




本物に触れ、社会とかかわりながら、
問題を解決する力を身につける。

　奈良大学のキャンパス周辺の恵まれた環境を生かし、本物を題材に研究したり、学外

へ飛び出し臨地講義を盛んに行っています。また、地域や企業と連携を図りさまざまなプ

ロジェクトを展開しており、大学と社会のつながりを実感しながら学びを深めています。さ

らに、海外研修や交換留学にも多くの学生が参加しており、学びのフィールドは、世界に

広がっています。

　フィールド・アクティビティの目的は３つあります。１つ目は「本物に触れる」こと。実際に遺

跡の発掘などを体験することで、貴重な知識を習得できます。２つ目は、「社会とのかかわ

り」です。地域社会や企業の現場で活動することで、社会を知り、コミュニケーションを取

ることは、将来、社会へ出たときに大きな財産となります。３つ目は、社会とかかわることで、

本当に求められる「問題解決能力」を身につけることです。机上だけではない、体験型の

学びを通して、実践力を磨きます。
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学びの目的
社会を肌で感じ、
教室にとどまらず現場で学ぶ

　学生が企業・自治体・NPO・ボランティア団体
などと一緒に活動する「社会体験実習」や、地
域イベントに参加し一緒になって活動する「参与
観察」を実践します。

総合社会学科

体験しながら
人の心と社会とつながる

　さまざまな活動の場で心理学に必要な人との
かかわりを学んでいきます。社会と実際にかかわ
ることで、理論の大切さと現実とのギャップを体
験し、学びをさらに深めます。

心理学科

全国最多の学芸員・
文化財専門職員を輩出する学び

　考古学実習では、「本物」の古墳を実際に発
掘します。学生たちが中心となって考え判断し、
協力し合いながら実践力を身につけます。全国
各地で活躍する先輩たちがたくさんいます。

文化財学科

調査し、経験を積み
「社会に役立つ力」を習得

　授業だけでは明らかにできないリアルな地域
の姿を理解するために、フィールドワークを実施
しています。地域の課題や問題の発見と解決に
役立つスキルを習得していきます。

地理学科

文化・自然遺産に恵まれた地で
「実物」を見る

　「現場に行く、実物を見る」を重視した自分の
経験を生かした考える歴史学を学びます。奈良
大学が誇る全国的な学術ネットワークを生かし、
さらなる学びを深めていきます。

史学科

見て、触れて、聴いて
「体感する」国文学

　「本物」を見ること、触れること、実際に体験
する授業を重んじています。実地見学や実習
を通じて肌で感じ、作品世界を多角的に捉え
ることができます。

国文学科

日本と海外の
広大なフィールドに出て、
多様な活動を実施

日本で
世界で
動く力

学びの特色を生かした

地域貢献活動と実践
社会で
動く力

奈良大学の動く力、動かす力。

フィールド・アクティビティ
NU実践プログラム

奈良大学では、新型コロナウイルスの感染防止対策に万全を期し、学生の皆さんに充実した教育・キャンパスライフを提供できるよう取り組んでいます。
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フィールド・アクティビティ
NU実践プログラム

文学部 国文学科

岸江 信介教授
KISHIE　Shinsuke

専門分野／国語学

まちなかに溢れる「看板や標示物」に着目する

　まちや駅、店先などにある看板や標識、張り紙などに書かれた言語表記を

観察し、記録することを「言語景観」と言います。ゼミでは言語学に興味のある

有志の学生たちと、言語景観に着目しながら大阪の繁華街・なんばから日本橋、

黒門市場などの周辺を歩きました。

　今回のまち歩きで意識したのは、①海外からの観光客が多いなんばエリア

の多言語表示の現状を確認すること。②大阪弁で書かれたものを探すこと。

③禁止表現を使わずに婉曲化した表現がされているものを見つけること、の3

つ。そのほか学生たちがそれぞれに「面白い」と感じた看板や標示物を見つ

けて写真に撮り、後日グーグルフォトにアップして共有しました。まちなかには多

言語表示に加え、外国人にもわかる「やさしい日本語」で書かれたものもありま

したし、駐車場を意味する「モータープール」、アイスコーヒーを意味する「レイ

コー」といった大阪ならではの方言表記にも出合いました。言語学はフィールド

ワークが大切です。実際にまちを歩くことを通して、表示物の言葉に反応する

感性、その表現物の効果を分析する目を養い、磨いてほしいと願っています。

　いま、日本各地の方言は21世紀の終わりには消滅してし

まうかもしれないと言われているほど危機的な状況にありま

す。豊かな言語表現である方言を今後も残し、記録・保存し

ていくためにも、興味のある人はぜひ一緒に学びませんか。

大阪黒門市場を歩きながら、「言語景観」を楽しむ。

●教育委員会と共同で実施の山添村古文書調査（年2回）　●バスによる日帰り史跡見学会（2020年度は大山崎・水無瀬）
●ゼミ単位の宿泊研修（岡山・倉敷など）　●ゼミ主催の史跡・博物館などの見学会（大阪四天王寺・奈良町など）

文学部 史学科

井岡 康時教授
IOKA Yasutoki

専門分野／日本近代史

奈良町を歩きながら、地域の歴史・文化を学ぶ。

学びのフィールド

国文学科のフィールド・アクティビティ

●飛鳥万葉踏査　●奈良公園文学散歩　●大阪天満宮見学　●歌舞伎、文楽の観劇　●日本の食文化を学ぶ体験授業

現地で
体感する

国文学科

奈良町の歴史と人々の暮らしを辿る

　歴史というのは現場を知ることが大事です。実際に歴史の現場を見て歩

こうと、近鉄奈良駅を出発。江戸時代初めころは絵師が多く住んでいた元林

院町、中世には市が立って賑わった南市町、道の神様を祀る道祖神社を巡

り、今も秋には盛大な祭礼が行われる御霊神社、京都の島原、大阪の新町と

ともにその名を知られた木辻遊郭跡、陰陽師と関わりの深い鎮宅霊符神社、

老舗の製墨店「古梅園」など、奈良町の路地裏を歩きました。

　奈良町という一つの大きな共同体が、どのようにできてきて、どのように支え

られ、どのような困難を乗り越えてきたのかを学ぶことが、今回のまち歩きの

大きな狙いです。現代の社会もさまざまな難しい問題に直面しています。日本

の各地でコミュニティが崩壊しかけていて、地域によっては共同体自体が消

滅しかかっているところもあります。そのような重要な課題をどう乗り切って

いったらいいのかを、歴史から学び考えてみようと学生たちには日頃から言っ

ています。この奈良町を題材にして、身近な地域の歴史の見方を、具体的に

学ぶことができたのではないかと思います。

　近代史の卒論では日露戦争など国家の歴史をテーマにし

がちですが、興味があれば、できるだけ自分の生まれ育ったま

ちの歴史について書くように言っています。歴史を学ぶにあ

たっては現場を知っていることが強みです。自分と地続きの

「生きた歴史」にももっと目を向けてみてほしいと思っています。

史学科のフィールド・アクティビティ

地域を
知る

史学科
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フィールド・アクティビティ
NU実践プログラム

地図を片手に見て､歩いて、まちの成り立ちを実感

　2～3年生を対象にした小巡検で、三重県の津へ行き、まちがどのように形

成されてきたかを見て歩きました。3年生の学生たちは3つの班に分かれ、事

前準備や下調べをして来ています。最初に訪れた津城趾では、城下町班が

まちの成り立ちについて、鉄道班が鉄道開通によるまちの変化について発表

しました。三重県総合博物館の見学では、伊勢参りや安濃津の港の歴史の

展示に興味を示している学生が多く見受けられました。最後に訪ねた一身田

では「寺内町の館」や環濠、浄土真宗の寺院「専修寺」を見学し、寺内町班

が寺内町の特徴や成り立ちについて発表しました。

　学生には2.5万分の1の現地の地形図と、明治期の地形図を配付しており、

見比べながら歩くと津のまちの中心地が移動していることがよくわかります。

今回の小巡検を通して学生たちは、現地で地形図や周辺の風景を頼りに､

時にはグーグルマップも活用して自分が今いる位置を確認し、博物館の展示

や、地図上で見たものを現地で現物と対照させて見ることを経験しました。後

日、2年生の学生は現地観察のレポート作成を通して研究論文の書き方も学

んでいきます。

　当日の天候や歩く距離を考えて、服装を選ぶのも巡検の

準備の一つです。地図を見るのが好きな人、色々な土地に

興味のある人には巡検はとても楽しいものだと思います。

今回は津の国道23号でたまたま全日本大学駅伝に遭遇。

珍しい光景に出合うことも巡検の面白いところです。

津の城下町の史跡を訪ねて歩く小巡検。

●栃木県中根八幡遺跡の発掘調査　●奈良県三輪山祭祀遺物の調査　●奈良県富雄丸山古墳の発掘調査

文学部 地理学科

三木 理史教授、博士（文学）
MIKI Masafumi

専門分野／交通地理学

古墳の表面を探して慎重に掘り下げる作業と平面図作成のための測量。上級生と下級生が協力し合って作業を行うことで、チームワークやリーダーシップも自然と芽生えていきます。

学びのフィールド

地理学科のフィールド・アクティビティ

●日帰り巡検（2・3年次、クラスごとに近畿圏内でフィールドワーク入門、上の記事はこの巡検）　●国内長期巡検（3年次、ゼミごとに国
内各地にて3～４泊で地域調査の実践）　●海外巡検（２～４年次の希望者を対象に10日間前後）

現地を
歩く

地理学科

本物の遺跡で、“発掘は楽しい！”を体感

　奈良大学は2014年から斑鳩町と共同で町内の遺跡調査を行っており、毎

年春休みの約１カ月半、有志の学生たちが参加し、発掘調査の方法を学ん

でいます。学生たちは、本物の遺跡に触れながら、遺跡を掘る、記録写真を

撮る、平図面を描く、出土品を調査し報告書を作成するといった一連のプロ

セスに携わります。現場での経験を通して実践的な発掘技術が身につきます

が、それよりも一番感じて欲しいのは“発掘は楽しい”ということです。

　これまでに斑鳩大塚古墳、甲塚古墳をそれぞれ4年がかりで調査し終え、

今年は新たに戸垣山古墳について調査を進めています。当初は盛土の中か

ら近世の瓦などが出てきましたが、さらに掘り進めると地面から80㎝下に地

層の異なる古墳時代の世界が現われました。土器や埴輪の破片らしきものも

出土し、古墳であると考えられ、土の色が変わっている部分は埋葬部である

可能性もあります。今年は古墳の規模を解明するところまではできそうです。

とはいえ、遺跡は掘ってみないとわからず、予測が覆ることもしばしばです。で

も、そこに尽きない魅力があります。あなたも一緒に参加してみませんか？

　私自身も学生時代から遺跡調査に携わっていますが、

今も未知のことに出会い、壁に突き当たることがあります。そ

んなとき知識と経験、体力をフル動員してそこを越えてみる

と、新たな発見や成長があるものです。学生たちにもその

面白さを実感してほしいですね。

文化財学科のフィールド・アクティビティ

ホンモノに
触れる

文化財学科

文学部 文化財学科

豊島 直博教授、博士（文学）
TOYOSHIMA Naohiro

専門分野／日本考古学

いかるがおおつか

とがきやま

かぶとづか
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社会学部 心理学科

村上 史朗教授、博士（社会心理学）
MURAKAMI Fumio

専門分野／社会心理学

社会学部 総合社会学科

中坊 勇太講師、博士（経済学）
NAKABO Yuta

専門分野／マクロ経済学、行動経済学

フィールド・アクティビティ
NU実践プログラム

コリアタウンを歩き、異なる文化について考える

　700店舗余りが迷路のように軒を連ねる鶴橋駅界隈の「国際市場」から、

全長300ｍに120軒余りの店舗が並ぶ御幸通商店街・通称コリアタウンまで、

また、コリアタウンの入口に佇む約1600年前に創建された仁徳天皇ゆかりの

御幸森天神宮などを、NPO法人コリアNGOセンターの郭さんのご案内で歩

きました。

　この日、参加した学生は社会心理学コースの3年生約20人。ほとんどの学

生が、鶴橋を訪れるのはこれが初めてでした。その独特の景観から、近年は

観光スポットとしても人気のエリアですが、まちなみの特徴やその背景にある

複雑な歴史があります。この一帯に多くのコリアンが暮らし､商いをしている

経緯や近年のまちの変化、食文化について、学生たちは郭さんのお話を聞き

ながら歩くことで、ここが韓国・朝鮮にルーツを持つ人たちにとって揺るぎない

生活の場であるという視点から、まちを見ることができました。「偏見は自分自

身の世界を狭めてしまう」「対等であれば意見の違いや摩擦はあってあたり

まえ。そのうえで相手を理解し、自分の意見を伝え、知恵を出し合うことが大

切」という郭さんの言葉に、学生たちは考えるきっかけをつかんだと思います。

　鶴橋のコリアタウンを通して、「多文化共生」「異文化適

応」について考えるきっかけにしてもらうのが狙いです。学

生たちは将来、海外に暮らしの拠点を置くこともあるでしょう。

その時には自分が逆の立場・マイノリティになることも想像し、

考えてみてほしいと思います。

コリアンタウンの御幸通商店街で「多文化共生」を学ぶ。

●ケーブルテレビで放送される番組づくり　●地域の子どもたちを対象としたデザインワークショップの運営　●知的障害のある人たちとのスポーツ
活動の推進　●奈良のお土産や特産品の開発と活用　●商店街の活性化活動への協力　●それぞれのゼミの特徴を活かした学外研修

学生たちが主体となって、取材・撮影・編集と制作にチームで関わる。

学びのフィールド

心理学科のフィールド・アクティビティ

●人と防災未来センター見学研修　●小学生を対象とした地域臨床実践　●法的配慮に基づく対人援助について弁護士との意見交換
●精神疾患の家族的看護の史跡見学　●放課後等デイサービスの見学研修　●神戸レインボーハウス（震災遺児ケア施設）見学研修

地域と
ともに学ぶ

心理学科

ケーブルテレビの番組づくりを学生たちで

　2年生の必修科目「社会体験実習」のプロジェクトの一つとして、ケーブルテ

レビの番組制作を行っています。近鉄ケーブルネットワーク株式会社（KCN）

の協力・指導のもと、学生たちが企画から取材、撮影、編集に至るまで一貫し

て携わり、10分間の番組を制作します。完成した番組は最終的にKCNの「タ

ウンチャンネル」で実際に放映されます。それだけに責任を伴う作業であり、な

かなかできない貴重な体験です。今回は10人の学生がこのプロジェクトに参

加しました。

　2班に分かれ、奈良大学に在学中の留学生へのインタビュー番組と在学生

や教員などに取材して構成したコロナ禍の奈良大学の今を学生目線で紹介

する番組の2つを制作しました。5月にスタートし、特に企画にはしっかりと時間

をかけています。課外での活動を重ね、時には宿題も持ち帰りながら、約1年が

かりで取り組む中で、一人ひとりが主体的に動かなければものごとが進まない

ことを学生たち自身が実感したようです。チームワークがしだいに高まり、成長

していく姿は、そばで見ていて頼もしく感じました。

　学問の中だけに閉じるのではなく、実社会の中で、現役

で活躍している人たちとの交流を通して、企画力や表現力

を磨き、仕事に向き合う姿勢などさまざまなことを学べる貴

重な機会です。この経験を、今後の学びに活かしていって

もらえたらと願っています。

総合社会学科のフィールド・アクティビティ

実社会で
感じる

総合社会学科
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　奈良大学と奈良県山添村との学術連携では、史学
科の学生と教員が参加し、村の旧家や神社に伝わる
史料の調査を行っています。史料は江戸や明治期の
手紙や大福帳など多岐にわたり、ひたすら読み解き、
年代、文書名、差出人、宛先などの情報を整理して目
録を作ります。地味な作業ですが、“歴史”が成立する
ために欠かせない、最初の一歩です。学生は、実物の
史料と格闘しながら歴史学を身につけていきます。

　歴史を学ぶことは、教室の中や机の上での作業だ
けを意味しません。むしろ大学を飛び出して、史跡な
ど現地へ行ったり、フィールドワークを行ったり、歴史そ
のものに触れていくことにこそ、歴史を学ぶ醍醐味が
あります。史学科では、ゼミごとに学外に出て研修を行
います。京都、大阪に出かけたり、まち全体が生きた歴
史と呼べる奈良を歩いたり、各自が専門とする研究領
域に関係の深い史跡や文化財を体感します。

　歴史研究で一番大事なものは、史料です。そして
もっと大切なことは、その史料に触ることです。史学科
には、古文書のほか、江戸時代に刊行された和本（和
紙を用い、和風に仕立てられた本）も多数所蔵され、
さらには、古代中国や日本の木簡、明・清時代の中国
の木版本などもあり、研究や教育に活用されています。
実物の史料にどんどん触れながら歴史の研究を深め
ていきます。

　奈良大学では、中国の復旦大学、蘇州科技大学、陝西師範大学、天津理工大
学、韓国の韓瑞大学校、韓国伝統文化大学校、イギリスのセインズベリー日本藝術
研究所、ハンガリーのエトヴェシュ・ロラーンド大学と学術教育交流協定を締結。各
大学との協力関係を深め、教育、研究の交流を促進しています。そして、協定校へ
の派遣留学制度を設け、交換留学生の派遣と受け入れを行っています。

交換留学

　海外を意識した幅広い視野を持つことを目的に、海外研修を実施しています。地
理学科では海外調査を伴う科目として「海外巡検」に取り組みます。その行き先は
ヨーロッパ、アフリカ、東南アジアなど世界各地です。また、国文学科・史学科・文化
財学科でも世界の博物館や遺跡、史跡を巡る海外研修を実施し、海外の大学、研
究施設への訪問も体験できます。

海外研修

幼い頃から憧れの地だった奈良で
本物の仏教美術を見られる喜び

　幼い頃に『鑑真東渡』の物語を知って歴史が好きになり、鑑真が渡っ

た奈良にも憧れがありました。中国の高校を卒業後はフィレンツェ大学で

美術史を学んでいましたが、日本の仏像や寺院の美しさにより惹かれる

ようになり、日本語学校を経て、外国人留学生入学試験で奈良大学文

化財学科に入学。橿原考古学研究所の見学や正倉院展など、本物を

現地で見られることが何よりもうれしく、学びのモチベーションになってい

ます。学芸員の資格科目も履修しており、日本の博物館や中国の歴史雑

誌社で働きたいという将来の夢に近づいている実感があります。
東大寺大仏殿にて。学びの一環として奈良の寺院や展覧会にはできる限り足を運ん
でいます。正倉院展は奈良大学の面接に訪れた2019年から毎年見学。出品されてい
た正倉院の楽器についてレポートも書きました。

学びを深める
全国的な学術ネットワーク

　奈良文化財研究所、奈良国立博物館、京都

国立博物館、京都大学人文科学研究所、元興

寺文化財研究所など、多くの研究機関・大学と

学術的なつながりがあり、バラエティーに富んだ

研究テーマに対応することが可能です。

奈良だからできる
本物に触れる体験と学び

　奈良大学キャンパスの周辺には世界遺産を始め、

社寺や古墳など本物の文化遺産と自然遺産が多数点在しています。

これらの恵まれた奈良の地の利を生かし、

「現場に行く、実物を見る、体感する」という学びを重視し、

学生たちは各自興味あるテーマを見つけ、研究を重ねています。

世界と クロスオーバーする学生たち

充実した奈良大学の語学教育

　国際化時代にふさわしい語学力が身につくよ

う、ネイティブスピーカーによる英語の授業を充実。

さらにドイツ語、フランス語、中国語、韓国語も学

ぶことができます。

　世界中の情報が一瞬でつながる現代、あらゆる分野でグローバル化が進展するなか、

奈良大学では、この多文化共生・共働の時代に活躍できる人材の育成に取り組んでいます。

海外研修や海外の大学と学術教育交流協定を結んだ派遣交換留学まで、

国際的視野を広げ、国際感覚を身につけるため、

さまざまな国際交流をサポートしています。

多文化共生・共働の時代、
グローバルな交流で国際的視野を身につける

NU国際交流

文化財を守る防災意識を、
一日保安官体験で学ぶ

　奈良県警察とのコラボイベント「一日文化財保安官」体験に参加。春

日大社と元興寺を訪れ、防災・防犯対策についてお話を伺いました。春

日大社では火災報知器を表から見えない場所に設置するなど、参拝客

への配慮が印象的でした。町中にある元興寺では地域との連携が強く、

防犯対策に注力されていました。寺社の特徴に応じた対策に感服する

とともに、文化財保護の意義を実感しました。ゼミでは、天野山金剛寺の

修復について研究中です。今後は防災・防犯対策も踏まえた修復のあ

り方を考察していきたいです。
警察官の制服に身を包み、文化財保安官を体験。寺社の特徴にあわせた防災・防犯
の工夫を学び、火災延焼を防止する放水銃の試用にもチャレンジしました。後世に文
化財を伝えるためには、災害や人災への備えが不可欠であることを実感しました。

歴史と クロスオーバーする学生たち

学外研修 実物に触れながら学ぶ学術連携〔現地調査〕

文学部 文化財学科 2年生

李 婉　さん　LI Wanjing
（東京都・行知学園日本語学校出身）

文学部 文化財学科 3年生

野津 陽子さん　NOTSU Yoko
（大阪府・初芝富田林高校出身）
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　ボランティア活動は学生にとって重要な学びの場所です。関係する多くの人たち
とのかかわりのなかで社会性を培うとともに、社会とつながり社会に貢献できる自分
の存在を確かめ、将来の進路を確かなものにする場でもあります。不登校の生徒や
発達的課題を持つ子どもの支援活動をしたり、子育てサークルとの共同企画として
夏休みのイベントを開催するなど、学生たちは外部の人との出会いや交流から社
会に広く目を向ける姿勢を身につけています。

学生による臨床ボランティア活動

　自治体や公共団体・企業との交流を図り、産業・教育・福祉・環境・まちづくりなどの
分野で地域連携事業を推進しています。学生たちは、さまざまな取り組みに携わる
ことにより、実践的な学びを深めるとともに、コミュニケーション能力と社会貢献に対
する意識を高めています。

連携と交流によるまちづくり

学生の目線で地域を歩き
交通安全と防犯のマップを作成

　大学に近い「平城･相楽ニュータウン」の交通・防犯の安全マップを

作成するプロジェクトに参加しました。4グループに分かれて実際に日中

や夜間のまちを歩き、危険な箇所をピックアップ。優先順位の高いものに

絞り込んでマップに落とし込み、改善点についても提案しました。自分自

身が地元の住人で、車の運転も好きなので、日頃から「危ない」と感じて

いた点を積極的に発言でき､盛り込めてよかったです。学外に出て、

「地域の役に立っている」という手応えを感じることができた貴重な体

験になりました。
プロジェクトの成果発表会には、地域住民の方以外にも、奈良県警やUR関係者な
ど多数の参加者があり、関心の高さを実感しました。県警の方から着眼点を褒めてい
ただき、地域住民の方からは貴重なアドバイスもいただけました。

奈良大学の地域連携

1.歴史・文化を生かしたまちづくり支援・人材育成支援
　地域の歴史・文化を物語る遺跡や史料の調査を、学生が教員とともに行い、奈良の歴史文化の解明を自治体
や地元企業と連携して進めます。歴史文化を生かしたまちづくりと地域創造に貢献できる人材の育成を目指します。

2.歴史遺産の活用
　平成31年4月 地方の文化財保護行政の推進力強化を図るため、文化財保護法が改正・施行されました。この
ことで、地域の自治体は文化財の計画的な保存と活用が求められるようになり、本学の地域での活躍の場は今後
ますます広がることになります。

3.多様な地域の課題に応える「シンクタンク支援」
　過疎化、少子高齢化、グローバル化、核家族化など地域の自治体や市民が抱える課題は多岐に及んでいます。
社会学や心理学を中心に、子育てや心の悩みなど、一人ひとりに寄り添う温かいサポートを、自治体やNPOと連携
して行い、多様な地域社会の課題に応えます。

地域との連携によって
大学が地域を育て、
地域が大学を育てる

社会と クロスオーバーする学生たち

社会学部 総合社会学科 1年生

高橋 優太さん　TAKAHASHI Yuta
（奈良県・奈良大学附属高校出身）

　奈良大学地域連携部門の活動や、
各学科のフィールド・アクティビティで
は、学生と社会を直接的に結び、学
生参加型プロジェクトや地域社会と
連携した支援活動を通して、学生た
ちが自分自身で考え行動し、自主性を
高めながら地域社会の課題や問題
に取り組み、実践的に学んでいます。

奈良大学教職学習会
SGTP：Study Group for Teaching Professional

　本学では、学生の自主的な学びをサポートするさまざまな勉強会が開かれています。たとえば「奈良大学教職学習会」

では、キャリアサポートに焦点を当てた学習会が開かれ、ナビゲーターは教職課程担当の教員が行います。受け身ではなく、

自ら積極的に学ぶ勉強会等を活用し、進路を切り拓いた先輩たちの様子をお届けします。

18期発足会 集合写真

日本全国そして世界の教育の場で活動中！

　教職学習会の始まりは17年前です。平成17（2005）年1月にスタートし、現在18期生が活動中。

　主に以下のような活動を行っています。

◎「教育問題に関するディスカッション」年間10数回程度。

◎「模擬授業」年間30～40回程度。現職OB＆OGが行うことも。

◎「教員採用試験対策」願書の書き方、小論文対策、

　個人・集団面接練習、模擬授業などを年間20回程度。

◎「教育実践報告会」現職教員による実践報告会。毎年8月開催。

　その他「各期発足会」「教材研究会」「読書会」そしてコロナ

禍以前は「飲み会」も。

　現時点で公私立学校の教諭（正教員）となったのは70人以上、講師や塾・専門学校講師などを含めると100人以上が教育に

携わっています。また、活動地域も北海道から九州まで全国に広がり、JICA青年海外協力隊ボランティアとしてアフリカのカメ

ルーンやタンザニアで環境教育や初等教育に従事してきたメンバーもいます。

　なお、教職学習会の実践記録は『私立大学の特色ある教職課程事例集』（全国私立大学教職課程研究連絡協議会 2014年

5月）に掲載されました。

「JICAボランティア カメルーン2年間の実践報告」の様子

教育実践報告会

　学習会10期頃には活動が非常に活発化し、教員となるメン

バーも増えてきました。在学中の活動だけで終わるのではなく、

現職教員である既卒メンバーと現役学生との相互交流や教員

の研修機会を設けようと考えていました。それを実現するため、

平成26（2014）年から毎年8月に「教育実践報告会」を開催し

ています。毎回2名の既卒メンバーが各30分で自分の実践を報

告し、その後参加者と質疑を行っています。各報告内容は『奈

良大学教職課程報告』に掲載されます。

　写真は2019年の第6回報告会で、加藤和美さん（11期・地

理学科卒）による「JICAボランティア カメルーン2年間の実践

報告」での質疑の様子です。コロナ禍の近年はWeb上で開催

しています。
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•奈良市宝来町に奈良大学開学
•文学部（国文学科・史学科・地理学科）開設

•教育職員免許状取得課程設置

•博物館学芸員取得課程設置

•文学部に文化財学科増設
•同学科に博物館学芸員取得課程設置

•文学部文化財学科に教育職員免許状取得課程設置

•奈良市山陵町の現キャンパスに全面移転

•社会学部（社会学科・産業社会学科）開設

•大学院〈修士課程〉開設（文学研究科国文学専攻・文化財史料学
専攻、社会学研究科社会学専攻）
•文学研究科に教育職員免許状取得課程設置

•大学院〈博士課程後期〉増設（文学研究科文化財史料学専攻）

•社会学部社会学科を人間関係学科、産業社会学科を現代社会
学科に名称変更
•大学院〈修士課程〉増設（文学研究科地理学専攻）
•同専攻に教育職員免許状取得課程設置

•司書取得課程設置
•文学部全学科・社会学部現代社会学科（企業社会情報コース）に
学校図書館司書教諭取得課程設置
•社会学部現代社会学科（企業社会情報コース）に教育職員免許
状取得課程設置

•通信教育部・文学部文化財歴史学科開設
•同学科に博物館学芸員取得課程設置
•大学院社会学研究科社会学専攻に社会学コースと臨床心理学
コース設置

•社会学部人間関係学科を心理学科に名称変更
•同学科に司書取得課程設置
•奈良大学博物館開設
•大学院社会学研究科社会学専攻（臨床心理学コース）が日本臨
床心理士資格認定協会第2種指定大学院となる

•奈良大学臨床心理クリニック開設

•社会学部現代社会学科を社会調査学科に名称変更
•同学科に教育職員免許状・司書・学校図書館司書教諭取得課程設置
•大学院社会学研究科社会学専攻（臨床心理学コース）が日本臨
床心理士資格認定協会第1種指定大学院となる

•大学院社会学研究科社会学専攻を改組し、社会文化研究コース
と臨床心理学コース設置

•日本考古学協会から文化財専門書6万3千冊の寄贈を受け、奈良
大学が名実ともにわが国屈指の文化財情報・研究拠点となる

•社会学部社会調査学科を総合社会学科に名称変更

•令和館竣工

地域や社会に貢献する人材を育てます

　奈良大学は、奈良の旧市街からは少し離れ、京都・大阪・奈良の3府県にま

たがる京阪奈の緑豊かな丘陵に広がるけいはんな学研都市に位置していま

す。この地域は、京都・大阪の大都市に近いにもかかわらず、緑豊かな自然に

恵まれ、美しい街並みが広がっています。この環境は、都会の雑踏を離れて、

安全にゆったり学びたい学生の皆さんにぴったりの場所です。2019年末から

始まったコロナウイルスの感染拡大によって、人口が集中する大都会の弱点が

明確になりましたが、奈良は比較的感染者の少ない地域でした。奈良は昔か

ら自然災害も少ない安全な地域です。

　奈良大学の魅力は何と言っても、長い歴史と多くの文化遺産を伝承する古

都奈良に立地していることです。本学は創立以来、この歴史的風土を背景に、

本物を見て、触れて、感じる「生きた学問」を実践することに取り組んできまし

た。奈良大学の周辺には多くの歴史・文化遺産や豊かな自然があり、地域一

帯が絶好の学びのフィールドです。このような環境を活かして、文学部では、国

文学科、史学科、地理学科、文化財学科のそれぞれが、奈良の文化・歴史・自

然・文化財等の本物を素材に実践的な教育を行い、その経験を活かしてそれ

ぞれの地域に貢献できる人材育成を行っています。社会学部では、社会学、

心理学を中心に広く社会に貢献できる人材育成を行っています。

　奈良大学で学ぶ学生の皆さんは、この奈良という立地を活かし、奈良を学

びのフィールドとして体験を積み重ねてください。そして自らが能動的に学んで

ください。体験の内容は、実物体験や社会体験などさまざまですが、全ての学

科では体験重視の教育を行っています。体験の積み重ねが経験となり、皆さ

んを成長に導くことができると信じています。

　奈良大学は「一人ひとりの学生を大切にする」教育を実践しています。これ

は本学の基本理念の一つでもありますが、開学以来、比較的小規模な大学の

特性を活かして講義・演習・実習などの授業を少人数で行い、行き届いた教育

を心掛けています。少人数の心温かいふれ合いを通して、同級生や先輩や教

職員と一つのキャンパスで過ごす時間を大切にしてください。私達は、あなた

が、それぞれの地域や社会に貢献できる実力を身につけて社会に旅立って行

くことができるように、熱意を持って教育に取り組んでまいります。奈良の歴史と

文化を背景に奈良大学で学び、経験を積み重ねて地域や社会に貢献する人

を私達は応援します。

つねに真理の探究につとめ、
伝統と現代感覚の調和をはかりつつ、
学術文化の創造と進歩に寄与する。

ふれあいと対話の教育を基調にして、
豊かな人間性を養い、独立自由を尊ぶとともに、
友情あつく協調性に富んだ人材を育成する。

国際的視野に立つ開かれた大学として、
地域社会との連帯を深めながら、
ひろく人類社会の平和と発展に貢献する。

努力が天才であるとする信念を以て心の光となし、

自己の願望を遂げさせるものは

自分自身であるとする信念を以て心の力となす。

この光に照らされ、この力に勇みつつ、

明るい人生の中に自己を見出して、

常に大望を見失わず、

自信満々努力して倦まざるもの、

これが即ちたくましき正しきに強き健児の姿であり、

建学の精神である。

建学の精神 教学の理念

沿革

学長メッセージ

学 長 今津 節生
President, IMAZU Setsuo

2005（平成17）年4月

2007（平成19）年4月

2007（平成19）年10月

2010（平成22）年4月

2012（平成24）年4月

2014（平成26）年5月

2015（平成27）年4月

2019（令和元）年10月

1969（昭和44）年4月

1970（昭和45）年4月

1976（昭和51）年4月

1979（昭和54）年4月

1980（昭和55）年4月

1988（昭和63）年2月

1988（昭和63）年4月

1993（平成5）年4月

1995（平成7）年4月

1999（平成11）年4月

2004（平成16）年4月
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奈良大学の学部・学科構成

　ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに定める教育課程を受けるための条件として、次に示す知識、技能、能力、態度、興味、意欲などを有す
る人を受け入れます。

なお、本学では、受け入れを多面的・総合的に評価するために、上記のアドミッション・ポリシーを各入学制度に応じたかたちで重み付けをし反映させています。

●日本語
●古典文学
●近現代文学
●表象文化
●出版文化
●伝承文化

●日本史コース
●世界史コース

●地域創生コース
●歴史・文化コース
●地域環境・防災コース
●空間データサイエンスコース

●考古学コース
●美術史学コース
●史料学コース
●保存科学コース

●臨床心理学コース
●社会心理学コース

●文化情報コース
●経済経営コース

学部の概要 学科・コース 詳しくは

日本を中心とした歴史と文化に軸足を置いた歴史学、各時代の歴史遺産・文化財に軸足を置いた文化財学を密接に
関連させた教育が特色です。古代国家の中心であり、先人たちが残した伝統・文化が今もなお息づく奈良から世界へ、
歴史学・文化財学を探究しています。

通信教育部 《文学部 文化財歴史学科》

国文学科

史学科

地理学科

文化財学科

心理学科

総合社会学科

歴史と文化に恵まれた奈良の
地の利を生かし、幅広くバラエ
ティーに富んだ教育・研究を展
開。古代から現代、奈良から日
本、そして世界各地域へと、探
究エリアは広がります。

文学部

社会学・心理学を中心に、私た
ちの住む身近な社会を探究。
社会学や心理学の考え方で、
社会にかかわるあらゆることを
解いていきます。

専門の枠にとらわれず、幅広く
知り考えることで視野を広げる
ことを目指します。専門教育と
相互に補完することで、厚みと
広がりのある知性を育てます。

大学４年間で経験する知的探
究を、さらに深めるのが大学院。
２研究科４専攻を設けています。

社会学部

●外 国 語 科 目
●健康・スポーツ科目
●情  報  科  目

●キ ャ リ ア 科 目

 ： 英語／ドイツ語／フランス語／中国語／韓国語
 ： スポーツ実技／健康科学
 ： 情報倫理／情報リテラシー／コンピュータ基礎論／
　プログラミング基礎 など
 ： キャリアデザイン／インターンシップ概論／
　インターンシップ実習 など

●文学研究科

●社会学研究科

： 国文学専攻（修士課程）／
  文化財史料学専攻（博士前期・博士後期課程）／
  地理学専攻（修士課程）
： 社会学専攻（修士課程）
  社会文化研究コース、臨床心理学コース

文
学
部
と
社
会
学
部
は
相
互
に
履
修
可
能

専
門
教
育
と
共
通
教
育
は
並
行
し
て
履
修

専
門
教
育

共
通
教
育

大
学
院

P.21

P.27

P.33

P.39

P.47

P.53

P.59

P.61

アドミッション・ポリシー

　奈良大学では、放送大学、奈良女子大学、奈良教育大学、奈良県立大学、奈良県立医科大学、帝塚山大学、天理大学、奈良学園大学との単位互換制
度を実施しています。８大学の開講科目のうち本学が指定した科目を履修することが可能で、認定された単位は、他大学単位互換科目の単位になります。

他大学に広がる学び

知識と技能
高等学校で履修する教科・科目を幅広く修得し、大学で学ぶための
基礎学力を有する人、もしくは、同等の知識と技能を有する人

ＡＰ１
思考力・判断力と表現力
人や社会について、知識や情報をもとに筋道を立てて自分の考えを
まとめ、論理的・総合的に判断し、それを文章や口頭で表現できる人

ＡＰ2

主体性と協働的態度
社会的な活動に主体的に、かつ、他者とコミュニケ―ションをとりなが
ら協働して取り組むことのできる人

ＡＰ3
探究心と応用力
人類の歴史や社会、人間性を探究する本学での学びに興味を持ち、
その学びを社会で活用しようとする意欲を有する人

ＡＰ4

　建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持つ人を受け入れる。
受け入れの判断については、各学科の求める人物像との適合を重視し、各学科
が定める多面的で総合的な評価方法（調査書、口頭試問、プレゼンテーション、
フィールドワーク、体験講義、レポートなど）を用いる。

総合型選抜
（AP3、AP4の比率が高い）

　建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持ち、高等学校で履修
する教科・科目を幅広く修得し、大学で学ぶための基礎学力を有する人、もしくは、
同等の知識と技能を有する人について、基礎学力試験、小論文、口頭試問、調
査書、推薦書などを用いて、多面的・総合的に評価して受け入れる。

学校推薦型選抜
（AP2、AP3の比率が高い）

　本学で学ぶことに強い意欲を持ち、高等学校で履修する教科・科目を幅広く
修得し、大学で学ぶための基礎学力を有する人、もしくは、同等の知識と技能を
有する人を、学力試験や大学入学共通テスト、調査書、大学入学希望理由書な
どを用いて、多面的・総合的に評価して受け入れる。

一般選抜
（大学入学共通テスト利用入試含） （AP1、AP2の比率が高い）

　建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持つ幅広い年代の人を
受け入れる。受け入れの判断については、在宅学習が中心の大学通信教育の
学習方法を理解し、学ぶ意思を確認する志望理由書により行う。

通信教育部入試
（AP2、AP4の比重が高い）
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教員メッセージ

国 文 学 科
Department of Japanese Literature

歌や物語として、先人たちが伝承してきた薫り高き日本の文学の数々…。

その背後にあった古来の人々の命の輝きや深い洞察、遊び心やユーモア、

さらには古典を踏まえた現代の言葉や文学。

それらを巡る文化の華やぎなどについて系統的に学び、

人生の礎となる自らの言葉の世界を確立するための知性と人間性を育みます。

文学との出会い、そして新しい言葉の世界へ

D
epartm

ent of Japanese Literature

国
文
学
科

文
学
部

自らの言葉の世界を確立するための…

曲亭馬琴『縁結文定紋』

竹久夢二詩集『夜の露台』
（大正5年刊）

　奈良大学の国文学科は、奈良時代から現代にいたる全ての時代の文学を学ぶことができます。また日
本語の仕組みや歴史について幅広く学び、興味に応じて専門的に研究することができます。ふだん何気な
く用いている日本語について意識することで言葉の感性を磨き、問題点や課題を自分で見つけ、自分なり
に考察していく力を養います。これは自分自身で新しく「価値を創造」することでもあり、現代社会において
求められている力でもあります。専門的知識を学ぶだけでなく、伝統芸能鑑賞や実地見学踏査、海外研修
といった体験的な学習の場があり、文学の世界を体感し、日本の文化を学ぶこともできます。一緒に「言葉
の世界」と「文化」を探求し、体感しましょう。

言葉の感性を磨き、言葉の世界と文化を体感する。

文学部 国文学科

鈴木 喬准教授　SUZUKI Takashi　（専門分野：上代文学）

①日本の言葉の世界を深く系統的に学びます。文学作品を読み解き、文化や出版に関する知識を学習します。

②本物に触れる体験を重視しながら、日本語表現にかかわる力を磨きます。

③教員を始めとした学びを生かした就職を実現します。

日本語

　地球上に存在するどのような言語にも、その言
語を持つ民族の心と文化が反映されています。日
本語の音声や文字、語彙や文法を構成する要素
とその体系を詳しく学び、言語とそれを取り巻く状
況を広く理解できる力を養います。

古典文学

　『万葉集』『源氏物語』『平家物語』『おくのほそ
道』など、日本文学の本流ともいうべき古典文学を、

専門的な切り口で読み解きます。ま
た体験型の授業を通して、古典
文学を生み出した風土を体感す
ることを重視しています。

近現代文学

　小説家や詩人たちが書き残した作品に向き合え
ば、明治・大正・昭和と移りゆく世相の中で、人々が
何を感じ、どのように生きてきたかが見えてきます。漱
石、鷗外、芥川といった
文豪から、忘れ去られ
た作家まで、作品、メディ
ア、思想、風俗などあらゆ
るアプローチで迫ります。

表象文化

　ラジオ・テレビ・インターネット…マスメディアの発
達は私たちに多様な表現形式を与えてくれました。
しかし、その基本にあるのは、やはり〈言葉〉です。
映像・漫画・広告・演劇・音楽などを素材に、言葉を
巡る現代文化の多様性と、次世代の言語表現の
可能性を探ります。

出版文化

　古来、文学作品は手で書き写された「写本」とい
う形で伝わってきましたが、江戸時代に入ると、板
木で印刷された「板本」によって、多数の読者を獲
得しました。板木や板本といった〈もの〉に触れなが
ら、出版文化に関する知識を学び、文学作品の受
容と普及について考えます。

伝承文化

　神話・説話・昔話などの口承文芸、能・狂言など
の古典芸能は、口から口へ、体から体へと伝えられ
てきた伝承文化です。そのため、講義による伝承

文化の理解に加え、
歌舞伎・文楽の鑑賞
など、〈体験〉を通して
得ることを重視してい
ます。

万葉集の歌を通して
はるか昔の詠み人に親しみを感じる。

　授業で今、万葉集の「問答」という括りの歌の解釈

を学んでいます。問答歌は一方が呼びかけ、他方が

応える形式の歌ですが、特に恋歌などを見ていると、

今も昔も人の心は変わらないと感じます。また、梅の舞

い散るさまを詠んだ歌など、季節に対する美的感覚も

現代とそれほど変わりがないことがわかり、はるか昔

の詠み人に親近感を覚えます。大学では、他学年の

学生もいる自主ゼミ「古事記神話をよむ会」にも所属

し、子どもの頃から好きだった神話の世界についても

学んでいます。卒業後は、学校図書館の運営に携わ

る司書教諭に就きたいと考えています。国文学科で

学んだ知識を生かし、言葉が織りなす表現世界の面

白さを伝えられたらと思っています。

文学部 国文学科 3年生

及川 莉央さん　OIKAWA Rio
（茨城県・智学館中等教育学校出身）

日本の言葉・文化を
系統的に学ぶ

「言葉」「物」「表現」を巡るコースを設
定。各自の関心や興味に応じて他分野
を横断的に学べる自由度の高いカリキュ
ラムです。

1
研究分野の枠を超えた
卒論指導

研究分野の連携を進めて、複数の研究
分野の枠組みを横断する意欲的な卒業
論文を生み出しています。

2
行き届いた指導で
個性を伸ばす

少人数編成の科目を配し、体系的なプロ
グラムで徹底して指導。教員と学生が密
接な環境で、目の行き届いた教育を実践
しています。

3

京都南座の顔見世興行

学び のポイント

学 び のフィー ルド
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教員メッセージ

【A群】国文学史／
国語学概論／
古典文学概論／
近代文学概論／
現代文化論 
【C群】実地見学踏査／
伝統芸能鑑賞

【Ａ群】中国文学概論／日本語の歴史
【Ｂ群】神話伝承論／平安文学論／
中世文学論／近世文学論／
近代小説論／現代文学論／
古典日本語論／現代日本語論
【Ｃ群】日本語教育論／言語情報処理論／
中国文学講読／身体表現実習／
資料調査実習／文芸創作実習

文学部 国文学科

光石 亜由美教授
MITSUISHI Ayumi
（専門分野：近代文学）

【Ｂ群】書物論／メディア文化論／
比較交流論／和歌歌謡論／
近代詩歌論／国文学特殊講義／
国語学特殊講義
【Ｃ群】書道／書物出版学実習／
編集実習

※カリキュラムに関する詳細はWEBサイトにて　https://portal.nara-u.ac.jp/portal/slbssrch.do

※2022年度のカリキュラムです。

選
択
科
目

必
修
科
目

学問と社会／基礎演習／
国文学の世界／言語文学

国文学講読 国文学演習Ⅰ・Ⅱ 国文学演習Ⅲ・Ⅳ／
卒業論文

　夏目漱石や坂口安吾など、近現代文学を中心に学んでいます。高校までとは違う大学での専門的な学びを通して、文体の美しさや

情景表現の巧みさ、ストーリーの面白さだけにとらわれない、文学というものの奥深さに魅せられています。作品を通して、作家の思いや

眼差し、その時代の社会や文化を知ることもできます。文学を読むことによって自分の感性を高めながら世界を理解することができると

思います。具体的な研究テーマはまだ決まっていませんが、さまざまな切り口を検討して、自分ならではの視点を探っているところです。

　幼い頃から物語を読むのが好きで、特に近現代文学を踏み込んで学びたいと
の思いから国文学科へ。時代や文学という形式に縛られず､上代・古代から国
語学まで幅広く学べることや奈良の風土にも惹かれました。

▶ 国文学科を選んだ理由

　近現代文学と国語学の2つのゼミに所属しています。近現代文学では、小説を
読んで自分で着目点を見つけ調べるという作業を行っています。国語学では、言
葉や文法がどう変化してきたかを歴史的な視点で学んでいます。

▶ 学んでいる内容

　出版関係や編集の仕事のほか書店なども含めて、何かしら文章や文学、国語
に関わりのある職業に就けたらと思っています。本が好きという気持ちを貫き、国
文学科で学んだ知識を活かしていきたいです。

▶ 将来の希望・夢

　司書の資格取得も目指しており、「図書館情報技術論」など必要な科目を履
修しています。日頃、詩歌はあまり読まないのですが､文学的な知識を広げたくて
「近代詩歌論」も学んでいます。「メディア文化論」はマンガを題材にした授業で
小説とは違う面白さがあります。

▶ わたしの時間割

※2021年度前期授業科目

MON TUE WED THU FRI SAT

1

2

3

4

5

国文学演習 Ⅰ

近代詩歌論

国文学演習 Ⅰ

情報
サービス演習

メディア
文化論

考古学 Ⅰ

心理学

図書館
情報技術論

情報資源
組織演習

文学部 国文学科 3年生

小澤 壮一朗さん　OZAWA Souichirou
（長野県立岡谷南高校出身）

　１年生を対象とした少人数、アクティブラーニング形式の必修科目です。古典

文学、近現代文学、国語学の基礎を学びます。近代文学の授業では、小説を研

究するときに必要な方法論を学んだうえで、受講生それぞれが選んだ短篇小説

について発表を行います。論理的な考え方、発表のスキル、議論のしかたなど、

国文学研究の基礎的な知識や技術を、実践を通じて学びます。

国文学研究の入門編
研究方法・発表のスキルを学びます。

　小説を読むには、書かれていることを理解するだけでなく、書か

れていないことも想像する二方向の力が必要だと思います。文学

研究の対象は書物ですが、ある意味、生身の人間とのコミュニケー

ションに似たところもあります。相手の気持ちを理解し、思いやる、そ

して言葉を使って自分を表現する。こう

した力を大学生活の中で養って、社

会に飛び出していってほしいと思い

ます。そのためには勉強だけでなく、

旅行や趣味などいろいろなものに

目を向けて、自分の世界を広

げることも大切です。

文学を通じて、自分を知る、
相手を知る、世界を知る人になってほしい。

自分の感性を高めながら世界を理解できる
文学の奥深さに魅入られています。

1年生 2年生 3年生 4年生

　これから学んでいくことの基礎的

知識だけではなく、文献の読み方や

レジュメの作り方、レポートの書き方、

プレゼンテーションの仕方など、基本

技術を身につけます。

　「国文学講読」を通して、作品やこ

とばを深く読み解く力を身につけます。

また「平安文学論」や「現代日本語

論」などの選択科目では、文学や語

学の専門的な知識を習得します。

　「国文学演習Ⅰ・Ⅱ」を通して、各分

野の研究手法や論文制作の方法を

学びます。２年生までの学びを発展さ

せた、より専門性の高い研究を目指し

ます。

　４年生の中心課題は卒業論文で

す。「国文学演習Ⅲ・Ⅳ」を通して指

導教員の指導を受けながら、４年間

の集大成として自らの研究を卒業論

文にまとめます。

必修科目で研究の
基礎的な方法論を学ぶ

作品やことばを
深く読み解く力を身につける

研究手法や
論文制作の方法を学ぶ

研究テーマを決定し、
卒業論文を制作

   授 業ピックアップ／ 言 語 文 学

   4 年 間 の 学 び のステップ

   4 年 間 の 学 び のプロセス    マ イストーリー
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学生の声

鈴木 喬 准教授 ［ＳＵＺＵＫＩ Ｔａｋａｓｈｉ］ 博士（国際文化）

三宅 晶子 教授 ［MIYAKE Akiko］ 博士（文学）

中尾 和昇 准教授 ［NAKAO Kazunori］ 博士（文学）

光石 亜由美 教授 ［MITSUISHI Ayumi］ 博士（学術）

木田 隆文 教授 ［KIDA Takafumi］ 博士（文学）

岸江 信介 教授 ［KISHIE Shinsuke］

山田 昇平 講師 ［YAMADA Shohei］ 博士（文学） 

大西 英人 教授 ［ＯＮＩＳＨＩ Ｈｉｄｅｔｏ］

古木 圭子 教授 ［ＦＵＲＵＫＩ Ｋｅｉｋｏ］ 博士（文学）

丸田 健 教授 ［MARUTA Ken］ 博士（人間科学）

上代文学

中世文学

近世文学

近代文学

近現代文学

国語学

国語学

共通教育

共通教育

共通教育

教員名 担当分野

「万葉集」を軸とした上代文学における文字表現の研究

能楽研究、古典教育研究

江戸時代後期の小説（読本・草双紙など）の研究

自然主義文学、ジェンダー・セクシュアリティ研究

昭和期の文学と文化、植民地文学の研究

言語地理学研究、西日本諸方言の地域言語研究

中近世日本語の濁音・鼻音をめぐる研究

探求型学習とカリキュラムについて

アメリカ演劇におけるジェンダー・セクシュアリティの研究

哲学・人間学。ヴィトゲンシュタイン研究、ものの研究

専門または研究テーマ

常葉大学附属中・高等学校／星稜高等学校／奈良県教育委員会／

浪速高等学校・浪速中学校／防衛省 陸上自衛隊／栄町役場／小浜

市役所／東大阪市役所／（株）フジキン 総本社／関西美術印刷（株）／

アジア航測（株）／（株）三ツワフロンテック／フルックスグループ／鳥羽

シーサイドホテル（株）／ルートインジャパン（株）／（株）関西ケーズデンキ

／奈良ダイハツ（株）／（株）アペックス／（株）ココカラファイン／（株）

ヨドバシカメラ／（株）ハンズマン／（株）キリン堂／（株）福島民報社／

（株）ルビー／ミズノスポーツサービス（株）／（株）かに道楽／上伊那

農業協同組合／日本生命保険相互会社／（株）奈良自動車学校／

センコー（株）／福山通運（株）／（株）三井不動産ホテルマネジメント／

くら寿司（株）／（株）近商ストア／（株）エーコープ近畿／（株）クスリの

アオキ／（株）ラウンドワン／（株）福屋ホールディングス／共同エンジ

ニアリング（株）／岡村印刷工業（株）

教員免許状・司書・学校図書館司書教諭・博物館学芸員取得できる免許・資格

　近世文学ゼミでは、江戸時代後期の読本（長編伝奇小説）作品を「典拠」（作品
構成に深く関わる素材）をもとに考えます。前期に取り上げるのは、山東京伝の代表
作『桜姫全伝曙草紙』。清玄・桜姫の怪異譚を独自の勧善懲悪観で描いた本作に
は、和漢古今の典籍が利用されており、作者京伝の工夫の程がうかがえます。
　典拠との比較を通して、作者の創作意識を読み解くことは、近世小説を研究する
うえで最も重要な営みです。このような研究手法をゼミを通して身につけ、卒業論文
への足がかりとしてもらえればと思います。

典拠との比較を通して
作者の創作意識を読み解きます。

　江戸時代に興味があり、妖怪や怪奇ものが好きだったことから、江戸中期～後期に流行した「九尾の狐」の物語（九尾

の狐譚）を研究しています。もとは中国に伝わる九本の尾を持つ狐の妖怪ですが、多くの江戸の作者が九尾の狐を題材

に書いているのはなぜなのか、作品によって異なる九尾の狐の立ち位置はどのようなものか、といったことについて考察し

ていきたいです。さまざまな規制があった時代ですが、巧みにかいくぐって表現しているところや、複数の他作品を取り入

れながら一つの作品として昇華させているところなど、江戸小説の面白さにはまっています。

江戸時代に流行した妖怪の物語を研究しています。

　三宅晶子教授監修による図書館の特別展が行われました。天皇や上皇の勅命で編纂された勅撰和歌
集は、『古今和歌集』（905年）から『新続古今和歌集』（1434年）まで21種存在します。図書館が購入した
のは『詞花和歌集』『続後撰和歌集』を除く十九代集の完本で、江戸中期写と考えられる美麗本です。写
真付きの詳しい解題が、図書館ホームページに掲載されています。併せて「八代集古筆切」（橘樹文庫）も
展示され、藤原俊成や定家などの墨跡を楽しむことができました。幸いコロナ禍が治まっている時期で、内
外の多くの方が来館されました。（開催期間2021年10月20日～12月20日）

特別集書購入図書（令和２年度）展示 勅撰集 和歌十九代集

トピックス

   ゼミ紹 介

   教 員 紹 介

   内 定 者 インタビュー  ［ 大阪府 中学校教諭 ］

   主な就職先一覧（過去3年間）   就職データ（2021年3月卒業生）

   国文学科のキャリアサポート

　中学の先生は人生を変えてくれた恩人。高校でも、先生方がいきいき

と授業を行う姿に刺激を受けました。オープンキャンパスの体験講義が

印象に残り、奈良大学の国文学科へ。教員を目指し、塾のアルバイトや

教育実習を経験。時間が経つのが早いと思うほど教壇に立つのが楽

しく、雰囲気を盛り上げ、やる気を引き出す授業づくりにやりがいを感じ

ました。教員採用試験の勉強と教育実習の両立は大変でしたが、目標

に向かって頑張りました。教職課程の先生が模擬授業で課題を指摘し

てくれたり、面接の相談に乗ってくれたことでたくさんの気づきがあり、合

格につながったと思います。面倒見がいい長所を生かし、生徒の成長

を支える先生になりたいです。

中学時代の恩師に憧れ、教員の道へ。
実習で教壇に立ち、教える楽しさを実感。

文学部 国文学科 4年生

松田 啓斗さん　MATSUDA Takato　（大阪府・大阪産業大学附属高校出身）

卒業後の進路

　教員、学校図書館司書教諭、
司書の資格取得を目指し、ほぼ
全時限が授業で埋まるほど。塾
講師のアルバイトにも力を注ぐ。

教職や司書課程の授業で、
時間割がいっぱいに

　より積極的な姿勢で授業に
臨むことで、学びの楽しさが深ま
り、世界が広がった。平安～室
町時代の言葉に魅せられ、専
門分野にしようと決めた。

能動的に学ぶ喜びに開眼。
学びの世界が広がる

　山田昇平先生のゼミで中世
日本語を研究。後期に模擬授
業を体験するなど、着実に教師
になるための力を蓄えた。

ゼミでは中世日本語を研究。
教職への道を着実に進む

　教育実習が楽しく、生徒たち
からも応援され、必ず教壇に立
つと決意。8月に教員としての
採用が決まり、その後は卒業論
文に集中。

生徒たちの励ましに感激。
必ず教員になると誓う

　中学時代に支えてくれた恩
師のような教員が目標。生徒に
国語を好きになってもらい、生
徒とともに自分も成長していき
たい。

お世話になった先生への
ご恩を未来につなぐ

1年生 2年生 3年生 4年生

業種別就職状況

運輸・情報　11％

製造　14％

建設・不動産　8％

卸売　3％

サービス　42％

小売　22％

◆「国語教育研究会」で現役の国語科教員の先輩から直接指導を受けられる　◆「特別講義」で文化の第一線で働く人々の経験を知る
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文学部 国文学科

中尾 和昇准教授　NAKAO Kazunori
（専門分野：日本近世文学）

文学部 国文学科 3年生

田中 美帆さん　TANAKA Miho　（三重県・セントヨゼフ女子学園高校出身）
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教員メッセージ

史 学 科
Department of History

先人たちがいかに考え、どのように暮らし、何を感じ、どう生きていたのか。

祖先たちが脈々と積み重ねてきた歴史のなかには、

2 1世紀を賢明に生き抜くための多くの知恵が眠っています。

古都奈良という最高の学習環境のもと、そんな歴史のなかにいきいきと

きらめく人々の営みに触れながら、未来を築くための知恵と力を身につけます。

歴史から学び、未来をつくる力を育む

D
epartm

ent of H
istory

史
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文
学
部

歴史から未来を見つめるための…

　世界のヒトやモノの移動が盛んになりはじめた1851年、コレラなど感染症の拡大抑制に向けた国際会議が開

かれました。会議では人の移動の制限をめぐって、厳しい措置を求める国と、貿易を優先し、緩やかな制限を主

張する国との対立がありました。

　歴史を学ぶことは、現代でもみられる課題に直面した過去の人々の経験や知恵を知ることでもあります。AI時

代に生き残るには、知識の量や処理速度よりも、経験や知恵、共感力の蓄積が重要になると言われています。皆さ

んは史学科で学ぶことで、一人では蓄積することに限界がある数多くの経験や知恵に触れることができるでしょう。

歴史を学んで、AI時代を力強く、豊かに生きよう！

文学部 史学科

山口 育人教授　YAMAGUCHI Ikuto　（専門分野：イギリス現代史、イギリス帝国史）

「日本史」「世界史」の2つのコース編成で、幅広く歴史を学べるようになっています。

史跡や文化財が豊富な古都奈良の立地を最大限に生かし、体験・行動型の授業を展開。

“考える歴史”そして“感じる歴史”を実践しています。

日本史

　歴史は空想ではなくて、事実にもとづいて復元しなければなりません。そのた
めには、史料を正しく読み取ることが必要です。史料は、本にまとめられたもの
（典籍）のほかに、古文書・絵図・新
聞・木簡などがあり、授業を通じて
それらの史料を読み解く力を習得。
それをもとに自分のテーマに合った
材料を見つけていくことからスタート
します。

世界史

　世界史は、日本以外のあらゆる地域を研究対象とします。古代日本に大きな
影響を与えた中国、韓国などアジア諸国、さらに世界帝国を出現させたイスラー
ム世界、近代世界を主導した西洋地域、さらに
アメリカ・オセアニア地域など、文字通り世界の
歴史なのです。漢文、中国語、英語はもちろん、
ペルシャ語、ギリシャ語など多様な言語の史料
を読みときながら、各地域が相互につながり、
展開するダイナミックな歴史を学びます。

史学会

　史学会は教員と学生から構成され、学生が運営の
中心となっています。毎年、研究誌『奈良史
学』を発行し、全国の研究機関から評価さ
れています。また、年に数回実施される歴史
体験ツアーには、他学科からも参加者を迎え
るなど、歴史を通じて幅広い人的交流を実現。
授業とはひと味違うユニークな方法で、歴史ヘ
の興味を喚起し、体験から知識を深めています。

学外研修

　3年生で演習（ゼミ）の所属が決まると、ゼミごとに学外に出て研修を行います。
京都、大阪に出かけたり、まち全体が生きた歴史と呼べる奈良を歩いたり、それ
ぞれに専門とする研究領域に関係の深
い史跡や文化財を体感します。また、この
恵まれた環境を最大限に生かして、正倉
院展を始め博物館での学習も積極的に
実施しています。

終わりのない学びの世界。
西洋史の奥深さに魅せられています。

　大学で西洋史を詳しく学ぶなかで、ナチスによるアウ

シュビッツでの大量虐殺は、複雑でさまざまな経緯や背

景があったこと、早い時期には「絶滅」ではなく「追放」

がナチスの議論にあったことを知って驚きました。今は､

あまり知られていないユダヤ人ゲットー（強制収容所の

一つ前の強制居住区）の環境や暮らしをテーマに研

究をしていこうと考えています。歴史には原因と結果が

あり、探究すればするほど終わりがない、そこが魅力で

す。自分が学んできて面白いと感じたような、教科書に

書いていないことを教えられる教員になることを目指し

ています。

文学部 史学科 3年生

大坪 賢斗さん　OTSUBO Kento 

（高知県立安芸高校出身）

「暗記」から
「考える歴史学」へ

高校までの歴史は史実を覚えることでし
たが、大学では暗記は必要ありません。
歴史的変化の要因を考察し、本当の歴
史学に迫ります。

1
徹底した個別指導のもと
卒論を作成

自分自身の関心を探り、研究テーマを掘
り下げ、答えを導き出す卒業論文。学生
の自主性を重んじながら担当教員が個
別指導します。

2
“本物”に触れる
環境で学ぶ

まち全体が“生きた歴史”である古都奈
良。本物の史料に触れ、自身の経験を通
して歴史から考える力を高めます。

3

学び のポイント

学 び のフィー ルド

三条実美が京都府知事に宛てた手紙 19世紀のヴィクトリア朝期のファッション

現地に出かけ本物の歴史を学ぶ研究誌 奈良史学
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教員メッセージ

（１～４年生）

【D群】哲学・思想Ⅰ／哲学・思想Ⅱ／
文学／現代史／地理学Ⅰ／地理学Ⅱ／
地誌学Ⅰ／地誌学Ⅱ／現代社会と法 など

【A群】国際交流史基礎講義／
日本史基礎講義／東洋史基礎講義／
西洋史基礎講義
（2～3年生）

【C群】史料研究
（2～4年生）

【D群】民俗学／考古学Ⅰ／考古学Ⅱ／
美術史Ⅰ／美術史Ⅱ／国際関係論 など

（3～4年生）

【B群】国際交流史特殊講義／日本史特殊講義／
東洋史特殊講義／西洋史特殊講義

※カリキュラムに関する詳細はWEBサイトにて　https://portal.nara-u.ac.jp/portal/slbssrch.do

※2022年度のカリキュラムです。

選
択
科
目

必
修
科
目

学問と社会／基礎演習／
史学研究法／日本史概論／
東洋史概論／西洋史概論

（2～3年生）

史料講読
（3～4年生）

史学演習　
卒業論文

　歴史上の人物の謎を解き明かしていく面白さが、歴史学の醍醐味だと思います。織田信長に興味を抱いた私は、本能寺の変につ

いて調べていました。そこで出てきた疑問が、「信長の死体はどこにいった？」ということ。卒業論文のテーマは、「信長の埋葬」に決まり

ました。墓とされる地は各所にありますが、「ここが墓では」という仮説を立て、それを立証する史料の収集に励んでいます。先生にも

「面白い！」と言っていただき、自信につながりました。人物像を探るほどに現代との共通点が見えてくるのも楽しいです。

　小学生の頃から、社会の授業や歴史を描いた漫画やテレビドラマが好きでした。
特に戦国・安土桃山時代の歴史に興味があり、著名な先生方に学べる奈良大学
に魅力を感じて入学しました。

▶ 史学科を選んだ理由

　外岡慎一郎先生のゼミで日本中世史を学んでいます。人気が高い外岡先生
のゼミで学ぶのは、入学前からの夢。熱意をアピールし願いがかないました。今は
卒業論文の史料集めに奔走し、図書館や神社仏閣にもよく足を運んでいます。

▶ 学んでいる内容

　具体的にはまだ決めていませんが、将来のために簿記の勉強を続けています。
3級に合格し、次は2級を目標に頑張っています。地元企業への就職を望んでいま
すが、地元に貢献できる公務員職も検討しています。

▶ 将来の希望・夢

　「日本史概論」では専門の学びの土台となる知識が学べます。「史料講読」は
古文書の読解に挑める、お気に入りの授業です。「西洋史特殊講義」の内容は
とても面白く、西洋史への苦手意識が覆されました。3年生前期までにできるだけ
多くの科目を履修し、後期からはゼミに注力しています。

▶ わたしの時間割

※2021年度前期授業科目

MON TUE WED THU FRI SAT

1

2

3

4

5

日本史
基礎講義 Ⅱ

日本史
特殊講義 Ⅱ

史料講読 Ⅲ

日本史
特殊講義 Ⅴ

国際交流史
特殊講義 Ⅰ

史学演習 Ⅰ

国際交流史
特殊講義 Ⅳ

日本史
特殊講義 Ⅰ

西洋史
特殊講義 Ⅰ

　古代ギリシア語というと縁遠い気がしますが、昨今のコロナ禍でも「デルタ株」

や「オミクロン株」などとギリシア語アルファベットを使っています。科学の分野では

記号代わりによく使っていますね。知らない文字を覚えるのは楽しいし、それが連

なって単語や文章になるとわかると、新鮮な喜びも湧いてきます。授業ではアル

ファベットから始めて単語や文章を言えるよう、書けるように、暗唱したり、前に出

て書いてもらったりしています。

オミクロンは「小さな（ミクロの）オ」。
「大きな（メガの）オ」はオメガです。

　古代ギリシア語は西洋の神話や哲学、それに新約聖書の言葉で

す。日本語で中国古典の漢字熟語が欠かせないように、欧米言語で

はギリシア語が多くの単語の語源になっています。そして、それらを介

して日本語にも入っています。その古代ギリシア語にじかに触れること

ができると、誰しもわくわくするのではないで

しょうか。激しい語形変化もありますが、とに

かく口に出してすらすら読めるまで練習し

てみましょう。それがどんな言語でも上達の

早道です。ギリシア語でアルファベット

がすらすら口をついて出るだけで

も驚異的。クラスの大半がもうそう

なっているではありませんか。

意味など後回し。とにかく口に出して言ってみる。
それが語学上達の早道です。

織田信長の墓は、どこにある？
新しい視点での、歴史の謎解きに夢中です。

1年生 2年生 3年生 4年生

　歴史学という学問の、基本的な作
法を身につけるとともに、日本史と世
界史の基礎的な知識を学びます。

　「史料講読」や「史料研究」で、さ
まざまな時代、地域（国）の史料に幅
広く接し、史料分析の基本的な作法
を身につけます。
　また「基礎講義」で、多様な研究
分野に関する最新の研究動向を学
びます。

　「演習」（ゼミ）で、自分の研究テー
マについて発表し、他人との議論を
通して、論理的思考力を養います。
　また「特殊講義」で、高度な専門
知識を修得し、歴史を複眼的、長期
的に考察する力を身につけます。

　卒業論文作成のための演習が中
心となります。発表とディベートを通し
て、自分の研究テーマを深化させ、
独創性あふれる卒論の完成を目指
します。

歴史学の作法を
身につける

史料を扱う作法を
身につける

「演習」で
論理的思考力を養う

4年間の集大成
「卒業論文」の完成を目指す

   授 業ピックアップ／ 史 料 研 究Ⅲ

   4 年 間 の 学 び のステップ

   4 年 間 の 学 び のプロセス    マ イストーリー
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科

文
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部

文学部 史学科 3年生

大西 和貴さん　ONISHI Kazuki
（香川県立琴平高校出身）

文学部 史学科

足立 広明教授
ADACHI Hiroaki
（専門分野：西洋古代中世史）
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学生の声

渡辺 晃宏 教授 ［WATANABE Akihiro］ 
外岡 慎一郎 教授 ［ＴＯＮＯＯＫＡ Ｓｈｉｎ’ｉｃｈｉｒｏ］ 博士（史学）
木下 光生 教授 ［KINOSHITA Mitsuo］ 博士（文学）
井岡 康時 教授 ［IOKA Yasutoki］
森川 正則 准教授 ［MORIKAWA Masanori］ 博士（法学）
河内 将芳 教授 ［KAWAUCHI Masayoshi］ 博士（人間・環境学）
村上 紀夫 教授 ［MURAKAMI Norio］ 博士（文学）
角谷 常子 教授 ［SUMIYA Tsuneko］ 博士（文学）
山崎 岳 准教授 ［YAMAZAKI Takeshi］ 博士（文学）
川本 正知 教授 ［KAWAMOTO Masatomo］ 博士（文学）
足立 広明 教授 ［ADACHI Hiroaki］
山口 育人 教授 ［YAMAGUCHI Ikuto］ 博士（文学）
高橋 博子 教授 ［TAKAHASHI Hiroko］ 博士（文化史学）
中戸 義雄 教授 ［NAKATO Yoshio］
横田 浩 教授 ［YOKOTA Hiroshi］ 理学博士
関 茂樹 教授 ［SEKI Shigeki］ 博士（文学）
横山 香 教授 ［YOKOYAMA Kaori］ 博士（言語文化学）

日本古代史
日本中世史
日本近世史
日本近代史
日本近現代史
日本文化史
日本文化史
中国古代・中世史
中国近世史
中央アジア・西アジア史
西洋古代史
西洋近現代史
環太平洋世界史
共通教育
共通教育
共通教育
共通教育

教員名 担当分野

律令制研究、都城研究、出土文字資料論
中世の紛争とその解決方法、大谷吉継、中世の自然災害
貧困、賤民、葬送の研究
被差別民衆史、地域史
20世紀日本の政治外交史、戦間期日本の経済外交についての研究
都市の社会史
宗教と芸能の文化史
漢代の政治と社会
倭寇、東アジア海域史
中央アジア・西アジアの宗教史・政治史
古代末期の地中海世界の社会史
イギリス帝国史、20世紀イギリス政治史
日米関係史、グローバルヒバクシャ研究、太平洋核実験
高等教育論。人間形成論
情報。素粒子理論：有限温度・有限密度における場の量子論
英語学
ドイツ文化研究。現代ドイツの大衆文化・日独比較文化

専門または研究テーマ

教員免許状・博物館学芸員・司書・学校図書館司書教諭取得できる免許・資格

　日本近世史ゼミでは、17～19世紀の江戸時代を中心に、自分で探し出した研究

テーマについて、先行研究の成果と課題を整理し、関連史料を分析して、定期的に

研究報告を行っています。ゼミ生たちの卒論テーマは、実に多種多様で、飢饉、人

身売買、ジェンダー、正当防衛、初等教育、対外関係など、現代的な課題と関わるも

のも少なくありません。卒論との格闘を通して、「過去」と「現在」のつながりを、自分

なりに考え抜いてほしいと思います。

江戸時代を中心に、
好きな研究テーマで卒論に取り組みます。

　ジェンダーやセクシャリティ、LGBTQの問題への関心から、ゼミでは「男色文化」を研究しています。男色文化と歌舞伎

など芸事との関わりはよく知られており、昔は案外普通のことだったのに、いつから特殊なことになったのだろうという思い

がありました。調べていくなかで、少年愛文化の始まりは意外にも寺院だったということに辿り着き、突き詰めて学んでいく

面白さを感じています。ジェンダー観はここ数年で大きく変わってきているので、現代の視点を取り入れて、自分なりの研究

を進めていきたいです。

かつては普通にあった「男色文化」について研究しています。

トピックス

   ゼミ紹 介

   教 員 紹 介

   内 定 者 インタビュー  ［ 株式会社 クスリのアオキ ］

　小学生で伝記物にはまって以来の歴史好き。高校の先生の勧めで奈

良大学史学科へ。古文書の実地調査に参加したり、たくさんの本を読ん

で過去のことを調べたりと、根気のいる作業を通して培った粘り強さは就

職活動でも活かされました。自己分析がうまくできず、キャリアセンターで

何度も話を聞いてもらう中で、自身の強みが明確に。エントリーシートは自

信を持って提出できるまで書き直し、面接練習を繰り返し行い、十分に対

策をして面接に臨んたことが内定に繋がりました。内定先は2年目に店

長候補者研修があるなど、ステップアップできる環境が整っています。医

薬品登録販売者資格の取得を目指し、自己研鑽しながら最速での店長

を目指します。

相談から模擬面接まで。
何度もキャリアセンターを活用し、万全の対策ができました。

卒業後の進路

　弓道部に所属し遠征や合宿
で各地へ行く。いろいろな土地
へ行くことが「楽しい」と感じる
自分を発見。飲食店で接客の
アルバイトも始める。

部活、学業、アルバイト。
いろいろな経験を積む

　就職についてまだ明確な意
思はなかったが、東北地方の歴
史を訪ねる一人旅を経験し、全
国各地に行ってみたいという気
持ちが強まる。

歴史にふれる東北一人旅で
自分の気持ちを再確認

　キャリアセンターのガイダンス
を機に就職を意識。旅行業希
望だったがコロナ禍で断念。一
から再考しマイナビの合同説明
会で内定先に興味を持つ。

ガイダンスで就職を意識。
合同説明会に参加

　キャリアセンターに相談した
り自己分析を何度も行ったりす
ることで、本当にやりたいこと
が見えてきた。希望する企業か
ら内定をいただく。

キャリアセンターを活用。
就職活動に自信が

　内定先はさらなる多店舗展
開中。総合職での採用なので
全国各地に転勤があり、いろい
ろな土地へ行きたい私にとって
はそれも大きな魅力！

関西～東日本に展開する
ドラッグストアに就職

1年生 2年生 3年生 4年生
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増田善信 元気象研究所研究室長

   史学科のキャリアサポート

◆学芸員として即戦力となる、実物史料を用いた実習授業　◆教職志望の学生に対して、課外活動として「教職学習会」を組織・運営
◆就職希望先の業種や地域に関連するテーマを対象にした卒業研究の指導

文学部 史学科 4年生

山本 愛奈さん　YAMAMOTO Mana　（岡山県立新見高校出身）

文学部 史学科 3年生

宮田 千華さん　MIYATA Chihana　（長野県松本美須々ケ丘高校出身）

文学部 史学科

木下 光生教授　KINOSHITA Mitsuo
（専門分野：近世日本の貧困史）

　2021年11月3日、科研費基盤研究（C）「広島・長崎原爆による黒い雨・米核実験による放射性降下物の歴史的検証」
（研究代表：高橋博子 研究機関：奈良大学）は日本パグウォッシュ会議と共催で、気象学者の増田善信氏の講演会を開
催しました。現在98歳の増田氏は、気象研究と被災者の証言を元に黒い雨降雨地域（増田雨域）を先駆的に浮き彫り
にした科学者です。また、「黒い雨」被爆者や研究者へのインタビューに基づいて、第一線の報道をしてきた毎日新聞記
者の小山美砂氏にコメントしていただき、高橋教授が司会をしました。オンラインでの開催でしたが、参加者は100名近く
となりました。日本パグウォッシュ会議のホームページ（https://www.pugwashjapan.jp）で録画映像が視聴できます。

気象学者の約束（P l e d g e）：黒い雨調査

厚生労働省／防衛省 海上自衛隊／独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構／北海道教育委員会／福島県人事委員会／岡山県

教育委員会／奈良県教育委員会／愛知県教育委員会／呉市教育

委員会／大阪狭山市役所／天草市役所／萩市役所／宇陀市役所／

飯綱町役場／広島県警察本部／石川県警察本部／京都府警察本部／

兵庫県警察本部／奈良県警察本部／大和ハウス工業（株）／コーナン

商事（株）／（株）中国銀行／杉本商事（株）／（株）毎日新聞社／（株）

コスモス薬品／京阪電気鉄道（株）／（株）清水銀行／（株）山陰中央

新報社／くまざわ書店グループ／上新電機（株）／瀬戸内海汽船（株）／

大阪信用金庫／奈良信用金庫／ソフトバンク（株）／（株）ビジョンメガネ／

（株）ＪＲ西日本ヴィアイン／近畿日本鉄道（株）／名古屋鉄道（株）／

西日本旅客鉄道（株）／アジア航測（株）

   主な就職先一覧（過去3年間）   就職データ（2021年3月卒業生）

業種別就職状況

製造　11％

運輸・情報　12％

建設・不動産　7％
卸売　5％

金融　4％ 教員・公務員・学芸員・司書　13％

サービス　26％

小売　22％
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教員メッセージ

地 理 学 科
Department of Geography

風景、風土、気候、歴史や文化、人々の暮らし、産業など、

さまざまな現象や条件から人と自然の特性を探り出し、時空間の地域の姿を描いていきます。

また自然災害への対応や、コンピュータを用いて地図情報と地域情報を統合的に扱う

地理情報システム（G I S）など、高度情報化社会において注目される領域も地理学。

未来を考えていくうえで欠くことのできない学問分野です。

自然現象や人間活動を総合的に捉え、地域の問題を解決する

D
epartm

ent of G
eography

地
理
学
科

文
学
部

地域特性を読み解くための…

　自然災害など地球環境について、世界や日本の地域性に関して、あるいは歴史・経済・文化なども対象とす

る地理学は、とても分野が広いです。その多様な視点から、身近な、はたまた地球規模のなぜ？ まで解き明か

すことができる、魅力的な学問です。その地理学の真髄を存分に学ぶことができるのが、奈良大学の地理学

科です。紙地図や電子地図はもちろんのこと、コンピュータを駆使し、地理情報などさまざまなデータから、その

場所や空間、環境を分析・解析する技術を身につけることができます。また同時に、現場を見る目、すなわち地

域調査（フィールドワーク）の能力も養うことができます。

地球・世界・社会のなぜ？ を、データと現場から明らかにする。

文学部 地理学科

芝田 篤紀講師　SHIBATA Atsuki　（専門分野：自然地理学、地理情報科学）

国内外を問わず、野外での観察や測定を積極的に実施するなど、生きた地理学を学びます。

「地域創生コース」「歴史・文化コース」「地域環境・防災コース」「空間データサイエンスコース」の

4コースから構成されたカリキュラムで学生の独創的な発想や思考を育みます。

地域創生コース

　日本の諸地域では高齢化・過疎化・買い物難
民といった問題が深刻化しており、解決への糸
口が必要です。諸地域の特徴を学び、まちづくり・
まちおこしによる地域活性化について考えます。

歴史・文化コース

　国際化が進む日本では、歴史や文化に関する
正確な理解が必要です。絵図や古地図などを
使って、過去の人々の暮らしでみられた空間的
な位置関係を学び、地域における文化の特徴に
ついて考えます。

地域環境・防災コース

　地震・津波・洪水といった自然災害が生じた際に、被害を最小限に抑えるた
めの対策が必要です。地形や気候など自然環境に関する知識を学び、里山や
平野など、人々の生活する地域の自然環境について考えます。

空間データサイエンスコース

　高度情報化社会では、数多くのデータが時々刻 と々蓄積されており、高度な
データ解析の能力が必要です。地理情報システムなどを使用した空間解析手
法を学び、結果をわかりやすく伝えるプレゼンテーション能力を身につけます。

地震について研究中。
将来は防災の仕事に就くのが目標です。

　親や祖父母が阪神淡路大震災を経験し、私も小

学校から防災教育を受けてきたので地震には関心が

ありました。大阪北部地震を体験し、もっと詳しく学び

たいと思うようになり、現在は今も動いている長野の神

城断層について、GISソフトを使った地形分類や断層

面の解析を行っています。今後は、先行論文時から

の変化など、独自の視点を入れたより詳しい研究につ

なげていきたいです。異なる分野の地理学を学ぶ仲

間からもいい刺激をもらい、楽しく学んでいます。将来

は地震が起こる前の予測など、防災に関わる仕事に

就きたいと思っています。

文学部 地理学科 3年生

門脇 萌さん　KADOWAKI Moe 
（兵庫県立神戸鈴蘭台高校出身）

文系・理系を
横断的に学ぶ

地形、気候、都市、歴史、経済、社会、文
化、交通、情報など、各専門分野の教員
が充実。文系・理系のジャンルを超えた
総合的な探究ができます。

1
地図の使い方から
GISまで徹底的に学習

地図や空中写真などの収集・活用から、
地理情報システム（GIS）まで、地理学研
究に必要な基礎的技術を徹底的に学び
ます。

2
充実のフィールドワークで、
学びを深める

「海外研修」「国内巡検」「日帰り研修」
「野外調査」など、充実のフィールドワー
クを展開。現地で学びを深めます。

3

学び のポイント

学 び のフィー ルド

都市空間を内外から見つめる

海外研修
　近年では、サンフランシスコ、パラオ、ベトナム、
アマゾンの熱帯雨林、イタリアやクロアチアの
都市、進化論で有名なガラパゴス諸島、アフリ
カのサハラ砂漠、中国北部、朝鮮半島、ネパー
ル、インドネシアなどで現地研修を行いました。

国内巡検
　３～４泊の国内フィールドワークは３年生全員参加で、教員のゼミごとに日
本各地で実施。学生主体で計画を立て、地形や水の観測、農家経営の聞き
取り、まちづくりの現場視察、絵図資料の調査など、さまざまな地域調査活動
を展開。また現地の自然や人 と々の触れ合いは、社会で学ぶ貴重な体験にな
ります。

都市と交通を考える伝統的村落の変貌を知る
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教員メッセージ

（１～４年生）
【A群】日本地誌概論／世界地誌概論Ⅰ
／世界地誌概論Ⅱ／測量学概論／
地理情報科学概論／計測地理学概論／
環境地理学概論
【C群】測量技法
【D群】考古学Ⅰ／考古学Ⅱ／美術史Ⅰ／
美術史Ⅱ／日本史Ⅰ／日本史Ⅱ／外国史Ⅰ／
外国史Ⅱ／現代史／社会学／心理学／
文化人類学／比較文化論／民俗学／
経済学／政治学／法学／数学／化学／
物理学／情報学／生物進化学／生態学 など

（２～４年生）
【B群】都市地理学／経済地理学／
村落地理学／歴史地理学／
観光・交通地理学／人口地理学／地形学／
気候学／水文学／災害地理学
【C群】応用地図技法／
フィールドワーク技法／
リモートセンシング技法／
GISデータ分析技法／
GISマネジメント技法／
GISプログラミング技法／
海外巡検

（3～４年生）
【B群】地理学特殊講義

※カリキュラムに関する詳細はWEBサイトにて　https://portal.nara-u.ac.jp/portal/slbssrch.do

※2022年度のカリキュラムです。

選
択
科
目

必
修
科
目

学問と社会／基礎演習／地理学入門／
地理学実習／人文地理学／自然地理学／
地誌学／地図学基礎

地理学講読・調査法／
地理学分析・表現法

地理学地域調査演習 地理学演習／
卒業論文

　なぜ地震が起きるのか、プレートによる地震と活断層の地震では何が違うのか。子どもの時に感じた疑問から、自然地理について深

く学びたいと考え地理学科に入学しました。特に、GIS（地理情報システム）を活用したデータ解析は興味のある分野。ゼミでは1984

年の御嶽山の大規模な山体崩壊によって、地形がどう変化したのかというテーマに取り組んでいます。自然現象と社会条件を地理的

に重ね合わせて表現できるGISは、さまざまな分野で応用できるシステム。防災をはじめ、広く社会に役立てることが将来の目標です。

　小さい頃から地震のメカニズムに興味があり、自然地理学の道を志しました。
地理学科がある大学はめずらしく、西日本では奈良大学だけ。他大学より、GISを
使ったカリキュラムが充実していることも魅力に感じました。

▶ 地理学科を選んだ理由

　GISによる地形の解析を中心に学んでいます。1年生の後期からは、「GIS勉
強会」の活動にも参加。GISを用いて安全な避難経路をハザードマップ上に表示
させる取り組みで、「Geoアクティビティコンテスト2021」に出展、発表しました。

▶ 学んでいる内容

　興味のあるGIS関連企業でのインターンシップに参加。先進的なシステムや解
析技術ついて知ることができ、貴重な体験ができました。GISによる地理情報の
利活用で社会に貢献したいという目標も明確になりました。

▶ 将来の希望・夢

　一番力を入れているのは「地理学地域調査演習」です。御嶽山の山体崩壊
を研究対象に、地形の変化を解明するためのデータ作成に取り組んでいます。ま
た、プレゼンテーション力を高める目的で「動画編集」を履修。「Webプログラミン
グⅡ」などの分野も積極的に学び、将来に役立つ知識を吸収しています。

▶ わたしの時間割

※2021年度後期授業科目

MON TUE WED THU FRI SAT

1

2

3

4

5

地理学
特殊講義

Webプログラ
ミング Ⅱ

生物進化学

動画編集

地理学
地域調査演習

GISプログラ
ミング技法

　このゼミでは、地理学のなかでも特に都市地域をフィールドとし、都市問題の実態

や解決方法を考えます。教員の説明を受動的に聞くのではなく、受講生各自が自主

的に課題設定を行います。全員で現地調査に出かけ、各自が自分の課題に沿った

調査を行います。その調査の設計や分析手法をゼミのメンバー全員で議論します。

この議論を通じて、各自の考え方に深みを持たせることができるようになります。時に

は自治体などと共同で調査を行うこともあり、社会と接点を持つことも重視しています。

自分で課題を設定し、
議論を通じて問題解決の糸口を探る

　現在、世界の人口の半数以上が都市地域に居住しており、その

割合はさらに高まっています。都市は快適で魅力があるため、多くの

人々が集まってきます。しかし、過度に集積が進むと、それに伴って

諸問題も発生します。この授業では、地

図による分析、文献収集、現地調

査等を通じて、都市の実態を明ら

かにし、さまざまな問題解決に取り

組むことを目的としています。

都市地域の実態を調査し、
都市問題を解決する力を付けてほしい

地理学研究の基本知識からG I Sの利活用まで。
将来につながる実践力を身につけています。

1年生 2年生 3年生 4年生

　必修科目では地理学にかかわる

基礎的な技法と方法について学び、

A群の科目では地理学の基礎知識

を学びます。また、D群の科目を通じ

ては、地理学研究を深めるために必

要となる分野の知識を身につけます。

　必修科目及びC群の科目を通じて、

文献読解と調査方法など、地理学研

究に必要となる技術を身につけます。

また、B群の科目を通じては、地理学

を構成するさまざまな分野における方

法と成果についての理解を深めます。

　「演習」（ゼミ）に所属し、宿泊を伴

うフィールドワークを実施し、1年生か

ら2年生までに習得した基礎知識と

基礎技能を実践するとともに、地理

学特殊講義を通じて、より高度な研

究内容について理解を深めます。

　1年生から3年生までに習得した知

識と技能を駆使して、自分が設定し

たテーマについての調査研究を実

践し、卒業論文としてまとめ上げます。

地理学の基礎を知る 地理学のテーマと技法を学ぶ フィールドワークを体験する

地理学の基礎を学ぶ 地理学を実践する

地理学研究を実践する

   授 業ピックアップ／ 地 理 学 地 域 調 査演習

   4 年 間 の 学 び のステップ

   4 年 間 の 学 び のプロセス    マ イストーリー

D
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ent of G
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地
理
学
科

文
学
部

文学部 地理学科 3年生

髙田 雄登さん　TAKADA Yuto
（岐阜県立大垣南高校出身）

文学部 地理学科

稲垣 稜教授
INAGAKI Ryo
（専門分野：都市地理学、人文地理学）
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学生の声

武田 一郎 教授 ［TAKEDA Ichirou］ 理学博士
木村 圭司 教授 ［KIMURA Keiji］ 博士（理学）
稲垣 稜 教授 ［INAGAKI Ryo］ 博士（学術）
岡橋 秀典 教授 ［ＯＫＡＨＡＳＨＩ Ｈｉｄｅｎｏｒｉ］ 博士（地理学）
酒井 高正 教授 ［SAKAI Takamasa］
土平 博 教授 ［TSUCHIHIRA Hiroshi］
三木 理史 教授 ［MIKI Masafumi］ 博士（文学）
芝田 篤紀 講師 ［ＳＨＩＢＡＴＡ Ａｔｓｕｋｉ］ 博士（文学）
羽佐田 紘大 講師 ［ＨＡＳＡＤＡ Ｋｏｄａｉ］ 博士（地理学）
岩崎 敬二 教授 ［IWASAKI Keiji］ 理学博士
北岡 一弘 准教授 ［ＫＩＴＡＯＫＡ Ｋａｚｕｈｉｒｏ］

自然地理学

気候地理学

都市地理学

農村地理学

人口地理学

歴史地理学

交通地理学

自然地理学、地理情報科学

自然地理学、環境地理学

共通教育

共通教育

教員名 担当分野

波による砂浜海岸の地形変化

気候環境の理解とその変化に関する研究、リモートセンシング

大都市圏構造論、就業と買い物の地理学的研究

日本の農山村地域研究および現代インドの地域研究

人口を中心とする地理情報処理、GIS

近世城下町の地域構造、絵図研究

近現代の都市と交通の研究、植民地研究

地域住民の生活と周辺自然環境の有機的関係

沖積低地・沖積層の形成と環境変動との関係

生物地理学。外来種と絶滅危惧種の分布の時空間的変化と自然環境保全の研究

英米文学、英語教育学、英米文化

専門または研究テーマ

　地理学科のゼミには、文系・理系・教育系の学生が混在しており、考え方や手法

の違いがあるものの、互いに刺激を与え合っています。そして、自作の地図をベース

として、答えの無いさまざまな問題に教員とともに取り組んでいきます。木村ゼミの大

巡検では、毎年6月下旬に冷涼な北海道に行って見聞を広め、各自のテーマを調

査します。大巡検の後には、ゼミ生間の連帯感は深まります。卒業後は、ゼミで学ん

だことを生かした就職や進学をする学生がほとんどです。

文系・理系・教育系の
イイトコドリができるゼミ

　北海道･サロベツ原野について、リモートセンシングを用いた衛星画像の解析･分類を通して泥炭地植生の時系列変
化を研究しています。6月には大巡検で北海道へ。楽しかったのはもちろん、実際にサロベツ原野にも行き、近年問題に
なっている環境変化、特にササの侵入について事前に衛星画像から解析していた変化量が現地をどれほど再現できて
いるか直接確認することができ有意義でした。リモートセンシングの技術はここでしか学べないので、学びがいがあります。
今後は木村先生が携わっておられるインドネシアの政府機関との共同研究である森林・泥炭地火災の予測・防止プロ
ジェクトなどにも参加することでさまざまな知見を広げ、大学院に進んでさらにリモートセンシングを究めたいと思っています。

宇宙からの目を使って環境変化を研究中！

   ゼミ紹 介

   教 員 紹 介

   内 定 者 インタビュー  ［ 株式会社 ゼンリン ］

　内定先の株式会社ゼンリンを初めて知ったのは、2年生の時に参

加した企業説明会でのこと。地図情報が、道案内だけでなく、事業

用や都市計画、災害予防など多彩な分野で貢献していると知り、そ

のスケール感とやりがいの大きさに魅せられました。その後、ゼンリン

本社で人事担当や若手社員と面談する機会に恵まれ、「ここで働

きたい」という思いを強めました。就職活動では、企業研究に努め、

キャリアセンターでたくさん相談しました。自分と向き合い、全力で活

動ができたと思います。地理学科では、GIS技術や歴史地理学を学

び、海外研修も経験。視野が大きく広がりました。そのすべてが、将

来の仕事に役立つと確信しています。

地図の価値を広げる仕事に魅せられて。
大学での学びを、さらに発展させたい。

卒業後の進路

　必修科目を中心に、興味の
ある授業はすべて受講。測量
士補資格の取得も目指す。実
習で、着工前の令和館敷地の
測量を体験。

測量士補資格をはじめ、
地理学の学びに熱中

　引き続き、スケジュールが授
業で埋まるほど多くの授業を履
修。企業説明会でゼンリンを知
り、地図に携わる仕事に興味を
持つ。

最大手の地図情報会社を
知り、第一志望に

　教授の紹介でゼンリン本社
を訪問し、人事担当や若手社
員と面談。憧れを強めた。学科
研修旅行ではフランス、スペイ
ンを訪ね、視野を広げた。

憧れの企業を訪問！
海外研修も経験

　就職活動が本格化。企業研
究に努め、こまめに情報収集。
キャリアセンターも大いに活用。
念願のゼンリン内定に感無量。

就活は情報戦。
キャリアセンターが心強い味方

　入社後はジョブローテーショ
ンで多くの部門や職種を経験し
たいと希望。ゼネラリストとして
視野を広げ、キャリアを積んで
いきたい。

多彩な部門や職種を経験し、
ゼネラリストに

1年生 2年生 3年生 4年生

　地理学科の学生たちは、自主的に学ぶ環境に恵まれています。ＧＩＳ勉強会はその一つで、代 ２々年生

有志の学生が１年生の希望者にＧＩＳ（地理情報システム）の理論や技術を実践的に教えていきます。こう

した勉強会を通して、意欲的な学生たちは授業で習う以上のことを学べます。自主的な勉強会に参加して

身につけた高い技術力は、人文・自然・教職という幅広い分野で就職への近道になります。

学年を越えて自主的に学ぶ学生たち

トピックス

D
epartm

ent of G
eography

地
理
学
科

文
学
部

教員免許状・博物館学芸員・測量士補・司書・学校図書館司書教諭・G I S学術士・地域調査士取得できる免許・資格

   地理学科のキャリアサポート

◆1年次配当授業で業界研究を実施（現職の公務員・社員・団体職員・高校教員を招いて授業）
◆地理学に関係の深い民間企業を訪問　◆高大連携授業において教員志望者の授業見学とサポート

文学部 地理学科 4年生

依藤 彩月さん　YORIFUJI Satsuki　（奈良県立登美ケ丘高校出身）

文学部 地理学科 3年生

吉位 優作さん　YOSHII Yusaku　（兵庫県立西脇高校出身）

文学部 地理学科

木村 圭司教授　KIMURA Keiji
（専門分野：地理学、気候学、地理情報システム（GIS）、リモートセンシング）

智辯学園和歌山中学校・高等学校／大分県教育委員会／大阪府

立少年自然の家／王寺町役場／奈良県庁／（一財）藤城清治美

術館 那須高原／宇部・山陽小野田消防局／ＡＮＡ大阪空港（株）／

（株）かんこう／クモノスコーポレーション（株）／ダイドー（株）／（株）山晃

住宅／（株）コスモス薬品／日本貨物鉄道（株）／ブリヂストンタイヤ

サービス西日本（株）／アジア航測（株）／朝日航洋（株）／（株）日さく／

（株）きんそく／京葉測量（株）／（株）松本コンサルタント／（株）フジタ

地質／（株）たねや／渡辺パイプ（株）／東日本旅客鉄道（株）／西日本

旅客鉄道（株）／四国旅客鉄道（株）／近畿日本鉄道（株）／（株）ヨドバシ

カメラ／湯快リゾート（株）／日本郵便（株）／ワタキューセイモア（株）／

（株）ルビー／セキスイハイム近畿（株）／大東建託リーシング（株）／

（株）スギ薬局／（株）コメリ／（株）ビバホーム／滋賀スバル自動車（株）／

ディーゼルジャパン（株）

   主な就職先一覧（過去3年間）   就職データ（2021年3月卒業生）

業種別就職状況

卸売　11％

小売　16％

製造　5％

運輸・情報　8％
教員・公務員　11％

建設・不動産　27％

サービス　22％
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教員メッセージ

文 化 財 学 科
Department of Cultural Heritage Studies

世界遺産や国宝の宝庫、奈良でこそ学べる文化財学。

全国最多の学芸員・文化財専門職員を輩出してきた実績。

あなたを文化財のスペシャリストに育てます。

ホンモノに触れて学び、守り、生かし、後世へ伝える
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先人の英知を学ぶための…

　文化財学科では、考古学、史料学、保存科学、美術史学などを実践的に学びます。文化財の価値

を知り、文化財を保存活用する方法を知る卒業生たちがすでに700人以上も、文化財専門職や博物

館学芸員として全国で活躍しています。「発掘って面白そう」「刀が好き」「歴史のある建物や町が好

き」、全国から集まる仲間の入学のきっかけはさまざま。文化財の宝庫“奈良”でホンモノに触れながら、

一緒に学んでゆきましょう。

文化財は社会に役立つ大きな資源です。
文化財を総合的に学び、あなたの力を未来に生かしましょう。

文学部 文化財学科

原口 志津子教授　HARAGUCHI Shizuko　（専門分野：日本美術史、説話絵）

「考古学」「美術史学」「史料学」「保存科学」の4つのコースで構成。

文化財防災・レスキュー、文化財マネジメント、世界遺産、博物館などに関する実践力を身につけられます。

考古学コース

　「考古学」は、遺跡や遺物から過去の人々の
生活を復元する学問です。実際に遺跡を発掘し、
出土した土器や石器などのホンモノを自らの手
で取り扱い、考古学専門職員・学芸員に必要な
スキルを身につけます。

美術史学コース

　「美術史学」は、絵画・彫刻・工芸などの作品を
対象に、その成立の背景、時代ごとの造形表現
の特色、制作技法の変遷などを考察する学問で
す。授業では展覧会や社寺の見学を組み入れ、
積極的に実物を観察する機会を設けています。

作品を見て深く感動し、
江戸後期の画家・石川大浪を研究。

　美術館や博物館を訪れる授業で、大和文華館に

行った際、江戸後期の画家・石川大浪の作品を見て

感動し、研究テーマに選びました。西洋画が日本に

入ってきた頃の画家で、模写が巧みで美しく、いつ見

てもすごいと感じ、見飽きません。作品は多くはないで

すが、そのすべてを見てみたいと思うほどです。若い

頃から晩年までの画風の変遷や、どのように技術を習

得したのか、同時代の画家との比較、どのような人物

であったのかなど、さまざまな角度から丁寧に研究し

たいと思います。世間的には有名ではないですが、他

の人にももっと知ってほしい気持ちです。

文学部 文化財学科 3年生

高比良 百花さん　TAKAHIRA Momoka
（長崎県立長崎西高校出身）

ホンモノを題材に
研究する

奈良県にある3つの世界遺産を始めとす
る数え切れないほどの第一級の歴史資
料が教材。ホンモノの文化財を使った研
究を行います。

1
実証主義で
文化財を科学する

文化財学科では、各分野の研究に役立
つ最新鋭の優れた調査機器や分析装
置を導入。科学の目で文化財を解き明か
す力を養います。

2
幅広い領域で
文化財学を学ぶ

考古学、美術史学、史料学、保存科学を
柱とした本学独自の文化財学を幅広く
学び、色々な手法を駆使して文化財に
迫ります。

3

学び のポイント

学 び のフィー ルド

文化財防災・レスキュー
　阪神淡路大震災・東日本大震災
の後には文化財レスキューが活動
しました。生命や生活の確保と同時
に、文化財を通した文化の復興も
重要です。文化財を活用した防災・
減災の事例やレスキューの方法を
学び、地域の文化の復興に役立て
る経験と知識を身につけます。

文化財マネジメント
　文化財は過去の人々の営みを伝
える貴重なもので、将来にわたって
守り伝えていく必要があります。多
様な文化財にふさわしい保存のあ
り方と、そのすばらしさを地域づくり
などに生かす方法を、奈良の文化
財を取りまく制度や環境を学びつつ、
実地に即して考えます。

世界遺産
　世界に1000件以上ある世界遺
産ですが、豊かな歴史と文化に恵
まれた奈良には、法隆寺や古都奈
良、紀伊山地の霊場と参詣道という
日本屈指の世界遺産があります。
世界遺産の遺跡・文化財としての
価値や、それらを未来に伝える仕組
みや制度について学びます。

博物館
　博物館や美術館では、文化財を
収集して保管し、調査・研究して展
示します。今日では、生涯学習の重
要性が増すなかで、体験学習やセ
ミナーなどの場としての役割も求め
られています。こうした文化財の活
用を展示や博物館の諸活動のな
かで考えていきます。

分析装置を利用しての実習史料を読み解くことを学ぶ

東大寺などで実物を観察する測量器で遺跡を立体的にとらえる

史料学コース

　「史料学」は､文化財に残された文字を通じて、
歴史を研究する学問です。木簡、金石文、古文
書、書籍など、さまざまな文字史料に向き合い、先
人たちが後世へ伝えようとしたメッセージを読み
取り、その声なき声に迫ります。

保存科学コース

　「保存科学」は文化財の材質や技術を調べ、
環境の変化から文化財を守る学問です。文化財
保存のための技術や理論を学び、分析機器や
薬剤を使った実習を行い、文化財を未来に伝え
るための実践的な技術を身につけます。
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教員メッセージ

（１～2年生）

【A群】考古学概論／美術史概論／
史料学概論／保存科学概論
（１～4年生）

【D群】法学概論／政治学概論／
社会学概論／経済学概論／
哲学概論／倫理学概論／宗教学概論

（２～４年生）

【C群】文化財情報学／文化財修景学／
文化財分析学／文化財環境学／
文化財修復学／先史考古学／歴史考古学／
世界考古学／東洋美術史／日本彫刻史／
日本絵画史／文献史料学／建築史
【D群】日本史／外国史

（３～４年生）

【B群】考古学特殊講義／美術史特殊講義／史料学特殊講義／
保存科学特殊講義

※カリキュラムに関する詳細はWEBサイトにて　https://portal.nara-u.ac.jp/portal/slbssrch.do

※2022年度のカリキュラムです。

選
択
科
目

必
修
科
目

学問と社会／基礎演習／
文化財学研究法

（２～３年生）

考古学講読／美術史講読／史料学講読／
保存科学講読／文化財演習

考古学実習／美術史実習／保存科学実習
（３～４年生）

考古学演習／美術史演習／
史料学演習／保存科学演習

卒業論文

　アルバイト先の橿原考古学研究所に持ち込まれた鬼瓦を間近で見る機会があり、その存在感と迫力に圧倒されたのがきっかけで鬼

瓦に興味を持ちました。額に装飾があったり、銘文が刻まれていたり、どこの誰が作ったかも記されていて、一つの鬼瓦には情報がたく

さん詰まっています。ひとつひとつ特徴があり、作者の指向や時代の流行などもわかるのが面白いところ。今は「修理報告書」を見て

データ化した資料を集めている段階ですが、数を揃えてグループ分けにも取り組みたいと思っています。

　小学生の頃からずっと日本史が好き。高校1年のときに熊本地震が起こり、そ
の後、熊本城が復興していく様子を見て文化財修復に興味を持ち、奈良という
特別な地で保存科学も学べる奈良大文化財学科へ。

▶ 文化財学科を選んだ理由

　鬼瓦を研究しています。奈良に来たからには発掘調査をしたいと思い、1年生
から橿原考古学研究所や斑鳩町で発掘のアルバイトもしています。豊島ゼミの
発掘や測量にも参加し、現場で多くのことを学んでいます。

▶ 学んでいる内容

　大学での学びや発掘経験を活かし、博物館や美術館の学芸員になって地域
の歴史を広めるのが目標です。地域に根ざし、地域の魅力を伝える仕事ができ
ればと思っています。

▶ 将来の希望・夢

　「西洋史概論」と「日本史概論」は史学科の授業ですが、基礎的な知識を得
ておきたくて履修しました。特に「日本史概論」では古文書を読むことができてよ
かったです。「博物館実習」は、体験型の展示や陳列の工夫など、「見せ方」を
重点的に学ぶよい機会になりました。

▶ わたしの時間割

※2021年度前期授業科目

MON TUE WED THU FRI SAT

1

2

3

4

5

西洋史概論 Ⅰ日本史概論 Ⅰ

考古学実習 Ⅰ

考古学実習 Ⅱ 世界遺産学

博物館実習

博物館実習考古学演習 Ⅰ

考古学
特殊講義

考古学
特殊講義

　３年生が対象の考古学演習では、発表者が各自の興味や関心をもつ研究課

題について順番に発表し、全員参加の質疑応答で理解を深めます。各自の研

究テーマは出身地の遺跡や古墳、土器、埴輪、玉類、焼物などさまざまです。発

表と質疑応答を通して、自分でも気づかなかった新たな論点が浮かび上がりま

す。発表以外では、博物館の特別展示や遺跡の発掘現場を見学する学外授業

も年に数回行っています。

卒業論文の執筆に向けて、
各自の研究テーマを発表して議論

　データや画像がwebで簡単に入手できる現代ですが、考古学

はアナログ重視の世界です。昔の人の生活や考え方を知るために

は、現地を見て、現物を手に取ることが必要です。本当は当時の生

活を体験するのが望ましいのですが、

すべて再現できないので、図面

や写真を撮ってきて証拠を集め

ます。新たな証拠を地中から掘り

出す発掘調査も重要です。

考古学では現地と現物を見ることが
何よりも大切

奈良でしか出来ない発掘調査にも携わりながら
鬼瓦に魅せられて、資料収集をしています。

1年生 2年生 3年生 4年生

　1年生から専門講義である「文化

財学研究法」がスタート。文化財学

の考え方の基礎を理解し、資料の分

析方法や研究の初歩的技術などを

習得します。

　各分野の「講読」で研究のための

資料・史料の利用方法を学び、発表・

討議を行う力を身につけます。また文

化財の諸分野の講義を受講して、専

門的知識を習得します。

　「演習」（ゼミ）がスタート。専攻分

野を選んで研究に着手します。専門

的「実習」で現地を訪れるなど、実物

に触れて学び、研究手法を学びます。

　３年生時の調査研究をさらに進め、

課題を自ら解決していく力を高めな

がら卒業論文を完成させます。

文化財学の
基礎を理解

資料の取り扱いや、
専門知識を学ぶ

専攻分野を選び、
自分自身でテーマを設定

調査研究を進め、
卒業論文の完成を目指す

   授 業ピックアップ／ 考 古 学 演 習

   4 年 間 の 学 び のステップ

   4 年 間 の 学 び のプロセス    マ イストーリー

D
epartm

ent of C
ultural H

eritage S
tudies

文
化
財
学
科

文
学
部

文学部 文化財学科 3年生

郷田 美宇さん　GODA Miu
（福岡県立八幡南高校出身）

文学部 文化財学科

豊島 直博教授
TOYOSHIMA Naohiro
（専門分野：日本考古学）
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学生の声

小林 青樹 教授 ［KOBAYASHI Seiji］ 博士（文学）
豊島 直博 教授 ［TOYOSHIMA Naohiro］ 博士（文学）
千田 嘉博 教授 ［SENDA Yoshihiro］ 博士（文学）
相原 嘉之 准教授 ［AIHARA Yoshiyuki］ 博士（文学）
岡田 健 教授 ［OKADA Ken］
原口 志津子 教授 ［ＨＡＲＡＧＵCHI Ｓｈｉｚｕｋｏ］ 博士（文学）
大河内 智之 准教授 ［OKOCHI Tomoyuki］ 博士（文学）
𠮷川 敏子 教授 ［YOSHIKAWA Toshiko］ 博士（文学）
魚島 純一 教授 ［UOSHIMA Jun’ichi］
杉山 智昭 准教授 ［SUGIYAMA Tomoaki］ 博士（文化財）
竹田 芳則 教授 ［TAKEDA Yoshinori］
床谷 文雄 教授 ［TOKOTANI Fumio］
山根 キャサリン 教授 ［YAMANE Kathleen］

考古学
考古学
考古学
考古学
美術史学
美術史学
美術史学
史料学
保存科学
保存科学
共通教育
共通教育
共通教育

教員名 担当分野

先史時代の人々の生活や技術の復元の研究
弥生時代～飛鳥時代における国家形成過程の研究
城郭考古学による社会構造の研究
王宮・王都からみた律令国家成立過程の研究
博物館学、文化財防災、美術史
日本中世絵画史
仏像・神像から見つめる地域の歴史
日本古代の文献史料学
文化財の材質・製作技法、科学的保存処理、保存環境
保存科学、博物館学
図書館情報学、地域資料の保存と利活用についての研究
民法、家族法の研究
社会言語学・言語教育、言語の多様性（特に方言、黒人英語、言語と性）

専門または研究テーマ

　ゼミでは文化財の保存・継承・活用に関連するさまざまなテーマにつき、学生が主

体的に調査を行い、発表や活発な討論をとおして自身の研究を深めていきます。この

過程において学生は、必要な文献情報を集め、それを解釈・評価し、自らの考えを論

理的にまとめ上げていく能力を磨き、研究の集大成となる卒業論文の作成に備えま

す。現在のゼミ生は、紙や建築物の「保存修復」をはじめ、博物館の「組織運営」な

ど幅広い領域に関心をもち、日々 の研究に取り組んでいます。

文化財を守り伝えるために必要な
ヒト・モノ・コトについて深掘りします。

　修学旅行で奈良を訪れ、東大寺南大門の金剛力士像の迫力に感動したのが文化財に興味を持ったきっかけです。な

かでも、保存科学についての専門知識を身につけたいと考え、このゼミを選びました。3年生からは実習が始まり、修復技

術やその手法について実践的に学んでいます。私の演習テーマは「紙資料の修復」。日本は湿度が高くカビが発生しや

すいため、カビを取り除いて保存状態を良好にする研究に取り組んでいるところです。さらに学びを究め、卒業論文にまと

めるとともに、将来の職業にもつなげていきたいと思っています。

科学の視点で文化財を守り、未来に伝えていきたい。

　文化財学科からは、毎年多くの卒業生が文化財のプロとして全国に巣立ちま

す。そんな先輩達の姿に励まされて、在学生も頑張って学んでいます。2021年は

卒業生･大学院修了生から26人の文化財専門職員が誕生しました。就職先の

一部を紹介します。いずれも学芸員などの文化財専門職です。

文化財専門職への就職者数は全国トップクラス！

トピックス

   ゼミ紹 介

   教 員 紹 介

   内 定 者 インタビュー  ［ 宇陀市職員（学芸員） ］

　机上の勉強よりも、神社仏閣や遺跡の現場を訪れるのが大好き

です。在学中は、甲塚古墳の発掘や中宮寺の学術調査など、

フィールドワークで各地を訪れました。地元の方 と々の交流のなか

で、文化財や景観の保護と住民の暮らしが相反する実情を知り、

その課題解決に携わる行政職としての学芸員を目指すことを決め

ました。友達が次 と々企業に就職を決めるなか、就職活動にあせり

を感じた時もありましたが、キャリアセンターで面接練習を何度も重

ねたことが自信に。また、大学の図書館には各市町村の文化財に

関する資料が充実し、試験対策に役立ちました。卒業後は、市民

の幸せを大切にしながら、文化財の保護活動を進めたいです。

地元・奈良で、念願の行政学芸員に。
文化財保護と住民の幸せを両立させたい。

卒業後の進路

　授業を中心にアルバイト、家
事、ウインドオーケストラクラブ
の活動にと多忙な日々。時間
管理の大切さを知った。

多忙な日々のなか、
学芸員になる夢を育てる

　専門を見極めるため、多彩な
科目を受講。古墳発掘や寺社
の学術調査などのフィールド
ワークにも積極的に参加。

発掘や学術調査を経験。
現場の魅力を知る

　時間に余裕が生まれ、関西
の博物館や神社仏閣を探訪。
公務員講座を受講しつつ、独
学でも試験対策を始める。

公務員対策をスタート。
合間に史跡や博物館へ

　就職活動が本格化。自宅通
勤を条件に10市町村に応募。
最初に内定をいただいた宇陀
市で働くことを決意。

苦手や中だるみを克服し、
試験対策に全力投球

　奈良の文化財に思い入れが
強く、携われる喜びを実感。歴
史好きじゃない方にも文化財の
魅力を伝えたい。

文化財を守り、
楽しみ方を伝える学芸員に

1年生 2年生 3年生 4年生
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文学部 文化財学科 4年生

佐野 詩音さん　SANO Utane　（奈良県立登美ケ丘高校出身）

教員免許状・博物館学芸員・司書・学校図書館司書教諭取得できる免許・資格

   文化財学科のキャリアサポート

毎年、奈良大学を会場に、将来、文化財専門職を目指す学生のため、近畿地区の大学が共同して文化財専門職説明会を開催しています。
今年度は、開催方式をYouTubeを併用したバーチャル開催（動画視聴）として実施しました。［実際の開催期間は：2022年1月29日～2月20日］

文学部 文化財学科 3年生

上原 千佳さん　UEHARA Chika　（群馬県・高崎商科大学附属高校出身）

文学部 文化財学科

杉山 智昭准教授　SUGIYAMA Tomoaki
（専門分野：保存科学、博物館学）

北海道恵庭市教育委員会／山梨県埋蔵文化財センター／長野県
立博物館／静岡県伊豆の国市郷土博物館／福井県大野市歴史
博物館／裏千家茶道資料館／大阪府文化財センター／兵庫県ま
ちづくり技術センター／和歌山県田辺市教育委員会／香川県教
育委員会／岡山市埋蔵文化財センター／広島県立歴史博物館／島
根県雲南市教育委員会／福岡県苅田町教育委員会／鹿児島県鹿
屋市教育委員会／建設NRT株式会社 埋蔵文化財調査部門 など

2021年の文化財専門職 就職先

長野県庁／大阪府庁／福知山市役所／和泉市役所／奈良市役所／
郡上市役所／橿原市役所／八幡市役所／香芝市役所／黒部市役所／
清水町役場／三宅町役場／御杖村役場／浜名湖競艇企業団／
日本年金機構／愛眼（株）／尼崎信用金庫／ブリヂストンタイヤサービス
西日本（株）／伊豆の国市観光協会／（株）メガネスーパー／コーナン
商事（株）／（株）フジキン 総本社／東洋シヤッター（株）／ダイドー（株）／
イオンリテール（株）／（株）スタジオアリス／ナカシャクリエイテブ（株）／
（株）ジェイアール西日本ホテル開発／大塚オーミ陶業（株）／日本交通
（株）／（株）ファンケル／テラル（株）／富士急行（株）／近鉄車両エン
ジニアリング（株）／奈良県農業協同組合／ながの農業協同組合／
（株）長崎銀行／（株）創味食品／一般財団法人今日庵／宗教法人
大神神社
【文化財専門職関係】 和歌山県教育委員会／神戸市教育委員会／
岡山市教育委員会／大阪府教育庁／公益財団法人ハーモ美術館／
公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団／吉野ヶ里町役場／羽曳野
市役所／名古屋市役所／宝達志水町／串間市役所／雲南市役所／
京田辺市役所／（株）修美／（株）島田組／国際文化財（株）

   主な就職先一覧（過去3年間）   就職データ（2021年3月卒業生）

業種別就職状況

製造　7％

建設・不動産　10％

運輸・情報　6％

金融　3％
卸売　4％ 公務員・学芸員・教員　23％

サービス　27％

小売　20％
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教員メッセージ

心 理 学 科
Department of Psychology

さまざまな場面でメンタルヘルスへの関心が高まっている現代社会。

心理学科では、人と人との関係や、人と社会との関係を考えながら、

発達・こころの不調、集団心理など、「人間」への理解を深めます。

どうすれば一人ひとりが、いきいきと過ごしていけるのかを探究するため、

多角的に“こころ”の問題へアプローチしていきます。

より深く、人と社会の“こころ”を探究する

D
epartm

ent of P
sychology

心
理
学
科

社
会
学
部

人の「こころ」の問題を理解するための…

　心理学は、私たちの日常生活で感じる「どうして」に応える学問です。奈良大学の心理学科は社会学部

に属しています。人のこころは人との関係、すなわち社会と切り離して考えることはできません。これからの人

生で経験する就職や結婚、子育てなどさまざまなシーンを見据えて奈良大学の心理学は展開されます。ま

た、心理的援助専門職を目指す人には、国家資格の公認心理師に対応したカリキュラムを整備しています。

　自分を開発して納得の人生を歩むために、奈良大学の心理学での学びは、未知の自分と出会い、友と出

会い、社会と出会える絶好の機会となると思います。

自分が納得した人生を歩むための学びがここにある。

こころを探ると同時に、社会が個人に及ぼす影響について考察。

2 1世紀における、新たな幸せな生き方を探ります。

実験、調査、面接など、こころをより深く知るための「手法」を講義や実習を通じて習得し、人間の心理を探究します。

人と人の信頼関係を掘り下げ、
将来は人事の仕事に。

　心理学科を選んだのは「人との関係を大切にした

い」という気持ちからです。1年生の臨床心理学の授

業で精神患者さんとの接し方を学んだことで、他者へ

の理解や受容力が深まり、自身の家族をはじめ人間

関係に良い変化がありました。今は「対人関係」が

テーマのゼミに所属し、「信頼関係」に焦点を当てて

研究していこうと考えているところです。将来は公務

員を志望しています。中途退職する人の多くは人間

関係が原因で辞めると聞いたので、心理学での学び

を活かして、人事部などで人を支える仕事をしたいと

思っています。

社会学部 心理学科 3年生

角 将太さん　SUMI Shouta 
（奈良県立橿原高校出身）

現代に生きる「人間」への
理解を深める

社会的な問題と密接に関連する臨床心
理学と社会心理学を中心とした幅広い
領域で、現代社会に生きる人の「こころ」
を捉えます。

1
「こころ」を測る技法を
身につける

実験、調査、面接などの確かな方法論を
用いて、複雑な人間の心理を客観的、科
学的につかみます。

2
広く社会で役立つ
スキルを磨く

実験や調査で行うデータ解析の技術や、
カウンセリング実習などで養われるコミュ
ニケーション能力など、社会で役立つス
キルを身につけます。

3

学び のポイント

学 び のフィー ルド

プロの心理職を目指す！

　国家資格「公認心理師」の取
得に必要な科目を履修し、心理
の専門職を目指すことができま
す。詳細は、入学後に説明会で
お知らせします。

　ひと口に心理学といっても、その領域にはさ
まざまなものがありますが、なかでも本学は「臨
床心理学」と「社会心理学」の2つの分野に重
点を置いています。この2つは心理学のなかで
も応用的といわれる分野で、「研究で分かった
ことを現実の社会の問題解決にどのように生
かすか」という点に特に力を入れています。

　多くの人がこころに悩みや問題を抱
えているのが現代の特徴です。将来ど
んな職業やライフスタイルを選択するに
せよ、自分や周囲の人の悩みに対応で
きるようになることが広く求められていま
す。心理学科では、カウンセリングの技
法や精神を体系的に学修します。

　自分でも気づかない自分の性格やこころの深層。心理
検査は、ロールシャッハテストやTATなどの投映法検査、
またTEGや各種の質問紙検査を用いて、その人の性格
やこころの内面を理解しようとするもので、臨床場面では
欠くことはできません。知能
検査や人格検査、作業検査
など、さまざまな心理検査（ア
セスメント技法）を習得して、
こころの理解を深めます。

　たくさんの人のこころの全体的な特徴
が知りたいとき、どうしたらよいでしょうか？
一つの方法は、その人たち全員に同じ質
問をして、その回答をまとめることです。し
かし、人は質問に答えるときに見栄を張っ
てしまうなど、いつも考えていることをその
まま答えてくれるとは限りません。ホンネを
引き出すための、知りたいことを「測る」技
術を、実習を通じて身につけます。

　心理学では、教科書や講義から得られる知識
の学習だけではなく、さまざまな体験学習を通して、
知識を確かなものとして身につけていくことが必要
です。そのため、実習や演習で学びを深めていくこ
とが重要です。教室
を飛び出して、現場
で話を聞き、活動の
実際に触れて実践
的に学びます。

こころの実験室 臨床と社会 カウンセリング

心理アセスメント 質問紙調査法 体験学習

　実験を用いた多くの心理学の研究から、私たちの行動は、自分
自身では気づかないさまざまな要因に影響されることが分かって
います。心理学では、少しずつ違う
状況をいくつか用意し、そのなかで
人々がどのように振る舞うかを調べ
る、といった実験を通じて、科学的
に私たち自身も気づいていないここ
ろの働きを探っています。

実習を通してイメージの世界を表現する

実験機器やコンピュータを使って
こころの仕組みに科学的に迫る

学外実習で心理学が社会でどの
ように生かされるのかを考える

社会学部 心理学科

太田 仁教授　OTA Jin　（専門分野：社会心理学）
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教員メッセージ

（２～４年生）

知覚・認知心理学Ⅰ、Ⅱ／学習・言語心理学／神経・生理心理学／感情・人格心理学／発達心理学／教育・学校心理学／
社会・集団・家族心理学／集団力学／心理学的支援法Ⅰ、Ⅱ／福祉心理学／司法・犯罪心理学／健康・医療心理学／
青年心理学／応用心理学／産業・組織心理学／障害者・障害児心理学／精神疾患とその治療／
応用社会心理学／進化心理学／対人社会心理学／文化心理学／人体の構造と機能及び疾病／心理学統計法Ⅱ／
関係行政論／公認心理師の職責
（3～４年生）

心理的アセスメントI、Ⅱ／心理演習（カウンセリング）I、Ⅱ／社会心理学実験実習／
心理実践演習（心理実習）

※カリキュラムに関する詳細はWEBサイトにて　https://portal.nara-u.ac.jp/portal/slbssrch.do

※2022年度のカリキュラムです。

選
択
科
目

必
修
科
目

学問と社会／基礎演習Ⅰ・Ⅱ／心理学概論／
臨床心理学概論／社会心理学概論／
心理学統計法I／心理学実験

心理学研究法／臨床心理学基礎実習／
社会心理学基礎実習

臨床心理学演習Ⅰ、Ⅱ／
社会心理学演習Ⅰ、Ⅱ

臨床心理学演習Ⅲ、Ⅳ／
社会心理学演習Ⅲ、Ⅳ／
卒業論文

　2年生の時に「発達心理学」や「障害者・障害児心理学」の授業を受けて以来、子どもや医療に関わる分野に進みたいと思うように

なり、発達臨床心理学を専門に学んでいます。心理学は人と人との関わりが面白く感じる一方で、自分自身に「芯」がないとカウンセリ

ングの場面などでクライエント（患者）側の影響を受けてしまいます。授業だけでなく、ふだんの生活においても「人の話を聞く」「素直

に受けとめる」ことを意識するなど、医療の領域で公認心理師として働くための基礎固めにも力を入れています。

　父が大学の心理学の教員で、幼い頃から父の話を通して心理学に触れ、興
味を持ったのが学びの原点。また、小学生の時に入院を経験し、病院の心理カウ
ンセラーの方と深く関わったことも心理学の道に進むきっかけになりました。

▶ 心理学科を選んだ理由

　学びの中心は発達臨床心理学。幼児や児童の発達に伴う心理的変化や親
子関係、また周辺環境などについても多角的にアプローチしています。カウンセリ
ングの実習授業もあり、理論や技法を体系的に学べるのが魅力です。

▶ 学んでいる内容

　入院をきっかけに知った医療領域での心理学の役割。将来は、病気の子ども
たちやそのご家族をサポートしたいと考え、心理職の国家資格「公認心理師」を
目指しています。そのため、大学院に進学することが現在の目標です。

▶ 将来の希望・夢

　興味深く取り組んでいるのは、「心理的アセスメントⅡ」や「心理演習（カウンセ
リング）Ⅱ」の実習です。学生同士、TAT（主題統覚検査）などの検査法を用い、
検査者や被検査者になって互いを診断。内面を理解する力を身につけます。ま
た、カウンセリングの進め方なども実践的に学んでいます。

▶ わたしの時間割

※2021年度後期授業科目

MON TUE WED THU FRI SAT

1

2

3

4

5

臨床心理学
演習Ⅱ 福祉心理学

関係行政論

心理的
アセスメント Ⅱ

心理演習
（カウンセリング）Ⅱ

応用
社会心理学

心理学
統計法 Ⅱ

　心理学科1年生全員を対象にした授業です。入学して初めて心理学を体験

的に学びます。古典的学習・認知心理学・知覚心理学・集団社会心理にかかわ

る4種類の実験を、少人数のグループに分かれて行います。これらの実験を通し

て、実験の計画を立て、データの収集と分析を適切に行い、示された結果を考察

して、心理学実験レポートの作成方法を学びます。

心理学の基礎的な実験を行い、
レポート作成を学びます。

　ある事実について問を発し、行われてきた研究を調べ、仮説を

立てます。客観的に検証できる方法を組み立て、適切にデータを収

集して分析を行い、自分なりの結論を導き出します。結果を図表に

まとめるなど、科学的に表現するための共通した形式に従って実

験レポートを作成します。実際に手に取り見る

ことのできないこころを科学する基礎体力

が培われます。

　この過程を学ぶことは、今後さまざまな困

難にぶつかったときに、社会に開かれた目

で見て、科学的に自分の考えをまとめ、説

得力のある表現力を用いて解決する力

（つまり、生きる力）になっていくのです。

科学的な考え方を養い、
自己表現する力を鍛えます。

医療領域で心理学を活かしたい。
そのための資格取得を目標に、学びを深めています。

1年生 2年生 3年生 4年生

　心理学の基礎知識と、文献の読

み方やレジュメ・レポートの書き方、プ

レゼンテーションの仕方など、大学生

活で必要な基本技術の獲得を目指

します。

　「自分が本当に関心を持っている

ことは何か」を再発見するために、少

し広い領域の関連科目から学びます。

また、臨床心理学や社会心理学の

研究に必要な方法論を実習で学び

ます。

　専門的知識と技術を高める「演習」

（ゼミ）がスタート。理論的に物事を捉

える力を磨くとともに、フィールドワーク

での体験を通して人間の「こころ」を

探ります。

　テーマを選定し、実施した研究の

成果をもとに、4年間の集大成として、

自らの研究をまとめます。教員は演習

や卒論指導を通して、それぞれの研

究課題の達成を力強くサポートします。

心理学の
基礎を学ぶ

関心ある分野を見つけ、
心理学研究の方法論を学ぶ

理論とフィールドワークで、
専門的知識と技術を高める

課題テーマを深め、
卒業論文にまとめる

   授 業ピックアップ／ 心 理 学 実 験

   4 年 間 の 学 び のステップ

   4 年 間 の 学 び のプロセス    マ イストーリー

D
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社会学部 心理学科 3年生

吉井 遥香さん　YOSHII Haruka
（徳島県立徳島北高校出身）

社会学部 心理学科

今井 由樹子准教授
IMAI Yukiko
（専門分野：臨床心理学、司法・犯罪心理学）
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学生の声

礒部 美也子 教授 ［ISOBE Miyako］

井村 修 教授 ［IMURA Osamu］ 博士（心理学）

太田 仁 教授 ［OTA Jin］ 博士（社会学）

金澤 忠博 教授 ［ＫＡＮＡＺＡＷＡ Ｔａｄａｈｉｒｏ］ 博士（人間科学）

武本 一美 教授 ［ＴＡＫＥＭＯＴＯ Ｋａｚｕｍｉ］ 

林 郷子 教授 ［HAYASHI Kyoko］

村上 史朗 教授 ［MURAKAMI Fumio］ 博士（社会心理学）

與久田 巌 教授 ［ＹＯＫＵＤＡ Ｉｗａｏ］

今井 由樹子 准教授 ［ＩＭＡＩ Ｙｕｋｉｋｏ］

卜部 敬康 講師 ［URABE Hiromichi］

発達臨床心理学

臨床心理学、健康・医療心理学

社会心理学

進化発達心理学、臨床発達心理学

精神医学、精神病理学、病跡学

臨床心理学

社会心理学

産業・社会心理学

臨床心理学、司法・犯罪心理学

社会心理学

教員名 担当分野

発達臨床、障害児発達支援、マカトン法指導

難治性疾患への心理的サポート、臨床動作法の実践

対人関係の心理学、援助行動の心理学・自殺予防の心理学

超低出生体重児の追跡研究、自閉症児の社会的認知能力

精神病理学、病跡学、特にうつ病や妄想の本性の研究

教育臨床心理学、児童・思春期の心理臨床

文化的規範を機能させる心理的メカニズムの研究

思考場療法の有効性の実証的・実践的研究

児童期から青年期の心理臨床、学校心理学、性暴力加害者と被害者の回復支援

社会心理学の社会制度・政策への応用

専門または研究テーマ

認定心理士・リテールマーケティング（販売士）1·2·3級・知的財産管理技能検定3級・ファイナンシャルプランニング技能検定3級・
司書・児童指導員（任用資格）・公認心理師（大学院修了後、受験資格取得）・臨床心理士（大学院修了後、受験資格取得）取得できる免許・資格

　ゼミのテーマは２つ、ヒトが発達していくなかでの諸問題を考えていくこと、主に

子どもに関する心理的問題とその支援、子どもを取り巻く環境について考えていく

ことです。テーマに沿った文献を各自が選び、要約して発表していきます。そして、

もう1つはコミュニケーションの力をつけることです。構成的グループエンカウンター

やカウンセリング・マインドを身につけるエクササイズも学生中心に実施します。また、

ゼミ内スピーチ大会もします。ゼミ生同士が積極的に交流し、相互に刺激を与え

あって、大学時代の自らの成長を実感してくれたらいいなあと思っています。

キーワードは「発達臨床」と「コミュニケーション力」

　もともと子どもが好きだったことに加え、1年生のときに礒部教授が主催する地域臨床実践研究会のボランティアで障害

のある子どもと交流し、笑顔にふれることができた経験が印象的で、児童発達が専門の礒部教授のゼミを選びました。今

は、「幼児期の友人関係がその後の人格形成にどのように影響するか」ということに興味を持ち、関連の論文を読みなが

ら、さらに絞り込んだ研究テーマを探っているところです。今後は学内の学生を対象にアンケート調査なども行い、集計・分

析して考察を深めたいと思っています。

障害のある子どもとの交流体験がゼミ選びのきっかけに。

   ゼミ紹 介

   教 員 紹 介

   内 定 者 インタビュー  ［ 株式会社 エフ・ディ・シィ・フレンズ（4℃） ］

   心理学科のキャリアサポート

　ファッションやコスメが大好きで、美容部員の母に憧れ、いつしか

接客業が将来の目標に。人との関わり方を学びたいと心理学科に

進学しました。3年生の夏に販売職のインターンシップに参加し、誠

実さを大切にする社風に惹かれ、この会社で働きたいと思うように。

この時のご縁もあり、内定をいただくことができました。就職活動で

は、コロナ禍でのリモート面接という難しさもありましたが、対面以上

にはつらつと明るい表情と動作を心掛けました。心理学に基づく対

人スキルやアルバイトで培った接客スキルが面接で大きなアピール

ポイントになったと思います。人生の節目や幸せな時を彩るジュエ

リー販売に携わるのが、今から楽しみです。

心理学の知識と接客スキルを武器に、
ブランドの魅力を最前線で伝える販売職に。

卒業後の進路

　対人関係の心理学に興味を
持つ。天文部に入り、ファースト
フード店で接客アルバイトも始
め、毎日が充実。

学業と部活に励みつつ、
接客アルバイトを開始

　1年生で学んだことを基礎に、
応用となる知識を習得。アルバ
イト先でも仕事に真摯に取り組
み、マネージャー昇格の打診を
されるほどに。

学びのおもしろさを実感。
アルバイトも充実

　社会心理学のゼミを選択。
先輩の助言もあり、就職活動を
早めに開始。2月に第一志望の
企業から内定を得た。

早めの取り組みが功を奏し、
念願の内定を獲得

　ゼミでは卒業論文に集中。
3年生対象に就活体験談を
行った。アルバイトではマネー
ジャーとして接客スキルを磨く。

卒業論文に励み、
接客スキルを育成

　心理学の知識を生かし、一
人ひとりに寄り添う接客を心
掛け、母を超える販売員になり
たい。

人生を輝かせる
ジュエリーの販売職に

1年生 2年生 3年生 4年生

【テーマ】「コロナにあっかんベーだ！」
【特別講義の趣旨】コロナ禍の感染予防対策もあり、孤独を感じる学生は少なくありません。
自他を認め合い、つながる機会を造形表現に求めました。
【講義成果】個性を反映して、違っているから楽しいことが実感できました。今回のアートセラピー体験には
奈良大学の心理学科が目指す自分と出会い、仲間と出会い、社会と出会う心理学実践の姿がありました。

心理学科1年生の必修科目「基礎演習」で学外講師をお招きし、特別講義を行いました。

トピックス

◆公認心理師受験資格取得の指導と外部実習　◆卒業生による就職情報の提供や講演　◆キャリアゲームを用いたライフステージの課題発見
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社会学部 心理学科 3年生

松浦 琢眞さん　MATSUURA Takuma　（島根県立松江南高校出身）

社会学部 心理学科

礒部 美也子教授　ISOBE Miyako
（専門分野：発達臨床、言語発達障害学、障害児発達学）

社会学部 心理学科 4年生

斉田 新菜さん　SAIDA Niina　（奈良県・奈良大学附属高校出身）

宇陀市役所／三重県警察本部／京都府警察本部／奈良県警察本部／

防衛省 陸上自衛隊／ルートインジャパン（株）／（株）広島エアポート

ホテル／（株）奈良自動車学校／ＡＬＳＯＫ大阪（株）／綜合警備保障

（株）／社会福祉法人ならやま会／社会福祉法人城陽福祉会／社会

福祉法人大倭安宿苑／社会福祉法人ぷろぼの／テラル（株）／ＡＧＣ

若狭化学（株）／（株）一ノ坪製作所／（株）オーカワ／（株）山食／近鉄

ケーブルネットワーク（株）／アイテック（株）／（株）関西丸和ロジスティクス／

シミズ薬品（株）／（株）コスモス薬品／（株）三城／市民生活協同組合

ならコープ／（株）近商ストア／イオンリテール（株）／イズミヤ（株）／

（株）いそかわ／（株）エディオン／上新電機（株）／コーナン商事（株）／

（株）テレ・アンド・テクノミヤコ／福島スバル自動車（株）／兵庫三菱自

動車販売（株）／西日本三菱自動車販売（株）／（株）関西マツダ／

（株）天理時報社／（株）ベネッセスタイルケア

   主な就職先一覧（過去3年間）   就職データ（2021年3月卒業生）

業種別就職状況

小売　19％

製造　15％

運輸・情報　12％

卸売　4％
建設・不動産　4％

サービス　38％

公務員　8％
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教員メッセージ

総 合 社 会 学 科
Department of Social Research

複雑な現代社会を理解するために必要な社会学、政治学、

経済学、経営学、情報学をバランスよく学び、社会に対する深い洞察力を鍛えます。

さらに企業、行政、NPO等と連携した「社会体験実習」などを通じて

社会の現場を経験し、知識を社会に応用する実践力を磨きます。

総合力を身につけるための…

　入学前からこれこれを学びたいという希望を持っている人はもちろん大歓迎ですが、初めからそこまで

強い問題意識がなくても、幅広い学問領域を学ぶことによって、徐々に専門性を深めてゆくことができま

す。また、総合社会学科は、大学の「中」だけでなく「外」でも学ぶことを重視しています。企業・団体・自治

体とコラボした実習科目を通じて、自分の好みや向き不向きを知り、将来につなげることができます。かけ

がえのない青春時代、私たちとともにチャレンジしましょう。

徐々に専門性を深めながら、
社会に出る前に自分を知り、社会を学びます。

社会学部 総合社会学科

尾上 正人教授　ONOUE Masato　（専門分野：産業社会学、経済社会学、社会生物学）

「文化情報コース」「経済経営コース」の2つのコースで構成。

現代社会を生き抜くうえで身につけるべき力、総合力。幅広い学問分野を学び、それを実社会で生かす。

あらゆる分野で役に立つ就職力を自分のものにする、それが総合社会学科です。

文化情報コース

　人と人がつながる社会、人の営み、社会の構造を「文化」と捉え、その文化
のなかで伝達される情報（文化情報）から社会の諸問題を読み解いていきま
す。現在、私たちの社会は、新しいコミュニケーション技術の誕生によって大きく
変化しています。その一例として、コミュニケーションをとる手段として、日常的に、
FacebookやLINEなどのSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）がありま
すが、SNSによって新たな社会問題も生まれています。文化情報コースでは、ア
ンケート調査やインタビュー調査、情報技術の活用などを通じて、文化情報から
社会の諸問題について考えます。

経済経営コース

　「ビッグデータ」「エビデンス」といった言葉を聞いたことはありませんか？ 今日
では企業の現場でも、客観的なデータにもとづく確かな分析・予測や、経営判断
が必要とされるようになっています。また、企業人としてだけでなく消費者・生活
者としても、経済や産業の動きを自ら知り、世の中に出回る情報に振り回されず
に賢く行動することが大切になってきました。このコースでは、経済学・経営学の
基本的な知識を得て、科学的な分析方法を身につけます。また、学外での実習
や聞き取り調査などを通じて、将来につながる実践的な力（企画力や提案力）
を養います。

SNSと人との関わりについて
ポジティブな視点で研究を深めたい。

　人間が好きで、服やデザインが好き。それらが社会

に与える影響に関心があり、社会学を学んでいます。

ゼミでは、おもにネット社会に批判的な本をテキストとし

て読み、そこからSNSについて考えます。私自身は

SNSで自作の絵を発信したり、友達を作ったりもしてい

るので、メリットの方が多いと感じています。今はまだ

発展途上のツールであるSNSをポジティブに捉えて、

使う側の人間の心理について考えたり、広告やマー

ケティングにも言及しながら、「SNSと人との関わり」を

テーマに研究を深めていきたいと思っています。

社会学部 総合社会学科 3年生

崎浜 瑶子さん　SAKIHAMA Tamako 
（沖縄県立名護高校出身）

幅広い学問で
センスを磨く

知識を社会で応用する力をつけるため、
社会学・政治学・経済学・経営学・情報学
を専門とする教員が幅広い学びをサ
ポート。

1
大学にとどまらない
実習カリキュラム

2年生では、企業、行政、NPO等とのコラ
ボレーションを体験。3年生では社会調査
の企画から成果報告までの実際を経験
することができます。

2
社会調査の
総合教育

アンケートなどの量的調査やインタビュー
などの質的調査を総合的に学ぶカリキュ
ラムで、専門性を身につけます。

3

学び のポイント

学 び のフィー ルド
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幅広い分野の学び 実習科目 キャリアサポート
　社会に対する深い洞察力や、「面白いこと」をかぎ分けるセン
スを養うためには、広い知識と経験が必要です。総合社会学科
では「総合」の名に恥じない多彩な領域を専門とする教員が、
学生の学びをサポートし、知識を現
実の社会で応用する力を鍛えます。
社会学、政治学、経済学、経営学、
情報学といった分野を専門とする
教員が、皆さんの関心を満たします。

　総合社会学科のカリキュラムは、社会
で学ぶしくみがいっぱい。その代表が、2
年生の「社会体験実習」と3年生の「社
会調査実習」。社会体験実習は、1年を
通して開講されている必修科目で、学生
がさまざまな企業・自治体・NPO・ボラン
ティア団体などと一緒に活動して、社会と
のつながりのなかで体験的に学びます。

　総合社会学科では、独自に資格取得支
援の体制を構築。正課（単位取得可能な科
目）で皆さんを応援します。販売士やファイナ
ンシャルプランニング技能検定、知的財産管
理技能検定、社会調査士など、即戦力にな
る資格取得をバックアップ。中学校「社会」、
高等学校「公民」の教員免許状や、学校図
書館司書教諭の免許状も取得できます。幅広い学問でセンスを磨く

社会で役立つ総合力を身につける
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教員メッセージ

文化人類学 政治学／経営学／家政学／地域社会学／
家族社会学／国際政治学／現代社会と哲学／
現代社会と倫理／社会統計学Ⅰ／社会統計学Ⅱ／
デジタルアーカイブ概論／文化情報論

国際社会学／産業社会学／
情報社会学／環境社会学

ジェンダーとライフコース／
東アジア・東南アジア社会論／
世界の民族誌／消費と経済／
経営管理論／産業と技術の発展／
知的財産管理論

身体と文化の継承／企業行動分析／
消費者行動分析／企業倫理と消費者／
量的分析法／質的分析法／
プログラミング言語Ⅰ／プログラミング言語Ⅱ／
社会調査実習／総合社会学特殊講義

※カリキュラムに関する詳細はWEBサイトにて　https://portal.nara-u.ac.jp/portal/slbssrch.do

※2022年度のカリキュラムです。

選
択
科
目【
A
群
】

選
択
科
目【
B
群
】

【
C
群
】

選
択
科
目

学問と社会／基礎演習／社会調査概論／
社会学基礎／社会調査法／経済学／情報学

社会体験実習 演習Ⅰ／演習Ⅱ 演習Ⅲ／演習Ⅳ／
卒業論文

　アニメを通じて知った日本は、憧れの国でした。歴史遺産に恵まれた古都で学べる奈良大学に進学し、報道などで知った社会問題の解決

の糸口を探りたくて、総合社会学科で学んでいます。多様な社会問題を知るうちに気づいたのは、確実な解決策にたどり着くことの困難さです。

それでも、今できる最善の策を試行錯誤することに意義があると考えます。実践的な学びが多いことも、学科の魅力の一つです。「社会体験実

習」では、印刷会社の企業サイトに奈良の観光記事を寄稿しました。自分の文章が掲載されているのを見たときは、感無量でした。

　幼い頃からアニメを中心に日本文化に親しみ、大学進学のために日本へ。語
学学校で学んだ後、奈良大学に入学しました。総合社会学科を選んだのは、日
本のニュースを見るうちに社会問題に興味を抱いたからです。

▶ 総合社会学科を選んだ理由

　社会問題のなかでも、インターネットをにぎわせる炎上や偽情報、世界のスラム街の現
状に関心があります。入学してからは経営学の面白さに目覚め、2年前期では経営学中
心、後期は社会学中心に科目を履修。どちらをゼミで専門に学ぼうかと思案中です。

▶ 学んでいる内容

　小さい頃の夢は、警察官になること。今は具体的にまだ決めていませんが、さま
ざまな社会問題を奈良大学で学び、将来はその問題解決に役立てるような職に
就けたらと考えています。

▶ 将来の希望・夢

　どの講義も興味深く、できる限り多くの科目を履修しています。1年生の時に受
講した「社会調査法」では、データ収集や分析に必要な基礎のスキルや考え方
を習得。「地域社会学」では、都市が成熟する過程でスラム問題が発生すること
を、事例を通して学びました。

▶ わたしの時間割

※2021年度後期授業科目

MON TUE WED THU FRI SAT

1

2

3

4

5

ジェンダーと
ライフコース

社会体験実習

地域社会学

消費と経済

社会統計学 Ⅱ

法学

司法・犯罪
心理学国際政治学

環境科学 Ⅰ

環境科学 Ⅱ

英語読解
初級 Ⅱ

産業と
技術の発展

社会心理学
概論

　社会科学の基本となるのはデータです。正確で精度の高いデータをどのよう

に集めるか。そこがスタート地点であり、それなくして社会科学は成立しません。

「社会調査法」では、公的な統計調査にはどのようなものがあり、それぞれにど

のようなメリットとデメリットがあるのか、現在行われている調査の問題点などを

学び、より正確なデータをより効率的に収集する調査の方法を探ります。

正確なデータを集めるための
適切なアンケート調査の方法を学びます。

　ノーベル賞を受賞するようなすぐれた研究でさえ、その根底は

データの正確さによって支えられています。しかし残念ながら、日本は

データ収集のレベルが高いとは言えません。「社会調査法」の授業

を通して、学生たちには客観的にものごとを見る姿勢を身につけて

ほしいと思います。きちんとデータを見て

事実を理解すること。勝手な思い込

みや決めつけ、都合のいい解釈や

偏った考えに流されていないか、勘

に頼っていないか、つねに自分

に問い続けてほしいと思い

ます。

思い込みや都合のいい解釈に流されず
客観的にものごとを見る姿勢を身につけよう。

解決できるとは限らない社会問題。
最善策を探る学びが、面白い。

1年生 2年生 3年生 4年生

   授 業ピックアップ／ 社 会 調 査 法

   4 年 間 の 学 び のステップ

   4 年 間 の 学 び のプロセス    マ イストーリー

主に人文科目（文学や歴史学・哲学など）と自然科目（物理学や生物学・環境学など）から構成された選択科目C群を学び、
社会人として必要とされる教養を深め、倫理性に富んだ行動を身につけます。

社会学部 総合社会学科

吉村 治正教授
YOSHIMURA Harumasa
（専門分野：社会学）

　社会科学の基礎的知識とあわせ、

これを学ぶために必要なさまざまな

技能、文献の読み方やレポートの書

き方、ディスカッションやプレゼンテー

ションの仕方などを学びます。

　政治学・経済学などを含め、社会

科学の諸領域を幅広く学びます。さ

らに「社会体験実習」での学外活動

を通して社会の現実を知り、学びに

生かします。

　学生個々人の興味関心にもとづい

てコースを選択します。「演習」（ゼミ）

では「興味・関心」を「研究」に結びつ

けるためのさまざまな活動を行います。

　4年生の中心課題は卒業論文で

す。担当教員の指導を受けながら、4

年間の集大成として自らの研究を卒

業論文にまとめます。

基礎となる知識と
技能を身につける

幅広い領域から
世の中の全体像をつかむ

2つのコースから選んで、
より専門的に学ぶ

自らの研究をまとめ、
次のステージを目指す

必
修
科
目

社会学部 総合社会学科 2年生

イェーオ ハンヤンさん　YEO HanYang
（マレーシア・FOON YEW HIGH SCHOOL出身）
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部
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学生の声

尾上 正人 教授 ［ONOUE Masato］ 博士（社会学）
倉 光巖 教授 ［ＫＵＲＡ Ｍｉｔｓｕｙｏｓｈｉ］ 博士（経営学）
島本 太香子 教授 ［SHIMAMOTO Takako］ 医学博士
正司 哲朗 教授 ［SHOJI Tetsuo］ 博士（工学）
竹中 浩 教授 ［TAKENAKA Yutaka］ 法学博士
中原 洪二郎 教授 ［NAKAHARA Kojiro］
吉田 光次 教授 ［YOSHIDA Koji］ 博士（理学）
吉村 治正 教授 ［YOSHIMURA Harumasa］ Ph.D（Sociology）
羅 東耀 教授 ［RA Touyou］ 博士（文学）
中坊 勇太 講師 ［ＮＡＫＡＢＯ Ｙｕｔａ］ 博士（経済学）
片 雪蘭 講師 ［ＰＹＥＯＮ Ｓｅｏｌｌａｎ］ 博士（人間科学）

産業社会学

経営学、会計学

公衆衛生学

情報メディア

政治学

社会心理学・地域ブランド戦略

情報科学

職業社会学・社会学方法論

社会病理学・アジア社会論

マクロ経済学・行動経済学

文化人類学、難民研究、地域研究

教員名 担当分野

現代日本の中小製造業

企業分析：外部開示されている情報を基にした企業分析

医学。公衆衛生学・産婦人科学。特に学校保健、地域保健、母子保健など

歴史的文化遺産のデジタルアーカイブに関する研究

西洋政治思想史・比較政治

民族集団間の社会的関係研究、地域ブランド研究

情報。理論原子核物理：有限温度での集団運動研究

専門職の労働市場形成

犯罪社会学、日中語学比較、社会学（中国の近代化と社会問題）

時間非整合性が経済成長や経済厚生に与える影響

インドにおけるチベット難民研究

専門または研究テーマ

　このゼミでは社会心理学を理論的背景として地域経営、地域活性化と地域ブランディン

グについて学びます。地域社会にはいろいろな価値観をもつさまざまな人たちがいます。そ

の多様性を重視しながら、どうやったら地域の価値を向上させることができるのかを研究しま

す。3年生の前期に理論や研究の枠組みを学んだ後、学生一人ひとりが特定の自治体を担

当して、どうすればその自治体の地域的価値を向上させることができるか、という課題に取り

組んでいます。最終的には実際に実現可能な水準の事業計画を作成することを目指します。

住民それぞれの暮らしから生まれる
「まちづくり」のあり方について研究します。

　中原洪二郎先生のゼミでは、地域を活性化するために自分ならどうするか、ビジネスとして成り立つように考えます。僕

は王寺町の住宅地の空き駐車場を活用して屋台を出店するというプランを提案しました。駅前よりも自宅に近い住宅街に

気軽に立ち寄れる屋台スタイルのお店があれば、歩いて行けるのでお酒も飲め、近所の人たちの憩いの場にもなるので

は。まだアイデア段階で事業計画化はこれからですが、先生からの指摘も参考にしながら、自分で修正点を見つけてブ

ラッシュアップしていく過程も楽しいです。

アイデアを事業化するプロセスを楽しく学んでいます。

   ゼミ紹 介

   教 員 紹 介

   内 定 者 インタビュー  ［ 広島県警察 ］

　幼稚園のイベントでパトカーに乗せてもらった時から、警察官にな

るのが夢でした。社会学や政治学、経済学を幅広く学ぶ経験が将来

に生かせると総合社会学科へ。1年の夏には、広島県警の説明会に

参加。「部活動は体力や継続力を養うので卒業までぜひ続けて」と

いう採用担当者の言葉を胸に、学業やアルバイトを頑張りながら、ハ

ンドボール部の活動をやり抜きました。警察官採用試験は体力試験

など一般行政の公務員試験と異なる部分があるので、念入りに情報

収集し、特化した対策を取りました。論文添削や面接練習などキャリ

アセンターのサポートもあり、採用試験に落ち着いて臨めました。面接

で印象に残るポイントは、いかに自分の言葉で語れるかだと思います。

1年次から情報収集。
警察官採用試験に特化した対策が実を結びました。

卒業後の進路

　奈良・大阪・京都・広島の警
察学校見学会などに参加。各
府県の警察業務や特色を研究。
公務員講座も受講。

警察学校の見学会に参加。
将来を見据えて情報収集

　早朝アルバイト、授業、部活
で多忙な毎日。ハンドボール部
では秋から主将に。広島県警を
視野に就職を検討。

学業・部活・アルバイトに励む。
広島県警を視野に

　オンデマンド型WEB授業の
利点を活かし、時間をやりくりし
て採用試験勉強に注力。体力
試験対策も行う。

過去問題中心の採用試験勉
強や体力試験対策に注力

　前期は2週間に1度のペース
で公務員試験に臨む。対策が
県ごとに異なり、切り替えに苦
労した。8月に広島県警に合格。

公務員試験に次々と挑戦。
頭の切り替えが課題に

　5歳の頃からの念願をかなえ
たが、ゴールではなくスタート。
広島県民の安心・安全のため
に尽くしたい。

幼い頃からの夢を実現。
県民の安心・安全のために

1年生 2年生 3年生 4年生

　総合社会学科では、社会科学を実際に体験する科目が用意されています。2年生の「社会体験実習」

で学外での社会連携活動に参加することで世の中の動きを肌で感じ、3年生の「社会調査実習」では、

この体験をもとに社会科学の「データ」を創出していく過程を経験します。これによって、社会の動きを客

観的に理解する能力が身につくようにカリキュラムが編成されています。

社会科学をコンパクトに学び、体験型学習を通じて社会の動きを体感する。

トピックス

リテールマーケティング（販売士）1・2・3級・知的財産管理技能検定3級・ファイナンシャルプランニング技能検定3級・
社会調査士・教員免許状・司書・学校図書館司書教諭取得できる免許・資格

   総合社会学科のキャリアサポート

◆2年次の必修科目「社会体験実習」で、地元銀行から講師をお招きして「マナー・接遇研修」を実施しています。
◆正課授業を受けながら資格の勉強ができる「奈良大学方式」にて、リテールマーケティング（販売士）全級、FP技能士3級、知的財産管理技能士3級の講座を開設しています。

社会学部 総合社会学科 4年生

福井 融さん　FUKUI Toru　（山口県立岩国高校出身）

社会学部 総合社会学科 3年生

成山 素春さん　NARIYAMA Motoharu　（奈良県・奈良大学附属高校出身）

社会学部 総合社会学科

中原 洪二郎教授　NAKAHARA Kojiro
（専門分野：社会心理学、社会意識論）
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上牧町役場／広島県警察本部／防衛省／海上自衛隊／（株）徳島大

正銀行／倉吉信用金庫／イオンリテール（株）／（株）コスモス薬品／

（株）すかいらーくホールディングス／（株）奈良自動車学校／（株）ナフコ／

コーナン商事（株）／（株）コメリ／（株）Ａコープ西日本／（株）ダイドー／

（株）平和堂／（株）ニトリ／住友生命保険相互会社／日本生命保険

相互会社／岡三証券（株）／（株）メガネトップ／フジッコ（株）／渡辺

パイプ（株）／（株）チャーム・ケア・コーポレーション／Ｆレンタカー（株）／

フルタ製菓（株）／（株）ドコモＣＳ関西／奈良交通（株）／ゲンキー（株）／

（株）ゾフ／（株）ローソン／（株）ヨドバシカメラ／（株）ヤマダホールディングス／

（株）エディオン／（株）ひごペットフレンドリー／ムトーアイテックス（株）／

日産大阪販売（株）／日産プリンス奈良販売（株）／奈良トヨタ（株）／

国際自動車（株）／（株）白浜エネルギーランド

   主な就職先一覧（過去3年間）   就職データ（2021年3月卒業生）

業種別就職状況

製造　7％

卸売　7％

金融　7％

小売　38％

サービス　33％

建設・不動産　4％
運輸・情報　4％
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附属施設共 通 教 育 科 目
共
通
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科
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設
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図
書
館
・
博
物
館

専門の枠に捉われず、幅広く知り考えることで視野を広げることを目指します。

専門教育と相互に補完することで、厚みと広がりのある知性を育てます。

学びについて

源氏物語色紙絵（時代：桃山～江戸時代）

　地上3階・地下2階、総床面積5,444㎡の規模を持つ図書

館は、数多くの学術書や学術雑誌を収蔵しており、蔵書数は

約56万冊にのぼります。そして、現存する世界最古の印刷

物とも言われている『百万塔陀羅尼経』やアダム・スミスの

『国富論』初版本、ダーウィンの『種の起源』初版本などの貴

重な図書も所蔵しています。さらに、奈良に関する資料、都

道府県史誌も充実しています。

　奈良大学は2014年5月に、日本考古学を代表する学会で

ある日本考古学協会より、協会が所蔵していた6万冊を超え

る文化財研究に関する専門書を寄贈されました。この結果、

15万冊を超える考古学関係資料が揃うことになり、日本屈指

の歴史・文化財情報の集積拠点として、世界から注目されて

います。

世界最古の印刷物など貴重な資料や、
全国の文化財に関する研究報告書を所蔵。図書館

LIBRARY

本物に触れる貴重な体験実習の場。
充実の収蔵コレクションも必見！博物館

MUSEUM

　奈良大学が長年収集してきた、貴重な美術・

考古・歴史・民俗資料約5,000点を収蔵し、展示

室・収納庫・資料資材室を設置しています。奈良

大学では博物館学芸員資格の取得を目指す学

生が多く、学内の博物館で実習ができるのは大

きな強みです。貴重なコレクションの実物に触れ、

臨場感や緊張感をもって展示作業の実践を学

べる機会は、奈良大学ならではです。また、板木

コレクションは国内有数の充実度を誇り、その内

容は全国に知られるほどです。

　古文書の展示や発掘調査の成果など、教員

たちの多彩な研究発表の場としても活用され、

奈良市との共催で行う埋蔵文化財展や、寄贈さ

れた民俗資料の展示なども行われています。展

示のサポートを通じて、学生や大学院生は学び

を深めています。年3回の企画展は一般公開さ

れ、地域に開かれた大学としての一助も担い親

しまれています。

版本『倭名類聚抄』より百万塔陀羅尼経金剛力士像

外国語科目

　グローバル化時代にふさわしい語
学力が身につくよう、英語をはじめ、ド
イツ語、フランス語、中国語、韓国語も
学べます。

健康・スポーツ科目

　健康・スポーツ科目は、身体や運動
の正しい知識と健康・スポーツの問題
について、講義科目と実技科目を通し
て体感的に学んでいきます。
科目：スポーツ実技、健康科学

情報科目

　インターネットにおけるマナーやセ
キュリティー対策について学習し、情
報を正しく受発信する力を身につけた
うえでコンピュータやデータ分析のスキ
ルを習得し、大学の学びに役立てます。
科目：情報倫理、情報リテラシー、
コンピュータ基礎論、
プログラミング基礎 など

キャリア科目

　卒業後の自分の将来像を具体的
に描きながら、進路実現に向けた準
備を行うための、実践的なカリキュラ
ムを設けています。
科目：キャリアデザイン、
インターンシップ概論、
インターンシップ実習 など

現代社会が抱える諸問題を解き明かすためには、幅広い学びが不可欠です。
国際社会で求められる語学力を備え、健康・スポーツ、情報技術やデータ分析など多彩な分野を学びます。
また、将来に向けてステップアップできるよう、キャリア形成支援を行います。

多彩な講義で、実社会で求められる知識・技能を培う

発掘調査で発見された遺構や出土品、研究成果なども展示

鹿をテーマにした彫刻家 太田昭男の作品展（館蔵）

南都名所図屏風（時代：江戸時代後期）

附属施設
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文学研究科・社会学研究科

文学研究科

各 専 攻 概 要

G
raduate S

chool

大
学
院

学芸員を目指すための実践的な知識や
責任感を育んでいます。

　学芸員になる夢をかなえたくて大学院に進学。大学時

代から気になっていたテーマである、法華経の見返し部分

に描かれた龍女が成仏する絵について研究を深めていま

す。大学院での学びはより実践的で自主性が求められ、や

りがいがあります。今年は江戸時代の絵巻物調査に参加

し、分野を超えた先生とも連携しながら、担当教員の原口

志津子先生と共同論文を執筆しました。本物の資料や史

跡に触れ、撮影や測定、資料分析に携わる経験はとても貴

重です。今後も学芸員になるためのスキルと社会性を磨き、

文化財の魅力を多くの方に伝えていきたいです。

大 学 院
Graduate School

文学研究科 文化財史料学専攻 博士前期課程1年

田中 亜季さん　TANAKA Aki 
（奈良大学 文学部 文化財学科出身）

自己の研究をさらに高めるために…

修士課程・博士前期課程

広い視野に立って精深な学識を授け、
専攻分野における研究能力
又は高度の専門性を要する職業等に必要な
高度の能力を養うことを目的とする。

博士後期課程

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、
又はその他の高度に専門的な業務に
従事するに必要な高度の研究能力
及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

社会に貢献する、

各分野のエキスパートを育成する

本学大学院では、文学研究科と

社会学研究科の2つの研究科を設置。

文学研究科では国文学・文化財史料学・地理学の3つの専攻、

社会学研究科では、社会学専攻を設け、

各専攻で高度な研究に力を注いでいます。

国文学専攻（修士課程）

　日本の言葉をめぐる文化的諸現象を、古典文学・近現代文学・国語学を中
心に研究しています。日本語や日本文学に関する広範囲な知識を培うとともに、
文献やデータの詳細な分析を通じて、日本語や日本文学、日本文化について
の鋭い感性と深い思考力を養います。また、アジアや世界の観点から日本文
化を見つめることのできる多様性をもった人材の育成を目指します。

中学校教諭専修免許状（国語）・
高等学校教諭専修免許状（国語）
の取得が可能。

社会学研究科

社会学専攻（修士課程）

　「社会文化研究コース」では、社会学・文化人類学・社会心理学を中心に、
社会調査の技法を使った実証的な研究を行うことで、社会の諸問題に対応す
る専門知識を養います。「臨床心理学コース」では、公認心理師と臨床心理
士（認定協会第1種指定大学院）の受験資格が取得できます。現代社会の
“こころの問題”に対応できる心理職の育成を目指しています。

専門社会調査士資格の取得が可能、
公認心理師、臨床心理士受験資格取得
が可能。

文化財史料学専攻（博士前期・博士後期課程）

　博士前期課程は文献史学、考古学、美術工芸史学、保存修復学の4つの
分野からなり、いずれの分野も学際的見地に立ち、社会・文化・芸術などの問
題を、物的資料と文字資料の両面から幅広くかつ専門的に研究しています。
後期課程においても、より高度な専門的知識と能力をもつ専門的職業人を目
指して研究を進めています。

中学校教諭専修免許状（社会）・
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）
の取得が可能。

地理学専攻（修士課程）

　自然地理学、人文地理学、地誌学の研究分野を設けています。経済・都市
問題、国際理解、国土・地域計画、環境保全、防災などに関する講義・演習を
配していることが特徴です。最新機材を駆使した情報処理や画像処理などの
実習・演習を通して高度な専門知識と技術を備えた人材育成を図ります。

中学校教諭専修免許状（社会）・
高等学校教諭専修免許状（地理歴史）、
GIS専門学術士資格の取得が可能。
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夢の実現に向けて、
一人ひとりを全力でサポートします！！

学生一人ひとりが思い描いた夢へと踏み出せるように、

入学から卒業まで一環したキャリア支援を展開しています。

就職・進学など進路に関するさまざまな相談を、面談、メール、電話などで随時受け付け。

学部・学科ごとの担当職員が学生と個別に向き合い、

きめ細かで充実したサポートを行っています。

キャリアサポート

「なりたい自分」を見つける！

キャリアセンター 入学から卒業まで
個別担当制で強力にバックアップ

　学部学科ごとにキャリア豊富な職員が学生を
サポート。同じ担当が継続的にかかわることで、
よりきめ細かな進路支援を実現しています。

個別担当制できめ細かに対応

　『求人検索ナビ』ソフトにより最新の求人票や
企業情報データを始め、進路、就職、進学など
に関するさまざまな情報を整理保存し、即時検
索も可能となっています。

求人や企業の最新情報を収集

キャリアセンターではスタッフ一丸となって、

皆さんの就職や進路に関する相談を受け付けています。 

求人票、企業情報データを始めとするありとあらゆる情報を取りそろえています。

個別担当制を設けており、きめ細かな対応を心がけています。

担当者は、皆さんの就職相談はもちろんのこと、色々な相談に応じます。

キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

　相談業務にあたる職員は国家資格キャリア
コンサルタントや心理カウンセラー等の資格を
有し、常に知識や技術のスキルアップに努めて
います。

職員も常にスキルアップ

「なりたい自分」に近づく

　キャリアセンターでは3年生を対象に、9月に学科別のガイダンス、10月には進路に

ついての希望や考えをマンツーマンで聞く個別面談を行っています。多くの学生が

3年生のこの時期に初めてキャリアセンターと接点を持ち、本格的な就職活動の準

備が始まる頃から、さまざまな相談に訪れます。学科ごとに専任の担当者がつき、学

生の迷いや悩みに寄り添い、一緒に考え、面接の練習などにも対応しています。苦

労して内定をもらった学生が報告に来てくれたりすると、私たちも心からうれしい気

持ちになります。キャリアセンターには会社四季報や業界地図などの資料やパソコ

ンを自由に閲覧・使用できるスペースや面接対策等のDVDを視聴できるコーナーも

あります。実社会で求められているコミュニケーション力を高めるためにも、1～2年生

のときから気軽に訪れて、大人と話す場としてもぜひ役立ててもらえればと思います。

キャリアセンターを気軽に訪れて、
実り多い大学生活に役立ててください。

キャリアセンター

大西 三和子さん
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　筆記試験対策は、希望進路別に講座を実
施。1年生から一般教養試験対策講座のほ
か、3年生以上には公務員や教員採用試験対
策の講座を。夢の実現を目指す学生たちのレ
ベルアップを促します。

　公務員試験対策講座など、学外の実績ある公
務員採用試験専門業者と提携し、徹底指導。人
事院事務局や警察、自衛隊などの人事担当者を
招いての説明会も実施。OB・OGの体験報告会
で面接のポイントやノウハウも紹介します。

　秘書技能検定やMOS（Microsoft Office 
Specialist）など、就職活動中だけでなく、社
会に出ても役立つ資格取得の講座を開講。
学内でのダブルスクールなので、時間も有効
に活用できます。

POINT

1
POINT

3
希望進路別の
就職試験対策！！

POINT

2
公務員採用試験
プロフェッショナルと連携！！

社会に出てからも
役立つ資格講座も！！

進みたい道へ着実につなぐ

資料閲覧
　キャリアセンターには、就職活動に関する書籍・
DVDを始め、進学・資格など進路にかかわるあらゆる
情報を取りそろえています。

Lo活ガイダンス
　「Lo活」とは、地方就職を考える若年層に情報を提
供する厚生労働省のプロジェクト。地方就職に関する
ガイダンスを実施しています。

個別指導
　履歴書・エントリーシートの作成や、面接対策など、
一人ひとりの課題を解決するための個別対応を実施
しています。

就
職

3年2年1年 4年

◆ 進路希望アンケート
◆ 進路ガイダンス
◆ 学内業界セミナー
◆ 公務員説明会

◆ 進路ガイダンス
◆ 学内業界セミナー
◆ 公務員説明会
◆ 公務員・教員向け進路ガイダンス

◆ 個別面談
◆ 就活ガイダンス
◆ 学内業界セミナー
◆ 学内企業セミナー
◆ 公務員説明会

◆ 合同企業説明会
◆ 就職希望者支援ガイダンス
◆ 未内定者への個別支援

1・2年次生から
参加できる
進路ガイダンス

必修の
キャリア科目を設置

学内での就職・資格
バックアップ講座

「求人検索NAVI」
による就業実現

後援会と連携
「保護者のつどい」を

全国で実施

将来のお金の話や、社会人に
なった時の働く条件、女性の社
会進出など、学生が気になる
テーマでガイダンスを実施します。

社会人として生きる能力と知識
を身につけるため、2年生前期
に「キャリアデザイン」を必修科
目として設置しました。

資格取得、公務員、教員採用
試験を目指す各種講座を学内
で開講。

学内ポータルサイトと連携する
奈良大生専用の進路支援シス
テム。約2万社の企業就職情
報が掲載。

保護者を対象に、就職などの個
別相談や講演を全国6会場で
実施しています。

学内企業セミナーや公務員・教員対策、個別面談、少人数個別指導セミナーの実施など、
希望の進路に向けたバックアップ体制が充実しています。

4年間のキャリア形成プログラム

就職に向けたバックアップ

夢
の
実
現

1・2年 3年 4年

自己分析とキャンパスライフデザイン
将来を視野に入れ、自分を見つめ直し、大学での4年間を計画します。

より具体的な進路実現に向けて
明確になった目標に対して具体的な対策を行います。

目標100％達成を目指す
キャリアセンターがサポートし、夢の実現を目指します。

テ
ー
マ

〈
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
講
座
〉

就
職
・
キ
ャ
リ
ア
支
援

支
援
科
目

キ
ャ
リ
ア

講
習
会
な
ど
の
様
子

◆ 個人面談による進路カウンセリング　◆ 自己分析の進め方
◆ 業界・企業・職種研究の進め方　◆ リクルートスーツの着こなし講座
◆ Lo活ガイダンス　◆ 履歴書・エントリーシートの書き方講座
◆ 就活マナー講習会　◆ 就活メイク講習会　◆ 模擬面接会
◆ 学内公務員説明会　◆ 学内企業説明会

◆ キャリアガイダンス

進路ガイダンス
リクルートスーツ
ガイダンス

業界説明会

◆ 個別指導
◆ Web面接指導（必要に応じ、対面でも実施）
◆ Web面談
◆ Web学内合同企業セミナー
◆ 公務員Web説明会
◆ 就活オンラインガイダンス
◆ 履歴書作成支援

合同企業セミナー

マナー講座

一般教養試験対策講座初級
（公務員・学芸員・教員・企業）

キャリアデザイン（2年必修）
大学卒業後のキャリアについて考え、
それを実行できる力を身につける

インターンシップ実習（2・3年選択）
大学が提携する受入先で実習に参加し、
就業への理解を深め、意識の確立を目指す

インターンシップ概論（1・2年選択）
翌年のインターンシップ参加前に、
実習の目的を明確にする

学内企業セミナー

模擬面接

企業筆記試験（SPI）対策講座
教員採用試験対策講座

公務員試験教養科目対策講座
（市役所・学芸員・警察・消防）
公務員試験専門科目対策WEB講座
（国家公務員・地方上級）

キャリア形成のための講座や科目が多彩に展開！
キャリア形成プログラムは入学直後からスタート。

４年間を通して、各種のガイダンスや講座、正課授業として組み込まれたキャリア科目など、

多彩なプログラムを用意しています。

自分を知り、めざす進路を実現するために、ぜひ受講してほしいプログラムです。

　保護者の皆様にキャリアセンター
の活動内容をお知らせする「保護者
のための就職ガイド」、就職・資格
バックアップ講座を紹介する「キャリ
アサポート」、就職活動のバイブルと
なる「キャリアガイド」、最新の求人票
や企業情報データを検索できる「求
人検索ナビ」などを提供しています。 保護者のための就職ガイド キャリアサポート キャリアガイド 求人検索ナビ

キャリアって何？！

キャリアとは職業人生を中心とした
「生き方」そのもの。人生の目標を明
確にし、4年間の過ごし方を考えます。

さまざまな学内講座のバックアップ
希望進路別サポート

就職のための支援ツール
各種ガイド

NARA UNIVERSITY

CAREER SUPPORT 2022
令和４年度　就職・資格バックアップ講座のご案内

進路別合格必勝講座

資格取得バックアップ講座

学内実施　模擬試験・検定試験

【初級】一般教養試験対策講座（公務員・学芸員・教員・企業）

公務員試験対策講座（市役所・警察・消防・学芸員）

公務員試験　専門科目対策　ＷＥＢ講座　（国家公務員・地方上級）　

ＳＰＩ試験対策講座（企業・公務員）

教員採用試験対策講座　（教職教養）

国内旅行業務取扱管理者試験対策講座（旅行・鉄道・航空・ツアー企画など観光全般）

就活に役立つビジネスマナー講座　～秘書技能検定試験対策（準1級コース）～

日商簿記検定試験対策講座（３級コース）

日商簿記検定試験対策講座（２級コース）

ＭOS試験対策講座（Wordコース）

ＭOS試験対策講座（Excelコース）

教員模試、秘書検定

キャリアガイドキャリアガイド
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求人件数は順調に右肩上がり！
就職データ

学科ごとの単位修得で
取得できる免許・資格

大学の学びを仕事に生かして
主な業種別進路先〈過去5年間〉

Message 資格サポート

これまでの地道な取り組みにより、キャリアセンターでは多くの企業との太いパイプを構築しています。
さらに今後は年間を通して随時面接が可能な体制を目指します。

奈良大学では、学科ごとに所定の科目を単位修得することで複数の免許・資格が取得可能です。
また、多種多様な資格試験対策講座も開講しています。

　奈良大生は礼儀正しくしっかりした学生が多いと、企業の担当者

から高評価をいただいており、求人件数は年々増加傾向にあります。

11,000件以上
求人件数年々増加中 企業説明会学内で開かれる

　例年各企業を招き、学内において企業説明会を開催。

（現在は、Zoom等で実施。）

約120社
教員資格を取るなら

◎教員免許状

知的財産分野の知識を活かす

◎知的財産管理技能検定3級

小売業などのサービス向上のために

◎リテールマーケティング（販売士）1・2・3級

3級取得で資産についての業務を行う

◎ファイナンシャルプランニング技能検定3級

社会調査能力を証明

◎社会調査士

あらゆる測量に従事する

◎測量士補

資格要件を満たす科目を履修して取得

◎GIS学術士

専門科目履修で取得

◎認定心理士

父母などの（代替的）役割

◎児童指導員（任用資格）

地域調査のプロを証明する資格

◎地域調査士

学校図書の専門的職務ができる

◎学校図書館司書教諭

図書館で働くなら

◎司書

博物館・美術館で働くなら

◎博物館学芸員

単
位
を
取
れ
ば
免
許
や

資
格
が
取
れ
る
！！

Message インターンシップ実習

文学部 文化財学科 4年生 ［内定先：三重トヨタ］

岡本 春香さん　OKAMOTO Haruka
（三重県・三重高校出身）

文学部 文化財学科 4年生 ［内定先：西宮市役所（一般行政）］

北村 達郎さん　KITAMURA Tatsuro
（兵庫県立尼崎西高校出身）

学 生
メッセージ

　当初は公務員志望だったので、地元・三重県下の市町村数カ所に「インターンシップできませんか」と

自分で電話をかけ、3年生の夏に町の農林商工課でオンラインイベントのお手伝いを、3年生の終わりに

は県の生涯学習センターで講演会のお手伝いを経験できました。実社会で働いている人たちから多くを

学ぶことができました。単なるお手伝いにとどまらず、自分の意見を聞いてもらえたり、アイデアを採用され

たりしたことが自信になり、積極性が高まったと思います。わからないことはすぐに質問する、自分の意見

をはっきり言う、話しかけやすい雰囲気を心がけるなど、実習で褒められたことや良かったことは就職活

動でもフルに実践し、地元企業に内定しました。

実習を通して生まれた積極性と自信。
本番の就職活動でも臆さず発揮できました。

学 生
メッセージ

　文化財を活用したまちづくりに興味を抱き、一般行政の公務員職を目指すことを決意し、公務員試験

対策講座を受講しました。仲間がいるので勉強に集中しやすく、筆記試験からエントリーシートの書き方、

面接対策、志望先の選定まで丁寧なアドバイスが心強く、質問にもすぐにレスポンスをいただけました。コ

ロナ禍で対面での相談もままならない時期でしたが、リモート面接対策にもいち早く対応してくださいまし

た。勉強のやり方を教えていただけたことで、自分でも驚くほど勉強がはかどり、本番でも力を発揮できた

と思います。貴重な体験である公務員試験を楽しもうと決めて、勉強の後にごほうびを用意したり、面接

官との会話も和やかな雰囲気や笑いを生むよう心がけました。

志望先選びやリモート対策にも細やかに対応。
勉強がはかどり、全力を発揮できました。

　学科の専門科目に加えて教職課程を履修し、単位を修
得すれば、中学校教諭一種免許状（国語、社会）・高等学
校教諭一種免許状（国語、地理歴史、公民）の取得が可
能です。聖徳大学通信教育部の科目等履修生として必要
な単位を修得すれば、小学校教諭免許状も取得できます。

国文学科 史学科 地理学科

文化財学科 総合社会学科

　読書活動の指導や本についての専門的知識及び
技能を備え、中学校・高等学校などで、学校図書館の
専門的職務を行います。また、教員免許状を取得して
いることが必要で、教諭としての職務も行います。

国文学科 史学科 地理学科

文化財学科 総合社会学科

国文学科 史学科 地理学科

文化財学科 心理学科 総合社会学科

　公共図書館や大学図書館などで、専門的職務に従
事します。図書・資料の収集、整理、保管、貸出などが
主な業務内容です。　

　博物館学芸員とは、博物館法にもとづく博物館・美
術館などで資料の収集から調査・研究・保管展示など
を行うための専門知識を備えた職員のことです。所定
科目・単位を修得すれば、卒業時に資格証書が与えら
れます。

国文学科 史学科 地理学科

文化財学科

　知的財産分野の初歩的知識を持ち、それらの課題
発見から解決までを手がけられる能力があると認められ
る資格です。

心理学科 総合社会学科

　小売業などに携わる人の資質やサービス向上のた
めにつくられた資格。特別セミナーなどで資格取得をサ
ポートします。　

心理学科 総合社会学科

　3級を取得すると、個人の資産運用や保険資産に
ついての相談業務を行うことができます。

心理学科 総合社会学科

　社会調査能力を証明する資格で、所定の単位を修
得し、申請すると卒業時に資格が認定されます。

総合社会学科

　心理学に関する実習・演習などの専門科目を履修
すれば、資格取得が可能です。

心理学科

　児童指導員は児童福祉の現場において、主に父母
などに代わって児童（18歳未満の者）を監護する場合
において代替的役割を果たしている職です。心理学科
を卒業することで任用資格が得られます。　

心理学科

　地図整備、道路・都市開発に欠かせない測量。その
測量業務に必要な「測量士補」。「測量学」「測量技
法」などの所定の科目を修得し卒業すると、国土交通
省への申請により「測量士補」資格が取得できます。

地理学科

　本学の地理学科は、GIS学術士資格の実績証明団体
の指定を受けており、資格要件を満たす科目を履修して申
請後、審査の過程を経て資格を取得することができます。

地理学科

　地理学をベースとした地域調査の知識や技術を用
いる自然現象、人文・社会現象の総合的な調査能力、
つまり「地域調査のプロ」を証明する資格です。所定
の科目を履修し、公益社団法人 日本地理学会主催の
講習会受講後、申請すると資格が認定されます。

地理学科

【教員】愛知県教育委員会／石川県教育委員会／大阪府教育委員会／大分県教育委員会／徳島県教育委員会／富山県教育委員会／和歌山県教育委員会／呉市教育委員会／大阪市
教育委員会／東大阪市立日新高等学校／学校法人円福学園 幼保連携型認定こども園円福幼稚園／学校法人静岡理工科大学 星稜高等学校／学校法人智辯学園 智辯学園和歌山中学校・
高等学校／奈良大学附属高等学校　【公務員】京都府人事委員会／厚生労働省／大阪府庁／長野県庁／奈良県庁／北海道教育委員会／みやま市役所／阿南市役所／伊豆市役所／宇陀
市役所／橿原市役所／茅野市役所／郡上市役所／香芝市役所／黒部市役所／四條畷市役所／小浜市役所／大垣市役所／大阪狭山市役所／中野市役所／長岡市役所／東大阪市役所／
奈良市役所／萩市役所／八幡市役所／福知山市役所／牧之原市役所／和泉市役所／栄町役場／王寺町役場／岩美町役場／御杖村役場／佐久穂町役場／三宅町役場／上牧町役場／
清水町役場／飯綱町役場／飯島町役場／長野県市町村総合事務組合／大阪府立少年自然の家／独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構／浜名湖競艇企業団／和歌山市子ども
総合支援センター／防衛省 航空自衛隊／防衛省 陸上自衛隊　【司書】国立大学法人神戸大学／神戸市教育委員会／福島県人事委員会　【学芸員・文化財専門職】大阪府教育庁／伊予市役所／
羽曳野市役所／雲南市役所／岡山市教育委員会／京田辺市役所／串間市役所／鹿角市役所／小松市役所／天草市役所／藤井寺市役所／富士見市役所／名古屋市役所／野田市役所／
（一財）藤城清治美術館 那須高原／一般社団法人歴史文化研究所／吉野ヶ里町役場／原村役場／御船町役場／湯浅町役場／宝達志水町／公益財団法人ハーモ美術館／公益財団法人
大阪府文化財センター大阪府立弥生文化博物館／公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団／社会福祉法人名古屋ライトハウス／名古屋盲人情報文化センター　【警察・消防】奈良県警察
本部／京都府警察本部／広島県警察本部／三重県警察本部／石川県警察本部／大阪府警察本部／富山県警察本部／兵庫県警察本部／和歌山県警察本部／奈良県広域消防組合／
宇部・山陽小野田消防局　【物流・鉄道・旅行】ＡＮＡ大阪空港／あいの風とやま鉄道／ジェイアール東日本物流／近畿日本鉄道／四国旅客鉄道／西日本旅客鉄道／東日本旅客鉄道／日本
貨物鉄道／北海道旅客鉄道／名古屋鉄道／ＪＴＢ／エイチ・アイ・エス／農協観光／名鉄観光サービス／日立物流西日本／瀬戸内海汽船／奈良交通／日本交通／日本物流センター／富士運輸／
両備ホールディングス（両備グループ）／センコー／ＪＲ西日本交通サービス／中央倉庫ワークス／辻本運輸／日本タクシー／福山通運　【金融・保険】住友生命保険相互会社／茨城県信用組合／
岡三証券／近畿産業信用組合／清水銀行／中国銀行／長崎銀行／徳島大正銀行／南都銀行／高松信用金庫／水島信用金庫／倉吉信用金庫／大阪信用金庫／長崎県信用保証協会／
奈良信用金庫／尼崎信用金庫／日本生命保険相互会社／北おおさか信用金庫　【製造】テラル／フジッコ／科研製薬／アルミネ／サンデリカ／ダイドー／フジキン 総本社／伊藤園／井上天極堂／
大阪サイレン製作所／鶴屋吉信／関西美術印刷／近鉄車両エンジニアリング／三共ポリエチレン／大塚オーミ陶業／東洋シヤッター／北陸コカ・コーラボトリング／理想科学工業／サラヤ／フルタ製菓／
オーカワ／コーセー／ヒガシモトキカイ／創味食品／高田製薬／寿製菓／東洋スクリーン工業　【建設】一条工務店／島田組／日さく／生和コーポレーション／積水ハウス／大東建託／大和ハウス工業／
島根電工　【マスコミ・出版】伊豆新聞本社／山陰中央新報社／山陰中央新報製作センター／福島民報社／毎日新聞社／尚文出版　【卸売】ダイドー／フルックスグループ／リコージャパン／
コノエ／ドトールコーヒー／ファンケル／ホンダパーツ関西／モンベル／花の大和／三ツワフロンテック／大阪めいらく／小西医療器／杉本商事／田代珈琲／渡辺パイプ／日本板硝子ウインテック／
トヨタモビリティパーツ　【小売】イオンベーカリー／イオンリテール／ウエルシア薬局／コーナン商事／ブリヂストンタイヤサービス西日本／ヤンマーアグリジャパン／わかやま市民生活協同組合／
愛眼／エディオン／オークワ／カインズ／キリン堂／クスリのアオキ／コスモス薬品／コメリ／サンドラッグ／スズキ自販奈良／ゾフ／たねや／ナフコ／ニトリ／ハンズマン／ひごペットフレンドリー／
ビジョンメガネ／マルエツ／メガネトップ／ヨドバシカメラ／関西ケーズデンキ／近鉄百貨店／赤ちゃん本舗／平和堂／京都生活協同組合／香川トヨタ自動車／上新電機／奈良ダイハツ／奈良トヨタ／
シチズンリテイルプラニング　【不動産】エイブル／丸和不動産／山晃住宅／福屋ホールディングス／大東建託リーシング／大和リビング／東京不動産管理／ＪＲ西日本ＳＣ開発　【サービス】ＡＬＳＯＫ
大阪／ＮＰＯ法人ＭＩＯスポーツクラブ／ワタキューセイモア／伊豆の国市観光協会／一般財団法人今日庵／岡山県国民健康保険団体連合会／ＪＲ西日本ヴィアイン／JTBビジネストラベル
ソリューションズ／ＮＴＴフィールドテクノ／イベント21／ジェイアール西日本ホテル開発／スタジオアリス／ラウンドワン／ルビー／広島エアポートホテル／修美／星野リゾート／奈良自動車学校／
日立ソリューションズ／白浜エネルギーランド／京阪ホテルズ＆リゾーツ／公益財団法人おかや文化振興事業団 イルフ童画館／高知県農業協同組合（ＪＡ高知県）／宗教法人大神神社／綜合警備保障／
鳥羽シーサイドホテル／湯快リゾート／奈良県農業協同組合（ＪＡならけん）／日本年金機構／日本郵便／非破壊検査／富士フイルムＶＥＴシステムズ／富士急行／報徳二宮神社／ミズノスポーツサービス
【建築設計・測量関係】国際文化財／フジヤマ／アジア航測／クモノスコーポレーション／イビソク／かんこう／きんそく／松本コンサルタント／朝日航洋／フジタ地質／内外エンジニアリング
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あたたかい雰囲気が自慢です
緑に包まれた、奈良大学のアカデミックなキャンパス。

大学祭を始め、1年を通じてさまざまな行事・イベントが行われ、

キャンパスライフを彩ります。

大学で過ごす4年間はかけがえのない時間。

素敵な仲間とともに生涯の思い出となる

充実した毎日を過ごしましょう。

青垣祭
　大学祭は「青垣祭」と名付けられ、2022年で第53回を数えます。実行委員会が中心となって、奈良大生たちが一致
団結して行う手作りのお祭りは、とてもアットホームな雰囲気。子ども遊園地や演奏会も開催され、地域の人たちとも交
流を図っています。

キャンパスライフ

キャンパスカレンダー

★

　ホットなニュースや入試
情報、オープンキャンパスな
どの受験生向けイベントな
どを情報配信中！
 “友だち”になると最新情
報を手に入れることができ
ます。

学年始
入学式
新入生オリエンテーション
前期授業開始
健康診断
法人創立記念日

4
A P R I L

春季リーグ戦
（体育会）
フレッシュマンキャンプ
（文化会クラブ）
留学生歓迎会

5
M A Y

オープンキャンパス
春季学生大会
卒業論文題目提出締切
（文学部）
フレッシュマンキャンプ
（体育会クラブ）

6
J U N E

オープンキャンパス
前期授業終了
前期試験

7
J U L Y

前期試験
夏期休業
オープンキャンパス
インターンシップ

8
A U G U S T

履修登録ガイダンス
後期授業開始

9
S E P T E M B E R

秋季リーグ戦（体育会）
卒業（研究）論文
題目提出締切（社会学部）

10
O C T O B E R

青垣祭★
秋季学生大会

11
N O V E M B E R

卒業論文提出締切
（文学部）
冬期休業

12
D E C E M B E R

平常授業再開
卒業（研究）論文
提出締切（社会学部）
後期授業終了
後期試験

1
J A N U A R Y

卒業論文・卒業研究論文
口述試問
春期休業
リーダース研修会
（課外活動団体）
留学生送別・壮行会

2
F E B R U A R Y

卒業証書・
学位記授与式
オープンキャンパス
履修登録ガイダンス
学年末

3
M A R C H

オープン
キャンパスに
来てね♪
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キャンパスマップ

1

3

2

10

1213
14

15

114
8

9

6

7

5

16 みんな大好き日替わりメニュー。

日替定食
（おみそ汁付き）
日替定食
（おみそ汁付き）

❶ メインゲート
❷ 本部棟
　  【学生支援センター/キャリアセンター/総務課/法人本部】

❸ 研究棟
　  【国文学科/史学科/地理学科】

❹ 社会学部研究棟
　  【心理学科/総合社会学科】

❺ 実験・実習棟
　  【文化財学科/CALL教室】

❻ 教室棟
❼ 図書館
❽ 福利厚生棟
　  【食堂/学生ラウンジ/売店/和室/茶室/屋上庭園】

❾ 講堂
　  【講堂/喫茶】

10 総合研究棟
　  【大学院研究室/電算実習室/講義室/医務室/
　   学生相談室/総合研究所・大学院事務室】

11 情報処理センター
　  【電算実習室/システム室/研究開発室】

12 通信教育部棟・博物館
　  【実習室/講義室】

13 課外活動センター
　  【クラブ部室/音楽練習場/弓道場/会議室/シャワー室】

14 体育館
　  【アリーナ/格技場/トレーニングルーム】

15 令和館
　  【入学センター/広報室/アクティブラーニングスペース】

16 校友会館

自然と多くの歴史遺産に囲まれた奈良大学のキャンパスは、

静かでアカデミックな雰囲気。

歴史の重みと豊かな文化の香りを感じながら、

学びを深めましょう。

緑に囲まれた閑静なキャンパスは、
理想の学習環境

おすすめランチ

リーズナブルでおいしいメニューが勢ぞろい
今日はどれにしようかな？

学生食堂

　約500席ある学生食堂は、栄養とボリュー
ムたっぷりのメニューとリーズナブルな価格
が魅力。うどんやカレーなどの定番メニューか
ら、日替わり定食や女子にうれしいバランス
アップ小鉢、サラダなどが充実。

　書籍・文具といったキャンパスライフの必
需品をご用意しています。パンやお菓子、ドリ
ンクなどもそろうので忙しいときや小腹が空
いたときにはここでお買い物。市価よりお得
です。

売 店

　福利厚生棟1階にある学生ラウンジはみ
んなの憩いのコーナー。空き時間には広いソ
ファーでのんびりくつろいでお茶を飲んだり、
サークルの打ち合わせに利用したり、会話を
楽しむ学生でいつもあふれています。

学生ラウンジ

　おしゃれなオープンテラスもある喫茶店。
スイーツやドリンクのほか、サンドウィッチやカ
フェ丼、オムライスなど軽食メニューが充実。
たくさんの学生がおしゃべりしながら楽しんで
います。

喫茶ならやま

おすすめ！

▲豆腐野菜ハンバーグ&エビフライ
豚の角煮

ポークのバジルチーズ焼き▶
小松菜とワカメの胡麻和え

本日のライスボウル
（おみそ汁付き）
本日のライスボウル
（おみそ汁付き）

◀鶏そぼろ温玉丼

レギュラーメニュー
（終日販売）
レギュラーメニュー
（終日販売）

◀カレーライス
◀ジャンボうどん

本日のラーメン本日のラーメン
味噌ラーメン▶

人気のメニューをプレートで。

キャンパスランチ
（ごはん・おみそ汁付き）
キャンパスランチ
（ごはん・おみそ汁付き）

▲唐揚げランチ

おすすめ！

単品のメニューもいろいろ。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手洗いうがい、
　マスク、消毒、換気等、感染対策を徹底しております。
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出身地・下宿生活

奈良大生の出身地
高い専門性を誇る奈良大学には、

北は北海道、南は沖縄まで全国47都道府県から学生が集まります。

自宅通学生と下宿生の数もほぼ半々で、

全国各地に友人の輪が広がります。

不安なときは、学生支援センターがバックアップ。

あらゆるサポートを行います。

奈良大学で学ぶ
学生の生活を見てみましょう

文学部 地理学科 3年生

藤井 亮さん　Fujii Ryo　（岡山県・岡山高校出身）

am　8：00

10：40

pm　0：10

1：00

4：10

7：00

8：00

am　1：00

起床

授業

昼食・帰宅

リモート授業

部活

帰宅・夕食

勉強・趣味・入浴

就寝

am　8：00

10：40

pm　0：10

1：00

4：10

7：00

8：00

am　0：00

起床

授業

昼食

授業

一旦帰宅後、部活へ

帰宅・勉強

夕食・入浴・趣味

就寝

家　賃
光熱費
食　費
電話・インターネット
交際費
服飾費

合　計

33,000円
7,000円

（実家で支払い）
8,000円
10,000円
8,000円

66,000円

◆大学指定の不動産業者が安心です。　◆物件の下見はできるだけ多くしましょう。

◆大学からの距離は遠すぎず、近すぎずがおすすめです。

◆特に女性は防犯機能が必須です。　◆周辺のスーパー、銀行なども要チェック。

◆バストイレはユニットとセパレートの 2 種類あり。

◆壁の防音性能は必ず確認を。　◆ベランダなど、洗濯機が置けるスペースがあるか。

◆自炊派はコンロもチェックしよう。　◆日当たりはけっこう大事です。

先輩から一人暮らしのアドバイス
　遠隔地から入学する学生にとって気になるのが下宿探し。学生支援センターでは、下宿やアルバイトなどの相談に応じています。先輩たちのアドバイスもぜひ参考

にしてください。

●男子

●女子

全体

0 20 40 60 80 100（％）

47.9％

下宿生 自宅生

52.1％

49.2％ 50.8％

48.4％ 51.6％

北海道
●16
●09

青森県
●03
●04

合計　2517
男子 ●1686
女子 ●  831

令和4年2月現在

岩手県
●01
●00

秋田県
●02
●00

宮城県
●08
●05

山形県
●05
●02

福島県
●06
●01

茨城県
●05
●04

栃木県
●11
●00

群馬県
●05
●03

埼玉県
●07
●08

千葉県
●11
●06

東京都
●15
●05

神奈川県
●06
●02

新潟県
●18
●12富山県

●20
●10

石川県
●15
●05

山梨県
●06
●02

長野県
●45
●29

岐阜県
●28
●06

静岡県
●66
●29

愛知県
●30
●21

福井県
●13
●05京都府

●147
●47

奈良県
●356
●154

滋賀県
●27
●06

三重県
●39
●21

兵庫県
●99
●39

大阪府
●339
●198

和歌山県
●22
●13

鳥取県
●16
●06

島根県
●18
●09

岡山県
●33
●19

広島県
●34
●23

山口県
●21
●06

香川県
●26
●14

愛媛県
●26
●11

徳島県
●18
●12

高知県
●20
●13

福岡県
●21
●19

外国人留学生
●23
●07

佐賀県
●07
●05

長崎県
●11
●07

大分県
●12
●03熊本県

●06
●11 宮崎県

●09
●04

鹿児島県
●07
●08

沖縄県
●07
●08

下宿生

自由と自己管理のバランスが肝心。
家族と離れることで、心の距離が近づきました。

　大学から自転車で約5分と近く、女性専用物件のため防犯面でも安心です。一人暮らしは自由で好きなことが

できる反面、食事や体調管理も自分次第。体調を崩した時は心細くなりましたが、友達が助けに来てくれたりと、友

達と親のありがたさを実感しました。家族と離れて暮らすことで、逆に関係がより良くなり、「成長したね」と言われる

ように。剣道部でも主務を務め、大学生活を通じて視野が広がり、責任感が育まれたように思います。

社会学部 心理学科 2年生

市川 由唯さん　ICHIKAWA Yui　（静岡県立磐田北高校出身）

私の1日
Schedule

私の
1ヵ月の
生活費

家　賃
光熱費
食　費
電話・インターネット

交際費・趣味

合　計

38,000円
（実家で支払い）

25,000円

（実家で支払い）
20,000円

83,000円

勉強、趣味、交流に多忙な日々。
充実した大学生活を送っています。

　測量士補の資格を取りたくて奈良大学へ。大学のすぐ近くの下宿で、親しい先輩や後輩も住んでおり、気軽に

交流できるのが心強いです。小学生の頃から料理が得意で、自炊生活を楽しんでいます。ソフトテニス部とバドミン

トンサークルで活動し、定期的にテニスのコーチのアルバイトもしています。現在は、世界遺産検定の勉強にも励

んでいます。下宿生活を通じて人と関わる喜びや興味・関心が広がるとともに、親のありがたみも知りました。

私の1日
Schedule

私の
1ヵ月の
生活費
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クラブ・サークル活動

気の合う仲間と好きなことに熱中して、
キャンパスライフを満喫する

体育会系

クラブやサークル活動も学生生活の大切な1ページ。

何かに夢中になることや、学科や学年の枠を超えた同じ趣味を持つ仲間との絆は、一生の財産になります。

奈良大学では、学生の主体的な活動を積極的にフォローし、授業だけでは得られない貴重な体験をバックアップ。

自分が打ち込める「何か」を見つけて、有意義な4年間を送りましょう。

勉学だけでは得ることのできない、貴重な経験があなたを待っています。

各クラブは授業終了後、キャンパス内のグラウンドや体育館などで練習を行っています。
体育館にはトレーニングルームなどもあり、充実した施設・設備のなかでそれぞれが切磋琢磨しています。
大学から競技を始めたという学生も多く、初心者でも気軽に参加できます。

●軽音楽部
●落語研究会「古都家」
●文芸部
●地理学研究会
●城郭研究会
●生物研究会

●写真研究会
●美術部
●書道部
●ユースホステル部
●サイクリング倶楽部
●ワンダーフォーゲル行道会

●ウインドオーケストラクラブ
●天文部
●雅楽研究会
●合唱団
●津軽三味線部

文化系
奈良という悠久の歴史を持つ土地柄ならではの伝統文化を大切にした部活動が盛んです。
クラブ・サークル活動の中心である「課外活動センター」には各部室のほか、
防音システム完備の音楽練習場や暗室、スタジオなどがあります。

クラブ

●RPG研究会
●アコースティックサークル
●狂言研究会
●考古学研究会
●たびてつ
●茶道サークル
●フォークソングサークル
●放送研究会
●漫画研究サークル
●リラックス委員会

●囲碁普及会「あをによし」
●教員の寺子屋
●和装サークル「粋蓮」
●奈良大学附属幼稚園ボランティアサークル
●国際交流サークル
●LEE（Let's Enjoy English）
●ダンスサークル「Upple Rockerz」
●パフォーマンスサークルBLOSSOM
●偉人研究サークル
●かるたサークル

●奈良大学ゴールデンZクラブ
●仮面ライダー研究会
●ミリタリー＆サーチ研究会（MAS）
●戦史研究会
●動物ボランティアサークル
●音楽ボランティア部
●奈良大学将棋研究会
●心の探究会
●方言サークル

サークル

●空手道部
●弓道部
●柔道部
●剣道部
●少林寺拳法部
●陸上ホッケー部
●硬式野球部

●サッカー部
●陸上競技部
●卓球部
●硬式庭球部
●ソフトテニス部
●ハンドボール部
●男子バレーボール部

●女子バレーボール部
●男子バスケットボール部
●軟式野球部
●バドミントン部
●居合道部

クラブ

●ソフトテニスサークル
●女子バスケットボールサークル
●バドミントンサークル

●バレーボールサークル
●フットサルサークル

●トレーニングサークル
●サッカーサークル

サークル

サッカー部 ワンダーフォーゲル部 ウインドオーケストラクラブ

雅楽研究会 天文部

ハンドボール部

剣道部少林寺拳法部
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学生生活サポート

勉強や好きなことに取り組むためには、生活のベースとなる暮らしや健康がしっかりと守られていることが大切です。

奈良大学では、すべての学生が安心して学生生活を送れるよう、充実した生活支援を行っています。

各種奨学金制度の経済的な援助から、カウンセリングなどの精神面でのサポートまで、学生生活をトータルに支援しています。

安心・快適な学生生活のための支援が充実

学生支援センター
学生生活をバックアップします

学生相談室・医務室
こころとからだの相談ができます

もしものときの保険
全学生が加入しています

各種貸付金
気軽に相談してください

　学生生活のなかで不安や迷いに直面したときは、あなたをサポートしてくれる場所があります。学生相談室で

は、臨床心理士資格を持ったカウンセラーや各分野の専門家である経験豊かな相談員が、親身になって相談

に応じています。医務室では、医師・保健師がからだや生活についてのさまざまな相談に応じています。

　奈良大学では、全学生が在籍中「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠償責任保険」に加入

しており、授業中、通学途中等での傷害や他人に与えた損害について、保険金を請求することができます。

　不慮の災難、急病や実家からの仕送りが遅れるなど、一時的に生活費が必要となった場合、「短期貸付金

制度」でバックアップします。経済的な理由で緊急に学費の支弁が困難になった学生には学業の継続を支援

する「奈良大学緊急支援貸与制度」もあります。

　学生の皆さんが4年間の大学生活を快適に過ごせるように、常に学生一人ひとりの視点を大切にしてさまざ

まな手続き・活動に幅広く対応し、あらゆるサポートを行っています。

各種証明書の発行 各種情報の発信 ボランティアの募集奨学金・アルバイト・下宿・留学などの相談

それ以外の助成金など
学びに対して積極的な学生へ

　優秀な成績を修めた学生や海外への留学など、学びに対して積極的に取り組む学生をさまざまな助成金で

応援しています。

奨学金制度
経済面のサポートが充実

　学習意欲に満ちた学生を対象に、各種奨学金制度の申請を受け付けています。奈良大学独自の「奈良大

学奨学金」は、単年度・無利子で貸与を行っており、次年度も引き続き希望する学生は、改めて申請すれば再

度奨学金の貸与を受けることが可能です。また、本学は「日本学生支援機構給付奨学金・授業料減免制度を

利用できる大学として国から確認を受けた学校」です。「日本学生支援機構貸与奨学金」を含め、これらの奨学

金制度を活用し、経済面のサポートを充実させています。

その他各種奨学金
安心して学ぶために

　学生支援センターでお知らせするほかにも、各地方公共団体などで居住者・出身者を対象に奨学金制度を

実施しているところが多くあります。詳細については、お住まいの地域の市町村役場などに直接ご確認ください。

石川県、 岡山県、山口県、東大阪市などの地方公共団体や交通遺児育英会、あしなが育英会などの民間育英団体

海外留学者への助成金

　本学で定める要件を満たした海外へ留学する学生に対し助成する制度で、本学と

学術教育交流協定を結んでいる海外の大学等へ派遣留学する場合、学費納付後に

施設設備費及び実験実習費相当額が助成金として支給されます。

語学能力高得点者の海外留学に助成制度

　TOEICのスコア高得点者に50～100万円、HSK（漢語水平考試）4級以上、中国

語検定試験3級以上、韓国語能力試験3級以上に50万円を、留学スタイルに応じて

助成する制度です。

※2022年3月現在

奨学金の
種類

奈良大学奨学金

貸与型 貸与型 給付型（授業料等減免制度含む）

日本学生支援機構奨学金

出願資格

申請時期

返還方法

月額：3万円（自宅）
　　3万8千円（自宅外）

貸与期間：単年度

無利子貸与

家計・学力・人物（貸与基準）が
奈良大学奨学金の選考基準を満たしていること

家計・学力・人物（貸与基準）が
日本学生支援機構の基準を満たしていること　　　　　　　　　

家計・学業・その他の要件が
日本学生支援機構の基準を満たしていること　　　　

卒業後10年以内の年賦返還

第一種〈無利子貸与〉

月額：2万円～12万円より1万円単位で希望額を選択

第二種〈有利子貸与・年利3％以下〉

貸与期間：最短修業年限以内 給付・減免期間：最短修業年限以内

月額：2万円、3万円、4万円、5万4千円（自宅）
　　2万円、3万円、4万円、5万円、6万4千円（自宅外）
　　の中から選択

4月：定期採用申請説明会（第一種・第二種・給付型の募集）
9月：二次採用申請説明会（第一種・第二種・給付型の募集）

家計急変の場合は随時相談に応じます

4月：申請説明会

卒業後、貸与金額により約10～20年の月賦返還等
返還不要。但し学業不振等で
返還（遡及取消）が必要となる場合有り

世帯の所得金額に基づき、月額等が決定し、
原則として毎月振り込まれる。但し毎月の支給
額は、前年度の所得金額等に基づき、毎年度
10月に見直される。
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「これまで積み重ねてきた歴史を未来に伝え、

新たな発見や学びと出会い、深める場所」をコンセプトに

アクティブラーニングに適した学びのスペースとして、

地域社会への開放講座の施設として、

本学所蔵文化財の展示施設として活用しています。

新しい学びの施設  「令和館」

セミナールーム
授業スタイルに合わせてレイアウトを変更できるガラス張りのス
ペースです。ゼミ、セミナー、グループワークなどに幅広く活用し
ています。

講義室
可動式の椅子を配置し、200席程度が収容可能です。地域社会
への開放講座や学会、各種講演会、セミナーなどを開催します。
展示スペースとしても活用します。

グループワークスペース
オープンスペースに、キャスター付きの机と椅子を配置しました。学
生のグループディスカッションやグループワークに利用できます。

オープンプレゼンスペース
授業やセミナーなどに使用する壁のないスペースです。学会発表
や研究発表、学生のプレゼン練習や模擬授業に活用しています。

エントランスホール
来訪者を出迎える木造四天王像（持国天像、増長天像、広目天
像、多聞天像）は、額安寺（かくあんじ）に伝来したもので、平成
17（2005）年に本学が譲り受け、修復を施しました。

入学センター・広報室
エントランスホール・吹抜に面しているオープンカウンター形式
の事務室には、入学センターと広報室があります。
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撮影場所

※取材学生は、取材時の学年を表記しています。

●表紙・裏表紙：東大寺 二月堂、東大寺 鐘楼
●P01・02：荒池園地
●文学部P19・20：浮見堂
●社会学部P45・46：奈良ホテル

学生

文学部 国文学科 3年生
平良 寧 さ々ん （沖縄県立那覇西高校出身）

文学部 地理学科 3年生
馬場 虹征さん （佐賀県立唐津西高校出身）

社会学部 心理学科 2年生
勝野 鳳教さん （北海道・帯広大谷高校出身）
社会学部 心理学科 2年生
福田 茉祐加さん （茨城・鹿島学園高校出身）

社会学部 総合社会学科 2年生
尾﨑 萌香さん （和歌山県立新宮高校出身）

Web入試相談会

オープンキャンパス

※ 内容・実施方法については、変更となる場合がありますので、
　 本学ホームページを確認してください。

※ 予約制となりますので、本学ホームページから、
　 予約をお願いします。

奈良大学では「Web入試相談会」を開催します。（http://www.nara-u.ac.jp/news/2020/670）
入学センタースタッフが入試・大学での学び・学生生活などのご質問にお答えしますので、受験を考えている高校生はもちろん、
保護者の方もお気軽にご相談ください。Zoomミーティング又はLINEを利用した面談です。

高校生・保護者
月～金曜（祝日等を除く）　12時～20時
最大25分
件名を「Web入試相談会 申し込み予約」とし、氏名、メールアドレス（大学
からのメールが受け取れるアドレス）、電話番号、高校名・学年、希望日
時、面談方法（Zoom または LINE）、を明記いただき、メールで前日まで
に申し込んでください。
折り返し奈良大学入学センターからメール又は電話で詳細をご連絡させ
ていただきます
（@aogaki.nara-u.ac.jp からの着信を許可してください）。

対　　象

日　　時

時　　間

予約方法

2022

4.24○日

2023

3.19○日

5.15○日
6.12○日 7.3○日
7.24○日 8.28○日
9.18○日

大学見学会

2022

10.8○土 12.10○土

月～金
開催！！

奈  良  大  学

O P E N
CAMPUS
2 0 2 2

スケジュールは
こちらから  

世界遺産の宝庫、
歴史の重みと文化の香りを実感

奈良ならではの見所がいっぱい！

世界遺産・平城宮跡

世界遺産・春日大社

世界遺産・元興寺

世界遺産・春日山原始林

世界遺産・唐招提寺

世界遺産・薬師寺

世界遺産・興福寺

世界遺産・東大寺

奈良大学とその周辺

奈良国立博物館 京都国立博物館

キャンパスメンバーズで、博物館や美術館で特典が受けられます！

京都、大阪へもアクセス至便なキャンパス

　奈良国立博物館及び京都国立博物館のキャンパスメンバーズです。キャン

パスメンバーズは国立博物館と大学との連携を図り、博物館で文化や歴史を

学ぶ制度です。また、連携協力協定を結んでいる大和文華館では、美術史実

習や学芸員資格取得実習などを行っています。

神戸
三宮

新大阪
京都 分

大和
西大寺

近鉄奈良

大和八木

関西
空港

大阪

大阪
難波

難波

鶴橋

天王寺

JR 奈良

至 新神戸・博多

至
和
歌
山

JR・新幹線

至 名古屋・東京

分

分

分

高の原

※上記の駅名に付記した時間は、
　高の原駅までの乗車時間です。
　乗り換え等にかかる時間は含んでいません。

キャンパスは、大阪からも京都からもわずか1時間圏内。

毎日の通学はもちろん、大阪や京都の歴史スポット巡りに、ショッピングなどにも便利な立地環境です。

　近鉄高の原駅から近鉄京
都駅までは、乗り換えなしで約
32分。世界遺産や有名な神
社仏閣へ出かけたり、駅ビルで
ショッピングを楽しんで。

京都
　大阪梅田エリアは、JR大阪
駅やグランフロント大阪など、
百貨店や商業施設が集まる一
大ショッピングエリア。ビジネス
の街でもあります。

大阪・梅田
　「ミナミ」と呼ばれる、大阪を
代表する繁華街。文楽や歌舞
伎、お笑いの劇場も多く、上方
芸能の発信拠点でもあります。

大阪・難波

奈良大学のキャンパス周辺には、世界遺産を始め、
学術的にも歴史的にも貴重な神社や寺院、遺跡などが多数点在しています。
ぜひ現地を訪れ、実物を見て、体感してください。奈良ならではの文化の香りが実感できます。
また、貴重な所蔵品が並ぶ博物館や美術館も多く、
歴史や伝統文化に気軽に触れる機会がいっぱい。
大阪・京都・神戸へもアクセスしやすく、学習環境は良好です。

世界遺産の宝庫、奈良で学ぶ

近鉄京都駅
まで

約32分
JR大阪駅
まで

約43分
近鉄大阪難波駅
まで

約33分

43

33

32

73
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