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　キャリアセンターからの様々なお知らせや、就活に関する重要で役に立つ情報を、スマホやパ
ソコンで閲覧することができます。右のQRコードをスマホで読み取るか、下記URLにPCからア
クセスし、いつでも閲覧できるように「ブックマーク」しておいてください。

https://sites.google.com/tbox.nara-u.ac.jp/career

※ キャリアポータルに入るには、奈良大学公式アカウント（tboxメール）でログインしている必要があります。

　 iPhoneのsafari、androidのchrome、PCのchromeなどのブラウザでgoogle（https://www.
google.com/）にアクセスし、tboxメールのアカウントを追加してください。詳しい手順は以下
を参照してください。

https://sites.google.com/daibutsu.nara-u.ac.jp/career-center
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てこなかった学生はこの欄が空白になり、記入の際非
常に困ることになります。自分の経験値を増やす意味
でも積極的な学生生活を送ることが、非常に大切です。

●社会が求める人材は？●
　①成長の可能性がある「伸びしろ」を
　　感じさせる人。
　②チャレンジ精神旺盛な人。
　③好奇心、探究心の強い人。
　④自分で問題点を見つけ、解決できる人。
　⑤常に自らを高め、向上心をもって、どんな変化に
も対応できる人。

●就職とは何か？●
　①「自己実現」をはかる。
　②一人の人間として精神的・経済的に自立する。
　③「社会貢献」、豊かで平和な社会の建設に貢献する。

　④�できない事ができるようになる。キャリアアップ
をはかる。

　奈良大学進路支援システム「求人検索�NAVI」には
全学年登録が必要です。下記�URL�を入力するか、奈
良大学�HP「資格・就職」ページの就職リンク集から
アクセスし、ログインして希望進路やメールアドレス
などの情報を入力してください。ログインの方法など
詳しくは、進路ガイダンスで説明します。

https://www2.kyujin-navi.com/GAKUGAI

求人検索NAVI
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◎納入期日◎
◆前期分……４月末日
◆後期分……10月末日

◎納入手続き◎
（1）学費納入用紙到着
●１年次生については９月上旬に学費納入用紙（後期

分）を送付します。
●２年次生以上については４月10日前後に学費納入

用紙（全期・前期・後期分）を送付します。
　１年に１回しか送付しませんので注意してください。
●保証人（保護者）住所を変更したときは必ず学生支

援センター 学生担当に届けてください。
●学費納入用紙を紛失または届かなかったときは、総務課
（TEL 0742-41-9501（直通））まで連絡してください。

（2）学費納入（銀行振込）
●学費は金融機関からの振込を原則とします。

平成28年10月より、法令の改正に伴い、大学（大学
院含む）の授業料等の振込の際は10万円を超える場
合であっても本人確認書類の提示は不要となりました。

●全国どこの金融機関からでも振り込むことができます。
●ゆうちょ銀行では本学指定の振込用紙が利用できま

せん。
●南都銀行本支店にて本学指定の振込用紙を利用すれ

ば振込手数料は不要です。
●金融機関の窓口で手渡された学費領収証が正式な領

収証となります。
●学費領収証の再発行はしておりません。

◎学費延分納◎
　学費の納入が遅れるときは、学生支援センター 学
生担当に「学費延分納願」を提出することにより延納・
分納の許可を受けることができます。
　延納・分納の許可を受けることにより、学費前期分
は８月31日まで、学費後期分は２月28日まで延納・
分納が認められます。ただし、この期日を過ぎると除

籍になりますので早めに納入してください。
　分納による学費納入の場合は、３回の分割納入が可
能となります。詳しくは学生支援センター 学生担当（TEL 
0742-41-9505（直通））まで問い合わせてください。

奈良大学学則・諸規則→「学費延分納内規」参照

◎学費減免制度◎
　在学中（３・４年次生対象）に学費負担者の死亡な
どの事由により、学費の納入が著しく困難になった者
に対して学費を減免し、学業の継続を援助することを
目的としています。詳しくは学生支援センター 学生
担当まで問い合わせてください。

奈良大学学則・諸規則→「奈良大学学費減免取扱規則」参照

◎休学中の学費◎
　休学中の学費は、在籍料として施設設備費の半額相
当額を納入していただきます。
　ただし、前期については５月31日、後期については
11月30日までに願い出なければ、その学期の学費〔授
業料・施設設備費・実験実習費（実験実習費について
は該当学科のみ）〕を全額納入しなければなりません。

奈良大学学則・諸規則→「学生生活に関する規則」参照

◎退学時の学費◎
　退学が認められるのは、属する学期の学費を納入し
ている場合です。当該学期の学費が納入されていない
と退学ではなく除籍となります。
　ただし、前期については５月31日、後期について
は11月30日までに願い出があれば、学費を納入して
いなくても退学が認められます。

奈良大学学則・諸規則→「学生生活に関する規則」参照

◎学費未納による除籍◎
　学費を正当な理由がなく指定の期日までに納入しな
い場合は、前期については６月30日付、後期につい
ては12月31日付をもって除籍となります。
　また、学費の延分納手続き者でその期間中に学費を
完納できなかった方も、前期については、８月31日付、
後期については、２月28日付をもって除籍となります。
　除籍となった場合は、当該学期の単位は認定されま
せん。

奈良大学学則・諸規則→「学生生活に関する規則」参照

学　費

学費納入用紙の送付は年１回です。
（１年次生は９月上旬（後期分）、２年次生
以上は４月10日前後（全期・前期・後期分）
です）
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学費一覧（大学）
◎除籍からの復籍◎
　学費未納により除籍になった方で、あらためて復籍
を希望する場合は、正保証人連署の上、復籍願に復籍手
数料10,000円を添えて学生支援センター 学生担当
に提出し、許可を受けなければなりません。
　この場合、除籍日が６月30日の者は、７月１日から
７月15日まで、12月31日の者は、１月７日から１月
20日までの間に復籍願を提出する必要があります。
　また、復籍を許可された場合は、指定の期日までに
未納の学費を納めなければなりません。期日までに納
入されない場合、復籍は取り消され、以後の復籍は認
められません。復籍の日は、除籍日の翌日となります。
　上記の期間内に復籍手続きができなかった方、又は、
学費延分納手続きをして除籍となった方で、その後に復
籍を希望する場合は、除籍後１年以内に限り、保証人連
署の上、復籍願に復籍手数料10,000円を添えて学生
支援センター 学生担当に願い出ることができます。
　この場合、復籍を許可された者は、許可された年度
の１年次生の入学金の半額を納めなくてはなりませ
ん。指定の期日までに納めなければ復籍を取り消し、
以後の復籍は認められません。詳しくは学生支援セン
ター 学生担当まで問い合わせてください。

→「奈良大学学則」「学生生活に関する規則」参照

◎退学からの再入学◎
　退学した後、再び復学を希望される場合は、再入学
の手続きが必要になります。再入学を志願できる学科
は退学した学科と同じ学科で、志願期間は退学後２年
以内に限られます。詳しくは学生支援センター 学生
担当まで問い合わせてください。

→「奈良大学学則」「学生生活に関する規則」参照

◎大学院生◎
　大学院生については、学費の納入期日は学部と同じ
ですが、金額や取扱いについて学部と異なる場合があ
ります。詳しくは学生支援センター 学生担当まで問
い合わせてください。

→「奈良大学大学院学則」参照

◎学則第38条関係◎
◆文学部　国文学科、史学科

　納入時期
新入学生…前期分または前・後期一括分は、所定の入学

手続時（入学手続が第１次及び第２次に分かれている
ときは第２次手続時）まで。後期分は10月31日まで。

在学生……前期分または前・後期一括分は４月30日
まで。後期分は10月31日まで。

◆文学部　地理学科、文化財学科

　納入時期
新入学生…前期分または前・後期一括分は、所定の入学

手続時（入学手続が第１次及び第２次に分かれている
ときは第２次手続時）まで。後期分は10月31日まで。

在学生……前期分または前・後期一括分は４月30日
まで。後期分は10月31日まで。

※4年次を越えて在学する者については、実験実習費
を徴収しません。

◆社会学部　心理学科、総合社会学科

　納入時期
新入学生…前期分または前・後期一括分は、所定の入学

手続時（入学手続が第１次及び第２次に分かれている
ときは第２次手続時）まで。後期分は10月31日まで。

在学生……前期分または前・後期一括分は４月30日
まで。後期分は10月31日まで。

※4年次を越えて在学する者については、実験実習費
を徴収しません。

区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 410,000円 100,000円 510,000円

後期 410,000円 100,000円 510,000円

区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 410,000円 100,000円 540,000円

後期 410,000円 100,000円

実験実習費

30,000円

－ 510,000円

区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 410,000円 100,000円 540,000円

後期 410,000円 100,000円

実験実習費

30,000円

－ 510,000円
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◎納入期日◎
◆前期分……４月末日
◆後期分……10月末日

◎納入手続き◎
（1）学費納入用紙到着
●１年次生については９月上旬に学費納入用紙（後期

分）を送付します。
●２年次生以上については４月10日前後に学費納入

用紙（全期・前期・後期分）を送付します。
　１年に１回しか送付しませんので注意してください。
●保証人（保護者）住所を変更したときは必ず学生支

援センター 学生担当に届けてください。
●学費納入用紙を紛失または届かなかったときは、総務課
（TEL 0742-41-9501（直通））まで連絡してください。

（2）学費納入（銀行振込）
●学費は金融機関からの振込を原則とします。

平成28年10月より、法令の改正に伴い、大学（大学
院含む）の授業料等の振込の際は10万円を超える場
合であっても本人確認書類の提示は不要となりました。

●全国どこの金融機関からでも振り込むことができます。
●ゆうちょ銀行では本学指定の振込用紙が利用できま

せん。
●南都銀行本支店にて本学指定の振込用紙を利用すれ

ば振込手数料は不要です。
●金融機関の窓口で手渡された学費領収証が正式な領

収証となります。
●学費領収証の再発行はしておりません。

◎学費延分納◎
　学費の納入が遅れるときは、学生支援センター 学
生担当に「学費延分納願」を提出することにより延納・
分納の許可を受けることができます。
　延納・分納の許可を受けることにより、学費前期分
は８月31日まで、学費後期分は２月28日まで延納・
分納が認められます。ただし、この期日を過ぎると除

籍になりますので早めに納入してください。
　分納による学費納入の場合は、３回の分割納入が可
能となります。詳しくは学生支援センター 学生担当（TEL 
0742-41-9505（直通））まで問い合わせてください。

奈良大学学則・諸規則→「学費延分納内規」参照

◎学費減免制度◎
　在学中（３・４年次生対象）に学費負担者の死亡な
どの事由により、学費の納入が著しく困難になった者
に対して学費を減免し、学業の継続を援助することを
目的としています。詳しくは学生支援センター 学生
担当まで問い合わせてください。

奈良大学学則・諸規則→「奈良大学学費減免取扱規則」参照

◎休学中の学費◎
　休学中の学費は、在籍料として施設設備費の半額相
当額を納入していただきます。
　ただし、前期については５月31日、後期については
11月30日までに願い出なければ、その学期の学費〔授
業料・施設設備費・実験実習費（実験実習費について
は該当学科のみ）〕を全額納入しなければなりません。

奈良大学学則・諸規則→「学生生活に関する規則」参照

◎退学時の学費◎
　退学が認められるのは、属する学期の学費を納入し
ている場合です。当該学期の学費が納入されていない
と退学ではなく除籍となります。
　ただし、前期については５月31日、後期について
は11月30日までに願い出があれば、学費を納入して
いなくても退学が認められます。

奈良大学学則・諸規則→「学生生活に関する規則」参照

◎学費未納による除籍◎
　学費を正当な理由がなく指定の期日までに納入しな
い場合は、前期については６月30日付、後期につい
ては12月31日付をもって除籍となります。
　また、学費の延分納手続き者でその期間中に学費を
完納できなかった方も、前期については、８月31日付、
後期については、２月28日付をもって除籍となります。
　除籍となった場合は、当該学期の単位は認定されま
せん。

奈良大学学則・諸規則→「学生生活に関する規則」参照

学　費

学費納入用紙の送付は年１回です。
（１年次生は９月上旬（後期分）、２年次生
以上は４月10日前後（全期・前期・後期分）
です）
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◎大学院学則第30条関係◎
◆文学研究科　国文学専攻　修士課程

　納入時期
新入学生…入学手続時に前期分または1年分、10月

31日までに後期分
在学生……４月30日までに前期分または１年分、10

月31日までに後期分

◆文学研究科
　文化財史料学専攻　博士前期・博士後期課程

※ 博士後期課程において、3年を超えて在学する場合は、
P110の大学院学則（別表2）を参照してください。

　納入時期
新入学生…入学手続時に前期分または1年分、10月

31日までに後期分
在学生……４月30日までに前期分または１年分、10

月31日までに後期分

◆文学研究科　地理学専攻　修士課程

　納入時期
新入学生…入学手続時に前期分または1年分、10月

31日までに後期分
在学生……４月30日までに前期分または１年分、10

月31日までに後期分

◆社会学研究科　社会学専攻　修士課程

　納入時期
新入学生…入学手続時に前期分または1年分、10月

31日までに後期分
在学生……４月30日までに前期分または１年分、10

月31日までに後期分

備考：修士課程（博士前期課程）においては２年を超え
て、博士後期課程においては３年を超えて在学す
る者については、実験実習費を徴収しません。

学費一覧（大学院）
区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 240,000円 107,000円 377,000円

後期 240,000円 107,000円

実験実習費

30,000円

－ 347,000円

区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 240,000円 107,000円 377,000円

後期 240,000円 107,000円

実験実習費

30,000円

－ 347,000円

区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 240,000円 107,000円 347,000円

後期 240,000円 107,000円 347,000円

区分 授 業 料 施設設備費 計

前期 240,000円 107,000円 377,000円

後期 240,000円 107,000円

実験実習費

30,000円

－ 347,000円


