
 

 

【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】１6：0０まで

（１０分間隔で出発）

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）

食堂営業中(11:30～14:00)
正面受付でランチチケットを配付し

ています。高校生・受験予定者と同

伴者の方が対象です。食堂カウン

ターで特別ランチをどうぞ。

売店営業中(9:00～15:00)

正面受付でチケットを配付しています。

ドリンクかアイス、どちらか一本つと

引き換えできます。

★入試説明会にも参加してみよう！（C205教室） 。

★志望学科が決まっている人★ 体験講義など時間の限られたイベントから参加してみよう！

・「体験講義」→「学科相談」→「入試相談」

★志望学科未定の人､奈良大学は初めての人★ まずは学科相談やキャンパスツアーに参加してみよう！

・「キャンパスツアー」→「学科相談」→「体験講義」

・「学科相談」→「体験講義」→「入試相談」

企画名 学科相談（+展示）
入試説明/

体験講義

【総合社会】

ｷｬﾝﾊﾟｽ
ツアー

企画名
入試
相談

個別相談

（就職等）

資料配布

&

著書閲覧

施設
見学

クラブ
見学

吹奏楽
部演奏

学食
体験

売店
休憩

スペース

フォト

スポット＆

天平企画

会場

国文（C303）、史学（C404）
地理（C304）、文化財（C403）
心理（C305）、総合社会（C306）

C205 C204 C301 C302 C306前 会場 C401 C402 C206
図書館
博物館

学内
各所

正面
玄関

食堂 売店
Ｃ202
Ｃ203

学生ﾗｳﾝｼﾞ
正面

9:00 9:00

9:10 9:10

9:20 9:20

9:30 9:30～12:00 入試説明会 9:30 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 11:30～9:30～ 9:30～ 9:30～
9:40 9:30～9:45 9:40 15:00 15:00 15:00 14:00 15:00 15:00 15:00
9:45 9:45

9:50 心理 文化財 9:50

10:00 9:50 9:50 9:40～ 10:00

10:10 ｜ ｜ 10:20 10:10

10:20 10:30 10:30 10:20

10:30 10:30

10:35 総合社会 地理 10:35

10:40 10:35 10:35 10:40 10:45
10:50 ｜ ｜ 10:50 ～11:00
11:00 11:15 11:15 11:00

11:10 11:10

11:15 11:15

11:20 国文 史学 11:20

11:30 11:20 11:20 11:30

11:40 ｜ ｜ 11:20～ 11:40

11:50 12:00 12:00 12:00 11:50 ～12:00 ～12:00
12:00 12:00

12:10 入試説明会 12:10

12:20 12:10～12:25 12:20

12:25 12:25

12:30 12:30～15:00 12:30 12:30～ 12:30～
12:40 心理 文化財 12:40 15:00 15:00
12:50 12:40 12:40 12:50

13:00 ｜ ｜ 13:00

13:10 13:20 13:20 13:10 13:15
13:20 13:20 ～13:30
13:25 総合社会 地理 13:25

13:30 13:25 13:25 13:30

13:40 ｜ ｜ 13:40

13:50 14:05 14:05 13:50

14:00 14:00

14:05 13:50～ 14:05

14:10 国文 史学 14:30 14:10

14:20 14:10 14:10 14:20

14:30 ｜ ｜ 14:30

14:40 14:50 14:50 14:40

14:50 14:50

15:00 15:00

体験講義

演奏時間
外は講堂
で練習中

演奏時間
外は講堂
で練習中

演奏時間
外は講堂
で練習中

ツアー
①

ツアー
②

ツアー
③



                                                                                                                      

【学科相談・展示】時間は全学科共通【9:30～15:00（12:00～12:30の休憩挟む）】【体験講義】午前・午後で各１回実施｡国文学科のみ午前と午後で担当教員･テーマが異なります｡
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CAMPUS

MAP
(立体図)

困ったことや、

判らないときは？

青色の

ポロシャツを着た

スタッフに

聞いてみよう！

 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）

講堂図
書
館 体育館

格技場

駐輪場 Ｈ棟
（クラブ棟）

Ａ棟
Ｊ棟

駐車場

池

テニス

コート

食堂･売店

学生ﾗｳﾝｼﾞ

Ｂ棟

Ｆ棟

Ｉ 棟

Ａ棟

Ｂ棟

受付

喫茶

Ｃ棟

グラウンド

Ｍ棟

Ｌ棟
(博物館は開館)

駐車場

駐輪場

キャンパスマップ（左の立体図も参考にしてください）

・食堂＆売店は営業中

（正面受付でチケット配

付）

・学生ﾗｳﾝｼﾞ開放中

体験講義･相談･キャンパスツアー等 まずはＣ棟へ
硬式野球部

弓道部（Ｈ棟３Ｆ弓道場）

ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ

（吹奏楽）

演奏中

卓球部

ソフトテニス部

学科 学科相談・展示テーマ

感じる百人一首　学生作品

辞書の世界

史 実物の史料に接しよう！
【会場】 C棟4階
             C404教室

地理 地理学の魅力
【会場】 C棟3階
　　　　 C304教室

文化財 本物の土器を見る・触る
【会場】 C棟4階
             C403教室

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

総合
社会

社会の見方・はかり方
【会場】 C棟3階
             C306教室

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。

ここでしかできない文化財学科の魅力を実体験してみよう。

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ください！

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 学科相談・展示概要

国文
【会場】C棟3階
            C303教室

『百人一首』の授業を受けた学生たちのカルタ作品を展示します。歌を自由に
感じ取って、それをカルタ作品にした物です。素材や構図なども様々で、楽し
い作品がいっぱいです。

辞書という書物は、私たちにとって非常に身近なものにもかかわらず、ちょっと
とっつきにくいと思われる方も多いかもしれません。しかし、よくよく読んでみる
と、辞書とはなかなか人間味あふれる、個性的な書物であったりします。また、日
本の辞書の歴史は古く、少なくとも９世紀にまで遡ります。しかも、江戸時代の辞
書の辞書となると、現代でも簡単に手に取れるほど、広く流通しました。この展示
では、新旧・和洋の様々な辞書を一堂に会し、なかなか知られることのない、辞書
の世界へとご案内します。

学科 担当教員・時間・会場

感じる百人一首
【講師】三宅晶子 教授
【時間】11:20～12:00
【会場】C301

「ことば」の考え方
【講師】山田昇平 講師
【時間】14:10～14:50
【会場】C301

史 鎌倉殿と13人の御家人たち

【講師】外岡慎一郎 教授
【時間】11:20～12:00
             14:10～14:50
【会場】C302

地理 「まちなみ」の土台となる土地割

【講師】土平博 教授
【時間】10:35～11:15
             13:25～14:05
【会場】C204

文化財
科学の目でみた身近な文化財
　〜学生たちの実習からわかった新事実〜

【講師】魚島純一 教授
【時間】9:50～10:30
            12:40～13:20
【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】9:50～10:30
             12:40～13:20
【会場】C301

総合
社会

自分と違う人たちとどう向き合えば
いいのか

【講師】片雪蘭 講師
【時間】10:35～11:15
             13:25～14:05
【会場】C205

教材として用意した100年ほど前に描かれた絵馬を学生たちが保存科学実習でさまざま
な機器を使って調査したところ、意外な事実がわかりました。“身近な文化財”も科学
の目でみると、驚くような新事実が隠れていることがあります。

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。

世の中では紛争や戦争が起きていますが、決して無縁なことではありません。ついさっ
き歩いた道で難民とすれちがったかもしれないのです。自分と違った人たちと接する機
会が多くなっていく今の時代、彼らとどう向き合えばいいのか。実際の難民の生活につ
いて文化人類学の観点からお話します。

体験講義テーマ

国文

光琳カルタの絵や、大学生達の作成したカルタなどを紹介しつつ、 技法の暗記や現代語
訳的な理解だけでは解らない、和歌の世界を紹介します。歌ならではの言葉の美しさ
や、表現の巧みさ、描かれている世界の魅力、それらを感じることによって、歌そのも
のの理解が深まる体験をしてください。

私たちは日常的に「ことば」を使っています。しかし、それらの「ことば」がどのような意
味かを、はっきりと説明することはできるでしょうか？例えば「さわる」と「ふれる」とは
似ているけれど、何かニュアンスの違いのようなものを感じます。しかし、その違いを上手
に説明できるでしょうか？また、辞書にはその違いが書いてありますが、それらの辞書はど
のようにして、その違いを考えたのでしょうか？この授業では、そのような一見当たり前に
見えるけれど難しい、「ことば」について、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

源頼朝の死後、13人の御家人が若き鎌倉殿源頼家を支える体制が整えられます。しか
しその実績は伝えられていません。13人はなぜ集められ、その後の幕府政治にどのよ
うな道筋をつけることになったのか、考えてみたいと思います。

日本各地では古い「まちなみ」を保存する活動が行われています。古い建物が建つその
土地に目をむけてみると、その大きさを形状はどうでしょうか。これは地理学の関心事
のひとつです。絵図・地図による土地割の復原作業から「まち」の歴史性や地域性を紹
介していきます。

講義概要

ｳｨﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ

（吹奏楽）

練習中

時間 場所

9：30～15：00 体育館

9：30～15：00 グラウンド

9：30～15：00 テニスコート

9：30～15：00 弓道場

10：45/13：15 正面受付

9：30～15：00 講堂

団体名

卓球部

硬式野球部

弓道部

ウィンドオーケストラ（練習）

ソフトテニス部

ウィンドオーケストラ（演奏）

フォト

スポット

入試説明会
【会場】 Ｃ棟２階　Ｃ205教室
9:30～9:45/12:10～12:25

【会場】 Ｃ棟４階　Ｃ401教室
※12:00～12:30の休憩挟む

【会場】 Ｃ棟４階　Ｃ402教室
※12:00～12:30の休憩挟む

【出発】 Ｃ棟　Ｃ306教室前
予定時間　9:40～/11:20～/13:50～

【会場】 Ｃ棟　Ｃ206教室

【会場】 Ｌ棟
（9:30～12:00/13:00～15:00）

【会場】 図書館

【会場】 L棟１階

【会場】 C棟２階、 F棟１階

【会場】 正面受付附近

【会場】 Ｆ棟地下１階

【会場】 Ｆ棟１階

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＆教員著書閲覧
（学科冊子･赤本の配布と教員著書の閲覧）

売店
（飲食物、文具、書籍）

フォトスポット企画
（来学記念に1枚どうでしょう）

博物館見学

博物館展示企画

図書館見学

C202・C203教室、学生ラウンジ
（休憩スペース）

学生食堂

入試説明会では、入試制度について一通りご説明します。

時間表記のないイベントは9:30～15:00の終日実施で

今年度から本格的に練習できるようになりました。学内

各所でクラブ活動中です。学生と気軽に話してみよう。

なお、休憩のため不在の場合があります。

～天平衣装でお出迎え～
奈良大生が天平時代の貴族衣装

で皆さんをお出迎えします。


