（一） 礒部美也子 Ｂ318 心理4
臨床心理学演習Ⅲ（二） 武本一美 Ｂ120 心理4
臨床心理学演習Ⅲ（三） 井村　修 Ｂ118-2 心理4
臨床心理学演習Ⅲ（四） 今井由樹子 Ｉ105 心理4
臨床心理学演習Ⅲ（五） 林　郷子 Ｂ119 心理4
社会心理学演習Ⅲ（一） 太田　仁 Ｂ305 心理4
社会心理学演習Ⅲ（二） 與久田巌 Ｊ208 心理4
社会心理学演習Ⅲ（三） 卜部敬康 Ｂ216 心理4
社会心理学演習Ⅲ（四） 村上史朗 Ｂ118-1 心理4
社会心理学演習Ⅲ（五） 金澤忠博 Ｂ116 心理4
情報処理（七） 西脇二一 Ｊ201 1-4
生涯学習概論（一） 近藤凜太朗 Ｃ302 2-4

【講座】教員採用試験対策講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア2-3

（大学院）
情報処理特殊講義（一） 正司哲朗 Ｂ309 院M文化財史料学1-2
人文地理学演習 I（一） 古関喜之 Ａ114 院M地理学1
人文地理学演習Ⅲ（一） 古関喜之 Ａ114 院M地理学2

月　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

火　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報リテラシー（三） 吉田光次 Ｃ302 1-4
英語Ⅱ（五） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解中級 I（五） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）1-4
ドイツ語応用（二） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語中級 I（二） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語基礎（六） 　 華 Ｃ403 旧カリ
中国語応用（三） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語初級 I（六） 　 華 Ｃ403 1-4
中国語中級 I（三） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
韓国語表現（一） 朴　恩珠 Ｃ305 旧カリ
韓国語初級 I（四） 朴　恩珠 Ｃ305 1-4
スポーツ実技Ⅱ（一） 坂手比呂志 体育館 2-4
言語・文学（一） 鈴木　喬 Ａ207 旧カリ
言語・文学（二） 三宅晶子 Ｃ203 旧カリ
言語・文学（三） 中尾和昇 Ｃ206 旧カリ
言語・文学（四） 山田昇平 Ｃ201 旧カリ
言語・文学（五） 光石亜由美 Ｃ304/Ｂ119 旧カリ
言語・文学（六） 木田隆文 Ｂ305 旧カリ
言語文学 I（一） 鈴木　喬 Ａ207 国文1
言語文学 I（二） 三宅晶子 Ｃ203 国文1
言語文学 I（三） 中尾和昇 Ｃ206 国文1
言語文学 I（四） 山田昇平 Ｃ201 国文1
言語文学 I（五） 光石亜由美 Ｃ304/Ｂ119 国文1
言語文学 I（六） 木田隆文 Ｂ305 国文1
日本史講読Ⅱ（二） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史講読Ⅱ（六） 森川正則 Ａ315 旧カリ
日本史講読Ⅱ（七） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
史料講読Ⅲ（二） 外岡慎一郎 Ａ314 史3-4
史料講読Ⅲ（四） 森川正則 Ａ315 史3-4
史料講読Ⅲ（十二） 井岡康時 Ａ312 史3-4
地誌学 古関喜之 Ｃ204 地理1
考古学実習 I（一） 豊島直博 Ｂ105 文化財3-4
考古学実習 I（二） 奈良市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ Ｂ211 文化財3-4
美術史実習 I 大河内智之 Ｂ213 文化財3-4
保存科学実習 I 比佐・宇都宮 Ｂ103 文化財3-4
D 経営学 倉　光巖 Ｃ202 1-4
世界の民族誌 片　雪蘭 Ｃ103 総合社会2-4
D 経済学 中坊勇太 Ｃ104 1-4
生態学（一） 岩崎敬二 Ｃ102 1-4

（大学院）
文献史学（外国史）演習 I（二） 宮本亮一 Ｊ205 院M文化財史料学1
人文地理学（都市）特殊講義（一） 根田克彦 Ｊ315 院M地理学1-2
史料学特殊研究 I 吉川敏子 吉川研究室 院D文化財史料学1-3
社会学特論 I 吉村治正 Ｊ314 院M社会文化1-2
臨床心理面接特論 I（心理支援に関する理論と実践） 林　郷子 Ｂ316 院M臨床心理1

火　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報倫理（三） 吉田光次 Ｃ302 1-4
英語 I（八） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解初級 I（八） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（八） 関　茂樹 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級 I（八） 関　茂樹 Ｃ306 1-4
英会話Ⅲ（一） エリック　マーティン Ｃ304 旧カリ
上級英語 I（四） エリック　マーティン Ｃ304 1-4
ドイツ語基礎（二） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級 I（二） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語表現（十二） 郭　斐映 Ｃ402 旧カリ
中国語応用（二） 　 華 Ｃ403 旧カリ
中国語初級 I（二十） 郭　斐映 Ｃ402 1-4
中国語中級 I（二） 　 華 Ｃ403 1-4
韓国語表現（四） 朴　恩珠 Ｃ305 旧カリ
韓国語初級 I（七） 朴　恩珠 Ｃ305 1-4
スポーツ実技Ⅱ（三） 坂手比呂志 体育館 2-4
スポーツ実技Ⅱ（五） 山下伸一 体育館 2-4
国文学の世界 共 同 Ｃ104 国文1
和歌歌謡論 山本登朗 Ｃ201 国文3-4
文芸創作実習 安藤友里 Ｉ105/Ａ207 国文2-4
日本史講読Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ｂ317 旧カリ
日本史講読Ⅱ（三） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史講読Ⅱ（四） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史講読Ⅱ（五） 村上紀夫 Ｃ106 旧カリ
西洋史講読Ⅱ（一） 足立広明 Ａ315 旧カリ
西洋史講読Ⅱ（二） 山口育人 Ａ314 旧カリ
史料講読Ⅲ（一） 渡辺晃宏 Ｂ317 史3-4
史料講読Ⅲ（三） 木下光生 Ａ312 史3-4
史料講読Ⅲ（五） 河内将芳 Ａ421 史3-4
史料講読Ⅲ（六） 村上紀夫 Ｃ106 史3-4
史料講読Ⅲ（九） 足立広明 Ａ315 史3-4
史料講読Ⅲ（十） 山口育人 Ａ314 史3-4
国際交流史基礎講義 I 高橋博子 Ｃ203 史2-4
自然地理学 I 羽佐田紘大 Ｃ204 地理1
リモートセンシング技法 木村圭司 Ｊ201 地理2-4
考古学実習Ⅲ（一） 豊島直博 Ｂ105 文化財3-4
考古学実習Ⅲ（二） 奈良市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ Ｂ211 文化財3-4
美術史実習Ⅲ 原口志津子 Ｂ213 文化財3-4
保存科学実習Ⅲ 比佐・宇都宮 Ｂ103 文化財3-4
社会調査概論 尾上正人 Ｃ105 総合社会1
家族社会学 中田奈月 Ｃ101 総合社会2-4
総合社会学特殊講義（十二） 正司哲朗 Ｂ224 総合社会3-4
生物進化学（一） 岩崎敬二 Ｃ102 1-4
地誌学Ⅱ 出田和久 Ａ130 1-4

（大学院）
和歌歌謡特論 山本登朗 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習 I（八） 森川正則 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅲ（八） 森川正則 Ｊ315 院M文化財史料学2
文献史学（外国史）演習 I（五） 川本正知 Ｊ206 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅲ（五） 川本正知 Ｊ206 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ａ（三） 吉川敏子 Ｊ205 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学演習 I（一） 酒井高正 Ｊ208 院M地理学1
地域・地誌学演習Ⅲ（一） 酒井高正 Ｊ208 院M地理学2
人文地理学（文化）特殊講義（一） 岡橋秀典 Ａ114 院M地理学1-2
考古学特殊研究 I 千田嘉博 Ｊ406 院D文化財史料学1-3
社会文化研究演習 I（四） 太田　仁 Ｂ216 院M社会文化1
臨床心理学研究法特論 共 同 Ｂ316 院M臨床心理1-2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

火　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（四） 北岡一弘 Ｃ304 旧カリ
英語読解初級 I（四） 北岡一弘 Ｃ304 1-4
英会話 I（二） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（二） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
ＴＯＥＩＣ I（四） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級 I（四） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（一） 関　茂樹 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級 I（一） 関　茂樹 Ｃ306 1-4
フランス語基礎（一） 田中　良 Ｃ401 旧カリ
フランス語初級 I（一） 田中　良 Ｃ401 1-4
中国語表現（十三） 郭　斐映 Ｃ402 旧カリ
中国語初級 I（二十一） 郭　斐映 Ｃ402 1-4
スポーツ実技 I（七） 山下伸一 体育館 1-4
スポーツ実技Ⅱ（七） 田中奏一 体育館 2-4
演習 I（二） 山本登朗 Ｃ305 旧カリ
演習 I（五） 中尾和昇 Ａ207 旧カリ
国文学演習 I（二） 山本登朗 Ｃ305 国文3-4
国文学演習 I（五） 中尾和昇 Ａ207 国文3-4
日本語の歴史 I 山田昇平 Ｃ201 国文2-4
日本史講読 I（七） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
東洋史講読 I（二） 宮本亮一 Ｂ316 旧カリ
西洋史講読 I（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
日本史概論 I 河内将芳 Ｃ102 史1
史料講読 I（八） 宮本亮一 Ｂ316 史2-4
史料講読 I（十二） 井岡康時 Ａ312 史2-4
史料講読 I（十三） 高橋博子 Ｂ305 史2-4
日本史特殊講義Ⅱ 渡辺晃宏 Ｃ104 史3-4
地理学講読・調査法（一） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｂ119 地理2
地理学講読・調査法（二） 木村圭司 Ａ129 地理2
地理学講読・調査法（四） 古関喜之 Ａ114 地理2
地理学講読・調査法（八） 芝田篤紀 Ｊ208 地理2
地理学講読・調査法（二） 木村圭司 Ａ129 旧カリ
地理学講読・調査法（三） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｂ119 旧カリ
地理学講読・調査法（四） 古関喜之 Ａ114 旧カリ
地理学講読・調査法（六） 芝田篤紀 Ｊ208 旧カリ
災害地理学（二） 武田一郎 Ｃ205 地理2-4
人と防災（二） 武田一郎 Ｃ205 2-4
保存科学講読 I（二） 杉山智昭 Ｃ404 文化財2-4
美術史演習 I（一） 大河内智之 Ｂ211 文化財3-4
美術史演習 I（二） 原口志津子 Ｂ213 文化財3-4
心理学概論 金澤忠博 Ｃ204 心理1
文化人類学 片　雪蘭 Ｃ105 総合社会1-4
デジタルアーカイブ概論 正司哲朗 Ｃ101 総合社会2-4
総合社会学特殊講義（四） 竹中　浩 Ｃ203 総合社会3-4
画像編集（一） 吉田光次 Ｊ201 1-4
地理学 I 岡橋秀典 Ａ130 1-4

（大学院）
文献史学（外国史）演習 I（三） 足立広明 Ｊ206 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅲ（三） 足立広明 Ｊ206 院M文化財史料学2
考古学特殊講義Ｂ（一） 小林青樹 Ｊ406 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（七） 渡辺晃宏 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
人文地理学演習 I（二） 土平　博 Ｂ216 院M地理学1
人文地理学演習Ⅲ（二） 土平　博 Ｂ216 院M地理学2
地域・地誌学演習 I（二） 三木理史 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学1
地域・地誌学演習Ⅲ（二） 三木理史 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学2
社会文化研究演習 I（一） 吉村治正 Ｂ317 院M社会文化1
社会文化研究演習Ⅲ（一） 吉村治正 Ｂ317 院M社会文化2
社会心理学特論 I 村上史朗 Ｊ314 院M社会文化1-2

火　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

ＴＯＥＩＣ I（三） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級 I（三） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）1-4
英会話Ⅱ（二） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級 I（二） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
フランス語応用（一） 田中　良 Ｃ401 旧カリ
フランス語中級 I（一） 田中　良 Ｃ401 1-4
中国語表現（七） 羅　東耀 Ｃ303 旧カリ
中国語初級 I（十五） 羅　東耀 Ｃ303 1-4
スポーツ実技 I（九） 田中奏一 体育館 1-4
国文学講読（九） 岸江信介 Ａ207 旧カリ
国文学講読 I（九） 岸江信介 Ａ207 国文2-4
古典文学概論 I 三宅晶子 Ｃ101 国文1-4
日本史講読 I（一） 渡辺晃宏 Ａ315 旧カリ
日本史講読 I（五） 村上紀夫 Ｃ106 旧カリ
東洋史講読 I（三） 川本正知 Ａ421/Ｍ105 旧カリ
西洋史講読 I（一） 足立広明 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
西洋史講読 I（二） 山口育人 Ｃ201 旧カリ
日本史演習 I（五） 河内将芳 Ａ314 旧カリ
日本史演習 I（七） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（五） 河内将芳 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（七） 木下光生 Ａ312 旧カリ
史料講読 I（一） 渡辺晃宏 Ａ315 史2-4
史料講読 I（六） 村上紀夫 Ｃ106 史2-4
史料講読 I（九） 足立広明 Ｍ103－Ｍ104 史2-4
史料講読 I（十） 山口育人 Ｃ201 史2-4
史料講読 I（十一） 川本正知 Ａ421/Ｍ105 史2-4
史学演習 I（五） 木下光生 Ａ312 史3-4
史学演習 I（十一） 河内将芳 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅲ（五） 木下光生 Ａ312 史4
史学演習Ⅲ（十一） 河内将芳 Ａ314 史4
西洋史基礎講義Ⅲ 佐藤專次 Ｃ104 史2-4
国際交流史特殊講義 I 高橋博子 Ｃ105 史3-4
地理学演習（一） 武田一郎 Ａ114 旧カリ
地理学演習（二） 木村圭司 Ａ129 旧カリ
地理学演習（六） 芝田篤紀 Ｊ208 旧カリ
地理学演習（九） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 旧カリ
地理学地域調査演習（二） 木村圭司 Ａ129 地理3
地理学地域調査演習（五） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 地理3
地理学地域調査演習（八） 芝田篤紀 Ｊ208 地理3
地理学地域調査演習（九） 武田一郎 Ａ114 地理3
美術史講読 I（二） 仁方越洪輝 Ｃ301 文化財2-4
考古学演習 I（一） 豊島直博 Ｃ305 文化財3-4
考古学演習 I（二） 相原嘉之 Ｍ101－Ｍ102/Ｃ306 文化財3-4
考古学演習 I（五） 千田嘉博 Ｂ317 文化財3-4
美術史演習Ⅲ（一） 大河内智之 Ｂ211 文化財4
美術史演習Ⅲ（二） 原口志津子 Ｂ213 文化財4
史料学演習 I 吉川敏子 Ｂ305 文化財3-4
保存科学演習 I（一） 比佐陽一郎 Ｂ224 文化財3-4
保存科学演習 I（二） 魚島純一 Ｃ304 文化財3-4
保存科学演習 I（三） 杉山智昭 Ｃ404 文化財3-4
対人社会心理学 太田　仁 Ｃ202 心理2-4
社会心理学特殊講義（二） 卜部敬康 Ｃ103 心理3-4
演習 I（一） 倉　光巖 Ｂ318 総合社会3
演習 I（二） 尾上正人 Ｂ120 総合社会3
演習 I（三） 片　雪蘭 Ｂ316 総合社会3
演習 I（四） 吉村治正 Ｂ116 総合社会3
演習 I（五） 竹中　浩 Ｂ216 総合社会3
演習 I（六） 中原洪二郎 Ｃ206 総合社会3
演習 I（七） 中坊勇太 Ｃ402 総合社会3
演習 I（十） 正司哲朗 Ｂ119 総合社会3
数学 久米健次 Ｃ204 1-4
国際関係論（三） 田渕有美 Ｃ205 2-4
自然の保護（一） 岩崎敬二 Ｃ102 1-4

（大学院）
古典散文特殊講義（基礎） 鈴木　喬 Ｊ206 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習 I（三） 外岡慎一郎 Ｊ205 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅲ（三） 外岡慎一郎 Ｊ205 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ｃ（三） 森川正則 Ｊ406 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（一） 高橋博子 Ｃ105 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学（発展途上地域）特殊講義（一） 三木理史 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学1-2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

火　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

地理学卒業演習（二） 木村圭司 Ａ129 旧カリ
地理学卒業演習（三） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 旧カリ
地理学卒業演習（四） 古関喜之 Ａ114 旧カリ
地理学卒業演習（六） 芝田篤紀 Ｊ208 旧カリ
地理学演習（一） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 地理4
地理学演習（二） 木村圭司 Ａ129 地理4
地理学演習（四） 古関喜之 Ａ114 地理4
地理学演習（八） 芝田篤紀 Ｊ208 地理4
考古学演習Ⅲ（一） 豊島直博 Ｃ305 文化財4
考古学演習Ⅲ（二） 相原嘉之 Ｍ101－Ｍ102/Ｃ306 文化財4
考古学演習Ⅲ（五） 千田嘉博 Ｂ317 文化財4
史料学演習Ⅲ 吉川敏子 Ｂ305 文化財4
保存科学演習Ⅲ（一） 比佐陽一郎 Ｂ224 文化財4
保存科学演習Ⅲ（二） 魚島純一 Ｃ304 文化財4
保存科学演習Ⅲ（三） 杉山智昭 Ｃ404 文化財4
社会心理学特殊講義（十一） 卜部敬康 Ｃ202 心理3-4
演習Ⅲ（一） 倉　光巖 Ｂ318 総合社会4
演習Ⅲ（二） 尾上正人 Ｂ120 総合社会4
演習Ⅲ（三） 片　雪蘭 Ｂ316 総合社会4
演習Ⅲ（四） 吉村治正 Ｂ116 総合社会4
演習Ⅲ（五） 竹中　浩 Ｂ216 総合社会4
演習Ⅲ（六） 中原洪二郎 Ｃ206 総合社会4
演習Ⅲ（七） 中坊勇太 Ｃ402 総合社会4

（大学院）
現代語国語学演習 I 岸江信介 岸江研究室 院M国文学1
現代語国語学演習Ⅲ 岸江信介 岸江研究室 院M国文学2
近代文学演習 I 光石亜由美 光石研究室 院M国文学1
近代文学演習Ⅲ 光石亜由美 光石研究室 院M国文学2
現代文学演習 I 木田隆文 木田研究室 院M国文学1
現代文学演習Ⅲ 木田隆文 木田研究室 院M国文学2
文献史学（日本史）特殊講義Ｂ（一） 外岡慎一郎 Ｊ205 院M文化財史料学1-2
自然地理学（環境）特殊講義（一） 浅田晴久 Ｊ314 院M地理学1-2
社会心理学特論 太田　仁 Ｊ206 院M社会文化1-2

火　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

水　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（七） 関　茂樹 Ｃ401 旧カリ
英語読解初級 I（七） 関　茂樹 Ｃ401 1-4
英会話 I（八） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（八） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
英語Ⅱ（十） 岡部純子 Ｃ404 旧カリ
英語読解中級 I（十） 岡部純子 Ｃ404 1-4
フランス語表現（一） 各務奈緒子 Ｃ304 旧カリ
フランス語初級 I（三） 各務奈緒子 Ｃ304 1-4
中国語表現（九） 何 穎 Ｃ402 旧カリ
中国語初級 I（十七） 何 穎 Ｃ402 1-4
韓国語表現（二） 朴　恩珠 Ｃ305 旧カリ
韓国語初級 I（五） 朴　恩珠 Ｃ305 1-4
スポーツ実技Ⅱ（十一） 高橋哲以 体育館 2-4
近世文学論 中尾和昇 Ｃ201 国文2-4
東洋史講読Ⅱ（一） 山﨑　岳 Ａ315 旧カリ
東洋史講読Ⅱ（二） 宮本亮一 Ｃ303 旧カリ
西洋史講読Ⅱ（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
東洋史演習 I（三） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
史料講読Ⅲ（七） 山﨑　岳 Ａ315 史3-4
史料講読Ⅲ（八） 宮本亮一 Ｃ303 史3-4
史料講読Ⅲ（十三） 高橋博子 Ｂ305 史3-4
史学演習 I（十七） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 史3-4
日本史特殊講義 I 井岡康時 Ｃ101 史3-4
気候学 木村圭司 Ａ130 地理2-4
史料学概論 I 吉川敏子 Ｃ205 文化財1-4
世界考古学 千田嘉博 Ｃ301 文化財2-4
日本絵画史 原口志津子 Ｃ203 文化財2-4
臨床心理学概論 井村　修 Ｃ105 心理1
集団力学 卜部敬康 Ｃ103 心理2-4
社会学基礎 尾上正人 Ｃ302 総合社会1
総合社会学特殊講義（八） 倉　光巖 Ｂ224 総合社会3-4
倫理学（一） 丸田　健 Ｃ102 1-4
現代社会と法（三） 床谷文雄 Ｃ104 1-4

（大学院）
近世文学特論 中尾和昇 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習Ⅲ（二） 角谷常子 Ｊ314 院M文化財史料学2
文献史学特論（六） 井岡康時 Ｃ101 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学（先進地域）特殊講義（一） 酒井高正 Ｊ208 院M地理学1-2
日本史特殊研究 V 渡辺晃宏 渡辺研究室 院D文化財史料学1-3
発達心理学特論 礒部美也子 Ｂ216 院M臨床心理1-2

水　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（三） 福地浩子 Ｃ404 旧カリ
英語読解初級 I（三） 福地浩子 Ｃ404 1-4
英会話 I（十） 山根キャサリン Ｃ305 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（十） 山根キャサリン Ｃ305 1-4
ＴＯＥＩＣ I（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級 I（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（六） 北岡一弘 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級 I（六） 北岡一弘 Ｃ306 1-4
英会話Ⅱ（三） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級 I（三） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
フランス語表現（二） 各務奈緒子 Ｃ304 旧カリ
フランス語初級 I（四） 各務奈緒子 Ｃ304 1-4
中国語表現（十） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語表現（二） 何　 穎 Ｃ402 旧カリ
中国語初級 I（十八） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
中国語初級 I（十） 何　 穎 Ｃ402 1-4
スポーツ実技 I（三） 田原武彦 体育館 1-4
演習 I（三） 三宅晶子 Ｂ305 旧カリ
国文学演習 I（三） 三宅晶子 Ｂ305 国文3-4
国語学概論 I 岸江信介 Ｃ105 国文1-4
言語学 岸江信介 Ｃ105 2-4
近代詩歌論 二木晴美 Ｃ101 国文3-4
東洋史講読Ⅱ（三） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
日本史演習 I（二） 渡辺晃宏 Ａ312 旧カリ
日本史演習 I（三） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習 I（六） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史演習 I（十一） 森川正則 Ａ129 旧カリ
日本史演習Ⅱ（二） 渡辺晃宏 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（三） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（六） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十一） 森川正則 Ａ129 旧カリ
東洋史演習 I（一） 山﨑　岳 Ａ315 旧カリ
東洋史演習 I（二） 宮本亮一 Ｃ303 旧カリ
史料講読Ⅲ（十一） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 史3-4
史学演習 I（二） 渡辺晃宏 Ａ312 史3-4
史学演習 I（三） 外岡慎一郎 Ａ314 史3-4
史学演習 I（九） 森川正則 Ａ129 史3-4
史学演習 I（十二） 河内将芳 Ａ421 史3-4
史学演習 I（十五） 山﨑　岳 Ａ315 史3-4
史学演習 I（十六） 宮本亮一 Ｃ303 史3-4
史学演習Ⅲ（二） 渡辺晃宏 Ａ312 史4
史学演習Ⅲ（三） 外岡慎一郎 Ａ314 史4
史学演習Ⅲ（九） 森川正則 Ａ129 史4
史学演習Ⅲ（十二） 河内将芳 Ａ421 史4
西洋史特殊講義Ⅳ 山内暁子 Ｃ104 史3-4
人文地理学 I 稲垣　稜 Ｃ204 地理1
人口地理学 酒井高正 Ｊ201 地理2-4
世界の人口問題 酒井高正 Ｊ201 2-4
地理学特殊講義（四） 古関喜之 Ａ130 地理3-4
保存科学講読 I（一） 比佐陽一郎 Ｃ202 文化財2-4
考古学概論 I 相原嘉之 Ｃ205 文化財1-4
美術史特殊講義（四） 宮崎もも Ｃ301 文化財3-4
産業・組織心理学 與久田巌 Ｃ103 心理2-4
公認心理師の職責 井村　修 Ｃ203 心理3-4
社会体験実習 倉　光巖 Ｃ302/Ｂ316 総合社会2

中原洪二郎 Ｃ302/Ｂ317 総合社会2
中坊勇太 Ｃ302/Ｂ224 総合社会2
尾上正人 Ｃ302/Ｃ206 総合社会2
片　雪蘭 Ｃ302/Ｂ120 総合社会2

（大学院）
近世文学演習 I 中尾和昇 中尾研究室 院M国文学1
近世文学演習Ⅲ 中尾和昇 中尾研究室 院M国文学2
古典語国語学演習 I 山田昇平 山田研究室 院M国文学1
古典語国語学演習Ⅲ 山田昇平 山田研究室 院M国文学2
近代詩歌特論 二木晴美 Ｃ101 院M国文学1-2
考古学演習 I（四） 豊島直博 Ｊ406 院M文化財史料学1
考古学演習Ⅲ（四） 豊島直博 Ｊ406 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ｂ（三） 村上紀夫 Ｊ315 院M文化財史料学1-2
美術工芸史学特殊講義（一） 大河内智之 Ｂ213 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（二十二） 山内暁子 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
美術工芸史学特論（四） 宮崎もも Ｃ301 院M文化財史料学1-2
人文地理学特論（一） 古関喜之 Ａ130 院M地理学1-2
国際史料学特殊研究 I 角谷常子 Ｊ314 院D文化財史料学1-3
応用社会心理学特論 I 太田　仁 Ｊ205 院M社会文化1-2
臨床心理学特論 I 礒部美也子 Ｂ216 院M臨床心理1
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

水　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

表現技法Ⅱ（一） 池内詠子 Ｃ302 旧カリ
キャリアデザイン（一） 池内詠子 Ｃ302 2
キャリアデザイン（二） 萩原有紀 Ｃ105 2
基礎演習 I（一） 岡部純子 Ｃ304 心理1
基礎演習 I（二） 太田　仁 Ｃ305 心理1
基礎演習 I（三） 卜部敬康 Ｃ306 心理1
英語 I（十） 北岡一弘 Ｃ403 旧カリ
英語 I（十二） 古木圭子 Ｃ402 旧カリ
英語読解初級 I（十） 北岡一弘 Ｃ403 1-4
英語読解初級 I（十二） 古木圭子 Ｃ402 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（四） 福地浩子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語中級 I（四） 福地浩子 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅲ（一） 関　茂樹 Ｃ206 旧カリ
上級英語 I（一） 関　茂樹 Ｃ206 1-4
ドイツ語基礎（一） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級 I（一） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語表現（四） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語初級 I（十二） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
スポーツ実技 I（五） 田原武彦 体育館 1-4
国文学講読（三） 三宅晶子 Ｂ305 旧カリ
国文学講読 I（三） 三宅晶子 Ｂ305 国文2-4
演習 I（九） 二木晴美 Ａ207 旧カリ
演習 I（十） 岸江信介 Ｃ106 旧カリ
国文学演習 I（九） 二木晴美 Ａ207 国文3-4
国文学演習 I（十） 岸江信介 Ｃ106 国文3-4
国文学史Ⅳ 光石亜由美 Ｃ101 国文1-4
日本史講読 I（二） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史講読 I（三） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史講読 I（四） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史講読 I（六） 森川正則 Ｂ216 旧カリ
東洋史講読 I（一） 山﨑　岳 Ａ315 旧カリ
史料講読 I（二） 外岡慎一郎 Ａ314 史2-4
史料講読 I（三） 木下光生 Ａ312 史2-4
史料講読 I（四） 森川正則 Ｂ216 史2-4
史料講読 I（五） 河内将芳 Ａ421 史2-4
史料講読 I（七） 山﨑　岳 Ａ315 史2-4
日本史特殊講義Ⅶ 吉江　崇 Ｃ201 史3-4
地理学講読・調査法（五） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 地理2
地理学講読・調査法（六） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 地理2
地理学講読・調査法（七） 酒井高正 Ｊ201 地理2
地理学講読・調査法（十一） 武田一郎 Ａ129 地理2
地理学講読・調査法（七） 酒井高正 Ｊ201 旧カリ
地理学講読・調査法（八） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 旧カリ
地理学講読・調査法（九） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 旧カリ
地理学講読・調査法（十） 武田一郎 Ａ129 旧カリ
地理情報科学概論 芝田篤紀 Ａ130 地理1-2
史料学講読 I 吉川敏子 Ｃ303 文化財2-4
美術史概論 I 原口志津子 Ｃ205 文化財1-4
精神疾患とその治療 武本一美 Ｃ203 心理2-4
知覚・認知心理学Ⅱ 金澤忠博 Ｃ103 心理2-4
社会統計学 I 中原洪二郎 Ｃ202 総合社会2-4
社会調査実習（一） 吉村治正 Ｂ119 総合社会3-4
法学（一） 床谷文雄 Ｃ104 1-4
宗教学（一） 加藤希理子 Ｃ102 1-4
環境科学 I（一） 岩崎敬二 Ｂ301 1-4
教育相談心理学（一） 武藤百合 Ｃ204 教職3

（大学院）
古典韻文特殊講義（基礎） 永井一彰 Ｂ316 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習 I（六） 高橋博子 Ｊ206 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅲ（六） 高橋博子 Ｊ206 院M文化財史料学2
考古学特殊講義Ｃ（三） 相原嘉之 OPS/Ｊ205 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（十二） 吉江　崇 Ｃ201 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学（日本）特殊講義（一） 稲垣　稜 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学1-2
考古学特殊研究Ⅲ 豊島直博 Ｊ406 院D文化財史料学1-3
社会文化研究演習 I（三） 村上史朗 Ｂ317 院M社会文化1
社会文化研究演習Ⅲ（三） 村上史朗 Ｂ317 院M社会文化2
投映法特論 井村　修 Ｊ314 院M臨床心理1-2

水　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報倫理（二） 横田　浩 Ｃ104 1-4
表現技法Ⅱ（二） 池内詠子 Ｃ302 旧カリ
キャリアデザイン（三） 池内詠子 Ｃ302 2
キャリアデザイン（四） 萩原有紀 Ｃ105 2
英語 I（九） 福地浩子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解初級 I（九） 福地浩子 Ｂ304（CALL）1-4
ドイツ語基礎（三） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級 I（三） 横山　香 Ｃ404 1-4
日本語 I キャンベル早川久美子 Ｃ306 留学生
国文学講読（六） 山田昇平 Ｂ224 旧カリ
国文学講読 I（六） 山田昇平 Ｂ224 国文2-4
演習 I（六） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 旧カリ
演習Ⅱ（三） 三宅晶子 Ｂ305 旧カリ
国文学演習 I（六） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 国文3-4
国文学演習Ⅲ（三） 三宅晶子 Ｂ305 国文4
日本史演習 I（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 旧カリ
日本史演習 I（四） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習 I（八） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史演習 I（十二） 森川正則 Ｂ216 旧カリ
日本史演習 I（十三） 井岡康時 Ａ315 旧カリ
日本史演習Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 旧カリ
日本史演習Ⅱ（四） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（八） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十二） 森川正則 Ｂ216 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十三） 井岡康時 Ａ315 旧カリ
東洋史演習Ⅱ（二） 宮本亮一 Ｂ316 旧カリ
東洋史演習Ⅱ（三） 川本正知 Ａ421/Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
史学演習 I（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 史3-4
史学演習 I（四） 外岡慎一郎 Ａ314 史3-4
史学演習 I（六） 木下光生 Ａ312 史3-4
史学演習 I（七） 井岡康時 Ａ315 史3-4
史学演習 I（十） 森川正則 Ｂ216 史3-4
史学演習Ⅲ（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 史4
史学演習Ⅲ（四） 外岡慎一郎 Ａ314 史4
史学演習Ⅲ（六） 木下光生 Ａ312 史4
史学演習Ⅲ（七） 井岡康時 Ａ315 史4
史学演習Ⅲ（十） 森川正則 Ｂ216 史4
史学演習Ⅲ（十六） 宮本亮一 Ｂ316 史4
史学演習Ⅲ（十七） 川本正知 Ａ421/Ｍ103－Ｍ104 史4
地理学演習（三） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 旧カリ
地理学演習（四） 古関喜之 Ａ129 旧カリ
地理学演習（八） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 旧カリ
地理学地域調査演習（一） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 地理3
地理学地域調査演習（四） 古関喜之 Ａ129 地理3
地理学地域調査演習（六） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 地理3
考古学講読 I（一） 小林青樹 Ｃ303 文化財2-4
考古学講読 I（二） 豊島直博 Ｃ304 文化財2-4
考古学講読 I（三） 千田嘉博 Ｃ401 文化財2-4
美術史 I 山形美有紀 Ｃ101 2-4
保存科学概論 I 魚島純一 Ｃ205 文化財1-4
先史考古学 寺沢　薫 Ｃ203 文化財2-4
発達心理学 礒部美也子 Ｃ201 心理2-4
文化心理学 村上史朗 Ｃ103 心理2-4
社会調査実習（一） 吉村治正 Ｂ119 総合社会3-4
政治学（一） 竹中　浩 Ｃ102 1-4
環境科学Ⅱ（一） 岩崎敬二 Ｂ301 1-4
教育心理学（一） 武藤百合 Ｃ204 教職1

（大学院）
文献史学（日本史）演習 I（二） 吉川敏子 吉川研究室 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習 I（六） 村上紀夫 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅲ（二） 吉川敏子 吉川研究室 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）演習Ⅲ（六） 村上紀夫 Ｊ315 院M文化財史料学2
考古学演習 I（一） 相原嘉之 Ｍ105/Ｊ205 院M文化財史料学1
考古学演習Ⅲ（一） 相原嘉之 Ｍ105/Ｊ205 院M文化財史料学2
美術工芸史学演習 I（一） 大河内智之 Ｂ211 院M文化財史料学1
美術工芸史学演習 I（二） 原口志津子 Ｂ213 院M文化財史料学1
美術工芸史学演習Ⅲ（一） 大河内智之 Ｂ211 院M文化財史料学2
美術工芸史学演習Ⅲ（二） 原口志津子 Ｂ213 院M文化財史料学2
自然地理学演習 I（二） 木村圭司 Ｊ206 院M地理学1
自然地理学演習Ⅲ（二） 木村圭司 Ｊ206 院M地理学2
臨床心理査定演習 I（心理的アセスメントに関する理論と実践） 共 同 Ｊ314 院M臨床心理1



8－　　－ 9－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

水　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

日本語Ⅲ キャンベル早川久美子 Ｃ306 留学生
演習Ⅱ（五） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 旧カリ
演習Ⅱ（六） 山田昇平 Ｂ224 旧カリ
演習Ⅱ（八） 岸江信介 Ａ315 旧カリ
国文学演習Ⅲ（五） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 国文4
国文学演習Ⅲ（六） 山田昇平 Ｂ224 国文4
国文学演習Ⅲ（八） 岸江信介 Ａ315 国文4
国際交流史特殊講義 V 長澤一恵 Ｃ203 史3-4
地理学卒業演習（一） 武田一郎 Ａ129 旧カリ
地理学卒業演習（八） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 旧カリ
地理学卒業演習（九） 土平　博 Ａ113/Ｊ201 旧カリ
地理学演習（五） 土平　博 Ａ113/Ｊ201 地理4
地理学演習（六） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 地理4
地理学演習（九） 武田一郎 Ａ129 地理4
文化財環境学 髙畑　誠 Ｃ301 文化財2-4
特別支援教育（一） 佐藤貴宣 Ｃ205 教職2
博物館経営論 瀬口・堀 Ｃ302 学芸員2-4
図書館情報技術論（一） 竹田芳則 Ｃ202/Ｉ105 司書3-4
図書館サービス概論（一） 村上幸二 Ｃ204 司書1-4

（大学院）
文献史学特論（五） 長澤一恵 Ｃ203 院M文化財史料学1-2
自然地理学（気候）特殊講義（一） 木村圭司 Ｊ206 院M地理学1-2
日本史特殊研究Ⅲ 河内将芳 河内研究室 院D文化財史料学1-3

水　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



10－　　－ 11－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

木　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

表現技法Ⅱ（三） 石田典子 Ｃ302 旧カリ
キャリアデザイン（五） 石田典子 Ｃ302 2
キャリアデザイン（六） 萩原有紀 Ｃ105 2
基礎演習 I（一） 古木圭子 Ｃ402 国文1
基礎演習 I（二） 丸田　健 Ｃ403/Ｊ201 国文1
基礎演習 I（三） 大西英人 Ｃ404 国文1
基礎演習 I（一） 横山　香 Ｃ305 史1
基礎演習 I（三） 横田　浩 Ｃ306/Ｉ105 史1
英語Ⅱ（三） 川田伸道 Ｃ401 旧カリ
英語読解中級 I（三） 川田伸道 Ｃ401 1-4
地理学特殊講義（九） 元田茂充 Ａ130 地理3-4
文化財演習 I（一） 千田嘉博 Ｃ102/Ｌ001 文化財2-4
文化財演習 I（二） 相原嘉之 Ｃ102/Ｌ002 文化財2-4
文化財演習 I（三） 吉川敏子 Ｃ102/Ｃ304 文化財2-4
文化財演習 I（四） 魚島純一 Ｃ102/Ｂ103 文化財2-4
文化財演習 I（五） 大河内智之 Ｃ102/Ｃ303 文化財2-4
国語科教育法 I 元根俊孝 Ｃ201/Ｃ206 教職3
社会科教育法 I（一） 山本雅一 Ｃ101 教職3

木　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

表現技法Ⅱ（四） 石田典子 Ｃ302 旧カリ
キャリアデザイン（七） 石田典子 Ｃ302 2
キャリアデザイン（八） 萩原有紀 Ｃ105 2
基礎演習 I（二） 中戸義雄 Ｃ304 史1
基礎演習 I（四） 関　茂樹 Ｃ305 史1
基礎演習 I（一） 竹田芳則 Ｃ404/Ｊ201 文化財1
基礎演習 I（二） 床谷文雄 Ｃ301/Ｉ105 文化財1
英会話 I（三） GreggoryHUTTON Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（三） GreggoryHUTTON Ｃ403 1-4
英語Ⅱ（十四） 川田伸道 Ｃ401 旧カリ
英語読解中級 I（十四） 川田伸道 Ｃ401 1-4
ドイツ語表現（一） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
ドイツ語初級 I（六） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 1-4
中国語基礎（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
中国語初級 I（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）1-4
韓国語基礎（一） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語初級 I（一） 許　聖一 Ｃ303 1-4
国際交流史基礎講義Ⅲ 杉本一樹 Ｃ104 史2-4
東洋史基礎講義Ⅳ 杉山雅樹 Ｃ103 史2-4
東洋史特殊講義Ⅱ 飯田祥子 Ｃ202 史3-4
西洋史特殊講義 I 坂元正樹 Ｃ205 史3-4
地理歴史科教育法（一） 元田茂充 Ａ130 教職3
公民科教育法 山本雅一 Ｃ101 教職3
国語科教材研究Ⅱ 増田正子 Ｃ201 教職3
博物館情報・メディア論 和泉大樹 Ｃ102 学芸員2-4
児童サービス論（一） 井尻みや子 Ｃ204 司書1-4

【講座】簿記検定試験対策講座（3級コース） キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

（大学院）
文献史学特論（十六） 飯田祥子 Ｃ202 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（十九） 坂元正樹 Ｃ205 院M文化財史料学1-2



10－　　－ 11－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

木　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

表現技法 I（一） 共 同 Ｃ102 旧カリ
表現技法 I（二） 共 同 Ｃ302 旧カリ
学問と社会（一） 共 同 Ｃ102 1-4
学問と社会（二） 共 同 Ｃ302 1-4
英語Ⅱ（十三） 内田聖二 Ｃ305 旧カリ
英語読解中級 I（十三） 内田聖二 Ｃ305 1-4
英会話Ⅱ（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級 I（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（三） 川田伸道 Ｃ401 旧カリ
実践英語中級 I（三） 川田伸道 Ｃ401 1-4
ドイツ語応用（三） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
ドイツ語中級 I（三） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 1-4
中国語応用（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
中国語中級 I（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）1-4
韓国語応用（二） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語中級 I（二） 許　聖一 Ｃ303 1-4
情報資源組織演習（二） 中村恵信 Ｃ204/Ｊ201 司書3-4
学校図書館メディアの構成 西浦富美子 Ｃ203/Ｉ105 司書教諭3-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｃ104 キャリア2-3
【講座】簿記検定試験対策講座（3級コース）キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

木　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（十六） 内田聖二 Ｃ305 旧カリ
英語読解初級 I（十六） 内田聖二 Ｃ305 1-4
英会話 I（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 1-4
ドイツ語応用（五） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
ドイツ語中級 I（五） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 1-4
韓国語表現（三） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語初級 I（六） 許　聖一 Ｃ303 1-4
日本語 V 谷山　徹 Ｃ401 留学生
歴史地理学 古関大樹 Ａ130 地理2-4
学習・言語心理学 内田善久 Ｃ201 心理2-4
教育実習指導（一） 辻・大西・中戸 Ｃ302/Ｃ301 教職3
情報サービス演習（三） 中村恵信 Ｊ201 司書3-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｃ104 キャリア2-3
【講座】ビジネスマナー講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4
【講座】一般教養試験対策講座 キャリア資格講座 Ｃ102 キャリア1-2



12－　　－ 13－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

木　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（五） ジェフリークラフォード Ｃ402 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（五） ジェフリークラフォード Ｃ402 1-4
韓国語基礎（三） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語初級 I（三） 許　聖一 Ｃ303 1-4
日本語Ⅶ 谷山　徹 Ｃ401 留学生
教育実習指導（二） 辻・大西・中戸 Ｃ302/Ｃ301 教職4
教育実習指導（一） 辻・大西・中戸 Ｃ302/Ｃ301 教職3

【講座】ビジネスマナー講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4
【講座】一般教養試験対策講座 キャリア資格講座 Ｃ102 キャリア1-2

木　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



12－　　－ 13－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

金　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（十一） 古木圭子 Ｃ306 旧カリ
英語読解初級 I（十一） 古木圭子 Ｃ306 1-4
英語Ⅱ（二） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
英語読解中級 I（二） 山内信幸 Ｃ303 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語中級 I（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）1-4
中国語基礎（二） 村上幸造 Ｃ402 旧カリ
中国語表現（八） 羅　東耀 Ｃ404 旧カリ
中国語初級 I（二） 村上幸造 Ｃ402 1-4
中国語初級 I（十六） 羅　東耀 Ｃ404 1-4
国際交流史特殊講義Ⅳ 久保利永子 Ｃ104 史3-4
地形学 羽佐田紘大 Ａ130 地理2-4
美術史講読 I（一） 原口志津子 Ｃ403 文化財2-4
建築史 山岸常人 Ｃ301 文化財2-4
心理的アセスメント I 共 同 Ｂ120/Ｂ316/Ｂ317 心理3-4
経済学 中坊勇太 Ｃ101 総合社会1-4
経営学 倉　光巖 Ｃ202 総合社会2-4
民俗学 平松典晃 Ｃ204 2-4
情報処理（一） 横田　浩 Ｊ201 1-4
現代社会と法（一） 床谷文雄 Ｃ102 1-4
情報サービス演習（二） 福西敏文 Ｃ203/Ｉ105/図書館 司書3-4

（大学院）
文献史学（外国史）特殊講義（一） 山﨑　岳 Ｊ314 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（四） 久保利永子 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
人文地理学（歴史）特殊講義（一） 土平　博 Ｊ205 院M地理学1-2

金　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（一） 岡部純子 Ｃ304 旧カリ
英語読解初級 I（一） 岡部純子 Ｃ304 1-4
英語Ⅱ（四） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
英語Ⅱ（九） 関　茂樹 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級 I（四） 山内信幸 Ｃ303 1-4
英語読解中級 I（九） 関　茂樹 Ｃ306 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（七） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語中級 I（七） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）1-4
フランス語基礎（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 旧カリ
フランス語初級 I（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 1-4
中国語基礎（四） 村上幸造 Ｃ402 旧カリ
中国語基礎（五） 羅　東耀 Ｃ404 旧カリ
中国語初級 I（四） 村上幸造 Ｃ402 1-4
中国語初級 I（五） 羅　東耀 Ｃ404 1-4
国文学講読（七） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 旧カリ
国文学講読 I（七） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 国文2-4
演習 I（七） 山田昇平 Ｂ305 旧カリ
国文学演習 I（七） 山田昇平 Ｂ305 国文3-4
中国文学概論 I 西尾和子 Ｃ201 国文2-4
現代文学論 木田隆文 Ｃ103 国文2-4
史料研究 I（一） 村上紀夫 Ａ312 史2-4
日本史基礎講義Ⅳ 黒瀬にな Ｃ105 史2-4
東洋史特殊講義 I 安田純也 Ｃ202 史3-4
地理学実習（一） 三木理史 Ａ130/Ａ113/Ｂ116 地理1
地理学実習（二） 土平　博 Ａ130/Ｉ105 地理1
地理学実習（三） 芝田篤紀 Ａ130/Ａ114 地理1
地理学実習（四） 酒井高正 Ａ130/Ｊ201 地理1
史料学特殊講義 吉川敏子 Ｂ211 文化財3-4
心理演習（カウンセリング）I 共 同 Ｂ120/Ｂ316/Ｂ317 心理3-4
情報学 正司哲朗 Ｃ101 総合社会1-4
現代社会と倫理（一） 丸田　健 Ｃ302 総合社会2-4
販売管理論 I 伊吹秀之 Ｃ301 2-4
総合社会学特殊講義（十三） 中坊勇太 Ｂ224 総合社会3-4
日本国憲法（一） 床谷文雄 Ｃ102 1-4
人間学Ⅱ（一） 丸田　健 Ｃ302 1-4
教育原理（一） 中戸義雄 Ｃ104 教職2
図書・図書館史 中村恵信 Ｃ204 司書1-4
学校経営と学校図書館 福西敏文 Ｃ203/Ｊ208 司書教諭3-4

（大学院）
現代文学特論 木田隆文 Ｃ103 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習 I（一） 山﨑　岳 Ｊ314 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅲ（一） 山﨑　岳 Ｊ314 院M文化財史料学2
美術工芸史学特殊講義（三） 原口志津子 Ｂ213 院M文化財史料学1-2
考古学特殊講義Ｃ（一） 豊島直博 Ｊ315 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（十五） 安田純也 Ｃ202 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（二十三） 吉川敏子 Ｂ211 院M文化財史料学1-2
経営学特論 I 倉　光巖 Ｂ118-1 院M社会文化1-2
心身医学特論 武本一美 Ｊ205 院M臨床心理1-2
産業・組織心理学特論 與久田巌 Ｂ216 院M臨床心理1-2



14－　　－ 15－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

金　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報リテラシー（一） 横田　浩 Ｃ105 1-4
英語 I（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解初級 I（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）1-4
ＴＯＥＩＣ I（六） 古木圭子 Ｃ403 旧カリ
実践英語初級 I（六） 古木圭子 Ｃ403 1-4
英語Ⅱ（十二） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
英語Ⅱ（十六） 岡部純子 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級 I（十二） 山内信幸 Ｃ303 1-4
英語読解中級 I（十六） 岡部純子 Ｃ306 1-4
ドイツ語基礎（四） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級 I（四） 横山　香 Ｃ404 1-4
フランス語応用（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 旧カリ
フランス語中級 I（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 1-4
中国語表現（一） 劉　 慶 Ｃ304 旧カリ
中国語初級 I（九） 劉　 慶 Ｃ304 1-4
健康科学Ⅱ（一） 島本太香子 Ｃ102 1-4
国文学講読（四） 中尾和昇 Ｂ305 旧カリ
国文学講読 I（四） 中尾和昇 Ｂ305 国文2-4
演習 I（一） 鈴木　喬 Ｃ402 旧カリ
演習 I（四） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 旧カリ
国文学演習 I（一） 鈴木　喬 Ｃ402 国文3-4
国文学演習 I（四） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 国文3-4
中国文学講読 I 西尾和子 Ｃ201 国文2-4
身体表現実習 松本太郎 Ａ207/和室 国文2-4
日本史演習 I（九） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（九） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
東洋史演習Ⅱ（一） 山﨑　岳 Ｂ216 旧カリ
西洋史演習 I（一） 足立広明 Ａ312 旧カリ
西洋史演習 I（二） 山口育人 Ａ315 旧カリ
史学演習 I（十三） 村上紀夫 Ａ314 史3-4
史学演習 I（十八） 足立広明 Ａ312 史3-4
史学演習 I（十九） 山口育人 Ａ315 史3-4
史学演習Ⅲ（十三） 村上紀夫 Ａ314 史4
史学演習Ⅲ（十五） 山﨑　岳 Ｂ216 史4
地理学入門 羽佐田紘大 Ａ130 地理1
考古学特殊講義（一） 豊島直博 Ｃ101 文化財3-4
美術史特殊講義（二） 三宅久雄 Ｃ301 文化財3-4
心理学研究法 與久田巌 Ｃ205 心理2
知的財産管理論 伊吹秀之 Ｃ103 総合社会2-4
情報処理（三） 榎本光世 Ｉ105 1-4
奈良文化論 笠置慎一 Ｃ104 1-4
哲学・思想Ⅱ（一） 丸田　健 Ｃ302 1-4
情報資源組織演習（一） 中村恵信 Ｃ204/Ｊ201 司書2-4

（大学院）
言語論特殊講義（基礎） 山田昇平 Ｊ315 院M国文学1-2
情報処理特殊講義（三） 正司哲朗 Ｂ309 院M文化財史料学1-2
考古学特論（五） 豊島直博 Ｃ101 院M文化財史料学1-2
美術工芸史学特論（二） 三宅久雄 Ｃ301 院M文化財史料学1-2
美術工芸史特殊研究Ⅲ 原口志津子 Ｊ205 院D文化財史料学1-3
応用社会学特論 I 尾上正人 Ｊ206 院M社会文化1-2
臨床心理基礎実習 共 同 Ｂ316 院M臨床心理1
臨床心理実習 共 同 Ｂ317 院M臨床心理2

金　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報リテラシー（二） 吉田光次 Ｃ205 1-4
英語 I（五） 関　茂樹 Ｃ305 旧カリ
英語読解初級 I（五） 関　茂樹 Ｃ305 1-4
ＴＯＥＩＣ I（八） 岡部純子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級 I（八） 岡部純子 Ｂ304（CALL）1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（五） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
実践英語中級 I（五） 山内信幸 Ｃ303 1-4
ドイツ語表現（二） 石田喜敬 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語応用（一） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級 I（七） 石田喜敬 Ｃ402 1-4
ドイツ語中級 I（一） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語表現（三） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語表現（十一） 　 華 Ｃ306 旧カリ
中国語応用（五） 劉　 慶 Ｃ304 旧カリ
中国語初級 I（十一） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
中国語初級 I（十九） 　 華 Ｃ306 1-4
中国語中級 I（五） 劉　 慶 Ｃ304 1-4
健康科学 I（一） 島本卓也 Ｃ102 1-4
国文学講読（二） 北井佑実子 Ｃ403 旧カリ
国文学講読（八） 木田隆文 Ｂ305 旧カリ
国文学講読 I（二） 北井佑実子 Ｃ403 国文2-4
国文学講読 I（八） 木田隆文 Ｂ305 国文2-4
平安文学論 溝端悠朗 Ｃ101 国文2-4
古典日本語論 山田昇平 Ｃ201 国文2-4
日本史演習 I（十） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
西洋史演習Ⅱ（一） 足立広明 Ａ312 旧カリ
西洋史演習Ⅱ（二） 山口育人 Ａ315 旧カリ
史学演習 I（十四） 村上紀夫 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅲ（十四） 村上紀夫 Ａ314 史4
史学演習Ⅲ（十八） 足立広明 Ａ312 史4
史学演習Ⅲ（十九） 山口育人 Ａ315 史4
地理学演習（五） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 旧カリ
地理学演習（七） 酒井高正 Ｊ201 旧カリ
地理学地域調査演習（三） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 地理3
地理学地域調査演習（七） 酒井高正 Ｊ201 地理3
地図学基礎 土平　博 Ｃ105 地理1
観光・交通地理学 三木理史 Ａ130 地理2-4
文化財修復学 岡田　健 Ｃ301 文化財2-4
日本彫刻史 大河内智之 Ｃ203 文化財2-4
人体の構造と機能及び疾病（一） 島本卓也 Ｃ102 心理2-4
情報処理（四） 榎本光世 Ｉ105 1-4
国際関係論（二） 有江ディアナ Ｃ302 2-4
教育方法・技術論（ICT の活用含む）（一） 笠置慎一 Ｃ202/Ｃ206 教職2
図書館制度・経営論（一） 竹田芳則 Ｃ204 司書2-4

（大学院）
日本言語文化論 中尾和昇 Ｊ205 院M国文学1-2
中古文学特論 溝端悠朗 Ｃ101 院M国文学1-2
古典日本語特論 山田昇平 Ｃ201 院M国文学1-2
臨床心理基礎実習 共 同 Ｂ316 院M臨床心理1
臨床心理実習 共 同 Ｂ317 院M臨床心理2



14－　　－ 15－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

金　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

演習Ⅱ（一） 鈴木　喬 Ｂ317 旧カリ
演習Ⅱ（四） 中尾和昇 Ｂ316 旧カリ
演習Ⅱ（七） 木田隆文 Ｂ305 旧カリ
国文学演習Ⅲ（一） 鈴木　喬 Ｂ317 国文4
国文学演習Ⅲ（四） 中尾和昇 Ｂ316 国文4
国文学演習Ⅲ（七） 木田隆文 Ｂ305 国文4
地理学卒業演習（五） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 旧カリ
地理学卒業演習（七） 酒井高正 Ｊ201 旧カリ
地理学演習（三） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 地理4
地理学演習（七） 酒井高正 Ｊ201 地理4
人権教育の研究（一） 大西英人 Ｃ202 教職3
情報サービス論（一） 村上幸二 Ｃ203 司書3-4
情報資源組織論（一） 中村恵信 Ｃ204 司書2-4
図書館総合演習 竹田芳則 Ｃ206/Ｂ116 司書3-4

（大学院）
美術工芸史特殊研究 I 大河内智之 Ｂ213 院D文化財史料学1-3

金　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



16－　　－ 17－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

土　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話Ⅱ（五） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級 I（五） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
教育課程論（一） 辻　寛司 Ｃ302 教職2
図書館概論（一） 竹田芳則 Ｃ205 司書1-4

（大学院）
心理療法特論 前田泰宏 Ｃ402 院M臨床心理1-2

土　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（六） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（六） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
世界遺産学 中井　公 Ｃ105 文化財2-4
外国史Ⅱ 石田信義 Ｃ301 1-4
生徒指導論（一） 大西英人 Ｃ204 教職2
情報サービス演習（一） 福井雄大 Ｃ104/Ｉ105 司書3-4



16－　　－ 17－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

土　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（七） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級 I（七） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
教職論（一） 大西英人 Ｃ204 教職1
道徳教育論（一） 中戸義雄 Ｃ301 教職2
博物館実習 I 岡田・杉山 Ｃ102 学芸員3
図書館情報資源概論（一） 福井雄大 Ｃ104/Ｉ105 司書1-4

土　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

特別活動・総合的な学習の時間の指導法（一） 大西英人 Ｃ204 教職2
博物館実習 I 岡田・杉山 Ｃ102 学芸員3



18－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（前期）

土　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

土　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



【後期時間割表】

《注意》
　教室に変更があった場合は、ポータルサイトや掲示でお知らせします。また、教室欄に複数
の教室が記載されている場合、初回授業は一番左側に記載された教室へ行ってください。２回
目以降は、担当教員の指示に従ってください。





19－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

月　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（十五） 岡部純子 Ｃ404 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（十五） 岡部純子 Ｃ404 1-4
実践英語初級 I（五） 北岡一弘 Ｃ305 1-4
英語Ⅱ（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解中級Ⅱ（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）1-4
中国語基礎（七） 劉　 慶 Ｃ401 旧カリ
中国語初級Ⅱ（七） 劉　 慶 Ｃ401 1-4
国文学講読（一） 鈴木　喬 Ａ207 旧カリ
国文学講読Ⅱ（一） 鈴木　喬 Ａ207 国文2-4
書道Ⅱ 喜多　徹 Ｃ201 国文3-4
日本史演習 I（十四） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十四） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
西洋史演習 I（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
史学演習Ⅱ（八） 井岡康時 Ａ312 史3-4
史学演習Ⅱ（二十） 高橋博子 Ｂ305 史3-4
史学演習Ⅳ（八） 井岡康時 Ａ312 史4-4
日本史基礎講義 I 外岡慎一郎 Ｃ203 史2-4
世界地誌概論Ⅱ 武田一郎 Ａ130 地理1-2
考古学研究法 相原嘉之 Ｃ101 文化財2-4
社会心理学特殊講義（一） 村上史朗 Ｃ306 心理3-4
動画編集（一） 横田　浩 Ｊ201 1-4
日本史 I（二） 木下光生 Ｃ205 1-4
現代社会と法（二） 床谷文雄 Ｃ105 1-4
図書館情報資源特論 竹田芳則 Ｃ204 ／Ｉ105 司書3-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｌ201-1 キャリア2-3

（大学院）
保存修復学演習Ⅱ（一） 比佐陽一郎 Ｊ406 院M文化財史料学1
保存修復学演習Ⅱ（三） 杉山智昭 Ｂ211 院M文化財史料学1
保存修復学演習Ⅳ（一） 比佐陽一郎 Ｊ406 院M文化財史料学2
保存修復学演習Ⅳ（三） 杉山智昭 Ｂ211 院M文化財史料学2
文献史学（外国史）特殊講義（六） 山口育人 Ｊ314 院M文化財史料学1-2
統計解析法特論 中原洪二郎 Ｂ118-1 院M社会文化1-2
臨床心理学演習Ⅱ（一） 武本一美 Ｂ316 院M臨床心理1
臨床心理学演習Ⅱ（三） 礒部美也子 礒部研究室 院M臨床心理1
臨床心理学演習Ⅱ（四） 今井由樹子 Ｂ216 院M臨床心理1
臨床心理学演習Ⅱ（五） 林　郷子 Ｊ206 院M臨床心理1

月　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（二） 菊池あずさ Ｃ403 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（二） 菊池あずさ Ｃ403 1-4
ＴＯＥＩＣ I（一） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級Ⅱ（一） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）1-4
英会話Ⅱ（一） エリック　マーティン Ｃ306 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級Ⅱ（一） エリック　マーティン Ｃ306 1-4
ドイツ語表現（三） 嶋田宏司 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（八） 嶋田宏司 Ｃ402 1-4
中国語基礎（三） 劉　 慶 Ｃ401 旧カリ
中国語初級Ⅱ（三） 劉　 慶 Ｃ401 1-4
スポーツ実技 I（二） 津田真一郎 体育館 1-4
書物論 磯部　敦 Ｃ101 国文3-4
日本語教育論 芹澤　剛 Ｃ104 国文2-4
東洋史基礎講義 I 山﨑　岳 Ｃ103 史2-4
文化財情報学 千田嘉博 Ｃ203 文化財2-4
国際政治学 竹中　浩 Ｃ301 総合社会2-4
現代社会と倫理（二） 丸田　健 Ｃ205 総合社会2-4
プログラミング言語Ⅱ 正司哲朗 Ｊ201 ／Ｂ309 総合社会3-4
ＷｅｂプログラミングⅡ 正司哲朗 Ｊ201 ／Ｂ309 3-4
日本国憲法（三） 床谷文雄 Ｃ102 1-4
人間学Ⅱ（二） 丸田　健 Ｃ205 1-4
地理歴史科教材研究 中戸義雄 Ｃ202 教職3
博物館教育論 岡田　健 Ｃ302 学芸員2-4
図書館情報技術論（二） 竹田芳則 Ｃ204 ／Ｉ105 司書3-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 L201-1 キャリア2-3

（大学院）
近代文学論特殊講義（応用） 木田隆文 Ａ129 院M国文学1-2
書物特論 磯部　敦 Ｃ101 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習Ⅱ（四） 山口育人 Ｊ314 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅳ（四） 山口育人 Ｊ314 院M文化財史料学2
保存修復学演習Ⅱ（二） 魚島純一 Ｊ315 院M文化財史料学1
保存修復学演習Ⅳ（二） 魚島純一 Ｊ315 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ａ（二） 渡辺晃宏 Ａ315 院M文化財史料学1-2
自然地理学（地形）特殊講義（二） 武田一郎 Ａ114 院M地理学1-2
保存修復学特殊研究Ⅱ 今津節生 Ｊ406 院D文化財史料学1-3
多変量解析法特論 吉村治正 Ｊ205 ／Ｊ203 院M社会文化1-2
臨床心理学演習Ⅳ（一） 武本一美 Ｂ316 院M臨床心理2
臨床心理学演習Ⅳ（二） 井村　修 Ｂ317 院M臨床心理2
臨床心理学演習Ⅳ（三） 礒部美也子 礒部研究室 院M臨床心理2
臨床心理学演習Ⅳ（五） 林　郷子 Ｊ206 院M臨床心理2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

月　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報リテラシー（四） 横田　浩 Ｃ204 1-4
英語 I（十三） 菊池あずさ Ｃ403 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（十三） 菊池あずさ Ｃ403 1-4
英会話 I（一） エリック　マーティン Ｃ306 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（一） エリック　マーティン Ｃ306 1-4
英語Ⅱ（十一） 古木圭子 Ｂ304（ＣＡＬＬ） 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（十一） 古木圭子 Ｂ304（ＣＡＬＬ） 1-4
英語Ⅲ（二） 岡部純子 Ｃ404 旧カリ
上級英語Ⅱ（二） 岡部純子 Ｃ404 1-4
ドイツ語表現（四） 嶋田宏司 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（九） 嶋田宏司 Ｃ402 1-4
中国語基礎（八） 柴　格朗 Ｃ401 旧カリ
中国語初級Ⅱ（八） 柴　格朗 Ｃ401 1-4
韓国語応用（一） 平井清実 Ｃ206 旧カリ
韓国語中級Ⅱ（一） 平井清実 Ｃ206 1-4
スポーツ実技Ⅱ（十） 津田真一郎 体育館 2-4
スポーツ実技Ⅱ（十四） 田原武彦 体育館 2-4
国文学講読（五） 光石亜由美 Ａ207 ／Ｂ116 旧カリ
国文学講読Ⅱ（五） 光石亜由美 Ａ207 ／Ｂ116 国文2-4
中世文学論 三宅晶子 Ｃ201 国文2-4
西洋史演習Ⅱ（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
西洋史概論Ⅱ 足立広明 Ｃ102 史1
史料研究 I（二） 渡辺晃宏 Ａ312 史2-4
史学演習Ⅳ（二十） 高橋博子 Ｂ305 史4-4
国際交流史基礎講義 V 宮本亮一 Ｃ203 史2-4
西洋史基礎講義 I 山口育人 Ｃ301 史2-4
地理学分析・表現法（三） 稲垣　稜 Ａ129 ／Ｊ208 地理2
地理学講読・調査法（五） 稲垣　稜 Ａ129 ／Ｊ208 旧カリ
地理学特殊講義（十二） 武田一郎 Ａ130 地理3-4
考古学特殊講義（七） 相原嘉之 Ｃ101 文化財3-4
宗教文化史 狭川真一 Ｃ205 文化財2-4
臨床心理学基礎実習（二） 共 同 Ｂ119 ／Ｂ118-1 ／Ｂ120 心理2
社会心理学基礎実習（二） 共 同 Ｊ201 ／Ｂ118-2 ／Ｉ105 ／Ｊ207 心理2
質的分析法 片　雪蘭 Ｃ202 総合社会3-4
総合社会学特殊講義（十） 吉村治正 Ｂ224 総合社会3-4
社会学（二） 中原洪二郎 Ｃ104 1-4
環境科学 I（二） 岩崎敬二 Ｂ301 1-4
哲学・思想Ⅱ（二） 丸田　健 Ｃ105 1-4
社会科教材研究Ⅱ 大西英人 Ｃ304 教職3

（大学院）
広域言語文化論 岸江信介 Ｊ205 院M国文学1-2
中世文学特論 三宅晶子 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習Ⅱ（四） 河内将芳 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅱ（五） 木下光生 Ａ314 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅳ（四） 河内将芳 Ｊ315 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）演習Ⅳ（五） 木下光生 Ａ314 院M文化財史料学2
考古学特殊講義Ａ（二） 千田嘉博 Ｊ314 院M文化財史料学1-2
保存修復学特殊講義（二） 魚島純一 Ｊ406 院M文化財史料学1-2
人文地理学（農村）特殊講義（二） 古関喜之 Ａ114 院M地理学1-2
日本史特殊研究Ⅱ 外岡慎一郎 Ｂ216 院D文化財史料学1-3
社会文化研究演習Ⅱ（二） 竹中　浩 Ｊ206 院M社会文化1
社会文化研究演習Ⅳ（二） 竹中　浩 Ｊ206 院M社会文化2

月　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

基礎演習Ⅱ（一） 島本太香子 Ｃ105 ／Ｃ303 総合社会1
基礎演習Ⅱ（二） 吉田光次 Ｃ105 ／Ｃ304 総合社会1
基礎演習Ⅱ（三） 正司哲朗 Ｃ105 ／Ｃ305 総合社会1
基礎演習Ⅱ（四） 竹中　浩 Ｃ105 ／Ｃ306 総合社会1
ＴＯＥＩＣ I（二） 北岡一弘 Ｂ304（ＣＡＬＬ） 旧カリ
実践英語初級Ⅱ（二） 北岡一弘 Ｂ304（ＣＡＬＬ） 1-4
英語Ⅱ（十五） 菊池あずさ Ｃ403 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（十五） 菊池あずさ Ｃ403 1-4
ドイツ語応用（四） 嶋田宏司 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語中級Ⅱ（四） 嶋田宏司 Ｃ402 1-4
中国語表現（五） 楊　 莉 Ｃ404 旧カリ
中国語応用（四） 柴　格朗 Ｃ401 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十三） 楊　 莉 Ｃ404 1-4
中国語中級Ⅱ（四） 柴　格朗 Ｃ401 1-4
韓国語応用（三） 平井清実 Ｃ206 旧カリ
韓国語中級Ⅱ（三） 平井清実 Ｃ206 1-4
演習 I（八） 木田隆文 Ａ207 旧カリ
国文学演習Ⅱ（八） 木田隆文 Ａ207 国文3-4
現代日本語論 岸江信介 Ｃ201 国文2-4
東洋史概論Ⅱ 宮本亮一 Ｃ102 史1
国際交流史基礎講義Ⅱ 木下光生 Ｃ202 史2-4
東洋史特殊講義Ⅲ 阿久根晋 Ｃ203 史3-4
考古学Ⅱ 狭川真一 Ｃ205 2-4
考古学特殊講義（二） 小林青樹 Ｃ104 文化財3-4
臨床心理学演習Ⅱ（一） 礒部美也子 Ｂ318 心理3-4
臨床心理学演習Ⅱ（二） 武本一美 Ｂ120 心理3-4
臨床心理学演習Ⅱ（三） 井村　修 Ｂ118－２ 心理3-4
臨床心理学演習Ⅱ（四） 今井由樹子 Ｂ316 心理3-4
臨床心理学演習Ⅱ（五） 林　郷子 Ｂ119 心理3-4
社会心理学演習Ⅱ（一） 太田　仁 Ｂ305 ／Ｉ105 心理3-4
社会心理学演習Ⅱ（二） 與久田巌 Ｂ317 心理3-4
社会心理学演習Ⅱ（三） 卜部敬康 Ｂ216 心理3-4
社会心理学演習Ⅱ（四） 村上史朗 Ｂ118-1 心理3-4
社会心理学演習Ⅱ（五） 金澤忠博 Ｂ116 心理3-4
総合社会学特殊講義（七） 中原洪二郎 Ｂ224 総合社会3-4
情報処理（六） 西脇二一 Ｊ201 1-4
教育学（二） 辻　寛司 Ｃ301 1-4
環境科学Ⅱ（二） 岩崎敬二 Ｂ301 1-4
博物館資料保存論 杉山智昭 Ｃ302 学芸員2-4

（大学院）
上代文学演習Ⅱ 鈴木　喬 鈴木研究室 院M国文学1
上代文学演習Ⅳ 鈴木　喬 鈴木研究室 院M国文学2
中世文学演習Ⅱ 三宅晶子 Ｊ206 院M国文学1
中世文学演習Ⅳ 三宅晶子 Ｊ206 院M国文学2
現代日本語特論 岸江信介 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ａ314 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅱ（七） 井岡康時 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅳ（一） 渡辺晃宏 Ａ314 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）演習Ⅳ（七） 井岡康時 Ｊ315 院M文化財史料学2
考古学演習Ⅱ（二） 千田嘉博 Ｊ314 院M文化財史料学1
考古学演習Ⅳ（二） 千田嘉博 Ｊ314 院M文化財史料学2
文献史学（外国史）特殊講義（四） 川本正知 Ａ315 院M文化財史料学1-2
文化財史料学特殊講義（二） 岡田　健 Ｂ211 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（十七） 阿久根晋 Ｃ203 院M文化財史料学1-2
考古学特論（三） 小林青樹 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
自然地理学演習Ⅱ（一） 武田一郎 Ａ113 院M地理学1
自然地理学演習Ⅳ（一） 武田一郎 Ａ113 院M地理学2
地域・地誌学演習Ⅱ（三） 稲垣　稜 Ａ129 ／Ｊ208 院M地理学1
地域・地誌学演習Ⅳ（三） 稲垣　稜 Ａ129 ／Ｊ208 院M地理学2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

月　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

基礎演習Ⅱ 森川正則 Ｃ102 ／Ｃ101 史1
山﨑　岳 Ｃ102 ／Ｃ103 史1
川本正知 Ｃ102 ／Ｃ201 史1
高橋博子 Ｃ102 ／Ｃ202 史1

英会話 I（九） ジェフリークラフォード Ｃ402 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（九） ジェフリークラフォード Ｃ402 1-4
英会話Ⅱ（六） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級Ⅱ（六） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
中国語表現（六） 楊　 莉 Ｃ404 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十四） 楊　 莉 Ｃ404 1-4
韓国語基礎（二） 平井清実 Ｃ206 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（二） 平井清実 Ｃ206 1-4
史学研究法 共 同 Ｃ102 旧カリ
日本史特殊講義Ⅵ 伊故海貴則 Ｃ104 史3-4
フィールドワーク技法 稲垣　稜 Ａ130 ／Ｊ201 地理2-4
文献史料学 殷　 捷 Ｃ204 文化財2-4
臨床心理学演習Ⅳ（一） 礒部美也子 Ｂ318 ／Ｂ119 心理4
臨床心理学演習Ⅳ（二） 武本一美 Ｂ120 心理4
臨床心理学演習Ⅳ（三） 井村　修 Ｂ118-2 心理4
臨床心理学演習Ⅳ（四） 今井由樹子 Ｉ105 心理4
臨床心理学演習Ⅳ（五） 林　郷子 Ｂ119 心理4
社会心理学演習Ⅳ（一） 太田　仁 Ｂ305 心理4
社会心理学演習Ⅳ（二） 與久田巌 Ｊ208 心理4
社会心理学演習Ⅳ（三） 卜部敬康 Ｂ216 心理4
社会心理学演習Ⅳ（四） 村上史朗 Ｂ118-1 心理4
社会心理学演習Ⅳ（五） 金澤忠博 Ｂ116 心理4
特別支援教育（二） 中川貴明 Ｃ205 教職2
教職実践演習（中・高）（一） 辻　寛司 Ｃ301 ／Ｃ303 教職4
教職実践演習（中・高）（二） 山本雅一 Ｃ301 ／Ｃ304 教職4
教職実践演習（中・高）（三） 大西英人 Ｃ301 ／Ｃ305 教職4
教職実践演習（中・高）（四） 中戸義雄 Ｃ301 ／Ｃ306 教職4
情報サービス論（二） 村上幸二 Ｃ203 司書3-4

（大学院）
情報処理特殊講義（二） 正司哲朗 Ｂ309 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（十一） 伊故海貴則 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
人文地理学演習Ⅱ（一） 古関喜之 Ａ114 院M地理学1
人文地理学演習Ⅳ（一） 古関喜之 Ａ114 院M地理学2

月　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

火　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語Ⅱ（五） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解中級Ⅱ（五） 北岡一弘 Ｂ304（CALL）1-4
ドイツ語応用（二） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語中級Ⅱ（二） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語基礎（六） 　 華 Ｃ403 旧カリ
中国語応用（三） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語初級Ⅱ（六） 　 華 Ｃ403 1-4
中国語中級Ⅱ（三） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
韓国語表現（一） 朴　恩珠 Ｃ305 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（四） 朴　恩珠 Ｃ305 1-4
スポーツ実技Ⅱ（二） 坂手比呂志 体育館 2-4
言語・文学（一） 鈴木　喬 Ａ207 旧カリ
言語・文学（二） 三宅晶子 Ｃ203 旧カリ
言語・文学（三） 中尾和昇 Ｃ206 旧カリ
言語・文学（四） 山田昇平 Ｃ201 旧カリ
言語・文学（五） 光石亜由美 Ｃ304/Ｂ119 旧カリ
言語・文学（六） 木田隆文 Ｂ305 旧カリ
言語文学Ⅱ（一） 鈴木　喬 Ａ207 国文1
言語文学Ⅱ（二） 三宅晶子 Ｃ203 国文1
言語文学Ⅱ（三） 中尾和昇 Ｃ206 国文1
言語文学Ⅱ（四） 山田昇平 Ｃ201 国文1
言語文学Ⅱ（五） 光石亜由美 Ｃ304/Ｂ119 国文1
言語文学Ⅱ（六） 木田隆文 Ｂ305 国文1
日本史講読Ⅱ（二） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史講読Ⅱ（六） 森川正則 Ａ315 旧カリ
日本史講読Ⅱ（七） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
史料講読Ⅳ（二） 外岡慎一郎 Ａ314 史3-4
史料講読Ⅳ（四） 森川正則 Ａ315 史3-4
史料講読Ⅳ（十二） 井岡康時 Ａ312 史3-4
国際交流史特殊講義Ⅱ 川本正知 Ｃ103 史3-4
環境地理学概論 古関喜之 Ｃ101 地理1-2
地理学特殊講義（六） 三木理史 Ｃ303 地理3-4
災害地理学（一） 高田将志 Ｃ105 地理2-4
人と防災（一） 高田将志 Ｃ105 2-4
考古学実習Ⅱ（一） 奈良市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ Ｂ211 文化財3-4
考古学実習Ⅱ（二） 小林青樹 Ｂ105 文化財3-4
美術史実習Ⅱ 大河内智之 Ｂ213 文化財3-4
保存科学実習Ⅱ 比佐・魚島 Ｂ103 文化財3-4
D 心理学 金澤忠博 Ｃ302 1-4
感情・人格心理学 川村三紀 Ｃ104 心理2-4
心理学的支援法 I 林　郷子 Ｃ301 心理2-4
消費と経済 中坊勇太 Ｃ202 総合社会2-4
プログラミング基礎 吉田光次 Ｊ201 1-4
日本史Ⅱ（二） 河内将芳 Ｃ205 1-4

（大学院）
文献史学（外国史）演習Ⅱ（二） 宮本亮一 Ｊ205 院M文化財史料学1
文献史学特論（二） 川本正知 Ｃ103 院M文化財史料学1-2
人文地理学（都市）特殊講義（二） 根田克彦 Ｊ315 院M地理学1-2
地域・地誌学特論（二） 三木理史 Ｃ303 院M地理学1-2
史料学特殊研究Ⅱ 吉川敏子 吉川研究室 院D文化財史料学1-3
社会学特論Ⅱ 吉村治正 Ｊ314 院M社会文化1-2

火　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

基礎演習Ⅱ（一） 鈴木　喬 Ｃ101 国文1
基礎演習Ⅱ（二） 中尾和昇 Ｃ101/Ｃ206 国文1
基礎演習Ⅱ（三） 光石亜由美 Ｃ101/Ｂ224 国文1
基礎演習Ⅱ（四） 山田昇平 Ｃ101/Ｂ305 国文1
英語 I（八） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解初級Ⅱ（八） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（八） 関　茂樹 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（八） 関　茂樹 Ｃ306 1-4
英会話Ⅲ（一） エリック　マーティン Ｃ304 旧カリ
上級英語Ⅱ（四） エリック　マーティン Ｃ304 1-4
ドイツ語基礎（二） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（二） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語表現（十二） 郭　斐映 Ｃ402 旧カリ
中国語応用（二） 　 華 Ｃ403 旧カリ
中国語初級Ⅱ（二十） 郭　斐映 Ｃ402 1-4
中国語中級Ⅱ（二） 　 華 Ｃ403 1-4
韓国語表現（四） 朴　恩珠 Ｃ305 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（七） 朴　恩珠 Ｃ305 1-4
スポーツ実技Ⅱ（四） 坂手比呂志 体育館 2-4
スポーツ実技Ⅱ（六） 山下伸一 体育館 2-4
健康科学Ⅱ（三） 田中奏一 Ｃ302 1-4
比較交流論 山本登朗 Ｃ201 国文3-4
比較文化論 山本登朗 Ｃ201 3-4
編集実習 安藤友里 Ｉ105/Ａ207 国文3-4
日本史講読Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ｂ317 旧カリ
日本史講読Ⅱ（三） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史講読Ⅱ（四） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史講読Ⅱ（五） 村上紀夫 Ｃ106 旧カリ
西洋史講読Ⅱ（一） 足立広明 Ａ315 旧カリ
西洋史講読Ⅱ（二） 山口育人 Ａ314 旧カリ
史料講読Ⅳ（一） 渡辺晃宏 Ｂ317 史3-4
史料講読Ⅳ（三） 木下光生 Ａ312 史3-4
史料講読Ⅳ（五） 河内将芳 Ａ421 史3-4
史料講読Ⅳ（六） 村上紀夫 Ｃ106 史3-4
史料講読Ⅳ（九） 足立広明 Ａ315 史3-4
史料講読Ⅳ（十） 山口育人 Ａ314 史3-4
東洋史特殊講義Ⅳ 谷口淳一 Ｃ203 史3-4
自然地理学Ⅱ 羽佐田紘大 Ｃ204 地理1
地理学特殊講義（五） 土平　博 Ｃ401 地理3-4
美術史講読Ⅱ（二） 戸花亜利州 Ｃ301 文化財2-4
考古学実習Ⅳ（一） 奈良市埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ Ｂ211 文化財3-4
考古学実習Ⅳ（二） 小林青樹 Ｂ105 文化財3-4
美術史実習Ⅳ 原口志津子 Ｂ213 文化財3-4
保存科学実習Ⅳ 比佐・魚島 Ｂ103 文化財3-4
文化財修景学 講師（文化財修景学）Ｃ103 文化財2-4
データ分析法Ⅱ 村上史朗 Ｊ201 3-4
心理学統計法Ⅱ 村上史朗 Ｊ201 心理3-4
知覚・認知心理学 I 藏口佳奈 Ｃ202 心理2-4
D 文化人類学 片　雪蘭 Ｃ205 1-4
地域社会学 吉村治正 Ｃ104 総合社会2-4
企業行動分析 倉　光巖 Ａ130 総合社会3-4
総合社会学特殊講義（一） 尾上正人 Ｃ303 総合社会3-4
政治学（二） 竹中　浩 Ｃ105 1-4
自然の保護（二） 岩崎敬二 Ｃ102 1-4

（大学院）
比較交流特論 山本登朗 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習Ⅱ（八） 森川正則 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅳ（八） 森川正則 Ｊ315 院M文化財史料学2
文献史学（外国史）演習Ⅱ（五） 川本正知 Ｊ206 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅳ（五） 川本正知 Ｊ206 院M文化財史料学2
文献史学特論（十八） 谷口淳一 Ｃ203 院M文化財史料学1-2
文献史学（日本史）特殊講義Ａ（四） 吉川敏子 Ｊ205 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学演習Ⅱ（一） 酒井高正 Ｊ208 院M地理学1
地域・地誌学演習Ⅳ（一） 酒井高正 Ｊ208 院M地理学2
人文地理学（文化）特殊講義（二） 岡橋秀典 Ａ114 院M地理学1-2
人文地理学特論（二） 土平　博 Ｃ401 院M地理学1-2
考古学特殊研究Ⅱ 千田嘉博 Ｊ406 院D文化財史料学1-3
社会文化研究演習Ⅱ（四） 太田　仁 Ｂ216 院M社会文化1
臨床心理査定演習Ⅱ 林　郷子 Ｂ316 院M臨床心理1
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

火　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報倫理（五） 吉田光次 Ｃ105 1-4
英語 I（四） 北岡一弘 Ｃ304 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（四） 北岡一弘 Ｃ304 1-4
英会話 I（二） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（二） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
ＴＯＥＩＣ I（四） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級Ⅱ（四） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（一） 関　茂樹 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（一） 関　茂樹 Ｃ306 1-4
フランス語基礎（一） 田中　良 Ｃ401 旧カリ
フランス語初級Ⅱ（一） 田中　良 Ｃ401 1-4
中国語表現（十三） 郭　斐映 Ｃ402 旧カリ
中国語初級Ⅱ（二十一） 郭　斐映 Ｃ402 1-4
スポーツ実技 I（八） 山下伸一 体育館 1-4
スポーツ実技Ⅱ（八） 田中奏一 体育館 2-4
演習 I（二） 山本登朗 Ｃ305 旧カリ
演習 I（五） 中尾和昇 Ａ207 旧カリ
国文学演習Ⅱ（二） 山本登朗 Ｃ305 国文3-4
国文学演習Ⅱ（五） 中尾和昇 Ａ207 国文3-4
日本語の歴史Ⅱ 山田昇平 Ｃ201 国文2-4
日本史講読 I（七） 井岡康時 Ａ312 旧カリ
東洋史講読 I（二） 宮本亮一 Ｂ316 旧カリ
西洋史講読 I（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
日本史概論Ⅱ 村上紀夫 Ｃ102 史1
史料講読Ⅱ（八） 宮本亮一 Ｂ316 史2-4
史料講読Ⅱ（十二） 井岡康時 Ａ312 史2-4
史料講読Ⅱ（十三） 高橋博子 Ｂ305 史2-4
日本史特殊講義Ⅲ 外岡慎一郎 Ｃ301 史3-4
地理学分析・表現法（一） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｂ119 地理2
地理学分析・表現法（二） 木村圭司 Ａ129 地理2
地理学分析・表現法（四） 古関喜之 Ａ114 地理2
地理学分析・表現法（八） 芝田篤紀 Ｊ208 地理2
地理学講読・調査法（二） 木村圭司 Ａ129 旧カリ
地理学講読・調査法（三） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｂ119 旧カリ
地理学講読・調査法（四） 古関喜之 Ａ114 旧カリ
地理学講読・調査法（六） 芝田篤紀 Ｊ208 旧カリ
地理学特殊講義（三） 岡橋秀典 Ａ130 地理3-4
地理学特殊講義（七） 酒井高正 Ｊ201 地理3-4
保存科学講読Ⅱ（二） 杉山智昭 Ｃ404 文化財2-4
美術史演習Ⅱ（一） 大河内智之 Ｂ211 文化財3-4
美術史演習Ⅱ（二） 原口志津子 Ｂ213 文化財3-4
教育・学校心理学 林　郷子 Ｃ202 心理2-4
社会心理学特殊講義（五） 金澤忠博 Ｃ103 心理3-4
心理学 中原洪二郎 Ｃ204 総合社会2-4
文化情報論 正司哲朗 Ｃ203 総合社会2-4
現代史 森川正則 Ｃ302 1-4

（大学院）
表象文化論 光石亜由美 Ｊ205 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習Ⅱ（三） 足立広明 Ｊ206 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅳ（三） 足立広明 Ｊ206 院M文化財史料学2
考古学特殊講義Ｂ（二） 小林青樹 Ｊ406 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（八） 外岡慎一郎 Ｃ301 院M文化財史料学1-2
人文地理学演習Ⅱ（二） 土平　博 Ｂ216 院M地理学1
人文地理学演習Ⅳ（二） 土平　博 Ｂ216 院M地理学2
地域・地誌学演習Ⅱ（二） 三木理史 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学1
地域・地誌学演習Ⅳ（二） 三木理史 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学2
地域・地誌学特論（一） 酒井高正 Ｊ201 院M地理学1-2
地域・地誌学特論（三） 岡橋秀典 Ａ130 院M地理学1-2
社会文化研究演習Ⅱ（一） 吉村治正 Ｂ317 院M社会文化1
社会文化研究演習Ⅳ（一） 吉村治正 Ｂ317 院M社会文化2
社会心理学特論Ⅱ 村上史朗 Ｊ314 院M社会文化1-2

火　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

ＴＯＥＩＣ I（三） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級Ⅱ（三） 橋本　貴 Ｂ304（CALL）1-4
英会話Ⅱ（二） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級Ⅱ（二） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
フランス語応用（一） 田中　良 Ｃ401 旧カリ
フランス語中級Ⅱ（一） 田中　良 Ｃ401 1-4
中国語表現（七） 羅　東耀 Ｃ303 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十五） 羅　東耀 Ｃ303 1-4
スポーツ実技 I（十） 田中奏一 体育館 1-4
国文学講読（九） 岸江信介 Ａ207 旧カリ
国文学講読Ⅱ（九） 岸江信介 Ａ207 国文2-4
古典文学概論Ⅱ 三宅晶子 Ｃ101 国文1-4
日本史講読 I（一） 渡辺晃宏 Ａ315 旧カリ
日本史講読 I（五） 村上紀夫 Ｃ106 旧カリ
東洋史講読 I（三） 川本正知 Ａ421/Ｍ105 旧カリ
西洋史講読 I（一） 足立広明 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
西洋史講読 I（二） 山口育人 Ｃ201 旧カリ
日本史演習 I（五） 河内将芳 Ａ314 旧カリ
日本史演習 I（七） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（五） 河内将芳 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（七） 木下光生 Ａ312 旧カリ
史料講読Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ａ315 史2-4
史料講読Ⅱ（六） 村上紀夫 Ｃ106 史2-4
史料講読Ⅱ（九） 足立広明 Ｍ103－Ｍ104 史2-4
史料講読Ⅱ（十） 山口育人 Ｃ201 史2-4
史料講読Ⅱ（十一） 川本正知 Ａ421/Ｍ105 史2-4
史学演習Ⅱ（五） 木下光生 Ａ312 史3-4
史学演習Ⅱ（十一） 河内将芳 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅳ（五） 木下光生 Ａ312 史4
史学演習Ⅳ（十一） 河内将芳 Ａ314 史4
西洋史特殊講義Ⅱ 佐藤專次 Ｃ104 史3-4
地理学演習（一） 武田一郎 Ａ114 旧カリ
地理学演習（二） 木村圭司 Ａ129 旧カリ
地理学演習（六） 芝田篤紀 Ｊ208 旧カリ
地理学演習（九） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 旧カリ
地理学地域調査演習（二） 木村圭司 Ａ129 地理3
地理学地域調査演習（五） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 地理3
地理学地域調査演習（八） 芝田篤紀 Ｊ208 地理3
地理学地域調査演習（九） 武田一郎 Ａ114 地理3
経済地理学 土屋　純 Ａ130 地理2-4
考古学演習Ⅱ（一） 豊島直博 Ｃ305 文化財3-4
考古学演習Ⅱ（二） 相原嘉之 Ｍ101－Ｍ102/Ｃ306 文化財3-4
考古学演習Ⅱ（五） 千田嘉博 Ｂ317 文化財3-4
美術史演習Ⅳ（一） 大河内智之 Ｂ211 文化財4
美術史演習Ⅳ（二） 原口志津子 Ｂ213 文化財4
史料学演習Ⅱ 吉川敏子 Ｂ305 文化財3-4
保存科学演習Ⅱ（一） 比佐陽一郎 Ｂ224 文化財3-4
保存科学演習Ⅱ（二） 魚島純一 Ｃ304 文化財3-4
保存科学演習Ⅱ（三） 杉山智昭 Ｃ404 文化財3-4
社会心理学概論 村上史朗 Ｃ105 心理1
社会・集団・家族心理学 太田　仁 Ｃ203 心理2-4
応用心理学 卜部敬康 Ｃ202 心理2-4
演習Ⅱ（一） 倉　光巖 Ｂ318 総合社会3
演習Ⅱ（二） 尾上正人 Ｂ120 総合社会3
演習Ⅱ（三） 片　雪蘭 Ｂ316 総合社会3
演習Ⅱ（四） 吉村治正 Ｂ116 総合社会3
演習Ⅱ（五） 竹中　浩 Ｂ216 総合社会3
演習Ⅱ（六） 中原洪二郎 Ｃ206 総合社会3
演習Ⅱ（七） 中坊勇太 Ｃ402 総合社会3
演習Ⅱ（十） 正司哲朗 Ｂ119 総合社会3
物理学 久米健次 Ｃ301 1-4
画像編集（二） 吉田光次 Ｊ201 1-4
差別・人権問題論 藤井幸之助 Ｃ302 1-4
国際関係論（四） 田渕有美 Ｃ205 2-4

（大学院）
古典散文特殊講義（応用） 鈴木　喬 Ｊ206 院M国文学1-2
文献史学（日本史）演習Ⅱ（三） 外岡慎一郎 Ｊ205 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅳ（三） 外岡慎一郎 Ｊ205 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ｃ（四） 森川正則 Ｊ406 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（二十） 佐藤專次 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学（発展途上地域）特殊講義（二） 三木理史 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学1-2
教育心理学特論 林　郷子 Ｊ314 院M臨床心理1-2



24－　　－ 25－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

火　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

地理学卒業演習（二） 木村圭司 Ａ129 旧カリ
地理学卒業演習（三） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 旧カリ
地理学卒業演習（四） 古関喜之 Ａ114 旧カリ
地理学卒業演習（六） 芝田篤紀 Ｊ208 旧カリ
地理学演習（一） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 地理4
地理学演習（二） 木村圭司 Ａ129 地理4
地理学演習（四） 古関喜之 Ａ114 地理4
地理学演習（八） 芝田篤紀 Ｊ208 地理4
考古学演習Ⅳ（一） 豊島直博 Ｃ305 文化財4
考古学演習Ⅳ（二） 相原嘉之 Ｍ101－Ｍ102/Ｃ306 文化財4
考古学演習Ⅳ（五） 千田嘉博 Ｂ317 文化財4
史料学演習Ⅳ 吉川敏子 Ｂ305 文化財4
保存科学演習Ⅳ（一） 比佐陽一郎 Ｂ224 文化財4
保存科学演習Ⅳ（二） 魚島純一 Ｃ304 文化財4
保存科学演習Ⅳ（三） 杉山智昭 Ｃ404 文化財4
演習Ⅳ（一） 倉　光巖 Ｂ318 総合社会4
演習Ⅳ（二） 尾上正人 Ｂ120 総合社会4
演習Ⅳ（三） 片　雪蘭 Ｂ316 総合社会4
演習Ⅳ（四） 吉村治正 Ｂ116 総合社会4
演習Ⅳ（五） 竹中　浩 Ｂ216 総合社会4
演習Ⅳ（六） 中原洪二郎 Ｃ206 総合社会4
演習Ⅳ（七） 中坊勇太 Ｃ402 総合社会4

（大学院）
現代語国語学演習Ⅱ 岸江信介 岸江研究室 院M国文学1
現代語国語学演習Ⅳ 岸江信介 岸江研究室 院M国文学2
近代文学演習Ⅱ 光石亜由美 光石研究室 院M国文学1
近代文学演習Ⅳ 光石亜由美 光石研究室 院M国文学2
現代文学演習Ⅱ 木田隆文 木田研究室 院M国文学1
現代文学演習Ⅳ 木田隆文 木田研究室 院M国文学2
文献史学（日本史）特殊講義Ｂ（二） 外岡慎一郎 Ｊ205 院M文化財史料学1-2
自然地理学（環境）特殊講義（二） 浅田晴久 Ｊ314 院M地理学1-2

火　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



24－　　－ 25－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

水　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（七） 関　茂樹 Ｃ401 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（七） 関　茂樹 Ｃ401 1-4
英会話 I（八） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（八） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
英語Ⅱ（十） 岡部純子 Ｃ404 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（十） 岡部純子 Ｃ404 1-4
フランス語表現（一） 各務奈緒子 Ｃ304 旧カリ
フランス語初級Ⅱ（三） 各務奈緒子 Ｃ304 1-4
中国語表現（九） 何　 穎 Ｃ402 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十七） 何　 穎 Ｃ402 1-4
韓国語表現（二） 朴　恩珠 Ｃ305 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（五） 朴　恩珠 Ｃ305 1-4
スポーツ実技Ⅱ（十二） 高橋哲以 体育館 2-4
近代小説論 光石亜由美 Ｃ201 国文2-4
東洋史講読Ⅱ（一） 山﨑　岳 Ａ315 旧カリ
東洋史講読Ⅱ（二） 宮本亮一 Ｃ303 旧カリ
西洋史講読Ⅱ（三） 高橋博子 Ｂ305 旧カリ
東洋史演習 I（三） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
史料講読Ⅳ（七） 山﨑　岳 Ａ315 史3-4
史料講読Ⅳ（八） 宮本亮一 Ｃ303 史3-4
史料講読Ⅳ（十三） 高橋博子 Ｂ305 史3-4
史学演習Ⅱ（十七） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 史3-4
国際交流史基礎講義Ⅳ 村上紀夫 Ｃ101 史2-4
水文学 木村圭司 Ａ130 地理2-4
GIS データ分析技法 芝田篤紀 Ｊ201 地理2-4
データ分析法 I 芝田篤紀 Ｊ201 2-4
史料学概論Ⅱ 吉川敏子 Ｃ205 文化財1-4
心理学実験 今井由樹子 Ｃ202/Ｂ119 心理1

金澤忠博 Ｃ202/Ｂ318 心理1
内田善久 Ｃ202/Ｂ116 心理1
東山篤規 Ｃ202/Ｃ106 心理1

健康・医療心理学 井村　修 Ｃ105 心理2-4
社会心理学特殊講義（四） 卜部敬康 Ｂ224 心理3-4
社会調査法 吉村治正 Ｃ302 総合社会1
経営管理論 倉　光巖 Ｃ203 総合社会2-4
現代社会と哲学（二） 丸田　健 Ｃ102 総合社会2-4
日本国憲法（四） 床谷文雄 Ｃ104 1-4
人間学 I（二） 丸田　健 Ｃ102 1-4

（大学院）
近代小説特論 光石亜由美 Ｃ201 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習Ⅳ（二） 角谷常子 Ｊ314 院M文化財史料学2
地域・地誌学（先進地域）特殊講義（二） 酒井高正 Ｊ208 院M地理学1-2
日本史特殊研究Ⅵ 渡辺晃宏 渡辺研究室 院D文化財史料学1-3

水　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（三） 福地浩子 Ｃ404 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（三） 福地浩子 Ｃ404 1-4
英会話 I（十） 山根キャサリン Ｃ305 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（十） 山根キャサリン Ｃ305 1-4
ＴＯＥＩＣ I（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級Ⅱ（七） 古木圭子 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅱ（六） 北岡一弘 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（六） 北岡一弘 Ｃ306 1-4
英会話Ⅱ（三） エリック　マーティン Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級Ⅱ（三） エリック　マーティン Ｃ403 1-4
フランス語表現（二） 各務奈緒子 Ｃ304 旧カリ
フランス語初級Ⅱ（四） 各務奈緒子 Ｃ304 1-4
中国語表現（十） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語表現（二） 何　 穎 Ｃ402 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十八） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
中国語初級Ⅱ（十） 何　 穎 Ｃ402 1-4
スポーツ実技 I（四） 田原武彦 体育館 1-4
演習 I（三） 三宅晶子 Ｂ305 旧カリ
国文学演習Ⅱ（三） 三宅晶子 Ｂ305 国文3-4
国語学概論Ⅱ 岸江信介 Ｃ101 国文1-4
書物出版学実習 永井一彰 Ａ207 国文3-4
東洋史講読Ⅱ（三） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
日本史演習 I（二） 渡辺晃宏 Ａ312 旧カリ
日本史演習 I（三） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習 I（六） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史演習 I（十一） 森川正則 Ａ129 旧カリ
日本史演習Ⅱ（二） 渡辺晃宏 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（三） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（六） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十一） 森川正則 Ａ129 旧カリ
東洋史演習 I（一） 山﨑　岳 Ａ315 旧カリ
東洋史演習 I（二） 宮本亮一 Ｃ303 旧カリ
史料講読Ⅳ（十一） 川本正知 川本研究室/Ｍ103－Ｍ104 史3-4
史学演習Ⅱ（二） 渡辺晃宏 Ａ312 史3-4
史学演習Ⅱ（三） 外岡慎一郎 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅱ（九） 森川正則 Ａ129 史3-4
史学演習Ⅱ（十二） 河内将芳 Ａ421 史3-4
史学演習Ⅱ（十五） 山﨑　岳 Ａ315 史3-4
史学演習Ⅱ（十六） 宮本亮一 Ｃ303 史3-4
史学演習Ⅳ（二） 渡辺晃宏 Ａ312 史4
史学演習Ⅳ（三） 外岡慎一郎 Ａ314 史4
史学演習Ⅳ（九） 森川正則 Ａ129 史4
史学演習Ⅳ（十二） 河内将芳 Ａ421 史4
西洋史基礎講義Ⅳ 山内暁子 Ｃ104 史2-4
人文地理学Ⅱ 稲垣　稜 Ｃ204 地理1
村落地理学 古関喜之 Ａ130 地理2-4
応用地図技法 酒井高正 Ｊ201 地理2-4
考古学概論Ⅱ 相原嘉之 Ｃ205 文化財1-4
美術史特殊講義（一） 原口志津子 Ｃ201 文化財3-4
文化財分析学 魚島純一 Ｃ203 文化財2-4
心理学実験 今井由樹子 Ｃ202/Ｂ119 心理1

金澤忠博 Ｃ202/Ｂ318 心理1
内田善久 Ｃ202/Ｂ116 心理1
東山篤規 Ｃ202/Ｃ106 心理1

関係行政論 小山秀之 Ｃ301 心理3-4
社会体験実習 倉　光巖 Ｃ302/Ｂ316 総合社会2

中原洪二郎 Ｃ302/Ｂ317 総合社会2
中坊勇太 Ｃ302/Ｂ224 総合社会2
尾上正人 Ｃ302/Ｃ206 総合社会2
片　雪蘭 Ｃ302/Ｂ120 総合社会2

法学（二） 床谷文雄 Ｃ105 1-4

（大学院）
近世文学演習Ⅱ 中尾和昇 中尾研究室 院M国文学1
近世文学演習Ⅳ 中尾和昇 中尾研究室 院M国文学2
古典語国語学演習Ⅱ 山田昇平 山田研究室 院M国文学1
古典語国語学演習Ⅳ 山田昇平 山田研究室 院M国文学2
考古学演習Ⅱ（四） 豊島直博 Ｊ406 院M文化財史料学1
考古学演習Ⅳ（四） 豊島直博 Ｊ406 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）特殊講義Ｂ（四） 村上紀夫 Ｊ315 院M文化財史料学1-2
美術工芸史学特殊講義（二） 大河内智之 Ｂ213 院M文化財史料学1-2
美術工芸史学特論（一） 原口志津子 Ｃ201 院M文化財史料学1-2
国際史料学特殊研究Ⅱ 角谷常子 Ｊ314 院D文化財史料学1-3
応用社会心理学特論Ⅱ 與久田巌 Ｂ118-1 院M社会文化1-2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

水　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報リテラシー（五） 横田　浩 Ｃ104 1-4
基礎演習Ⅱ（一） 岡部純子 Ｃ202/Ｃ304 心理1
基礎演習Ⅱ（二） 太田　仁 Ｃ202/Ｃ305 心理1
基礎演習Ⅱ（三） 卜部敬康 Ｃ202/Ｃ306 心理1
英語 I（十） 北岡一弘 Ｃ403 旧カリ
英語 I（十二） 古木圭子 Ｃ402 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（十） 北岡一弘 Ｃ403 1-4
英語読解初級Ⅱ（十二） 古木圭子 Ｃ402 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（四） 福地浩子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語中級Ⅱ（四） 福地浩子 Ｂ304（CALL）1-4
英語Ⅲ（一） 関　茂樹 Ｃ206 旧カリ
上級英語Ⅱ（一） 関　茂樹 Ｃ206 1-4
ドイツ語基礎（一） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（一） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語表現（四） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十二） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
国文学講読（三） 三宅晶子 Ｂ305 旧カリ
国文学講読Ⅱ（三） 三宅晶子 Ｂ305 国文2-4
演習 I（九） 二木晴美 Ａ207 旧カリ
演習 I（十） 岸江信介 Ｃ106 旧カリ
国文学演習Ⅱ（九） 二木晴美 Ａ207 国文3-4
国文学演習Ⅱ（十） 岸江信介 Ｃ106 国文3-4
国文学史Ⅲ 中尾和昇 Ｃ101 国文1-4
日本史講読 I（二） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史講読 I（三） 河内将芳 Ａ421 旧カリ
日本史講読 I（四） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史講読 I（六） 森川正則 Ｂ216 旧カリ
東洋史講読 I（一） 山﨑　岳 Ａ315 旧カリ
史料講読Ⅱ（二） 外岡慎一郎 Ａ314 史2-4
史料講読Ⅱ（三） 木下光生 Ａ312 史2-4
史料講読Ⅱ（四） 森川正則 Ｂ216 史2-4
史料講読Ⅱ（五） 河内将芳 Ａ421 史2-4
史料講読Ⅱ（七） 山﨑　岳 Ａ315 史2-4
日本史特殊講義Ⅳ 井岡康時 Ｃ201 史3-4
地理学分析・表現法（五） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 地理2
地理学分析・表現法（六） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 地理2
地理学分析・表現法（七） 酒井高正 Ｊ201 地理2
地理学分析・表現法（十一） 武田一郎 Ａ129 地理2
地理学講読・調査法（七） 酒井高正 Ｊ201 旧カリ
地理学講読・調査法（八） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 旧カリ
地理学講読・調査法（九） 土平　博 Ａ113/Ｉ105 旧カリ
地理学講読・調査法（十） 武田一郎 Ａ129 旧カリ
史料学講読Ⅱ 吉川敏子 Ｃ303 文化財2-4
美術史概論Ⅱ 大河内智之 Ｃ205 文化財1-4
考古学特殊講義（八） 千田嘉博 Ｃ301 文化財3-4
保存科学特殊講義（三） 岡田文男 Ｃ103 文化財3-4
障害者・障害児心理学 礒部美也子 Ｂ224 心理2-4
産業社会学 尾上正人 Ｃ203 総合社会3-4
生物進化学（二） 岩崎敬二 Ｃ102 1-4
地理学Ⅱ 辰己　勝 Ａ130 1-4
倫理学（二） 丸田　健 Ｃ302 1-4
図書館基礎特論 村上幸二 Ｃ204 司書3-4

（大学院）
古典韻文特殊講義（応用） 永井一彰 Ｂ316 院M国文学1-2
文献史学（外国史）演習Ⅱ（六） 高橋博子 Ｊ206 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅳ（六） 高橋博子 Ｊ206 院M文化財史料学2
考古学特殊講義Ｃ（四） 相原嘉之 OPS/Ｊ205 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（九） 井岡康時 Ｃ201 院M文化財史料学1-2
考古学特論（二） 千田嘉博 Ｃ301 院M文化財史料学1-2
保存修復学特論（一） 岡田文男 Ｃ103 院M文化財史料学1-2
地域・地誌学（日本）特殊講義（二） 稲垣　稜 Ｊ315/Ｊ203 院M地理学1-2
考古学特殊研究Ⅳ 豊島直博 Ｊ406 院D文化財史料学1-3
社会文化研究演習Ⅱ（三） 村上史朗 Ｂ317 院M社会文化1
社会文化研究演習Ⅳ（三） 村上史朗 Ｂ317 院M社会文化2
心理統計法特論 中原洪二郎 Ｂ118-1 院M臨床心理1-2

水　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（九） 福地浩子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解初級Ⅱ（九） 福地浩子 Ｂ304（CALL）1-4
ドイツ語基礎（三） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（三） 横山　香 Ｃ404 1-4
日本語Ⅱ ｷｬﾝﾍﾞﾙ早川久美子 Ｃ306 留学生
国文学講読（六） 山田昇平 Ｂ224 旧カリ
国文学講読Ⅱ（六） 山田昇平 Ｂ224 国文2-4
演習 I（六） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 旧カリ
演習Ⅱ（三） 三宅晶子 Ｂ305 旧カリ
国文学演習Ⅱ（六） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 国文3-4
国文学演習Ⅳ（三） 三宅晶子 Ｂ305 国文4
日本史演習 I（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 旧カリ
日本史演習 I（四） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習 I（八） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史演習 I（十二） 森川正則 Ｂ216 旧カリ
日本史演習 I（十三） 井岡康時 Ａ315 旧カリ
日本史演習Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 旧カリ
日本史演習Ⅱ（四） 外岡慎一郎 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（八） 木下光生 Ａ312 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十二） 森川正則 Ｂ216 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十三） 井岡康時 Ａ315 旧カリ
東洋史演習Ⅱ（二） 宮本亮一 Ｂ316 旧カリ
東洋史演習Ⅱ（三） 川本正知 Ａ421/Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
史学演習Ⅱ（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 史3-4
史学演習Ⅱ（四） 外岡慎一郎 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅱ（六） 木下光生 Ａ312 史3-4
史学演習Ⅱ（七） 井岡康時 Ａ315 史3-4
史学演習Ⅱ（十） 森川正則 Ｂ216 史3-4
史学演習Ⅳ（一） 渡辺晃宏 Ｃ305 史4
史学演習Ⅳ（四） 外岡慎一郎 Ａ314 史4
史学演習Ⅳ（六） 木下光生 Ａ312 史4
史学演習Ⅳ（七） 井岡康時 Ａ315 史4
史学演習Ⅳ（十） 森川正則 Ｂ216 史4
史学演習Ⅳ（十六） 宮本亮一 Ｂ316 史4
史学演習Ⅳ（十七） 川本正知 Ａ421/Ｍ103－Ｍ104 史4
地理学演習（三） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 旧カリ
地理学演習（四） 古関喜之 Ａ129 旧カリ
地理学演習（八） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 旧カリ
地理学地域調査演習（一） 羽佐田紘大 Ａ113/Ｊ201 地理3
地理学地域調査演習（四） 古関喜之 Ａ129 地理3
地理学地域調査演習（六） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 地理3
考古学講読Ⅱ（一） 豊島直博 Ｃ304 文化財2-4
考古学講読Ⅱ（二） 小林青樹 Ｃ303 文化財2-4
考古学講読Ⅱ（三） 千田嘉博 Ｃ401 文化財2-4
美術史Ⅱ 山形美有紀 Ｃ101 2-4
保存科学概論Ⅱ 比佐陽一郎 Ｃ205 文化財1-4
考古学特殊講義（四） 寺沢　薫 Ｃ203 文化財3-4
歴史考古学 小山田宏一 Ｃ301 文化財2-4
東洋美術史 西尾　歩 Ｃ202 文化財2-4
心理学的支援法Ⅱ 武本一美 Ｃ201 心理2-4
福祉心理学 礒部美也子 Ｃ103 心理2-4
環境社会学 山本素世 Ｃ104 総合社会3-4
宗教学（二） 加藤希理子 Ｃ302 1-4
生態学（二） 岩崎敬二 Ｃ102 1-4
教育相談心理学（二） 武藤百合 Ｃ105 教職3
図書館サービス概論（二） 村上幸二 Ｃ204 司書1-4

（大学院）
文献史学（日本史）演習Ⅱ（二） 吉川敏子 吉川研究室 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅱ（六） 村上紀夫 Ｊ315 院M文化財史料学1
文献史学（日本史）演習Ⅳ（二） 吉川敏子 吉川研究室 院M文化財史料学2
文献史学（日本史）演習Ⅳ（六） 村上紀夫 Ｊ315 院M文化財史料学2
考古学演習Ⅱ（一） 相原嘉之 Ｍ105/Ｊ205 院M文化財史料学1
考古学演習Ⅳ（一） 相原嘉之 Ｍ105/Ｊ205 院M文化財史料学2
美術工芸史学演習Ⅱ（一） 大河内智之 Ｂ211 院M文化財史料学1
美術工芸史学演習Ⅱ（二） 原口志津子 Ｂ213 院M文化財史料学1
美術工芸史学演習Ⅳ（一） 大河内智之 Ｂ211 院M文化財史料学2
美術工芸史学演習Ⅳ（二） 原口志津子 Ｂ213 院M文化財史料学2
考古学特論（六） 寺沢　薫 Ｃ203 院M文化財史料学1-2
自然地理学演習Ⅱ（二） 木村圭司 Ｊ206 院M地理学1
自然地理学演習Ⅳ（二） 木村圭司 Ｊ206 院M地理学2
臨床心理学特論Ⅱ 今井由樹子 Ｊ314 院M臨床心理1



26－　　－ 27－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

水　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

日本語Ⅳ キャンベル早川久美子 Ｃ306 留学生
演習Ⅱ（五） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 旧カリ
演習Ⅱ（六） 山田昇平 Ｂ224 旧カリ
演習Ⅱ（八） 岸江信介 Ａ315 旧カリ
国文学演習Ⅳ（五） 光石亜由美 Ａ207/Ｂ116 国文4
国文学演習Ⅳ（六） 山田昇平 Ｂ224 国文4
国文学演習Ⅳ（八） 岸江信介 Ａ315 国文4
日本史基礎講義 V 長澤一恵 Ｃ203 史2-4
地理学卒業演習（一） 武田一郎 Ａ129 旧カリ
地理学卒業演習（八） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 旧カリ
地理学卒業演習（九） 土平　博 Ａ113/Ｊ201 旧カリ
地理学演習（五） 土平　博 Ａ113/Ｊ201 地理4
地理学演習（六） 三木理史 Ａ114/Ｊ208 地理4
地理学演習（九） 武田一郎 Ａ129 地理4
保存科学講読Ⅱ（一） 魚島純一 Ｃ301 文化財2-4
プロジェクト 島本太香子 Ｃ205 1-4
教育心理学（二） 武藤百合 Ｃ105 教職1

（大学院）
自然地理学（気候）特殊講義（二） 木村圭司 Ｊ206 院M地理学1-2
日本史特殊研究Ⅳ 河内将芳 河内研究室 院D文化財史料学1-3
臨床心理面接特論Ⅱ 井村　修 Ｊ314 院M臨床心理1

水　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



28－　　－ 29－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

木　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語読解初級 I（十八） 古木圭子 Ｃ402 1-4
英語Ⅱ（三） 川田伸道 Ｃ401 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（三） 川田伸道 Ｃ401 1-4
文化財演習Ⅱ（一） 杉山智昭 Ｃ102/Ｂ105 文化財2-4
文化財演習Ⅱ（二） 豊島直博 Ｃ102/Ｌ001 文化財2-4
文化財演習Ⅱ（三） 小林青樹 Ｃ102/Ｌ002 文化財2-4
文化財演習Ⅱ（四） 原口志津子 Ｃ102/Ｃ305 文化財2-4
文化財演習Ⅱ（五） 比佐陽一郎 Ｃ102/Ｃ306 文化財2-4
地理歴史科教育法（二） 元田茂充 Ｃ203 教職3
国語科教材研究 I 元根俊孝 Ｃ201/Ｃ206 教職3
公民科教材研究 山本雅一 Ｃ304 教職3
児童サービス論（二） 井尻みや子 Ｃ204 司書1-4

（大学院）
障害者（児）心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 加藤　敬 Ｊ314 院M臨床心理1-2

木　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語読解初級 I（十七） 関　茂樹 Ｃ305 1-4
英会話 I（三） GreggoryHUTTON Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（三） GreggoryHUTTON Ｃ403 1-4
英語Ⅱ（十四） 川田伸道 Ｃ401 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（十四） 川田伸道 Ｃ401 1-4
ドイツ語表現（一） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（六） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 1-4
中国語基礎（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
中国語初級Ⅱ（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）1-4
韓国語基礎（一） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（一） 許　聖一 Ｃ303 1-4
国文学史 I 櫻井清華 Ｃ204 国文1-4
東洋史基礎講義 V 杉山雅樹 Ｃ104 史2-4
工芸史 善田のぶ代 Ｃ301 文化財2-4
神経・生理心理学 堀川雅美 Ｃ103 心理2-4
外国史 I 飯田祥子 Ｃ105 1-4
国語科教育法Ⅱ 増田正子 Ｃ201 教職3
社会科教育法 I（二） 山本雅一 Ｃ304 教職3
生徒指導論（二） 大西英人 Ｃ404 教職2
図書館施設諭 竹田芳則 Ｃ203 司書2-4

【講座】簿記検定試験対策講座（2級コース）キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4



28－　　－ 29－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

木　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語Ⅱ（十三） 内田聖二 Ｃ305 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（十三） 内田聖二 Ｃ305 1-4
英会話Ⅱ（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級Ⅱ（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（三） 川田伸道 Ｃ401 旧カリ
実践英語中級Ⅱ（三） 川田伸道 Ｃ401 1-4
ドイツ語応用（三） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
ドイツ語中級Ⅱ（三） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 1-4
中国語応用（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）旧カリ
中国語中級Ⅱ（一） 山本恭子 Ｂ304（CALL）1-4
韓国語応用（二） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語中級Ⅱ（二） 許　聖一 Ｃ303 1-4
考古学特殊講義（五） 植野浩三 Ｃ301 文化財3-4
家政学 坂本　勝 Ｃ105 総合社会2-4
特別活動・総合的な学習の時間の指導法（二） 山本雅一 Ｃ304 教職2
情報資源組織演習（二） 中村恵信 Ｃ204/Ｊ201 司書2-4
学習指導と学校図書館 西浦富美子 Ｃ203/Ｉ105 司書教諭3-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｃ104 キャリア2-3
【講座】簿記検定試験対策講座（2級コース）キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

木　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（十六） 内田聖二 Ｃ305 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（十六） 内田聖二 Ｃ305 1-4
英会話 I（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（四） GreggoryHUTTON Ｃ403 1-4
ドイツ語応用（五） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 旧カリ
ドイツ語中級Ⅱ（五） 石田喜敬 Ｍ103－Ｍ104 1-4
韓国語表現（三） 許　聖一 Ｃ303 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（六） 許　聖一 Ｃ303 1-4
日本語Ⅵ 谷山　徹 Ｃ401 留学生
保存科学特殊講義（一） 中橋孝博 Ｃ203 文化財3-4
インターンシップ概論 坂本　勝 Ｃ105 1-2
教育実習指導（一） 辻・大西・中戸 Ｃ302/Ｃ301 教職3
情報サービス演習（三） 中村恵信 Ｊ201 司書3-4

【講座】公務員試験対策講座・SPI キャリア資格講座 Ｃ104 キャリア2-3
【講座】ビジネスマナー講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4
【講座】一般教養試験対策講座 キャリア資格講座 Ｃ102 キャリア1-2

（大学院）
保存修復学特論（三） 中橋孝博 Ｃ203 院M文化財史料学1-2



30－　　－ 31－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

木　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（五） ジェフリークラフォード Ｃ402 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（五） ジェフリークラフォード Ｃ402 1-4
韓国語基礎（三） 許 聖 一 Ｃ303 旧カリ
韓国語初級Ⅱ（三） 許 聖 一 Ｃ303 1-4
日本語Ⅷ 谷 山 徹 Ｃ401 留学生
教育実習指導（二） 辻・大西・中戸 Ｃ302/Ｃ301 教職4
教育実習指導（一） 辻・大西・中戸 Ｃ302/Ｃ301 教職3

【講座】ビジネスマナー講座 キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4
【講座】一般教養試験対策講座 キャリア資格講座 Ｃ102 キャリア1-2

木　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



30－　　－ 31－　　－

赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

金　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報倫理（六） 吉田光次 Ｃ205 1-4
英語 I（十一） 古木圭子 Ｃ306 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（十一） 古木圭子 Ｃ306 1-4
英語Ⅱ（二） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（二） 山内信幸 Ｃ303 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語中級Ⅱ（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）1-4
中国語基礎（二） 村上幸造 Ｃ402 旧カリ
中国語表現（八） 羅　東耀 Ｃ404 旧カリ
中国語初級Ⅱ（二） 村上幸造 Ｃ402 1-4
中国語初級Ⅱ（十六） 羅　東耀 Ｃ404 1-4
西洋史特殊講義Ⅲ 久保利永子 Ｃ104 史3-4
美術史講読Ⅱ（一） 大河内智之 Ｃ301 文化財2-4
心理的アセスメントⅡ 共 同 Ｂ120/Ｂ316/Ｂ317 心理3-4
D 情報学 正司哲朗 Ｃ302 1-4
化学 吉村倫一 Ｃ204 1-4
動画編集（二） 横田　浩 Ｊ201 1-4
法学（三） 床谷文雄 Ｃ102 1-4
哲学・思想 I（二） 丸田　健 Ｃ105 1-4
人権教育の研究（二） 大西英人 Ｃ101 教職3
情報サービス演習（二） 福西敏文 Ｃ203/Ｉ105/図書館 司書3-4

（大学院）
文献史学（外国史）特殊講義（二） 山﨑　岳 Ｊ314 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（二十一） 久保利永子 Ｃ104 院M文化財史料学1-2
人文地理学（歴史）特殊講義（二） 土平　博 Ｊ205 院M地理学1-2
犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 今井由樹子 Ｊ315 院M臨床心理1-2

金　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（一） 岡部純子 Ｃ304 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（一） 岡部純子 Ｃ304 1-4
英語Ⅱ（四） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
英語Ⅱ（九） 関　茂樹 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（四） 山内信幸 Ｃ303 1-4
英語読解中級Ⅱ（九） 関　茂樹 Ｃ306 1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（七） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語中級Ⅱ（七） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）1-4
フランス語基礎（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 旧カリ
フランス語初級Ⅱ（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 1-4
中国語基礎（四） 村上幸造 Ｃ402 旧カリ
中国語基礎（五） 羅　東耀 Ｃ404 旧カリ
中国語初級Ⅱ（四） 村上幸造 Ｃ402 1-4
中国語初級Ⅱ（五） 羅　東耀 Ｃ404 1-4
国文学講読（七） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 旧カリ
国文学講読Ⅱ（七） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 国文2-4
演習 I（七） 山田昇平 Ｂ305 旧カリ
国文学演習Ⅱ（七） 山田昇平 Ｂ305 国文3-4
近代文学概論Ⅱ 木田隆文 Ｃ105 国文1-4
中国文学概論Ⅱ 西尾和子 Ｃ201 国文2-4
史料研究Ⅲ 足立広明 Ａ312 史2-4
東洋史基礎講義Ⅲ 安田純也 Ｃ202 史2-4
国際交流史特殊講義Ⅲ 山口育人 Ｃ204 史3-4
地理学実習（一） 三木理史 Ａ130/Ａ113/Ｂ116 地理1
地理学実習（二） 土平　博 Ａ130/Ｉ105 地理1
地理学実習（三） 芝田篤紀 Ａ130/Ａ114 地理1
地理学実習（四） 酒井高正 Ａ130/Ｊ201 地理1
都市地理学 稲垣　稜 Ｃ103 地理2-4
司法・犯罪心理学 今井由樹子 Ｃ104 心理2-4
心理演習（カウンセリング）Ⅱ 共 同 Ｂ120/Ｂ316/Ｂ317 心理3-4
ジェンダーとライフコース 島本太香子 Ｃ102 総合社会2-4
販売管理論Ⅲ 伊吹秀之 Ｂ224 2-4
地誌学 I 角　克明 Ｃ302 1-4
社会科教育法Ⅱ（一） 西岡尚也 Ｃ401 教職3（史・総合社会）
生涯学習概論（二） 近藤凜太朗 Ｃ205 2-4
情報メディアの活用 福西敏文 Ｃ203/Ｊ208 司書教諭4

（大学院）
文献史学（外国史）演習Ⅱ（一） 山﨑　岳 Ｊ314 院M文化財史料学1
文献史学（外国史）演習Ⅳ（一） 山﨑　岳 Ｊ314 院M文化財史料学2
美術工芸史学特殊講義（四） 原口志津子 Ｂ213 院M文化財史料学1-2
考古学特殊講義Ｃ（二） 豊島直博 Ｊ315 院M文化財史料学1-2
文献史学特論（三） 山口育人 Ｃ204 院M文化財史料学1-2
経営学特論Ⅱ 倉　光巖 Ｂ118-1 院M社会文化1-2
学校臨床心理学特論（教育分野に関する理論と支援の展開） 礒部美也子 Ｂ216 院M臨床心理1-2
グループ・アプローチ特論 黒崎優美 Ｊ206 院M臨床心理1-2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

金　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

情報倫理（四） 横 田 浩 Ｃ105 1-4
情報リテラシー（六） 吉田光次 Ｃ205 1-4
基礎演習Ⅱ 羽佐田紘大 Ａ130 地理1
基礎演習Ⅱ 共 同 Ｃ302 文化財1
英語 I（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）旧カリ
英語読解初級Ⅱ（六） 後藤朗子 Ｂ304（CALL）1-4
ＴＯＥＩＣ I（六） 古木圭子 Ｃ403 旧カリ
実践英語初級Ⅱ（六） 古木圭子 Ｃ403 1-4
英語Ⅱ（十二） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
英語Ⅱ（十六） 岡部純子 Ｃ306 旧カリ
英語読解中級Ⅱ（十二） 山内信幸 Ｃ303 1-4
英語読解中級Ⅱ（十六） 岡部純子 Ｃ306 1-4
ドイツ語基礎（四） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（四） 横山　香 Ｃ404 1-4
フランス語応用（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 旧カリ
フランス語中級Ⅱ（二） 丸瀬康裕 Ｃ305 1-4
中国語表現（一） 劉　 慶 Ｃ304 旧カリ
中国語初級Ⅱ（九） 劉　 慶 Ｃ304 1-4
国文学講読（四） 中尾和昇 Ｂ305 旧カリ
国文学講読Ⅱ（四） 中尾和昇 Ｂ305 国文2-4
演習 I（一） 鈴木　喬 Ｃ402 旧カリ
演習 I（四） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 旧カリ
国文学演習Ⅱ（一） 鈴木　喬 Ｃ402 国文3-4
国文学演習Ⅱ（四） 河﨑絵美 Ｃ106/Ｂ119 国文3-4
中国文学講読Ⅱ 西尾和子 Ｃ201 国文2-4
身体表現実習 松本太郎 Ａ207/和室 国文2-4
日本史演習 I（九） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（九） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
東洋史演習Ⅱ（一） 山﨑　岳 Ｂ216 旧カリ
西洋史演習 I（一） 足立広明 Ａ312 旧カリ
西洋史演習 I（二） 山口育人 Ａ315 旧カリ
史学演習Ⅱ（十三） 村上紀夫 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅱ（十八） 足立広明 Ａ312 史3-4
史学演習Ⅱ（十九） 山口育人 Ａ315 史3-4
史学演習Ⅳ（十三） 村上紀夫 Ａ314 史4
史学演習Ⅳ（十五） 山﨑　岳 Ｂ216 史4
西洋史基礎講義Ⅱ 久保利永子 Ｃ104 史2-4
地理学特殊講義（十一） 角　克明 Ｃ103 地理3-4
応用社会心理学 與久田巌 Ｃ301 心理2-4
社会統計学Ⅱ 中坊勇太 Ｃ203 総合社会2-4
総合社会学特殊講義（二） 伊吹秀之 Ｂ224 総合社会3-4
情報処理（五） 榎本光世 Ｉ105 1-4
社会科教育法Ⅱ（二） 西岡尚也 Ｃ401 教職3（地理・文化財）
教育方法・技術論（ICT の活用含む）（二） 笠置慎一 Ｃ202/Ｃ206 教職2
情報資源組織演習（一） 中村恵信 Ｃ204/Ｊ201 司書2-4

（大学院）
言語論特殊講義（応用） 山田昇平 Ｊ315 院M国文学1-2
情報処理特殊講義（四） 正司哲朗 Ｂ309 院M文化財史料学1-2
美術工芸史特殊研究Ⅳ 原口志津子 Ｊ205 院D文化財史料学1-3
応用社会学特論Ⅱ 尾上正人 Ｊ206 院M社会文化1-2
臨床心理基礎実習 共 同 Ｂ316 院M臨床心理1
臨床心理実習 共 同 Ｂ317 院M臨床心理2

金　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英語 I（五） 関　茂樹 Ｃ305 旧カリ
英語読解初級Ⅱ（五） 関　茂樹 Ｃ305 1-4
ＴＯＥＩＣ I（八） 岡部純子 Ｂ304（CALL）旧カリ
実践英語初級Ⅱ（八） 岡部純子 Ｂ304（CALL）1-4
ＴＯＥＩＣⅡ（五） 山内信幸 Ｃ303 旧カリ
実践英語中級Ⅱ（五） 山内信幸 Ｃ303 1-4
ドイツ語表現（二） 石田喜敬 Ｃ402 旧カリ
ドイツ語応用（一） 横山　香 Ｃ404 旧カリ
ドイツ語初級Ⅱ（七） 石田喜敬 Ｃ402 1-4
ドイツ語中級Ⅱ（一） 横山　香 Ｃ404 1-4
中国語表現（三） 羅　東耀 Ｃ401 旧カリ
中国語表現（十一） 　 華 Ｃ306 旧カリ
中国語応用（五） 劉　 慶 Ｃ304 旧カリ
中国語初級Ⅱ（十一） 羅　東耀 Ｃ401 1-4
中国語初級Ⅱ（十九） 　 華 Ｃ306 1-4
中国語中級Ⅱ（五） 劉　 慶 Ｃ304 1-4
健康科学 I（二） 島本卓也 Ｃ102 1-4
国文学講読（二） 北井佑実子 Ｃ403 旧カリ
国文学講読（八） 木田隆文 Ｂ305 旧カリ
国文学講読Ⅱ（二） 北井佑実子 Ｃ403 国文2-4
国文学講読Ⅱ（八） 木田隆文 Ｂ305 国文2-4
国文学史Ⅱ 溝端悠朗 Ｃ101 国文1-4
日本史演習 I（十） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
日本史演習Ⅱ（十） 村上紀夫 Ａ314 旧カリ
西洋史演習Ⅱ（一） 足立広明 Ａ312 旧カリ
西洋史演習Ⅱ（二） 山口育人 Ａ315 旧カリ
史学演習Ⅱ（十四） 村上紀夫 Ａ314 史3-4
史学演習Ⅳ（十四） 村上紀夫 Ａ314 史4
史学演習Ⅳ（十八） 足立広明 Ａ312 史4
史学演習Ⅳ（十九） 山口育人 Ａ315 史4
日本史特殊講義Ⅸ 酒匂由紀子 Ｃ203 史3-4
地理学演習（五） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 旧カリ
地理学演習（七） 酒井高正 Ｊ201 旧カリ
地理学地域調査演習（三） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 地理3
地理学地域調査演習（七） 酒井高正 Ｊ201 地理3
日本地誌概論 三木理史 Ａ130 地理1-2
文化財学研究法Ⅱ（一） 豊島直博 Ｃ302/Ｂ211 文化財1
文化財学研究法Ⅱ（二） 大河内智之 Ｃ302/Ｃ201 文化財1
文化財学研究法Ⅱ（三） 吉川敏子 Ｃ302/Ｃ206 文化財1
美術史特殊講義（三） 岡田　健 Ｃ301 文化財3-4
心理学統計法 I 與久田巌 Ｃ104 心理1
人体の構造と機能及び疾病（二） 島本卓也 Ｃ102 心理2-4
情報社会学 喜多満里花 Ｂ224 総合社会3-4
産業と技術の発展 尾上正人 Ｃ103 総合社会2-4
文学 辻　秀平 Ｃ105 1-4
国際関係論（五） 有江ディアナ Ｃ205 2-4
道徳教育論（二） 中戸義雄 Ｃ202 教職2
情報資源組織論（二） 中村恵信 Ｃ204 司書2-4

（大学院）
文献史学特論（十四） 酒匂由紀子 Ｃ203 院M文化財史料学1-2
美術工芸史学特論（三） 岡田　健 Ｃ301 院M文化財史料学1-2
情報学特論Ⅱ 正司哲朗 Ｂ309 院M社会文化1-2
臨床心理基礎実習 共 同 Ｂ316 院M臨床心理1
臨床心理実習 共 同 Ｂ317 院M臨床心理2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

金　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

演習Ⅱ（一） 鈴木　喬 Ｂ317 旧カリ
演習Ⅱ（四） 中尾和昇 Ｂ316 旧カリ
演習Ⅱ（七） 木田隆文 Ｂ305 旧カリ
国文学演習Ⅳ（一） 鈴木　喬 Ｂ317 国文4
国文学演習Ⅳ（四） 中尾和昇 Ｂ316 国文4
国文学演習Ⅳ（七） 木田隆文 Ｂ305 国文4
地理学卒業演習（五） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 旧カリ
地理学卒業演習（七） 酒井高正 Ｊ201 旧カリ
地理学演習（三） 稲垣　稜 Ａ129/Ｊ208 地理4
地理学演習（七） 酒井高正 Ｊ201 地理4
計量地理学概論 木村圭司 Ａ130 地理1-2
教育行政・制度論（二） 堀川忠道 Ｃ203 教職3

（大学院）
美術工芸史特殊研究Ⅱ 大河内智之 Ｂ213 院D文化財史料学1-3

金　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

土　曜　日 　１ 時 限 9：00～10：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話Ⅱ（五） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション中級Ⅱ（五） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
図書館制度・経営論（二） 竹田芳則 Ｃ204 司書2-4
図書館情報資源概論（二） 福井雄大 Ｃ104/Ｉ105 司書1-4

【講座】簿記検定試験対策講座（2級コース）キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

土　曜　日 　２ 時 限 10：40～12：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（六） ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾙｰﾃﾞﾝｸﾗｳ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（六） ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾙｰﾃﾞﾝｸﾗｳ Ｃ401 1-4
西洋史基礎講義 V 石田信義 Ｃ301 史2-4
日本史特殊講義Ⅷ 山本祥隆 Ｃ201 史3-4
教職論（二） 大西英人 Ｃ101 教職1
教育課程論（二） 鈴木伸尚 Ｃ202 教職2
博物館展示論 市本芳三 Ｃ302 学芸員2-4
情報サービス演習（一） 福井雄大 Ｃ104/Ｉ105 司書3-4
読書と豊かな人間性 西浦富美子 Ｃ203 司書教諭3-4

【講座】簿記検定試験対策講座（2級コース） キャリア資格講座 Ｂ224 キャリア1-4

（大学院）
文献史学特論（十三） 山本祥隆 Ｃ201 院M文化財史料学1-2
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

土　曜　日 　３ 時 限 13：00～14：30

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

英会話 I（七） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 旧カリ
オーラルコミュニケーション初級Ⅱ（七） クリストファー ルーデンクラウ Ｃ401 1-4
教育原理（二） 中戸義雄 Ｃ301 教職2
博物館実習Ⅱ 岡田　健 Ｃ102 学芸員3
図書館概論（二） 竹田芳則 Ｃ204 司書1-4

土　曜　日 　４ 時 限 14：40～16：10

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

進化心理学 新井さくら WEB 心理2-4
教育学（一） 鈴木伸尚 Ｃ202 1-4
博物館実習Ⅱ 岡田　健 Ｃ102 学芸員3
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赤文字は通年科目
「旧カリ」は旧カリキュラム生（2018 年度以前入学）対象科目

奈良大学時間割表（後期）

土　曜　日 　５ 時 限 16：20～17：50

科 目 名 担当者 教 室 配当年次

土　曜　日 　放 課 後 18：00～19：00

科 目 名 担当者 教 室 配当年次



37－　　－

【集 中 講 義】
－教室は別途掲示予定－

【その他の科目】
（不定期に実施される科目） 

科　目　名 担 当 者 配 当 年 次 期　　間

測量技法（一） 貫渡利行 2-4 前期集中
測量技法（二） 貫渡利行 2-4 後期集中
販売管理論Ⅱ 太田一樹 2-4 後期集中
海外研修（三） 横山　香 1-4 後期集中

科　目　名 担 当 者 配 当 年 次
伝統芸能鑑賞 中　尾　和　昇 国文1-4
実地見学踏査 I 鈴　木　　　喬 国文1-3
実地見学踏査 II 鈴　木　　　喬 国文2-4
卒業論文 国　文　学　科 国文4
卒業論文 史　　学　　科 史4
卒業論文 地　理　学　科 地理4
卒業論文 文 化 財 学 科 文化財4
卒業論文 心　理　学　科 心理4
卒業論文 総 合 社 会 学 科 総合社会4
海外巡検 木 村 ・ 芝 田 地理2-4
心理実践演習（心理実習） 共　　　　　同 心理4
海外研修（一） 木 村 ・ 芝 田 1-4
インターンシップ実習 共　　　　　同 2-3

教育実習 I 大 西 ・ 中 戸 教職4
教育実習Ⅱ 大 西 ・ 中 戸 教職4
博物館実習Ⅲ 岡　田　　　健 学芸員4
図書館実習 竹　田　芳　則 司書3-4

文化財修復実習 魚　島　純　一 院 M 文化財史料学2
国内巡検計画法 I 土　平　　　博 院 M 地理学1-2
国内巡検計画法Ⅱ 土　平　　　博 院 M 地理学1-2
外国巡検計画法 I 木　村　圭　司 院 M 地理学1-2
外国巡検計画法Ⅱ 木　村　圭　司 院 M 地理学1-2
心理実践実習 I 共　　　　　同 院 M 臨床心理1
心理実践実習Ⅱ 共　　　　　同 院 M 臨床心理2
精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 武　本　一　美 院 M 臨床心理1-2
心理教育特論（心の健康教育に関する理論と実践） 共　　　　　同 院 M 臨床心理1-2



38－　　－

【 注 意 事 項 】

教　　室
・教室は履修状況を考慮して適宜変更するので、 掲示に注意してください。 
・ １つの授業に複数の教室が割り当てられている場合、 初回授業時は一番左側に記載された教室

へ行ってください。 
・教室および建物名称については次の表を参照してください。 

時 間 帯
授　　業 （授業時間90分）

時　　限 時　　　　　　間

１ 　９：００～１０：３０

２ １０：４０～１２：１０

３ １３：００～１４：３０

４ １４：４０～１６：１０

５ １６：２０～１７：５０

Ａ棟 （教養部・文学部研究棟）   Ｂ棟 （社会学部研究棟）   Ｊ棟 （総合研究棟） 

Ａ－ 113 地理学資料室 Ｂ－ 116 社会学部実習室 Ｊ－ 201 第３電算実習室

Ａ－ 114 地理学実習室 Ｂ－ 118 － 1 社会学部実習室 Ｊ－ 207 講義室

Ａ－ 129 地理学実験室 Ｂ－ 118 － 2 社会学部演習室 Ｊ－ 208 第４電算実習室

Ａ－ 130 地理学講義室 Ｂ－ 119 社会学部実習室 Ｊ－ 205 大学院講義室

Ａ－ 207 国文演習室 Ｂ－ 120 社会学部大実習室 Ｊ－ 206 大学院講義室

Ａ－ 312 史学科実習室 Ｂ－ 216 演習室 Ｊ－ 314 大学院講義室

Ａ－ 314 演習室 Ｂ－ 218 資料室 Ｊ－ 315 大学院演習室

Ａ－ 315 演習室 Ｂ－ 224 普通教室 Ｊ－ 406 大学院演習室

Ａ－ 421 教養部共同研究室 Ｂ－ 309 資料室 Ｌ棟 （通信教育部棟） 

Ｂ－ 316 演習室 Ｌ－ 001 第１実習室

Ｂ棟 （実験・実習棟）  Ｂ－ 317 演習室 Ｌ－ 002 第２実習室

Ｂ－ 103 保存科学室 Ｂ－ 318 社会学部共同研究室Ｂ Ｌ－ 201 － 1 第１講義室

Ｂ－ 105 考古学実習室 Ｌ－ 201 － 2 第２講義室

Ｂ－ 211 文化財学科講義室 Ｉ棟 （情報処理センター）  Ｌ－ 202 第３講義室

Ｂ－ 213 美術史実習室 Ｉ－ 102 第２電算実習室 Ｌ－ 203 第４講義室

Ｂ－ 301 自然科学実験室 Ｉ－ 105 第１電算実習室 Ｍ棟（令和館）

Ｂ－ 304 ＣＡＬＬ教室 Ｍ－ 101 セミナールーム

Ｂ－ 305 普通教室 Ｍ－ 102 セミナールーム

Ｍ－ 103 セミナールーム

Ｍ－ 104 セミナールーム

Ｍ－ 105 セミナールーム

Ｍ－ 106 セミナールーム

ＯＰＳ オープンプレゼンスペース
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