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入試説明を中心とした大学説明会を開催します。

いずれも、詳しい時間・プログラム等は、本学 HP で随時更新中！
申し込みも下記 HP から。

奈良県立大学
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奈良の再発見を通して
日本と世界に貢献する
理事長

北岡 伸一

奈良は、日本の原点であり、日本の最初の本格的な首都
であり、往時は中国、朝鮮をはじめとする多くの民族が居住
する国際都市でした。その奈良で学び、奈良を学ぶことは、
日本を学ぶことであり、世界を学ぶことです。こうした考え
から、
「奈良の再発見を通して日本と世界に貢献する」を、建
学の精神に定めました（2015 年）
。この建学の精神を新たな
決意として、
「地域」
に視点をおいた教育・研究を継承しつつ、
国際社会で活躍できる人材を育成することを目指します。
引き続き、本学は長期的な視点に立ち、社会情勢の変化
に迅速に対応して、教職員が一丸となり、学生や県民に信
頼される大学づくりを進めてまいります。
きたおか・しんいち／ 1948 年生まれ
1971 年 東京大学法学部卒業
1976 年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了（法学博士）
1985 年 立教大学法学部教授
1997 年 東京大学法学部教授
2004 年 特命全権大使（国連日本政府代表部次席代表）
2012 年 東京大学名誉教授
2012 年 国際大学学長
2014 年 政策研究大学院大学特別教授
2015 年 国際協力機構（JICA）理事長、現在に至る
2015 年４月から公立大学法人奈良県立大学理事長を務める
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少人数対話型教育により
学生の能力を高める
学長

浅田 尚紀

奈良県立大学は、1953 年（昭和 28 年）に開学した奈良県立短
期大学に始まり、1990 年（平成 2 年）には 4 年制の奈良県立商科
大学となり、2001年（平成 13 年）に奈良県立大学として地域創造
学部を開設し現在に至ります。
高等教育機関としての大学の最大の使命は、次代を担う人材の
育成です。奈良県立大学は「奈良の再発見を通して日本と世界に
貢献する」を建学の精神に掲げ、日本の歴史文化の原点である奈
良の地で、歴史という時間軸と地域という空間軸の両面から現代
社会の諸問題を探究し、グローバルかつローカルな視点を持って
活躍できる人材を育成しています。
本学の教育の特色は、学生と教員が集う学びの共同体である
「学習コモンズ」をカリキュラムの構成要素としている点です。「観
光創造」
「都市文化」
「コミュニティデザイン」
「地域経済」の4つの
コモンズ領域において、社会科学および人文科学の専門的知見
を駆使して課題解決に取り組むことで、実践に裏付けられた専門
性を身に付けることができます。また、本学では少人数対話型教
育とアクティブラーニングを重視し、コモンズゼミでは学生一人ひ
とりのコミュニケーション能力を高め、フィールドワークでは学生
の主体性の向上を図っています。
新型コロナウイルスの世界規模の感染拡大により、社会全体が
大きく変容しようとしている今、新しい時代を切り拓く人材が求め
られています。2020 年に「コモンズ棟」が完成した本学では、
「学
習コモンズ」による教育を一層充実し、確かな知識と技能に加え
て、柔軟な思考力、的確な判断力、豊かな表現力を備え、未来
社会で活躍する人材の育成に努めています。

あさだ・なおき／ 1957 年生まれ
1979 年 京都大学工学部卒業
1987 年 京都大学大学院工学研究科博士課程修了（工学博士）
1995 年 広島市立大学教授
2006 年 広島市立大学学長
2013 年 広島市立大学名誉教授
2013 年 兵庫県立大学教授
2015 年 兵庫県立大学副学長
2020 年 兵庫県立大学名誉教授
2020 年４月から奈良県立大学学長を務める
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Curriculum

カリキュラム
本学は、個々の学生が主体的・能動的に学習に取り組むこと
を重視しています。そのために、学問領域ごとに学生と教員
が集う学びの共同体である「学習コモンズ制」を核とした「少人
数対話型教育」の実践によるカリキュラムを編成しています。
１年次では基礎ゼミ、２年次から４年次まではコモンズゼミ
と、すべての学年で必修のゼミ教育を中心としたカリキュラム
を編成し、ゼミでの学びに結びつく講義科目及びフィールド
ワーク科目を配置しています。
また、オンラインシステムを使用した双方向による遠隔授業も
実施しており、学生と教員とのコミュニケーションを常に図り
ながら個々の学生に見合った学習を進める環境を整備してい
ます。

４つのコモンズ領域
都市文化を学ぶ

コミュニティを学ぶ

地域経済を学ぶ

観光ビジネス・政策、景
観マネジメント、アジア・
グローバル観光交流の専
門的視座から観光を読み
解き、地域の潜在的価値
を引き出し、持続可能な
観光を創造する実践的研
究を進めます。

都市文化の過去・現在・
未来をダイナミックに捉
え、社 会 学、歴 史 学、文
化人類学、芸術学、観光
学等の複眼的視点から研
究を進めます。

多文化共生、高齢化、過
疎化等複雑な問題を抱え
る国内外の地域コミュニ
ティを対象に、公共政策、
行政学、都市計画、社会
学、文化人類学等の複眼
的視点から研究を進め
ます。

グローバル、ナショナル、
ローカルなレベルの市
場、地域経済を左右する
産業構造、人口構造等か
ら地域の経済的自立と持
続的発展の可能性につい
て研究を進めます。

年間カリキュラム

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

学びの体系

学ぶ姿勢を整える

研究の基礎を学ぶ

研究を実践する

研究をまとめる

ゼミ

基礎ゼミ

コモンズゼミⅠ

コモンズゼミⅡ

コモンズゼミⅢ

基礎科目

専門科目
観光経済学 観光ビジネス論 観光人類学
国際ツーリズム論 景観論 文化遺産論
アジア観光交流論

国際旅客輸送論
民俗文化論

イベント・プロデュース論 近代社会経済史
ミュージアム論 都市とグローバリゼーション
メディア産業論 文化アトラクション論

都市表象論
都市調査法
文化政策論

コミュニティ社会学 コミュニティ計画論
グローバル共生論 公共空間デザイン論
現代政治理論 地域研究の方法 NPO論

行政学
公共政策論

関連科目

地域構造論 地方財政論 地域産業論
経営組織論 国際ビジネス論 意思決定論
金融論 簿記論

産業組織論
会計学

地域経済
関連科目

リベラルアーツ

語学科目

詳しくは P.12
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必修英語２

中国語Ⅴ～Ⅷ

交通産業論 ホスピタリティ論 旅行業論 自然資源論 遺産・環境デザイン論
観光資源論 国際観光ビジネス論 アジア資源論

都市社会史 都市交流史 都市モダニズム論 メディア文化論 都市演出空間論
メディア・コンテンツ論 現代アート論 都市人類学

多文化コミュニティ論 コミュニティの思想史 地方自治論 生活空間再生論 福祉コミュニティ論
平和とコミュニティ コミュニティと環境 女性と子どもとコミュニティ

労働経済学 公共経済学 国際経済論 地域マーケティング論 国際マーケティング論 経営戦略論
公会計論 地域政策論 インターネットマーケティング論

詳しくは P.11

哲学 歴史 文学 文化人類学 心理学 社会心理学 法学 ミクロ経済学
マクロ経済学 財政学 経営学 政治学 日本の政治 人権論 社会学 社会福祉
国際関係論 憲法と社会 農業と社会 環境と社会 数学 データ分析概論
科学技術と社会 コンピュータリテラシー 情報技術と現代社会 データサイエンス概論
必修英語１ 選択英語１～７
中国語Ⅰ～Ⅳ 韓国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ・Ⅵ

コミュニティ

フィールドワーク Ⅰ～Ⅷ

都市文化
関連科目

地域経済
関連科目

地域経済学
経済地理学
流通と地域

コミュニティ

関連科目

地域経済関連科目

コミュニティ関連科目

地域デザイン論
コミュニティ論
政策デザイン論

都市文化
関連科目

都市社会学
都市文化史
都市地理学

観
光
関連科目

観
光
関連科目

都市文化関連科目

観光関連科目

観光学概論
観光政策論
異文化交流論

コモンズ科目
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観光を学ぶ

キャリアデザインⅠ・Ⅱ
働くこととワークルール

やまとまほろば学 東アジアと日本 中国経済概論Ⅰ―入門編― 中国経済概論Ⅱ―応用編―
地域連携演習 奈良文化コンテンツ論 奈良文化イメージ論
地域教育政策論 奈良と仏像 文化財活用演習

韓国語Ⅲ・Ⅳ・Ⅶ・Ⅷ
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Seminar

ゼミについて

コモンズゼミ

本学では、１年次は基礎ゼミ、２年次から４年次まではコモンズゼミと、
すべての学年で必修のゼミ教育を中心としたカリキュラムを編成しています。

コモンズゼミとは、少人数の学生が教員から指導や助言を受けながら、
特定の専門分野について自主的に行う学びの場です。対話や地域活動
などを通じて行う実践的な学びも多く、専門知識のほか、思考力、創
造力、コミュニケーション力など、社会で役立つ実用的な能力を身につ
けられます。また、授業で学んだ知識を活用するアウトプットの場でも
あり、ゼミの活動を通じて学術的な理論を社会の現場で生かす試みを
行うなど、自ら目標を設定して考えて行動できる自律的能力も養います。

基礎ゼミ
基礎ゼミは、入学してすぐに始まるゼミです。このゼミでは、自ら「問い」を見
出し、課題を解決するといった学問の基礎を学びます。もしあなたが、
「問題」
は教員から出されるもので、学生はそれに「答え」を出すことを求められてい
る、そのような学習をイメージしているならば、ゼミの活動に戸惑いを感じる
かもしれません。なぜなら、基礎ゼミでは「答え」よりも「問い」が重視される
からです。
「問い」
は予め定まっているものではありません。同じものを見ても、
見る人の経験や知識によって疑問に思うことは異なります。自分なりの「問い」
を見つけるところから、自分なりの学びが展開する。それが基礎ゼミです。

Ⅲ
ゼミ
ンズ
コモ

ゼミ

コモン

基礎ゼミ合同発表会とは

リベラ

基礎ゼミ合同発表会とは、普段のゼミで学んできたことの中間報告として、
全てのゼミクラスで集まって実施するものです。
これまでに開催された基礎ゼミ合同発表会では、様々な人の営み（社会現
象）を新鮮に捉えて問題化し、そこから自分なりの発見に繋がるようなユ
ニークな研究報告が多く行われました。電車に乗っている人の行動を観察
して、席が空いているのに立っている人にはどのような共通点があるかを分
析した発表、過度なダイエット志向は、「やせたい」と思わされてしまう社
会的圧力によるものであり、それは女性雑誌の影響が大きいのでないかと
いう仮説を立てて検証した報告など、自分なりの関心から問いを出し、さ
らにそれを調査につなげたものが多くありました。

基礎

ズ科目

ルアー

ツ・語
学科

ゼミ

科
基礎

目

1年

目

次

Ⅱ
ゼミ
ク
ンズ
コモ
ワー
Ⅰ
ルド
ミ
ー
ゼ
フィ
ンズ
目・
コモ
科
専門

2年

次

3年

次

4年

次

学ぶテーマを決めて、
自ら取材を行います。
ゼミは主体性を持つことが大切。

初めてのことばかりで
不安だったけど、
仲間たちと切磋琢磨しながら
取り組むことができました！

学生は自らの学習の目標や興味に応じたゼミに所属し、２年次では１
年間、３年次からは２年間、同じゼミで学習を続けます。所属するゼ
ミにより学ぶ専門知識や学習方法が異なります。対話によって他者の
意見に耳を傾けて多様な価値観や視点を学ぶことを重視するゼミ、実
践的な地域活動によって問題発見や解決を行う過程で他者との協調性
などを身につけることを重視するゼミなど、多様なゼミの中から所属先
を選ぶことができます。教員は対話や地域活動を通じて学生に学び
の気づきを与え、学生の主体的な学びを支援する役割を担います。
ゼミの活動には多くの時間を要することもあり、大学での学びの中心と
して位置づけている学生も多くいます。同じゼミに所属する学生と付き
合う時間も長くなるため、夏期や春期の長期間の休みに一緒に旅をし
たり課外活動に参加するなど、友人を作りやすいのもゼミの特徴です。

コモンズゼミⅠ 体験談

基礎ゼミで得られるもの

漠然とした問題意識を
明確な認識に変える

「問い」は自分で発見するものであり、その「問い」を追求するための「方法」
も自分で考え、そして自分なりの「答え」を導き出す。この一連のプロセス
を経験するのが基礎ゼミです。このような学びがより広く深く展開し、社会
と自分について少しでも明らかにすることを目指します。

野寺ゼミ 金岡 諭可さん
（私立大阪学芸高等学校卒業）

基礎ゼミの授業計画
導入

テーマ探索

テーマ確定

ガイダンス、講演会、ワーク、ディ
スカッションなどを通して、大学
での学びを自分自身で考える。

自分自身が取り組むテーマを
考える。

２年次のコモンズゼミⅠで取
り組みたいテーマを検討し、
「学びの設計書」
を作成する。
学びの
設計書
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私はゼミで１年間、リーダーシップについての研究を行い
ました。もともとリーダーシップに関心を持っていましたが、
１年次に履修していた社会心理学の授業でリーダーシップに
ついての理論を学び、心理学の分野から学びたいと感じた
からです。また、大学では生協学生委員会に所属し、組織
の形によって求められるリーダーシップが異なるのではない
か？と疑問を持ち、さらにリーダーシップに関心を持ったこ
とが２年次の研究テーマの設定に繋がりました。ゼミの時間
では、ゼミ生や先生との対話を通して、自分の中で漠然と
していた問題意識を明確な認識として落とし込むことが出来
ました。また街中のピクトグラム調査や相手の発する非言
語情報を手がかりに嘘を見抜く実験を行い、自分の研究を
進めるだけではなく、ゼミの先生の専門分野についても学
ぶことが出来ました。ゼミに入ったばかりの頃は、自分１人
で答えを出そうとすることが多く、行き詰まることもありまし
た。しかし、ゼミ生やゼミの先生との対話を通して、自分
の関心を問題意識へと広げ、自分はどのようにしたいのか
を明確に認識することが出来ました。

興味関心が異なる
仲間との議論が
新たな学びを
生み出す
津田ゼミ 佐藤 友亮さん
（私立桃山学院高等学校卒業）

私はサッカー観戦が趣味であり、１年次の基礎ゼミでは
スポーツを通した地域振興について研究し、現在のプロス
ポーツにおいて経営の安定化が課題であることを学びまし
た。そこで２年次のコモンズゼミⅠでは「消費者へのマーケ
ティング活動」をテーマとするゼミに所属し、マーケティング
の観点からプロスポーツの研究を行いました。その中でも印
象に残っているのは、私たちの日常的な消費行動について
議論したことです。ゼミのメンバーは「ブランド」
「広告表現」
「SNS マーケティング」
「広報活動」など様々な研究テーマを
設定しているように、興味関心が異なります。そのため、
私がこれまで考えたことのない理由で商品を購入しているこ
とが多々あることを知り、新たな学びにつながりました。
また、2020 年度は大学に行くことが難しく、対面でのコ
ミュニケーションや学外でのフィールドワークを思った通り
行うことができない日々が続きましたが、その中でもオンラ
インでの学習を行い、研究を進めることができました。３
年次以降もゼミでの対話を大切に、更に研究を進めていき
たいと思います。
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興味を持ったことに飛び込み、
多様な価値観を肌で感じる
薬師寺ゼミ 若松 美夢さん
（富山県立富山南高等学校卒業）

私は、観光地でのレンタル着物について研究しています。友人の
SNS のアイコンが、観光地での着物やチマチョゴリを着た写真であっ
たことがきっかけで、伝統文化の観光資源化と真正性について関心を
持つようになりました。
薬師寺ゼミでは、主に国際観光や国際問題について学んできまし
た。論文や書籍を読み、洋画を鑑賞する毎に、プレゼンやディスカッショ
ンを行っています。各回で、互いの考えや疑問点を共有し、刺激を受
け、新たな学びや視野の拡大につながっています。オンライントラベル
について学習し、実際にツアーの参加者側と案内側を体験した際には、
「まさに、大学でこういうことがしたかった！」と思ったことを覚えてい
ます。
ゼミや講義はもちろん重要ですが、この大学でしかできない座学以
外の経験も大切だと思っています。私は、学内の英語スピーチコンテス
トに出場したり、FW 科目として国際会議に参加したりしてきました。
自分が興味を持ったことにとにかく飛び込んできたことが、自己成長や
多様な価値観への気づきにつながったと感じています。

観光を学ぶ
自分の足で現場に赴き、
五感を研ぎ澄ます
井原ゼミ 谷川 譲基さん
（三重県立川越高等学校卒業）

私が所属するゼミでは、史跡、名勝等歴史文化遺産を対象としたラ
ンドスケープ（風景・景観）の評価とその保全・整備・活用に関する
調査研究を中心に活動しています。３年次には、奈良県の宇陀松山地
区を対象に、ランドスケープの視座からその土地の価値や魅力を発見
する活動を行いました。この活動では、ゼミ生だけでなく、本学のアー
トマネジメント人材育成プログラムCHISOUの参加者や奈良市を拠点
に活躍されているsonihouseという音響の作家さんとも合同で、宇陀
松山地区に関する事前学習、現地調査、事後学習を通じて様々な交流
や議論を行い、この土地の価値や魅力について学びました。
この活動を通じて、現地調査や現場のお話を伺うことで初めてわか
る学びや発見が多くあると感じ、自分の足で現場に赴き、五感を研ぎ
澄ますことで得られる経験価値の重要性に気づきました。大学での学
びは、座学だけでなく、フィールドで様々な経験をすることも一つの大
きな学びであるので、皆さんがたくさんの経験を通じて、有意義な大
学生活を送れることを願っています。
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問いを考え続けることで、
日々新たな発見が生まれる
岡井ゼミ 北岡

結さん

（奈良県立高田高等学校卒業）

私は本学に入学して社会学や文化人類学に触れるなかで、生命倫
理、障害学、差別問題に関心を持ち、「人々が生産性を求められるの
はなぜか」という問題意識を持ちました。２年次では、反出生主義と
いう立場を唱える人の台頭に着目しました。３年次ではさらに関心を広
げ、出生前診断を対象にして上記の問いにアプローチしました。岡井
ゼミではニュースや気になったことを自由に取り上げて議論し合い、そ
の中で得た気づきや問いから自身の問題意識を見つめなおすことを大切
にしています。また、ゼミにはジェンダーや発達障害、差別問題など
の様々な分野に関心を持つ仲間がいて、自身はもちろんメンバーの全
員が自身の感情に真摯に向き合い、問いを立てて研究をしています。
私が取り組んでいるテーマは、自分が育ってきた環境や境遇への違和
感や怒り、悲しみが背景にあります。理屈では語ることのできない「喜
怒哀楽」のエネルギーが出発点にあるからこそ、探求心を持って議論
することができます。研究を通して学年を超えたつながりが増え、問
いを考え続けることで日々新たな発見があると感じています。

都市文化を学ぶ
妥協せずに話し合うことが、
協働の力を高める
松岡ゼミ 晄

琉奈さん

（兵庫県立尼崎小田高等学校卒業）

私は、「メディアにおける身体表象」を社会学的に研究しています。
特に、“肥満”や“ぽっちゃり”とされる体型が、テレビや広告、アニメ
といった身近なメディアにどのように描かれ、偏見や差別が生みだされ
ているかを分析しています。またアンケートで人々の身体イメージを調
査したり、自身の経験を動画や画像にしてインターネットで発信し、そ
の反応を調査するなど、多様な方法でアプローチできるのが社会学の
面白さです。
ゼミでは、どの学生も違った研究をしています。例えばファッション
や恋愛、水商売などを対象にしており、互いに意見を交換することで発
見できることもあります。また１つの問題意識を共有し、共同で新しい
形のファッション誌や大学広報誌を制作しました。その中で仲間同士
の意見が噛み合わないこともありましたが、異なる意見を尊重し、妥協
せずに話し合うことで、他者と協働する力を高めることができました。
本学では自分が疑問や関心を持ったものに自由に挑戦することができ
ます。困難に直面することもありますが、その経験も全て自分のものに
なり、充実した大学生活を送れていると実感しています。
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大学内だけではなく、
地域の方々との交流によって気づきを得る
梅田ゼミ 下山 祐希さん
（三重県立津西高等学校卒業）

私は、「多世代コミュニティスペースの存在意義とは何か」というテー
マについて研究をしています。現在所属しているゼミの先生に声をかけ
ていただき参加した奈良市や桜井市のワークショップで地域の方々と
ディスカッションしていく中で、コミュニティスペースや地域のコミュニ
ティについて関心を持つようになったことが、この研究テーマを決めた
一つのきっかけでした。実際に地域の中でコミュニティを形成しながら
生活している方のお話を生で聞き、議論できたことは、より研究テーマ
を具体的に考えられることに繋がったと思っています。また、同じゼミ
に所属しているメンバーもそれぞれの研究テーマによって着眼点が異な
るため、様々な視点から意見を得ることができ毎回新しい発見があり
ます。
大学での講義やゼミでの気づきに加えて、大学の外での交流や議論
の場で得た疑問や発見も自分自身が持つ問題意識を深めるきっかけとな
り、研究に繋がるものは大学内の学びだけではないことを実感しま
した。

コミュニティを学ぶ
現地を訪れ人と関わることで、
仮説を修正する
鶴谷ゼミ 山村 紀幸さん
（大阪府立港高等学校卒業）

私が所属するゼミでは各々が「地域」に関する研究テーマをもって文
献調査や現地調査を行い研究しています。私は高知県大川村という全
国で離島を除けば一番人口が少ない基礎自治体での「地域振興」につい
て研究しています。
人口減少時代に突入した昨今の日本では、大川村のような基礎自治
体は教科書で言う「地域活性化」、つまり華やかな観光やまちづくりを
して、都市化を目指しているのではないかと仮説を立てて現地を訪れま
した。
しかし、現地を訪れると私の想像とは全く異なるものが展開されてい
ました。現地では地域の方々と共に、暮らしの根幹となる道路整備や
農作業を行いました。この仕事について住民から伺った話では、道路
整備によって観光客が訪れることができ、農作業によって収穫された特
産物が都会などで販売されているということです。事前の想像とは異
なった地域振興の実際は、地域の方々と共に活動し対話することではじ
めて知ることができます。それゆえ、私は現地を訪れ人と関わり対話す
ることこそが、コミュニティを学ぶということではないかと思います。
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輪読・個人研究・フィールド調査、
３つの活動で学びを深める
村瀬ゼミ 小松 芽衣さん
（私立土佐高等学校卒業）

普段のゼミでは大きく分けて３つの活動を隔週で行っています。一つ
目は、読書とそれに関するディスカッション。与えられた課題図書を読
んでレジュメを作成し、ゼミ当日はそのレジュメをもとに気になった箇所
について学生同士でディスカッションを行います。
二つ目は、個人の研究の進捗報告。村瀬ゼミでは、研究対象につい
ての縛りがなく学生各々が自由に興味分野についての研究を進められま
す。各自ゼミ当日までに調査を進め、その進捗について報告し合い
ます。
三つ目は、課外活動の検討。毎週行われるゼミの授業以外に、実際
に地域に出て活動できる機会があります。今期は奈良県東部にある御
杖村で、役場の方と協力して地域復興支援の活動を行いました。具体
的には、事前に用意したアンケート項目を元に村内の事業所を回り、
聞き取り調査をして村内の買い物事情を把握しました。泊まりがけで調
査に行くこともあり、学内で話し合いをしているだけでは得られない貴
重な経験が出来ました。普段のゼミの時間には、こうした課外活動の
内容を相談したり調査項目の作成などを行います。

地域経済を学ぶ
講義と地域活動を対照させ、
地域活性化の具体を知る
山部ゼミ 髙岡 昌央さん
（西宮市立西宮東高等学校卒業）

奈良県の企業の課題解決を通して、地域活性化を学ぶことを目標と
するゼミに所属しています。３年次には奈良県の製造小売業者と協働
し、今後の事業展開について提案しました。
提案にあたってライバル企業との差別化を意識し、既存顧客のタイ
プ別ニーズに焦点を当てて、調査・分析しました。調査では、協力し
ていただいた企業の社長や店舗の従業員の方とワークショップを行って
議論をしながらアンケートを作り込んでいきました。実際に店舗でアン
ケート調査を行い、この時お客様と触れ合う機会もありました。これ
らの経験からデータ上では見えてこない課題を知ることが出来ました。
もともと、「インターネットマーケティング論」や「経営組織論」といっ
た講義を受けており、経営やマーケティングには興味を持っていました
が、講義で学んだことと実践してみることは全く別のものだと改めて気
づかされ、フィールドワークの重要性を学びました。
今後は、ただ知識を入れるだけでなく実践も意識しながら、地域活
性化に以前から興味のあったゲーム要素を取り入れた研究をしていきた
いと思っています。
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Field Work

Language Subjects

フィールドワーク

語学科目

本学での学びはキャンパスの外にも広がっています。
「地域創造」をキーワードに、学生が主体的に現場に出て、
調査や社会活動に参加することを通じて、地域の具体像を学ぶ。
それが、本学が重点を置くフィールドワークです。
この実習を通じて、地域への理解が深まるとともに、
地域で学び実践することへの意識と行動力が高まります。

フィールドワーク科目とは
学外において、学生が自主的に活動する調査、交流、
体験等についてその教育効果が認められた場合、
フィールドワーク科目として基準時間ごとに１単位を認
定します。各フィードワーク先には、学生が自ら選定
してきたものも含まれます。活動にあたっては計画を
立案し、担当教員からの指導を受けて行います。

外国語でコミュニケーションをとるためには、文法や語彙といった基礎学力はもちろん、
それらを実際に運用する能力、さらに世界の知識、相手を理解する感性が必要です。
本学では必修の英語科目のほか、選択の英語科目と中国語、韓国語のなかから
自分の将来の目標に合った科目を履修します。
自分は将来どのように外国語を使うのかを考え、
必修科目と選択科目を組み合わせて学習することで、一生の財産となる語学力を身に付けてください。

奈良県立大学の語学カリキュラム

フィールドワーク体験談

「ナッジ」を活用して、コロナ対策を実験する
下山ゼミ 坂本 侑佳さん
（大阪府立天王寺高等学校卒業）

コロナウイルス感染拡大が続く中、活きた大学生活を取り戻したい、また、
アルバイト先の塾生の学ぶ機会を止めないために、今、自分たちに何ができ
るのか？と考え、ゼミの仲間３人で、大学と塾の感染対策実験（フィールド
ワーク）
を行いました。
若者の日々の予防意識が低下している中、行動経済学（経済学×心理学）
の
「ナッジ」
と
「仕掛学」
を用いて、黄色い矢印や標識、真実の口を模した手作
りの鹿の自動消毒など、消毒や検温に誘導する仕掛けを施しました。４割程
度だった実施率は８～９割に増加し、楽しそうに消毒をしている様子を見て、
私も嬉しくなりました。その成果をインターカレッジのオンライン合同ゼミで
報告し、活動内容、プレゼンテーションが評価され最優秀賞を受賞しました。
制限がある中でも、できることに目を向けて主体的に動いてみることが大
切です。与えられた環境の中で自分の楽しみを見つけ、学生生活を有意義な
ものにしていきたいと思います。
※
「ナッジ」
とは、ひじで軽く突くことを意味し、強制することなく自発的な行
動変容を促すこと。

１年次配当科目
4 技能（読む、書く、聞く、話す）
の向上を目指す

（私立桃山学院高等学校卒業）

私は奈良県宇陀郡御杖村で前期は完全オンラインで高齢者支援について
調べ、既存の高齢者支援をさらに活かす方法を提案し、後期は新型コロナ
ウイルスの感染防止対策を徹底した上で村内の事業所の方や住民の方へ現
地で聞き取り調査を行いました。
前期の完全オンラインでの活動では、インターネット上での情報収集やオ
ンラインでのインタビューが上手くいかず、戸惑いもありました。しかし役
場や住民の方の協力により、現地に行かないフィールドワークの可能性を感
じました。
後期の活動ではこの状況の中で直接会って話すという機会がいかに貴重
だったか身に染みてわかりました。オンラインでのインタビューと比べると相
手の表情や雰囲気が伝わってきやすかったです。
コロナ禍での調査においては相手方の協力がより不可欠なものだと認識し
ました。同時に、状況に応じた対応を行うことで学びを諦めなくてもよいこ
と、むしろ今までと違う環境だからこそ試行錯誤を重ね、新たなことを学
ぶチャンスが生まれることを知りました。
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必修英語２

4 単位

選択英語
１（TOEIC 対策）
２（TOEFL 対策）

自分の目的に合った語学学習をする
4 単位
※右の語学科目から選択のうえ、
4 単位の修得が必要

３（ライティング）
４（リスニングスピーキング）
５（時事英語）
６（異文化理解）
７（英語プレゼンテーション）
中国語Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

中国語Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ

韓国語Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

韓国語Ⅲ,Ⅳ,Ⅶ,Ⅷ

※1 年次配当科目は全学年が修得可能です。2 年次配当科目は 2 年次以上の学年が修得可能です。

授業での語学学習とあわせて、様々な取り組みで語学力の向上をサポートしています。
●年に複数回、TOEFL ITPを実施します。自分の英語力
を測定し、また目標設定として活用することを勧めてい
ます。

●希望者は、春休みや夏休みに協定校の短期海外語学研
修に参加することが可能です。
また、半年から１年の長期留学をすることもできます。
（詳しくは P.16をご覧ください。）

●英語スピーチコンテスト
毎年、英語スピーチコンテストを開催しています。「私と
奈良」などその年ごとのテーマに沿った熱いスピーチで、
優勝を競います。

●Eカフェ（English café）
外国語学習で一番大事なことはできるだけたくさんその
外国語を使うことです。
英語に関しては、この目的のために English caféを開催
し、学生が日常的に英語を使う機会を提供しています。

完全オンラインでのフィールドワークと
現地でのフィールドワークを組み合わせる
村瀬ゼミ 澤野 莉瑛さん

必修英語１

２年次配当科目
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Teacher introduction

県大は先生との
距離が近いので、
一人ひとりに寄り添った
指導が受けられます。

教員紹介

気になることがあれば、
所属ゼミ以外の先生の研究室に
伺うこともあります。

特任教授・准教授

本学の学びを支える、個性豊かな教員です。
各教員がどのような研究をしているのか、
専門分野や、担当科目、基本テーマをご紹介します。

客員教授・准教授

山田 修

岩村 敬

大前 信也

石井 宏典

竹内 行夫

元最高裁判所裁判官

チョン・ジョンファン

●教育社会学
●教育政策

中島 敬介

籔内 佐斗司

山田 桂一郎

●文化財情報
●デジタルコンテンツ

元国土交通事務次官

●近代観光政策史
●近代思想史

●専門分野

◇担当科目

元春日大社権宮司

アジアトゥデイ副会長
元韓国国土海洋部長官

JTIC. SWISS代表

絹谷 幸二

東京藝術大学名誉教授

元文部事務次官
政策研究大学院大学参議

林 尚之

デービッド・アトキンソン

大阪府立大学
人間社会システム科学研究科プロジェクト教員
本学共同研究員

㈱小西美術工藝社代表取締役社長

西尾 咲子

佐藤 禎一

松田 いりあ

京都市立芸術大学
本学共同研究員
ギャラリー@KCUA学芸員
本学共同研究員

★基本テーマ

教授

新井 直樹

井原 縁

梅田 直美

大槻 きょう子

岡井 崇之

亀山 恵理子

准教授

教授

准教授

●地域政策
●観光政策
●産業政策

●造園学
●環境デザイン学
●文化遺産論

●社会学

●言語学
●応用言語学

●メディア論
●身体の社会学
●ジェンダー論

●国際開発研究
●東南アジア地域研究

●福祉住環境計画
●住民参加のまちづくり

●文化人類学
●スポーツ人類学
●国際移民研究

◇観光学概論
◇観光政策論

◇文化遺産論
◇遺産・環境デザイン論

◇コミュニティ社会学
◇生活空間再生論

◇必修英語 1,2

◇社会学
◇メディア文化論

◇グローバル共生論
◇地域研究の方法

◇公共空間デザイン論
◇コミュニティ計画論

◇都市調査法
◇都市人類学

★地域創造学（地域政策・観光政
策・産業政策）

★ランドスケープ（風景・景観）の
継承を考える

★個人・家族の視点から社会を考
える

★ことばを使って私たちは何をど
のように伝えるか：発信と受信

★現代の社会・文化につ
いて考える̶メディアや私
たちの身体を出発点として

★国際協力と多文化共生

★子どもから高齢者まで障害があ
ろうとなかろうと暮らし続けられ
る地域や住まい

★感じて、驚き、じっくり考える

教授

教授

副学部長（教務）・准教授

准教授

教授

教授

窪田 暁

斉藤 宗之

副学部長（入試）・准教授

学術情報部長・教授

佐藤 由美

鈴木 新

高津 融男

玉城 毅

教授

学生部長・准教授

津田 康英

鶴谷 将彦

●人文地理学

●国際貿易論

●住宅・都市計画
●居住政策論・まちづくり

●統計的データ解析
●生体医工学

●公共政策学

●文化人類学

●経営史
●マーケティング論

●現代日本政治（選挙）
●行政学
●地方自治

◇経済地理学
◇地域構造論

◇マクロ経済学
◇産業組織論
◇国際経済論

◇地域デザイン論
◇福祉コミュニティ論

◇情報技術と現代社会
◇データサイエンス概論

◇公共政策論
◇政策デザイン論

◇コミュニティ論
◇平和とコミュニティ

◇経営学
◇国際ビジネス論
◇国際マーケティング論

◇行政学
◇地方自治論

★地図と地理に親しむ

★経済学の理論・実証分析

★少子高齢化と地域・生活の今後
のあり方について

★デ ー タ 解 析 技 術 を 活 用 し た 予
測・診断

★公共政策学の基礎理論と地域活
性化策

★人間を学問する：人と◯◯の間
を考える

★組織の市場対応行動についての
考察

★政治・行政、地方自治に関する
諸課題の研究

戸田 里和

准教授

教授

中谷 哲弥

新納 克広

西尾 美也

野高 宏之

教授

准教授

野寺 綾

藤森 茂

●日本経済史

●キャリア教育
●情報行動

●文化人類学
●南アジア地域研究

●交通経済学
●交通政策
●観光政策

●現代美術
●アートマネジメント
●ファッション環境デザイン

●日本近世史

●社会心理学
●教育心理学

●公会計論
●監査論
●原価計算論

◇近代社会経済史
◇都市モダニズム論

◇キャリアデザインⅠ,Ⅱ

◇異文化交流論
◇観光人類学

◇国際旅客輸送論
◇観光経済学

◇現代アート論
◇ミュージアム論

◇歴史
◇都市文化史
◇都市社会史

◇社会心理学
◇意思決定論

◇公会計論
◇会計学

★歴史から、都市の文化・芸術を
読み解く

★自己と社会を通じて未来を考える

★グローバル社会における人口移
動と多文化共生問題

★都市公共交通を中心とした交通
経済学と観光経済学の理論研究と
実証研究

★日常生活批判として
の芸術表現

★歴史（前近代）

★心理学的視点で、人の行動の原
因を探る

★経済社会における会計の役割を
知る

教授

准教授

准教授

学部長・教授

准教授

准教授

准教授

戸田 清子

副学長・地域創造研究センター長・教授

教授

教授

神吉 優美

小松原 尚

教授
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奈良県立美術館館長

岡本 彰夫

大和大学教授
本学共同研究員

准教授

准教授

山部 洋幸

ラナシンハ

●地域マーケティング
●観光マーケティング

●経営戦略論
●経営組織論
●国際経営論

●観光社会学
●南アジア地域研究

◇アジア観光交流論
◇アジア資源論

◇観光ビジネス論
◇ホスピタリティ論

◇経営戦略論
◇経営組織論

◇国際ツーリズム論
◇民俗文化論

★現 代 の 観 光 現 象 を イ ン タ ー ナ
ショナル・グローバルな視点から
読み解く

★観光事業と地域創生

★経営学における研究方法を学び
ながら、自身の問いを深める

★観光と SDGs・観光を活かした
地域活性化・持続可能な開発

堀田 新五郎

松岡 慧祐

水谷 知生

村瀬 博昭

薬師寺 浩之

大和 里美

●政治思想史

●社会学
●文化社会学
●ローカルメディア論

●地理学

●地域活性化
●農業経営学
●農村社会学

●地理学
●観光学
●東南アジア地域研究

◇政治学
◇現代政治理論
◇コミュニティの思想史

◇都市表象論
◇都市交流史

◇環境と社会
◇景観論
◇自然資源論

◇流通と地域
◇インターネットマーケティング論

★地域創造の必然性と（不）可能性

★社 会 学 で 情 報 生 産
者・境 界人になる̶自
由の荒野を進め

★景観を読む

★地域活性化の実践的取組と普遍
的な方法論の構築

Nara Prefectural University

准教授

ニルマラ

Ranasinghe Nirmala
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Studying Abroad

国内留学・海外留学
取得した単位は、いずれも卒業に必要な単位とすることができます。
※ただし、取得できる単位数や履修できる科目には制限があります。

奈良県内の大学との間で、相互に単位を認定します。対
象の大学は、奈良女子大学・奈良学園大学・奈良県立医
科大学・奈良教育大学・奈良大学・天理大学・帝塚山大学・
奈良佐保短期大学です。１科目から履修できます。
学研奈良登美ヶ丘駅

大和西大寺
生駒

（私立四天王寺高等学校卒業）

JR奈良
大和郡山

天理IC

郡山IC

道

京奈和道
橿原北IC

南

阪

尺土

奈

名阪国道

阪

名

西

針IC

天理

平端

王寺

西田原本

大和八木

桜井

橿原高田IC

道

他大学での生活は
何もかもが新鮮で
刺激を受けました
今村 さよさん

近鉄奈良

第二阪奈道

県内単位互換経験者インタビュー

橿原神宮前

近鉄御所

私が単位互換制度を利用しようと思ったのは、奈良大学か
ら単位互換制度を利用して本学の科目を履修していた学生と
授業の課外活動で仲良くなったのがきっかけです。私も他大
学で見識を広げたいと思いました。衣・食・住のような生活
環境に興味があったので、奈良女子大学でしか履修できない
「食物化学概論」と「情報衣環境学概論」を受講しました。
履修科目のうち特に「情報衣環境学概論」の授業では、暮ら
しを取り巻く環境はどのようにアップグレードされていくのか
を学びました。課題へのアプローチの観点は理系ならではの
もので、普段は触れられない研究手法に刺激を受けました。
授業以外にも、学食ランチで毎週違うメニューを選んで食
べたり何もかもが新鮮でした。学生証が発行されたので図書
館を利用して調べ物や自習もできました。単位互換制度を通
して自分の興味を広げ、他大学の生活を体験できました。

御所IC

本学では毎年海外協定校へ短期語学研修や長期派遣・
交換留学（半年または１年）の送り出しを行うとともに、
交換留学生の受け入れも行っています。
長期留学の場合、協定先大学が求める語学要件を満た
せば、一般科目を履修することもできますので、語学力
の向上だけでなく、様々な海外経験を通じて、帰国後は
より一層本学での勉学を深められます。本学協定校で修
得した単位は本学の単位に互換申請することが可能です
ので、在学中に長期留学をしても４年間で卒業すること
ができます。
海外協定校からの交換留学生は、本学学生とともに、講
義やサークル活動等を通じて奈良や日本への理解や知識
を深めています。本学学生が留学生チューターを務める
など、積極的に交換留学生との交流を行っています。
本学と学術交流協定を締結している海外の大学は 18 校
です。このうち、短期語学研修と長期留学を実施してい
る協定校は、右の表のとおりです。

○

開南大学

台湾

京畿大学

韓国

○

上海師範大学

中国

ヴィクトリア大学イングリッシュランゲージセンター

カナダ

○

モナシュカレッジ

オーストラリア

○

サザンクロス大学

オーストラリア

○

○

ウェスタンシドニー大学

オーストラリア

○

○

ワシントン大学

米国

○

○

ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ

米国

○
○
○

○

サンディエゴ州立大学アメリカンランゲージインスティチュート 米国

○

ポートランド州立大学

米国

○

テキサス A&M 大学キングスビル

米国

ライシウム・オブ・ザ・フィリピン大学

フィリピン

○

オックスフォード大学ハートフォードカレッジ

英国

○

ワットコムコミュニティカレッジ

米国

○

○

※各大学に派遣される長期派遣・交換留学生は、学内選考のうえ、決定します。
※上記のほか、インドネシア教育大学（インドネシア）、フンブン大学（ベトナム）、ロイヤルロー
ズ大学（カナダ）とも学術交流協定を締結しています。

海外留学経験者インタビュー
積極性や
国際性などを
培うことができました

留学で
トコトン自分と
向き合えました

御所南IC

山田 真由さん
五條北IC

（私立花園高等学校卒業）

吉野

県外の大学との間で、相互に単位を認定します。対象の
大学は、名桜大学（沖縄県）、東海大学国際文化学部（北
海道・札幌キャンパス）、福井大学（福井県）です。期間は、
半年または一年です。文化も環境も異なる地で多くのこと
を学べます。

県外単位互換経験者インタビュー
北海道では
貴重な半年間が
過ごせました
大町 哲也さん
（京都府立園部高等学校卒業）

２年次の前学期に東海大学札幌キャンパスに通いました。
東海大学の講義内容を見ると自分が興味を持っているスポー
ツ関連の講義があったので「せっかくだし札幌に行ってみよ
う！」と決めました。現地ではスポーツと文化の関係について
の講義や、アイヌ文化についての講義を受けました。大学の
講義以外にも、大通公園や札幌ドームのような場所に行き日
常生活でも北海道ならではの体験をしました。自分の目で物
事を見ることや体験することはとても勉強になり、自分の価
値観が広がったと感じています。
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Nara Prefectural University

三木 未央さん
（私立和歌山信愛高等学校卒業）

留学先：サザンクロス大学
時 期：2018 年８月～ 2019 年２月

留学先：開南大学
時 期：2018 年９月～ 2019 年７月

日本とは違う慣れない環境、知らない文化の中で自分がど
のように成長できるのかを知りたく、オーストラリアのリズモアと
いう小さな都市にあるサザンクロス大学に半年間留学しており
ました。ゼミの先生や国際交流室の方々の支えもあり、文部
科学省の「トビタテ！留学JAPAN」の奨学金で留学させてい
ただきました。ただ英語を勉強するだけでなく、奈良にどのよ
うに貢献できるかなど明確な目標を持って留学できたことは大
きな実りとなりました。大学に附属しているコアラ病院でボラ
ンティアをし、現地の人々の動物愛護の精神や何事に対して
も熱意を持って挑む姿勢に感銘を受けました。留学を機に外
から日本や奈良を見つめることで、日本が抱える問題点を考え
ることができたと同時に、改め
て日本の良さにも気づくことがで
きました。また、留学中に培っ
た積極性や国際性、学んだ価
値観はその後の大学生活や人
生にも大きく影響を与えてくれた
貴重な経験でした。

私は交換留学制度と「トビタテ！留学JAPAN」というプロ
グラムを使って台湾に留学しました。留学中には現地の旅行
会社でインターンシップをさせてもらったり、交換留学先の
学校で奈良のことをPR するイベントを開くことができまし
た。学校では、他国から来た留学生とも励ましあいつつも競
い合って中国語を勉強しました。フレンドリーな人がたくさん
いる台湾で、本当にかけがえのない思い出ができました。
留学中はもちろん楽しい思い出もあれば、上手くいかない
時もありました。その時、大切なのはトコトン自分と向き合っ
てみることだと感じました。異国の地で言葉も思うように伝わ
らない状況で進んでいくには自分と向き合って、やはりいつ
もの自分を何らかの点で乗り越
えなければいけないことに気が
つきました。留学という貴重な
時間だからこそ一つの機会を
大切にして、自分の殻を破れた
と思います。それは帰国後も自
分の自信となっています。

CAMPUS GUIDE 2022
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Student Life

学生生活
クラブ・同好会

委員会活動

軟式野球部

バドミントン部

皆さんこんにちは。軟式野球部です。軟式野球部には中学生
までの野球経験者がほとんどです。年２回
（春季、秋季）
のリー
グ戦とお年寄りの野球のお手伝いが主な活動です。楽しく、
真剣に野球に取り組んでいます。部員は野球が好きな人間ば
かりです。もし興味がありましたら気軽にご参加ください。

バスケットボール部

皆さんこんにちは！バドミントン部です。私たちは男子20名、
女子24 名で活動しています。バドミントンの経験がない人で
も大丈夫。部員のほとんどが初心者です。活動日は月・水
曜日の16 時～ 18 時、土曜日の13 時～ 17 時です。是非遊び
に来てくださいね～。

芝居同好会〇スイ

私たちバスケットボール部は経験者、初心者関係なく体を動か
すことが好きな人が集まって活動しています。試合への参加など
はしませんが、一年に一度合宿を行っています。そのほかにも
いろいろなイベントを行っています。興味がある方は毎週木曜日
16：30から活動を行っていますので一度覗いてみてください！

私たち芝居同好会〇スイは、学内での公演を目指して活動して
います。練習は台本の読み合わせや発声をしています。役者は
もちろん、脚本・演出・照明・音響・宣伝などすべて自分たち
学生がしています。経験者、初心者関係なく人前で演じてみた
い方や、脚本づくりに興味がある方、入部お待ちしています。

学生会執行委員会

秋華祭実行委員会

私たち学生会執行
委員会は学内行事
の企画・運営や、
奈良県内のボラン
ティアに参加してい
ます。他機関と連
携をとり、予算決
定や学生の要望を大学へ伝えるなど、学生生活に関わる
様々な活動をしています。

秋華祭実行委員会
は奈良県立大学の
大 学 祭である「秋
華 祭」を 運 営して
いる委員会です。
毎 年 約 100 人の 委
員で活動しています。奈良県立大学で過ごす大学生活４年
間、どうせなら秋華祭実行委員会に入って思いっきり充実さ
せませんか？

代議員会

生協学生委員会

代 議 員 会 で は、
サークルの承認、
各種クラブ、同好
会の予算審議、選
挙管理等を行って
います。学生規約
により、１年 次の
基礎ゼミから各１名選出されています。快適に大学生活を
送っていただけるよう日々尽力しています。

生 協 学 生委員
会は 奈良 県 立
大 学 の 学 生の
より良い大学生
活を実現すると
いう目的を持っ
て活動しています。新入生歓迎企画や、食堂・購買のサー
ビス向上、季節企画やその他の企画など活動は多岐に渡り
ます。日々楽しく真面目にメリハリのある活動をしています。

一人暮らしは成長の機会
堀

数馬さん

（滋賀県立虎姫高等学校卒業）

NACS

茶道部
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サッカー部
バレーボール部 バドミントン部 バスケットボール部 ソフトボール部
Fun9style そうじ同好会 jibu
クリエイティ部
茶道部
ソフトテニス部 フットサル部
軽音楽部
芝居同好会○スイ 硬式テニス同好会
みんなで体育！
NACS
奈良野菜部
美術部
広告研究会
軟式野球部

卓球部

収入
バイト代 ...... 65，
000円
仕送り.......... 40，
000円

支出
携帯代 ............ 8，
000円
食費 ............. 30，
000円
家賃 ............. 35，
000円
光熱費・雑費. 5，
000円

CL

洋 6.6

バルコニー

クラブ・
同好会一覧

茶道部では大学から茶道を始めた人が多く、初心者の人で
も大歓迎です。週１の活動で、外部からお茶の先生に来て
いただき個々のレベルに合わせてご指導いただいていま
す。部活の雰囲気は和やかで和気あいあいとしており、お
いしいお茶とお菓子が毎回食べられるのも魅力です。

く、掃除や洗濯なども任せきりでし
た。しかし、一人暮らしはそれらを
全て自分で やらなければなりませ
ん。このようにはっきり言って大変な
部分も多くありますが、それ以上に
１人で生活するということを経験でき
ること、また１人の時間を自由に過
ごせることなど色々なメリットもある
と思います。こういったことから、
一人暮らしは自分を一歩成長させる
ことのできる良い機会だと私は思っ
ています。
キッチン

NACS は奈良学生会議の略称です。コンペへの参加（優勝
実績あり）
・勉強会などで、授業で学んだことを実践しつつ、
ボードゲーム・BBQ・スキーなどの遊びも楽しんでいます。
どのイベントも参加は強制ではないため、兼部もしやすい
です。大学生活を充実させたい方、お待ちしています！

滋賀県内での進学は考えていな
かったので、どこに行っても一人暮
らしはするつもりでした。県立大学
には中期日程で受かり、入学まで日
が無かったので受かった日の翌日に
直接奈良に来て物件を決めました。
奈良は都市部でも騒音などはなく、
静かで暮らしやすい所がとても好き
です。
一人暮らしを始めてみて、１番感
じたことは家事や家計管理の大変さ
です。今まではお金で困ることもな

玄関

CAMPUS GUIDE 2022
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Job and Career Support

就職・キャリアサポート
本学では、学生の主体的なキャリア形成をサポートするために、
学生自身で考える将来設計や社会人として働くための様々な知識の習得等を目標とする「キャリアデザインⅠ」、
課題発見と改善提案のための基礎的・実践的な知識と能力を身につけることを目標とする「キャリアデザインⅡ」を
開講しています。

学年ごとの充実したキャリア教育

Point 3

産業界と連携したキャリア
教育により幅広い進路を
提案します。

学生の大学での学びを、インターンシッ
プ等の学外活動を通して確実な力にす
るためのサポートを行っています。

きめ細かいカウンセリングにより、学生自らの力
でキャリア形成への意識向上や、取り組みへの
意欲を持つことができる指導をしています。

1 年次
「参加者中心型の学修」
を実 施します。授 業を
通じて自身の 長 所・課
題を確 認し、充実した
大学生活を送るために
はどのように活動するか
を考えます。

就業体 験として奈良県
大学連合インターンシッ
プ制度の参加受付、指
導を実 施。春日大社 や
興福寺など奈良ならでは
の実習先があり好評で
す。（参加には選考があ
ります。）

就職活動のスケジュール
の確認から、応募書類
の作成・グループディス
カッションの模擬体験な
どを実施。質疑応答を
行いやすい少人数制で
実施します。

4 年次
応募書類作成や模擬面
接など個別指導を中心
に 就 職 支 援 を 行 いま
す。また自治体や 地元
企業の採用説明会も開
催します。

■「前期 就職対策講座」
（全４回）
■公務員試験対策講座ガイダンス
（国家公務員・地方公務員）

5

■公務員試験対策講座開始
（web）
■旅行業務取扱管理者試験対策
講座開始（web）

公務員試験対策講座
国家公務員・地方公務員を目指す講座です。
公務員試験の概要や学習方法について学ぶ
ことができます。
本学の教室を使用する講座ですので、移動
時間もなく、時間を有効に利用できます。

旅行業務取扱管理者試験対策講座
旅行業界唯一の国家資格である総合旅行業
務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者の
資格取得を目指す講座です。
試験対策のほか、観光業界のプロである講
師が実務的な話を交えながら講義を進めて
いきます。

8

10

月

2 年次

3 年次

4

月

Point 2

やりたい仕事、なりたい職業…。みなさんはどのような将来の夢を描いて
いますか。夢を実現させるために「学生のうちに何をすればいいのか」と
いう人もいれば、まだ夢が見つからず「自分はどんな職業に適しているの
か」という人もいると思います。本学では、学生自身が主体的に自らの将
来を設計する力を養うことを目的に、各種資格取得のためのプログラムを
開講しています。

（2020 年度実績）

月

Point 1

就職ガイダンス・セミナー

学生のキャリアデザインを強力にバックアップしています。

月

「就職活動」へのサポートとしては、３年次の４月から「就職対策講座」を開講し、毎年変化する採用スケジュールとその対策、
近年重視されているインターンシップの重要性と参加までの流れなどを講義しています。
後期は、各企業・団体で活躍中の方を講師として迎え、業界・業種の理解促進を行い、学生へ就職意欲向上を図っています。
４年次は徹底した個別指導を行います。小規模大学でしかできない、学生の性格や研究実績を理解した専任スタッフによる指導は、
在学中はもちろん卒業後も強い関係性を保ち長期に渡るキャリア形成を支援しています。
また 2020 年はこれまでの対面での支援に加えて、webでの支援も開始しました。
１年次からの継続した支援・指導により、就業観・職業観の涵養を促進することで、
社会問題となっているミスマッチ等による早期退職を防ぐことにも注力しています。

各種対策講座

■公務員試験ガイダンス
（今年度の公務員試験の状況、
来年度の見通し）
■業界理解セミナー（総論）

同じ目標を持つ学友の存在が
モチベーションの維持に
つながりました

11

月

2018 年３月卒業
志村 春佳さん
（静岡県立静岡高等学校卒業）

業界・業種研究会

Nara Prefectural University

12
1

月
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学内公務員講座のメリットは、学友と学ぶことで分からない部分
を互いに教え合い、試験についての情報共有ができることです。
また、同じ目標を持つ仲間がいることで、モチベーションを維持
できることも重要だと思います。
奈良県立大学は、地域密着型のゼミ活動があり、人と地域との
繋がりや地域の在り方等を考え学ぶことができます。フィールド
ワーク科目では、スポーツによる地域活性化の観点から奈良のク
ラブチームに参加し、当事者意識を持って考え行動することの大
切さを学びました。
現在はひとり親家庭への支援や、子どもの貧困対策等の仕事に
関わっています。大学で学んだことを常に意識して、仕事に取り
組むよう心掛けています。

月

３年生を対象にコロナ禍で変化する採用環境にいち早く理解と対応する
事を目的に「第２回学内 業種・業界研究会」を開催しました。東証１
部上場のグローバル企業から奈良県に根付いた地元企業まで全 11社が
参加、各業界の説明や各社の事業内容等を詳しくお話ししていただきま
した。参加学生からは「就職環境が厳しいと聞いていたので、学内でこ
のようなイベントがあって安心した」
「知らない業界でしたが、お話を聞
いて業界研究をしてみようと思いました」という声がありました。
この研究会をきっかけに、令和３年度の就職活動では複数の学生が参
加企業から内定を獲得することができました。

■後期就職対策講座（全 13 回）

「公務員試験対策講座」受講生先輩インタビュー

静岡県庁

学内

■インターンシップ企業実習
（１～３年次）

■就職セミナー（業界・企業研究
の方法、グループワーク･グルー
プディスカッションについて、プ
レゼンテーション実践）
■業界理解セミナー（個別企業）
■保護者向け就職説明会
■第２回業界・業種研究会
■履歴書・エントリーシート添削
（個別対応）
■応募書類作成講座
（自己 PR・志望動機ほか）
■２月・３月の効果的な過ごし方
セミナー
■web 面接対策セミナー

CAMPUS GUIDE 2022
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Graduates

主な就職先企業・団体・進学先（抜粋）

それぞれの道を歩む卒業生
卒業生からのメッセージ
夢や目標を見つけて、生涯のキャリアに向かって歩んでいる先輩たちに、
大学での学びや就職について振り返ってもらいました。
それぞれが思い描いた未来に向かって進んでいます。

公務員 / 奈良県庁

情報・通信 / 東北新社

地域での活動を通して
視野を広げることが
できました

大学時代に学んだ
思考を活かして
働いています

2017 年３月卒業
井崎 加奈子さん

2019 年３月卒業
西野 萌さん

（奈良県立畝傍高等学校卒業）

奈良県立大学では地域で活動する場が多く設けられてい
ます。私は、イベントの広報活動や過疎地域での移住交流
促進活動を通して、様々な考え方や価値観があること、自
分の考えだけによらず、相手の立場に立って考えることの大
切さを学びました。
現在は公園管理の業務のほか公園でのイベントを企画し
ています。現在の職場では、周囲の方々の協力もあり、私
の想いを企画として形にさせていただく機会を設けていただ
き、毎日が新しい発見の連続です。たった１つの企画でも
立場が変わると、見え方や感じ方が変わってきます。想定
される課題にひとつひとつ向き合い、解決策を模索するこ
とは大変ではありますが、学生時代の経験を活かせてい
る、と感じる瞬間です。

不動産 /JR 博多シティ

「自ら考えて行動する」
ことの大切さを
学びました
2018 年３月卒業
秋元 優介さん
（西宮市立西宮高等学校卒業）

大学生活は、テーマ研究や文献購読、卒業論文の制作
といったゼミ活動と、奈良県内外の実習先で行うフィールド
ワーク活動が中心でした。私は、学問や地域について考え
実践することで、「自ら考えて行動する」ことの大切さを学
びましたが、これは社会人になっても意識するべき考え方
であると思っています。
入社後は、施設管理の部署に２年間在籍したのち、2020
年春からはお土産・お弁当等を取扱うフロアの担当をしてい
ます。各店舗の売上や契約管理をはじめ、社会や業界の流
行を収集しながら、日々現場でお客さまや担当する店舗の動
向をチェックしています。お客さまに喜んでいただける駅ビ
ルを目指して、
「自ら考え行動する」努力を続けていきます。
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（大阪府立高津高等学校卒業）

奈良県立大学では、フィールドワークやゼミの活動を通し
て自身の興味に基づいた研究を進めることができました。
私はメディアと地域の関係性に興味を持ち、映画祭のボラ
ンティア活動を行ったり、ゼミでの研究を通して社会学を
学び、映画やドラマなどは娯楽としてだけではなく社会に
様々な影響を与えていることを学びました。
現在、私は総合映像制作会社のデスクとして、映画やド
ラマなどの制作に携わっています。実際に撮影現場へ出向
くわけではありませんが、大学時代に学んだメディア社会
学的思考を、映像を創り出して行く過程で活かし働くことが
できています。本校の地域創造学部で学べることは地域や
観光のことだけではなく、メディアやアートなど多領域にわ
たっていると思います。

観光関連 /JTB

学生時代の経験が
活きています
2018 年３月卒業
濱野 帆波さん
（私立浪速高等学校卒業）

奈良県立大学は、観光や地域振興に関する専門的な知
識を得たうえで、実際に現場でそれらを最大限にアウトプッ
トし深めることのできる環境が整えられています。私は学生
時代、シンガポールでの現地調査や、奈良県内での地域
振興を目的とした現地実習に取り組み、課題に対して当事
者として働きかけることで、地域の課題に対するアプローチ
方法を身に付けることができました。
現在は企業や自治体向けに「課題解決型営業」を行って
います。課題はお客様によって様々で、旅行を手段として
解決するものもあれば、
「地域の魅力を県外に発信する」も
のもあり、学生時代の経験が活きています。

●観光関連
JTB
クラブツーリズム
共立メンテナンス
星野リゾート
奈良ホテル
近鉄・都ホテルズ
オリックス・ホテルマネジメント
ルートインジャパン
ホテルグランヴィア大阪
奈良県ビジターズビューロー
●運輸
西日本旅客鉄道
四国旅客鉄道
ジェイアール西日本マルニックス
阪急電鉄
奈良交通
JALカーゴサービス
ANA 大阪空港
関西エアポートオペレーションサービス
関空エンタープライズ
郵船港運
大王海運
SGホールディングス
ホンダ・ロジスティクス
●情報・通信
楽天
トランスコスモス
NTT データSBC
伊藤忠テクノソリューションズ
内田洋行ITソリューションズ
リクルートライフスタイル
和歌山放送
共同通信社
東北新社
技術評論社
●サービス
アクセンチュア
船井総合研究所
山田コンサルティンググループ
メイテック
ワールドインテック
ライクスタッフィング
パーソル パナソニック ファクトリーパートナーズ
西日本高速道路サービスHD
イオンエンターテイメント
●小売
近鉄百貨店
京阪百貨店
平和堂
松源

近鉄リテーリング
カインズ
コーナン商事
資生堂ジャパン
全日空商事デューティーフリー
アダストリア
西松屋チェーン
パナソニック産機システムズ
ビックカメラ
日本マクドナルド
市民生活協同組合ならコープ
●建設
大和ハウス工業
パナソニック ホームズ
東レ建設
新井組
ミヤワキホーム
●不動産
三菱 UFJ 不動産販売
三井不動産リアルティ
積水ハウス不動産関西
近鉄住宅管理
ハウスドゥ
URコミュニティ
EIDAIホールディングス
三交不動産
●公務員他
大阪国税局
名古屋国税局
大阪出入国在留管理局
奈良労働局
奈良県庁
大阪府庁
長野県庁
奈良市役所
大和郡山市役所
御所市役所
生駒市役所
大阪市役所
京都市役所
東大阪市役所
八尾市役所
四條畷市役所
交野市役所
高槻市役所
貝塚市役所
泉佐野市役所
富田林市役所
伊丹市役所
伊賀市役所
大阪広域水道企業団

（2019 年３月～ 2021年３月卒業）
●金融・保険
南都銀行
京都銀行
紀陽銀行
池田泉州銀行
三十三フィナンシャルグループ
北おおさか信用金庫
奈良信用金庫
枚方信用金庫
尼崎信用金庫
川之江信用金庫
日本生命保険相互会社
全労済
アニコム損害保険
イオンフィナンシャルサービス
大阪信用保証協会
京都信用保証協会
●製造
味の素 AGF
UCC上島珈琲
リボン食品
よつ葉乳業
アイリスオーヤマ
エレコム
ヤンマー
クリナップ
近畿車輛
東和薬品
日本農薬
中川政七商店
●卸売・商社
トラスコ中山
コンドーテック
トヨタモビリティパーツ

マルカキカイ
淀鋼商事
寺内
大日本木材防腐
センゾー
タナックス
●医療福祉
国保中央病院
殿田会 介護老人保健施設やすらぎ苑
ぷろぼの
●教育
京都市立芸術大学
奈良先端科学技術大学院大学
和歌山大学
大阪教育研究所
●その他団体
奈良県農業協同組合
香川県農業協同組合
佐渡農業協同組合
紀北川上農業協同組合
堅田漁業協同組合
陶都信用農業協同組合
全国大学生活協同組合連合会
●進学
京都大学大学院
奈良女子大学大学院
秋田公立美術大学大学院
佛教大学大学院
大阪市立大学
大阪芸術大学
明星大学

就職内定率 95.2％
※進学、留学、社会人学生、起業・家業、就職する意思のない学生を除く

2021 年 3 月卒
その他 4%
医療福祉 3%
建設・設計 3%
観光関連 3%

業種別就職先
製造 14%

金融 6%
卸売・商社 6%

小売 13%

不動産 6%
運輸・郵便 8%
サービス 11%

公務員他 12%
情報・通信 11%
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Campus Map

キャンパスマップ
キャンパス周辺は、歴史豊かな世界遺産の宝庫。

1

ラーニングコモンズ
地域交流棟３階

2 事務局
地域交流棟１・２階

3 講義室
１号館

近鉄京都線

近鉄
大和西大寺駅

若草山

●転害門

平城宮跡

奈良県立大学
近鉄奈
良線

朱雀門

●
奈良市役所

東大寺
近鉄新大宮駅

奈良県庁
●

近鉄奈良駅

佐保川

369
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奈良公園

興福寺

308

近鉄
尼ヶ辻駅

春日大社

猿沢池

秋篠川

JR奈良駅

浮見堂

各種施設が近くて
移動もスムーズ
小規模大学ならではの魅力

飛火野

春日山
原始林

個々の自習空間としてのオープンス
ペース、作品の展示や制作に活用で
きるプロジェクトスペース、そして、
グループワークや打ち合わせに適し
た半クローズスペースがあり、用途に
合わせて幅広く利用できます。

履修登録や奨学金申請、各種証明
書発行など、学生生活に関する様々
な相談や手続きに対応しています。

4 オープンスペース
コモンズ棟２階

大講義室と小講義室があります。各
教室に Wi-ﬁを完備し、アクティブな
双方向型教育が可能です。

5 多目的ホール
３号館２階

元興寺

JR

大
和
路
線

近鉄橿原線

唐招提寺

JR
万

葉
ま
ほ
ろ
ば

近鉄
西ノ京駅

169

線
JR京終駅

薬師寺

東門

4 号館

4
コモンズ棟

5

8

プロ
ムナ
ード

グラウンド

2号館

図書館 ➡ P25

6

建物中央吹き抜け部に設けられた階段状のオープンスペースは、「交流
と創造」を育む場となるよう、上質なデザイン空間を提供します。
歴史文化が息づく環境で
学ぶことができます

7
１号館

３号館

本館
体育館

6 コンピュータールーム
３号館１階

3

学生が自由に使えるPCを設置してい
ます。

2
地域交流棟

1

正
門

至近鉄奈良駅

至 JR 奈良駅
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約 200 名を収容。講義のほか、講演会、新入
生歓迎会、謝恩会、学生総会、生協主催のサ
マーパーティなどでも使用されています。

7 8 学生の強い味方 ―大学生協―
本学の食堂や購買は、学生や教職員
が出資している生活協同組合によって
運営されています。食 堂は、季 節メ
ニューや小鉢などを揃えており、栄養
バランスを考えた食事を楽しむことが
出来ます。また、テイクアウト弁当を
食堂で作り、お昼に購入できるように
する方式をとるなど、様々な形で学生
の食事をサポートしています。購買で
は、パンやおにぎり、お菓子や飲み
物はもちろん、学修に必要な文具やパ
ソコン、教科書や書籍など、生協組合
員価格で購入できます。その他、自動
車教習所や資格取得講座などの受付も
行っています。いろいろな面から、奈
良県立大生のキャンパスライフを応援
しています。

テイクアウト
豚塩とんかつ丼
390 円（税込）

おかずは季節によって
旬のメニューを取り入れています
ササミチーズカツ
259 円（税込）
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Facilities

施設紹介
附属図書館

地域交流棟

地域創造に関わる資料を中心とした約11万冊の蔵書を備え、
図書館司書が学生や教員の調査研究を多角的にサポートします。

学生、教員そして地域の人々が集う
「地（知）
の交流拠点」
として、様々な活用がなされています。
古都奈良の街並みに美しく映えるアースカラーの校舎「地域交流棟」には、会議
室や研修室が備わり、事務局が置かれています。
事務局内には、学生生活に関する様々な相談や手続きに対応する総務課や教
務・学生課に加え、
「地域交流室」
「キャリア・サポート室」
「国際交流室」を設け、
地域貢献と就業力育成、国際交流など様々な学生生活を支援します。
見晴らしの良い３階には、「ラーニングコモンズ」があります。また緑化した屋
上スペースでは若草山を見ながら寛ぐことができます。

キャンパスのほぼ中央に位置する附属図書館は、大学における学習・
研究の中枢として、「地域」
「観光」をはじめとした多分野の図書約 11
万冊の他、新聞・雑誌・視聴覚資料などを備えています。カウンター
では図書館司書が館内の蔵書と国内の図書館ネットワークを基盤とし
た文献や情報の調査相談サービスを提供しています。
また、附属図書館に所蔵していない図書は他の大学図書館等から借り
受けることができます。

開架書庫
館内の資料（図書・雑誌）は、地下１階と地下２階の書庫を含め、全て
開架で、自由に手に取って見ることができます。

地域交流室

奈良県立大学附属図書館
または https://www.narapu.ac.jp/library/

地下書庫での文献調査

コモンズ棟

キャリア・サポート室

地域に根ざした大学として、地域社
会との連携を進め、様々な活動をし
ている団 体等と教 員・学 生を つな
ぎ、各種調整を行っています。
●地域との連携協力に基づく地域貢献
●フィールドワークの支援

等

就職活動の支援や企業団体へのイン
ターンシップ情報の提供など、キャリ
ア形成に関する支援を行っています。
●インターンシップ情報の提供と
応募資料の作成支援

長期交換・派遣留学や短期語学研
修の支援、英語スピーチコンテスト
や E カフェ等の学内イベントの企画
運営を行っています。
●長期交換・派遣留学の支援

●就職活動支援、他相談全般

●短期海外語学研修の支援

●就職対策講座や学内企業説明会の

●海外の大学との学術交流

企画運営

「交流と創造の学習空間」をコンセプトとして、
学生の能動的な学びの拠点となっています。

国際交流室

等

等

地域創造研究センター

コモンズ棟は、本学の教育の特色である学問領域ごと
に学生と教員が集う学びの共同体である「学習コモン
ズ」を核とした「少人数対話型の教育」を実践する施設
です。
３階建ての校舎には、講義室、ゼミ室、クラブ室のほか、
オープンスペースが設けられ、学生たちの交流の場となっ
ています。

地域創造学部を有する本学の強みを活かし、センターが核となって、専門的・学際的な研
究を通じた地域リーダーの育成や、地域住民・企業・自治体等との連携により、奈良にお
ける地域創造の可能性を広げていきます。
●研究推進機能
学外の方々との研究ユニット設置、地域課題の機関横断的研究などを行っています。
研究ユニットには、本学学生も積極的に参加しています。

奈良地域経済研究ユニット

●コンシェルジュ機能
地域からの相談、共同研究、受託調査、外部資金獲得等の研究支援などを行っています。

奈良県立大学地域創造研究センター
または https://narapu-rcrc.jp/

路地文化研究ユニット

ユーラシア研究センター
１階 ホールゾーン

２階 オープンスペース

３階 リフレッシュゾーン

ユーラシアと奈良の歴史的つながりを踏まえ、奈良の風土、文化、歴史に関する調査研究を
行い、その成果を県民はじめ内外に発信します。
●調査研究事業 （近世の奈良、イラン高原以東・中央アジアと奈良との交流など）
●情報発信事業 （フォーラム開催、情報誌「EURO-NARASIA Q」の発行など）
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Policy

奈良県立大学のポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者選抜の方針）

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）

本学は、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）に掲げる人材を育成するために、
以下のような能力・資質を有する学生を求めます。

本学では、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）に掲げた人材を育成するにあたって、
個々の学生が主体的に学修に取り組むことを重視します。
そのため、「少人数対話型教育」を核とした本学独自の「学習コモンズ制」を設定し、
すべての学年において、少人数ゼミと講義及びフィールドワークを有機的に結びつけて教育します。

1

本学の教育内容に魅力を感じ、学問に真摯に向
きあう姿勢と意志

2

社会への強い関心をもち、常識の枠にとらわれ
ず、新たな探究へと向かう好奇心

3

教員の指示を待って動くのではなく、主体的に学
び行動するチャレンジ精神

4

教員や学生同士で積極的に議論ができるコミュニ
ケーションの基礎的な能力

5

高等学校までの教育課程で修得した知識や技能
をもとに、論理的に思考し表現する力

6

地域での活動に積極的に参加する意欲

入学者を選抜するため、本学では次の３種類の入学試験を実施します。

学校推薦型選抜

社会人選抜

一般選抜

● 調査書・推薦書により、高等学
校教育課程において修得した知識
や技能を測る。

● 高等学校卒業証明書等により、高
等学校教育課程修了相当の知識
や技能を有することを確認する。

● 志願 理由書・面接試験により、
本学の教育内容に魅力を感じてい
るか、主体的に学ぶ意志をもって
いるか、コミュニケーション能力
の基礎を身につけているか、地域
での活動に意欲をもっているかを
測る。

● 志願 理由書・面接試験により、
本学の教育内容に魅力を感じてい
るか、主体的に学ぶ意志をもって
いるか、社会人としてコミュニケー
ション能力を身につけているか、
地域での活動に意欲をもっている
かを測る。

● 小論文試験により、社会への関
心、常識にとらわれずに探究する
力、思考力・表現力を測る。

● 小論文試験により、社会への関
心、常識にとらわれずに探究する
力、思考力・表現力を測る。

● 大学入学共通テスト（外国語・国
語・その他 1 科目）により、高等
学校教育課程において修得した知
識や技能を測る。
● 小論文試験により、社会への関
心、常識にとらわれずに探究する
力、学びへの意 欲、思考力・表
現力を測る。

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

初年次教育
初年次教育では、大学における主体的な学修のための知的
基礎を涵養します。大学での学び方が高校までとは異なる
ことを理解させ、大学での学びの方法を習得させます。リ
ベラルアーツ科目において諸学の基礎を提供し、基礎ゼミ
において自主的に学ぶことの重要性を体感させ、４年間の
学びの全体像をイメージした「学びの設計書」を作成しても
らいます。

1

多様な価値観が共存する社会状況や
その背景を理解する力

2

自ら目標を設定し、その実現のために、
自ら考え行動する力

3

自ら課題を発見し、集めたデータを論理的に分
析・考察することで、解決策を立案し実行する力

4

他者の意見や思いに耳を傾け、正確に理解し尊
重したうえで、自分の見解を建設的に提示し、理
解を求めるコミュニケーションの力

5
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課題解決のために他者と協働できる協調性、及び
人材を結集し協働を促すことができるリーダー
シップの力
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6

既成の考え方にとらわれず、新たな価値をつくり
出す創造力、及びその価値の実現へと邁進でき
るチャレンジの力

少人数のクラス編成を行い、また「英語アドバンスト」科目
など、専門性の高い科目も設定します。交換留学や長期休
暇を利用した海外語学研修などを通して、より高い語学能
力の育成を図ります。

コモンズゼミ

フィールドワーク

２～４年次のコモンズゼミでは、学生が教員の指導、助言
を受けながら、自ら設定した特定テーマに関する調査、分
析、報告、討論を個人ないしグループ単位で行います。能
動的な学びの機会を提供し、理論と実践の両面から課題に
取り組ませるなど、多面的な学びを促します。

フィールドワークでは、学生が国内外を問わず地域の人びと
と積極的に関わり、自ら課題を発見し、計画を立案し、独
自調査を通じて、課題の解決に取り組むよう指導します。
フィールドワークは必修科目として行われるほか、各学年の
ゼミにおいて適宜実施されます。

コモンズ講義科目

卒業研究

各コモンズの対象領域を系統的に学ぶために、学年進行に
即して、基礎から専門にいたる講義科目を編成し、ゼミや
フィールドワークと連動した有機的な学びを提供します。

上記の学びのプロセスを経て、最終年次に学生は、多様な
学問分野で学んだ幅広い知見と視点を統合し、主体的に卒
業研究に取り組みます。

沿革
1953年 ４月 奈良県立短期大学商経科

本学は、「奈良の再発見を通して日本と世界に貢献する」ことを建学の精神に掲げ、
日本の歴史文化の原点である奈良の地で、
歴史という時間軸と地域という空間軸の両面から現代社会の諸問題を探究し、
グローバルかつローカルな視点をもって、国際社会及び地域社会で活躍できる人材を育成します。
そのために、以下のような能力を備えた人材の養成を目標とします。

語学教育

開学（２年制）

1990年 ４月 奈良県立商科大学商学部商学科

開学（４年制）

2001年 ４月 奈良県立大学 開学
地域創造学部、地域経済学科・観光経営学科を設置
2007年 ４月 地域総合学科および観光学科に名称変更
「コモンズ制」教育システム導入
2014年 ４月 地域創造学科を設置、
2015年 ４月 公立大学法人に移行
５月 地域交流棟完成
2020年 ８月 コモンズ棟完成
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Entrance Exams and Tuition

Student Support

入学試験・授業料

学生支援

概要

新型コロナウイルス対応

2022 年度入学生の入学試験の概要は次のとおりです。
2022 年度入学試験より、インターネット出願となります。
募集要項は、本学ホームページ（https://www.narapu.ac.jp/）に掲載します。

地域創造学部地域創造学科

本学独自の「対面＋遠隔」授業 ～ コロナ禍を越えて

募集要項は
こちらからアクセス

入学定員150 名

1. 一般選抜（定員合計 115 名）

2. 学校推薦型選抜（定員 30 名）
試験会場：本学

●国公立前期日程（定員65 名）
試験会場：本学

学力試験（小論文〈英語読解力を含む〉
）と面接試験の成績

大学入学共通テスト（外国語・国語・その他１科目）と本学が実施する学

を総合して選考します。大学入学共通テストは課しません。

力試験（小論文〈英語読解力を含む〉
）の成績、調査書の内容を総合して

3. 社会人選抜（定員 5 名）

選考します。
配点は、
大学入学共通テスト600点、
本学個別試験300点です。

●公立大学中期日程（定員 50 名）
試験会場：本学

試験会場：本学
人が対象です。学力試験（小論文）および面接試験の成績

力試験（小論文〈英語読解力を含む〉
）の成績、調査書の内容を総合して

を総合して選考します。
大学入学共通テストは課しません。

選考します。
配点は、
大学入学共通テスト600点、
本学個別試験900点です。

都道府県別在籍者数
（2021年 4 月現在）総計：638人
本学には全国各地から学生が集
まっています。
鳥取県 2
島根県 2
岡山県 4
広島県 8
徳島県 8
香川県 5
愛媛県 12
高知県 2

富山県 5
石川県 6
福井県 6
滋賀県 11
京都府 113
大阪府 222
兵庫県 64
奈良県 75
和歌山県 18

北海道 3
宮城県 2
福島県 1

志願者
642

一般（中期）
受験者
合格者
355
127

推薦
受験者
114

志願者
115

合格者
30

志願者
1

社会人
受験者
0

合格者
0

入学料・授業料
入学料等
入学料
県内生
176,000

金額

県外生
352,000

諸会費
86,500

奨学金等

授業料

金額

第１期
（４月～ 9 月）
267,900

授業料
第２期
（10 月～３月）
267,900

日本学生支援機構の奨学金
合計
535,800

授業料等減免制度

福岡県 2
長崎県 2
熊本県 1
沖縄県 1
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長野県 2
岐阜県 8
静岡県 8
愛知県 22
三重県 12
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栃木県 1
群馬県 1
埼玉県 2
千葉県 1
東京都 2
神奈川県 2
茨城県 2

学業奨励金
「優秀学生」は、1年生は入試（推薦・前期・中期）成績の上位者から各1 名、2 ～ 4 年生は在学中の学業成績の上位者から各
3 名を選考・決定します。
「優秀学生」には、学長からの表彰及び副賞の「学業奨励金」
（20 ～ 10万円）を支給します。

2021 年度の入試結果
一般（前期）
受験者
合格者
204
84

「遠隔」での受講がスムーズになるよう、希望者に対
してノートパソコンの貸し出しなどを行っています。
就職活動支援やメンタルカウンセリングなどについて
も、オンラインでの講座の開催やオンライン会議シ
ステムを用いた個別相談などを行い、新型コロナウ
イルスによって学生の皆さんへのサポートが滞らない
ような体制作りをしています。課外活動は一律に禁
止するのではなく、各学生団体からの「届出制」に
よって、大学と学生の皆さんがともに感染防止対策
を考えながら、活動の機会を確保できるよう努めて
います。

25 歳以上で社会人経験（家事従事者を含む）が５年以上の

大学入学共通テスト（外国語・国語・その他１科目）と本学が実施する学

志願者
227

新型コロナウイルス感染防止のため、本学でも「遠隔授業」を実施
してきました。その際のポリシーは、大学側が一律に「対面」か「遠
隔」かを決めるのではなく、小規模大学の強みを活かして、一人ひ
とりの学生が「対面」か「遠隔」かを選択するという点にあります。
住んでいる地域がどこであるか、高齢者と同居しているかどうかな
ど、学生によって通学することのリスクは大きく異なっているからで
す。したがって、多くの授業で「対面クラス」と「遠隔クラス」を設
け、できるだけ学生の希望が叶うよう工夫してきました。一つ一つ
のゼミや授業において、「対面」と「遠隔」を並立させる本学の取り
組みは、コロナ後においても、授業の多様な実施形態として活か
されるはずです。

学生サポート

国の高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免制度です。学業が優秀
で、かつ、経済的に困窮していると認められる学生に対して、入学料及び授
業料を減免します。減免の種類は、1/3免除、2/3免除、全額免除の３種類です。

授業料の延納・分納
事情により納付期限までに授業料の納付が困難な学生については、延納や分納を
申し出ることにより授業料の納付期限の延長や分割納付をすることができます。

●給付奨学金（授業料減免と一体となった修学支援制度）
学業成績や家計等について、一定の基準を満たす学生に対し、世帯の所得
金額及び通学形態により定められた金額が毎月支給されます。
●貸与奨学金
下記の学生を対象に、申込時に選択した金額が毎月貸与されます。
第１種（無利子）
特に優れた学生等であって経済的に修学が著しく難しいと認められる学生
第２種（有利子）
優れた学生等であって経済的に修学が著しく難しいと認められる学生
詳しくは、日本学生支援機構のホームページを参照してください。
（https://www.jasso.go.jp/）

国の教育ローン
大学入学時・在学中にかかる諸費用を対
象に、保護者に融資する公的な制度で
す。
詳しくは日本政策金融公庫の教育ローン
のホームページを参照してください。
（https://www.jfc.go.jp/）

※本学では、この他にも
各種奨学金の案内をしています。
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