
 

 

【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）

企画名 学科相談（+展示）
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&

著書閲覧

施設
見学

売店
休憩

スペース

フォト
スポット

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）

C302 C301 J棟2階 C306前 会場 C401 C402 C206 図書館 売店
Ｃ２０５

&
学生ﾗｳﾝｼﾞ

M棟前

9:00 9:00
9:10 9:10
9:20 9:20
9:30 9:30～12:00 9:30 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～
9:40 文化財 国文 9:40 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
9:50 9:40 9:40 9:50

10:00 ｜ ｜ 9:40～ 10:00
10:10 10:20 10:20 10:10
10:20 10:20
10:30 史学 総合社会 10:30
10:40 10:30 10:30 10:40
10:50 ｜ ｜ 10:50
11:00 11:10 11:10 J棟２階 11:00
11:10 11:10
11:20 地理 心理 11:20
11:30 11:20 11:20 11:30
11:40 ｜ ｜ 11:20～ 11:40
11:50 12:00 12:00 11:50 ～12:00 ～12:00
12:00 12:00
12:10 12:10
12:20 12:20
12:30 12:30～15:00 文化財 総合社会 12:30 12:30～ 12:30～
12:40 12:30 12:30 12:40 15:00 15:00
12:50 ｜ ｜ 12:50
13:00 13:10 13:10 13:00
13:10 13:10
13:20 地理 心理 13:20
13:30 13:20 13:20 13:30
13:40 ｜ ｜ 13:40
13:50 14:00 14:00 13:50
14:00 14:00
14:10 史学 国文 13:50～ 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

ツアー
①

ツアー
②

10：00
｜

15：00

体験講義

ツアー
③

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）

★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！

①「体験講義」→「学科相談」→「入試相談」

※「GISDay」でも体験講義や体験実習を開催中！

★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！

①「キャンパスツアー」→「学科相談」→「体験講義」

②「学科相談」→「体験講義」→「入試相談」



                                                                                                                      

【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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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）
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キャンパスマップ（左の立体図も参考にしてください）

学科 担当教員・時間・会場

江戸の絵入小説と出版
【講師】中尾和昇 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】14:10～14:50
【会場】C301

史 長屋王家木簡とその時代

【講師】渡辺晃宏 教授
【時間】10:30～11:10
             14:10～14:50
【会場】C302

地理 日本の文化圏（西と東）

【講師】武田一郎 教授
【時間】11:20～12:00
             13:20～14:00
【会場】C302

文化財
歴史を読み解く文化財学
　　　　　-城郭考古学入門-

【講師】千田嘉博 教授
【時間】9:40～10:20
            12:30～13:10
【会場】C302

心理
見えない「心」を知るための方法
 ～心理学を学ぶと
                  何ができるのか？～

【講師】林郷子 教授
【時間】11:20～12:00
             13:20～14:00
【会場】C301

総合
社会

「先延ばし」行動のメカニズムと
                                      対処法

【講師】中坊勇太 講師
【時間】10:30～11:10
             12:30～13:10
【会場】C301

文化財学は、歴史を解明して守り活かす学問です。歴史を分野横断的な方法で明ら
かにする文化財学の楽しさを、城郭考古学を事例にお話しします。文化財学の魅力
をまるごと体感する講義です。

心は目に見えません。触ることもできません。そんな心を理解するためにはどうす
ればよいのでしょうか。この講義では心を知るための方法を紹介するとともに、心
理学の学びを通じてどんな力が身につくのか紹介します。

夏休みの宿題、部屋の掃除、早寝早起きなど、今すぐやろうと決めていたはずなの
にずるずると先延ばしにしてしまった経験はありませんか？なぜ先延ばししてしま
うのか、どうすれば先延ばしせずにすむのか、について考えます。

体験講義テーマ

国文

江戸時代には、さまざまな書物が「板本（はんぽん）」という形で出版・流通しま
した。とくに「読本（よみほん）」「合巻（ごうかん）」と呼ばれる絵入小説に
は、葛飾北斎や歌川豊国といった著名な浮世絵師による美麗な挿絵が描かれてお
り、読者の目を喜ばせていました。この講義では、貴重な絵入小説の板本を紹介し
ながら、江戸時代の出版文化についてわかりやすく解説します。

今川焼きの呼び方は全国各地で異なります。その呼び方の種類は多く、 少なく見積
もっても全国で100種類以上あります。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。

「長屋親王宮鮑大贄十編」と書かれた木簡を読み解きながら、木簡研究史上空前の
発見となった長屋王家木簡（8世紀前半の左大臣長屋王の家政運営に使われた木簡
群）とその時代について考えてみたいと思います。

西日本と東日本の間には食や言葉や慣習などに関する文化の違いがあります。文化
の境界はおおむね中部地方であり、二つの文化圏はすでに旧石器時代から存在して
いたことが知られています。東西の文化圏が形成・維持されてきた理由を地理学的
観点から説明します。

講義概要

【会場】 Ｃ棟４階　Ｃ401教室
9:30～15:00
（12:00～12:30の休憩挟む）

【会場】 Ｃ棟４階　Ｃ402教室
9:30～15:00
（12:00～12:30の休憩挟む）

【出発】 Ｃ棟　Ｃ306教室前
（9:40～/11:20～/13:10～）

【会場】 Ｃ棟　Ｃ206教室
（9:30～15:00）

【会場】 図書館
（9:30～15:00）

【会場】C棟２階、 F棟１階
（9:30～15:00）

GIS Day in 奈良
【会場】 J棟２階　201教室等
（10:00～15:00）

【会場】 M棟自動ドア前
（9:30～15:00）

【会場】 Ｆ棟１階
（9:30～15:00）

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）

C205教室、学生ラウンジ
（休憩スペース）

図書館見学

学科 学科相談・展示テーマ

江戸の絵入小説の魅力

日本方言学における
　　　言語地図の歴史

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

会場 学科相談・展示概要

国文
【会場】C棟3階
            C303教室

江戸時代には、さまざまな書物が「板本（はんぽん）」という形で出版・流通
しました。とくに「読本（よみほん）」「合巻（ごうかん）」と呼ばれる絵入
小説には、葛飾北斎や歌川豊国といった著名な浮世絵師による美麗な挿絵が描
かれており、読者の目を喜ばせていました。この展示では、奈良大学図書館所
蔵の貴重な絵入小説の板本を、実際に手に取ってご覧いただきます。

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。

・食堂は休業

・売店は営業中

・学生ﾗｳﾝｼﾞ開放中

「GIS Day in 奈良」開催中

体験講座（J201）
①10時15分～11時55分（休憩挟む）
高校教員、教職志望者向けの「GIS入門講習会」
　講師：ESRIジャパン株式会社　松尾陽平さん
　

②13時～14時40分（休憩挟む）
GISで学ぶ主題図作成のための地図リテラシー
　講師：ESRIジャパン株式会社 羽田康祐さん
　　　　（奈良大学卒業・大学院修士課程修了）

参加団体・企業：
株式会社パスコ
国土交通省近畿測量部
アジア航測株式会社
あっとクリエーション株式会社
ESRIジャパン株式会社
株式会社テスク
日本工営都市空間株式会社
奈良大学文学部地理学科

【同時開催】GIS Day in 奈良  テーマ「地図を使うお仕事」

　今年度の高校1年生から高等学校地理歴史科目で地理総合が
必修になりました。このため地理に触れる生徒が急増します
が、GISを難しいと感じている人はまだ多いようです。
　そこで今回の「GIS Day in 奈良」では「地図を使うお仕事」
に焦点を当て、行政、測量・建設コンサルタント、IT企業、教員と
いった業種を紹介します。また、GIS体験もしていただけます。奈良大
学オープンキャンパスにお越しのお客様は、同時開催の「GIS
Day in 奈良」にもぜひお立ち寄りください。

体験講義･相談･キャンパスツアー等 まずはＣ棟へ


