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　生活環境学部の教育課程は衣食住の生

活基礎を幅広く学べ、心身ともに健康で文化

的な生活を構想するための高度な専門教育

が学べるよう設計されています。大きな特徴と

しては学科・コースの専門性に関連した有益

な資格を卒業時に取得できることが挙げられ

ます。栄養士・管理栄養士、建築士、公認心

理師、社会福祉主事といった資格（受験資

格・任用資格も含む）を卒業要件を満たす過

程であわせて修めることができるカリキュラム

が提供されています。それ以外にも語学の検

定試験取得を通じた単位認定制度もあります

し、家庭・保健体育・情報の教員免許課程も

設けています。卒業生の多くはそうした資格も

活用しながら様々な分野で専門職として活躍

しています。

　奈良女子大学は多くの世界遺産を有し、自

然環境にも恵まれた奈良の中心地に所在し

ています。大阪や京都といった都市部への鉄

道アクセスも良く、充実した大学生活を送るの

に最適な立地です。奈良女子大学生活環境

学部は家政系・生活科学系の学部として長い

歴史と伝統を有する日本のフロントランナーで

す。落ち着いた環境の中で最先端の学びを

深めることで、豊かな人間性と深い専門知識

を身に付けて頂けるものと強く確信していま

す。

　生活環境学部は生活の根幹である衣・

食・住や家族の環境など様々な生活環境を

教育研究の対象とし、高度な専門教育を通

じて社会をリードできる女性人材を数多く輩

出してきました。生活者の視点を身に付けた

先輩方は企業や自治体・行政機関といった

職場は勿論のこと、地域での活動や文化・芸

術活動などでも全国各地で活躍しています。

　令和４年４月に生活環境学部に新しい学

科が発足します。「文化情報学科」です。文化

情報学科はSDGsとSociety5.0という高校

生の皆さんにもお馴染みの目標をキーワード

に、複雑化・高度化・国際化した現代社会の

生活課題に情報通信技術がいかに貢献でき

るか、また情報通信技術の進展に伴う社会的

問題を生活の観点からいかに捉えるか、という

SDGs・Society5.0を基盤とした目指すべ

き新しい社会のあり方を発想する能力を有

する女性人材の育成を目指します。SDGs・

Society5.0の実現のためには既設の食物栄

養学科、心身健康学科、住環境学科の知

見も非常に重要であることは言うまでもあり 

ません。分野横断的な教育研究がSDGsと

Society5.0の達成には必要不可欠です。

　文化情報学科を加えた新しい生活環境学

部が新しい社会・文化を創造し、人々の生活

環境をより良く改善する未来に期待を抱いて

います。

生活環境学部の最新情報はHPをcheck！
学部・学科・コースや研究内容を詳しく紹介します。奈良女子大学の臨場感に触れよう。

生活環境学部をもっと知りたいアナタはOPEN CAMPUSへGO！検索
http://www.nara-wu.ac.jp/life/2017
奈良女子大学　生活環境学部

4つの視点から「私たちの生活」にアプローチ

現代社会のニーズに対応する生活環境学部

卒業後の進路も見据えたバランスの良い教育課程

Message

生活環境学部は家政学・生活科学の
伝統を保ちつつ、公共や情報社会といった
現代社会のニーズにも裾野を広げます。
生活環境学部での学びを通して、
新しい生活環境を自ら創り上げる力を
身に付けましょう。

生活環境学部長　中山 徹

生活環境学部
Faculty of Human Life and Environment

食物栄養学科　心身健康学科　住環境学科　文化情報学科

　生活環境学部は、私たちの生活と切っても切
り離せない身近な学問分野について、多彩な学
科でより深く学ぶことのできる学部です。奈良と
いう地は、緑豊かな自然・古都の落ち着いた雰
囲気・日本を代表する観光地としての活気など
が程良く調和し、日常生活を楽しみながら生活の
学問を学ぶことのできる最適な環境です。
　私がこの学部で学ぶ中で感じた魅力を2つご
紹介します。１つ目は様々な価値観があることを
考えるきっかけが得られることです。本学部での
学びの目的の１つに自分自身の生活に加え、社
会の生活、多くの人の生活をよりよくすることが

挙げられます。多種多様な人 が々多種多様な生
活を送っている現代では自分と違う価値観を
持った人もたくさんいます。他人の生活をよりよく
するということは自分の価値観を大切にしなが
ら、他の価値観も受け入れ、考えることだと思い
ます。生活という全ての人に関連する分野を扱う
本学部だからこそ価値観や考え方を広げること
ができると思います。
　2つ目は可能性が無限にある分野であること
です。身近なものを扱う分野でありながら、それを
学問として考えたとき、わかっていないことはまだ
たくさんあるはずです。また、時代のニーズに合わ

せて新しい発見、技術開発が次々に起こる分野
でもあります。私が今学んでいる食物関連の分
野では、機能性食品の開発、現代社会に合わ
せた食生活の改善提案、食環境の世界的変化
に対応した食品衛生の新しい視点の提示、な
ど、よりよい生活の追求に終わりはありません。
生活の中でのほんの少しの気づきが新しい発
見につながる可能性が十分にある分野なので
す。
　自分の興味のある分野を追求して、自分自身
の生活を、さらには他の人の生活をよりよくする
力を身に付けませんか。

可能性が無限にある分野での学び

生活環境学
部の

ココが
スゴい！

SDGｓ ＆ Society 5.0　私たちが生きる社会の豊かさと持続可能性を「生活文化」と「情報通信技術」で追求します。

暮らしを成り立たせている衣食住と、人間らしい生活を可能にしている文化や社会を知的に探究します。人の生活を縦横に広げて歴史を遡り、また
地球規模で比較すると、現在の私たちの生活がこれまでとは違った輝きを見せるかもしれません。生活をまるごと知的に探究するのが生活文化学
コースです。

生活文化学コース

人々の生活をサポートするICTを対象としたライフコンピューティングという切り口から、機械学習、深層学習、バーチャルリアリティ、AIなどの応用技
術、コンピュータシステムの開発、プログラミング、計算理論などの基礎技術に関する教育・研究を行います。カリキュラムは経済産業省の情報処理
技術者試験（基本・応用）に準拠し、受験を積極的に支援しています。

生活情報通信科学コース

中学校教諭一種免許状（家庭）　高等学校教諭一種免許状（家庭）　学校図書館司書教諭　学芸員　社会福祉主事（任用資格）取得できる資格

高等学校教諭一種免許状（情報）　学校図書館司書教諭　学芸員　社会福祉主事（任用資格）取得できる資格

文化情報学科

快適、安全で魅力的な住環境、これらをどのように計画、設計、管理していくかを教育研究するのが住環境学科です。住まいのインテリアと建築に
はじまり、地域のコミュニティ施設や都市計画、さらにはランドスケープへと、その対象はひろがっています。

中学校教諭一種免許状（家庭）　高等学校教諭一種免許状（家庭）　学校図書館司書教諭　２級建築士（受験資格）
１級建築士（受験資格、免許登録には実務経験2年必要）　インテリアプランナー（試験に合格し実務経験２年後の登録資格）
木造建築士（受験資格）　学芸員　社会福祉主事（任用資格）

取得できる資格

住環境学科

心身の健康について、社会生活を含めた生活環境、運動習慣を含む生活習慣との関連から総合的に教育・研究を行います。健康に関する幅広く統合
的な知識を身につけた後、生活健康学コース、スポーツ健康科学コース、臨床心理学コースの３つのコースに分かれて、専門性を高めます。

健康と生活環境・生活習慣（衣食住、運動、ストレス、休養・
睡眠）との関連について、生理学、健康医学、人間工学、
神経科学、生化学などの主に自然科学的手法を用いて、
理論と実践の両面から研究・教育を行っています。

中学校・高等学校教諭一種免許状（家庭）
学校図書館司書教諭　学芸員
社会福祉主事（任用資格）

生活健康学コース

取得できる資格

体育・スポーツ、こころやからだをとりまく諸課題につい
て講義や実験・実習、地域貢献事業への参与を通し
て、スポーツ科学・体育学の視点から理論だけでなく実
践力を養う研究・教育を行っています。

スポーツ健康科学コース

中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）
学校図書館司書教諭　学芸員
社会福祉主事（任用資格）

取得できる資格

こころの問題にはどのようなものがあるか、それらはなぜ
起こるのか、そしてそれら問題を改善していくためにはど
のようにすればよいのかといったことについて、心理学
の立場から実践的な研究・教育を行っています。

臨床心理学コース

公認心理師（受験資格対応）
学芸員
社会福祉主事（任用資格）

取得できる資格

心身健康学科

栄養士　管理栄養士（受験資格）　栄養教諭一種免許状　中学校教諭一種免許状（家庭）　高等学校教諭一種免許状（家庭）
学校図書館司書教諭　学芸員　食品衛生管理者（任用資格）　食品衛生監視員（任用資格）　社会福祉主事（任用資格）

取得できる資格

食物栄養学科では、食物と人間との関係をライフサイエンスをベースにして「分子レベルから生体まで」の広い範囲で、解き明かそうとしています。食
物や栄養についての基礎学問とともに、人間栄養学に対する実践的な研究教育を推進し、食物・栄養学分野の高度専門家 －食と栄養のプロ
フェッショナル－ の育成をめざしています。

食物栄養学科

21



卒業者
32名

　食物栄養学科は、ライフサイエンスを
ベースにして、医学や農学、工学分野と
連携した、学際性の高い最先端のアカ
デミックな研究と教育を展開しています。
　授業科目として、生化学、有機化学な
どの基礎科目から、食品化学、食品分析
学、食安全学、食品衛生学、調理科学、
微生物学、解剖生理学、病理学、栄養
生化学、応用栄養学、栄養教育論、臨
床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理
学などの講義と実験・実習が用意されて
います。
　１年次では基礎となる科目をしっかり学
習し、２年次と３年次では専門的な講義
と実験・実習が展開されます。特に３年次

には、臨地実習として臨床栄養学、公衆
栄養学、給食経営管理学の実習を、約
１ヶ月間学外の施設で行います。最終学
年では、各研究室に配属し、食物栄養学
の最先端の問題からテーマを選び、卒業
研究を行います。研究室では、教員１人
あたり数人という少人数教育がなされ、
各教員のきめ細かな指導のもとで、各自
の研究テーマに従って実験・研究を行
い、卒業研究を仕上げ、卒論発表会さら
には、関連の学会で発表します。研究室
のゼミでは教員や大学院生との活発な
討論が展開され、人間的なふれあいのな
かで、食物と栄養に関する高度で、最先
端の専門知識が深められています。

　食物栄養学科では基礎科学に重点を置きながら、生活の視点から食物を

科学的に研究・教育するという本学の伝統や実績を生かし、人間栄養学的な

研究教育をさらに充実させるという目標を掲げます。

　本学科では、食物の栄養性、機能性、安全性、嗜好性についてライフサイ

エンスをベースとした高度な研究・教育を行うと同時に、公衆栄養学、臨床栄

養学、栄養教育、給食管理などの分野を充実させ、食物や栄養についての

科学的概念と同時に実践的知識を身につけた食物・栄養分野における日本

のリーダーとなる専門家の育成をめざします。

　卒業生は、多くは大学院に進学して、研究者をめ

ざすほか、食品関連企業の製品開発や基礎研究

の部門、教育職などに就職して、幅広い分野で活

躍しています。管理栄養士（専門職）として活躍す

る事も期待されています。

給食経営管理学実習

季節弁当

卒業研究

　所定の単位を修得すると、栄養士免許と管理栄養士受験資格が取得で

きます。また、家庭科および栄養教諭の教員免許、食品衛生監視員・食品衛

生管理者、社会福祉主事の任用資格も取得できます。

本学科には管理栄養士養成課程を設置しています
（平成１７年度開設）。

生活環境学部

食物栄養学科
Department of Food Science and Nutrition

学　科　紹　介

忙しくも楽しく、
充実した学生生活

　私は食べるのが好きなことと、管理栄
養士の受験資格が取得できることから、
奈良女子大学食物栄養学科を選びまし
た。大学に入ってみると似たようなきっか
けでこの学科を選んだ友人も多く、同じ
ことに興味のある仲間と、互いを高め合
いながら楽しく学ぶことができました。
　食物栄養学科では、3年間の授業や
実習を通して、食に関する幅広い知識
やスキルを得た上で、その中で特に興味
のある分野について卒業研究を行いま

す。授業や実習が多く大変ではあります
が、食について様 な々角度から学びを深
めることで、自分のやりたいことがきっと
見えてくると思います。私は現在大学院
に進学し、生活習慣病予防が期待でき
る食品成分について、研究しています。
自分の好きなことについて勉強できる時
間はとても楽しく、この学科を選んで本
当に良かったと思っています。
　皆さんも奈良女子大学食物栄養学
科で充実した学生生活を送りませんか？

voice

－食と栄養のプロフェッショナル－

食物栄養学科　教員一覧

井上　裕康 教授 生活習慣病予防を目指した食品成分の作用機構解明、味覚に関する分子生物学的研究

小倉　裕範 教授 食物による生体防御機構の研究

菊﨑　泰枝 教授 食品に含まれる低分子成分の化学構造と機能に関する研究

髙地　リベカ 教授 ヒトの食生活と生活習慣病の関連と予防法に関する研究

高村　仁知 教授 食品の健康維持機能および嗜好性と調理加工による変化

外山　健二 特任教授 臨床栄養、食生活、食習慣に関する研究

早渕　仁美 特任教授 和食文化の継承と生活習慣病予防に関する研究

松田　覚 教授 生活習慣病に関わる細胞の情報伝達系の解析

前田　純夫 准教授 細菌の新たな遺伝子水平伝播機構の解明 

中田　理恵子 准教授 葉酸代謝の調節機構とビタミンの生理機能

淺井　智子 助教 機能性成分の加熱調理による変化とヒト血中移行

辻　愛 助教 卵子の質と栄養素の関係性を解明する研究

丸谷　幸子 助教 生活習慣病を予防する食生活および食行動に関する研究

萬成　誉世 助教 食品の嗜好性と機能性に関する研究

－栄養の専門家として－

　私は現在、病院で管理栄養士として働いています。患者様の栄養管理や特別食の献立作成が主な業

務です。食物栄養学科では授業だけでなく、実験や学内・学外実習を通じて、多面的に栄養学を学ぶこと

ができます。大学院では、研究室でも講義においても、少人数指導で一人一人にきめ細やかな指導が受

けられます。プレゼンテーションを行う機会も多く、専門的な知識を深めることが出来ました。今は大学で得

た知識と自ら学ぶ力を活かして、栄養の面から治療のサポートが出来るように日々努力しています。

　奈良女子大学でお世話になった先生方や、学外実習でご指導頂いた管理栄養士の先輩方が、私の目

標となっています。少しでも近づけるよう、栄養の専門家として勉強を続けていきたいと考えています。

進学（大学院）

奈良女子大学大学院、お茶の水女子大学大学院、京都大学大学院
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度があります。

就職（官公庁）

名古屋市、福井県、山形市、名古屋市教育委員会、福岡県教育委員会

就職（企業等）

（医）愛生館小林記念病院、アスザックフーズ（株）、（医）石川記念会HITO病院、いなば

食品（株）、エバグリーン廣甚（株）、（株）オイシス、カゴメ（株）、（株）キャメル珈琲、（福）京

都社会事業財団京都桂病院、国分西日本（株）、（福）湖成会、（株）ＪＲ西日本ＩＴソリュー

ションズ、全国農業組合連合会、（株）竹屋、（株）田中食品興業所、（株）テクノア、ポッカ

サッポロフード&ビバレッジ（株）、山崎製パン（株）、ヤマモリ（株）

卒業論文の一例

■ 進学（大学院）　　■ 就職（官公庁） 　

■ 就職（企業等）
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2020年3月　博士前期課程食物栄養学専攻修了
医療法人鴻池会 秋津鴻池病院  勤務

22％

19％59％

● ピセイドによる抗動脈硬化作用の検討
● ホモシステインの上昇が血管に及ぼす影響
● グルテンフリー100％米粉パン生地の物性と構造に対するアミロース含量と加水温度の影響
● 奈良県育成イチゴ品種の機能性成分と嗜好性成分の解析

主な進学・就職先卒業後の進路状況

食物栄養学科
@nwufood
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生活環境学部

心身健康学科
Department of Health Sciences

学　科　紹　介

生活・スポーツ・心理の3分野から
こころとからだの健康を考える

　近年、健康増進に対する需要は高まっています。
心身健康学科ではそのような社会に貢献できるような
幅広い知識と健康増進の実践力を身に付けることが
できます。健康を複数の視点から捉え、健康と生活・ス
ポーツ・心理の3分野を軸にこころとからだの健康につ
いて考えます。
　心身健康学科の特徴は3回生からコースに分かれ
ることです。1.2回生のうちは幅広く学べるため様 な々
分野に興味を持つことができ、さらに総合的に考える
力も身につきます。わたし自身高校生の時にはやりた
いことが漠然としていましたが、健康という分野におい
て複数の視点から考えることで本当に興味のあること
を見つけることができました。

　学科の同級生は自ら学ぼうとする意識の強い人が
多いです。また文理混合であるため得意分野や興味
を持つ分野も様 で々あり、お互いの強みを共有しつつ
高め合うことができる居心地の良い環境です。
  私は講義を受ける中で摂食行動について興味を持
ち、生活健康学コースに進みました。現在は「女性ホ
ルモンと摂食作用の関係」に特化している研究室に
所属しています。研究室は10人程度と少人数制なの
で教授や先輩方ともコミュニケーションが取りやすく、
研究しやすい環境が整っています。まだ先輩方のお
手伝いをして知識を深めている段階ですが、実際に実
験に参加する中で座学だけではわからなかったことも
沢山学ぶことができ、充実した毎日を送っています。

voice

生活健康学コース
生活環境や生活習慣の視点から健康科学を学ぶ

心身健康学科 生活健康学コース　教員一覧

鷹股　亮 教授 女性ホルモンが生理機能（特に摂食調節）に及ぼす影響とそのメカニズムの解明

横山　ちひろ 教授 社会性と個性の神経科学

久保　博子 教授 温熱環境、睡眠環境に関する研究／住居空間の快適性に関する研究

芝﨑　学 教授 暑熱・寒冷環境における生体機能調節

原田　雅史 准教授 機能性ナノ粒子の合成と構造／界面活性剤の溶液物性と構造

吉本　光佐 准教授 交感神経が高血圧発症に果たす役割

　私は現在旭化成グループ内、製薬部門に関わる旭化成

ファーマという会社でMRとして勤めています。MRとはMedical Representative

の略で、主に医師に対して自社薬剤の活用を多方面から提案する仕事です。医師

という専門性の高い仕事をしている方々に対して提案を行うのは大変ですが、薬剤

の適応疾患に関する知識を自分のものにし、それが医師の信頼に繋がっているの

は、大学時代に学んだ生理学を始めとする人体の基礎知識のおかげです。

　また学部時代から学会発表にも携わらせていただいたり、論文を読む機会をいた

だいたりしたことも私の糧となっております。

　私の提案が患者様を救う役に立つよう、更に知識を付け、医師との信頼関係を

深めていけるように日々精進していきます。

進学（大学院）

奈良女子大学大学院、法政大学大学院
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度があります。

就職（官公庁）

奈良市、三重県教育委員会、千葉県教育委員会

就職（企業等）

西部ガス（株）、全国健康保険協会、東京海上日動火災保険（株）、（株）ニシ・スポーツ

主な進学・就職先卒業後の進路状況

■ 進学（大学院）　　■ 就職（官公庁） 　

■ 就職（企業等）　　■ その他
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旭化成ファーマ（株）

卒業論文の一例 ● エストロゲンとセロトニン神経系が摂食調節に及ぼす影響
● 高脂肪食摂取とエストロゲン補充が摂食行動に及ぼす影響
● バゾプレシンニューロンの選択的刺激が循環動態および行動に及ぼす影響
● カフェイン含有飲料が温熱脱水後の体液バランスに及ぼす影響について

　心身健康学科では、こころと身体の健康に関す
る内容を幅広く学習するために、まず、基礎科目群
において健康について統合的な知識を学習できる
カリキュラムを準備しています。ここでそれぞれの
コースでのより専門的な教育・研究内容がどのよう
なものであるかを学び、コース分けされる２年次後期
修了時までに、自身の適性を判断することができる
ようにします。その後は、各コースでより専門的な学
習をします。
　講義だけでなく演習、実習も幅広く履修できるよ
うに配置して、学習の理解を高める工夫がされてい
ます。具体的な流れは以下のようになります。
　１・２年次において、本学科の方向性を学び、学
科内の３つのコースに関連する基礎的専門科目を
幅広く履修することによって、３年次以降にさらに専

門的にこころと身体の健康を学習するための基礎
力を身につけます。ここで、自分の適性を判断して
コース選択を行います。
　３年次以降は、基礎的な専門科目と高度な内容
を含む発展的科目を履修します。講義だけではなく
専門的な演習や実習を履修することにより、講義で
は得られない応用力、実践力を身につけられるような
工夫がされています。
　４年次には、卒業研究を通じて自ら課題に取り組
み、問題解決における実践力、応用力を養います。
　１・２年次においては多彩な選択必修科目によっ
て、自主性・自立性を育て、４年次には複数教員によ
る個別指導も含め、少人数教育できめ細やかな指
導によってコースを卒業する学生が社会で活躍でき
るよう指導が行われます。

　生活健康学コースでは、生活環境や生活習慣が心身の健康に及ぼす影響

について、衣食住に加えて運動、休養（睡眠）、ストレスなどとの関連から学びま

す。これらを学ぶことは、健康的な生活を送るための生活環境や生活習慣（ライ

フスタイル）を創造する実践力の養成につながります。科学的根拠に基づいて

健康の維持増進に役立つ実践のできる人材の育成をめざしています。

　卒業後の進路は、衣食住と健康に関連する企業、健康増進に関連する機

関、公務員、教職など幅広い分野での可能性が開かれています。大学院に進

学し、さらに研究を深めた後、健康に関連した研究や製品開発の分野で活躍す

る道もあります。

　本コースでは、中学校、高等学校教員免許状（家庭）が取得可能です。また、

所定の単位を修得すると、社会福祉主事の任用資格を得ることができます。

スポーツ健康科学コース
人間の知性と行動を支えるスポーツ科学を目指して

　スポーツ健康科学コースでは、スポーツや身体教育の現代的課題につい

て考えるとともに、スポーツ行動における心身相関のモデルや動きの生理学

的機序の側面から、個人と社会の生活を支えるこころとからだの調和につい

て学びます。スポーツ種目の実習では、人間の身体的コミュニケーションと自

らの能力を向上させる工夫や試行錯誤の過程を重視しつつ、身体感覚を養

います。これらの学びや実践を通して、教育現場や地域など多様な領域で貢

献できる人材を育てます。

　卒業後の進路は、中・高保健体育科教員、スポーツメーカー、出版社・マス

コミ、コンピューター関連など、幅広い職種の企業へ就職しています。また、大

学院に進学して高度な知識と技能を身に付け、大学や企業での研究職へ進

む道も開かれています。

　本コースでは、中学校、高等学校教員免許状（保健体育）が取得可能で

す。また、所定の単位を取得すると、社会福祉主事の任用資格を得ることが

できます。

臨床心理学コース
こころの問題を明らかにするとともに、
こころの問題への対処法について学ぶ

　臨床心理学コースでは、心理学の立場から、科学的に、うつ、不安、不登

校、発達障害、非行などのさまざまなこころの発達の問題を捉える方法を学ぶ

とともに、どのようにすればそれら問題を抱えている人たちの回復を援助できる

のかという実践的な知識を身につけます。将来、臨床心理学の専門家とし

て、あるいは人との関わりが重要となる仕事で活躍できる人材を育てます。

　卒業後の進路は、臨床心理学関連の専門職公務員（家庭裁判所調査

官、保護観察官、法務技官、心理判定員など）や学校教員、企業の人事・

マーケティング担当をはじめ、人のこころに関連するあらゆる職種への道が期

待できます。また、大学院に進学して、臨床心理士等の受験資格を取得した

り、研究者となる進路もあります。

　なお、公認心理師の受験資格対応もしています。

卒業者
15名

40％

20％

27％

13％
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卒業者
18名

伊藤　美奈子 教授 学校臨床、子どもや保護者・教員への支援

岡本　英生 教授 犯罪の原因、犯罪者処遇、心理アセスメント

栗本　美百合 特任教授 教育臨床、芸術療法

黒川　嘉子 准教授 遊戯療法、乳幼児心理臨床、心理臨床における「遊ぶこと」

梅垣　佑介 講師 行動療法に基づく心理援助・自助プログラム、援助要請

加藤　奈奈子 助教 箱庭療法、イメージを介した心理臨床実践

時岡　良太 助教 学生相談臨床、心理臨床における「自分」

進学（大学院）

奈良女子大学大学院、東京大学大学院、京都大学
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度があります。

就職（官公庁）

大阪市、香川県、鹿児島県、神戸市（兵庫県）、周南市（山口県）、

奈良女子大学附属小学校

就職（企業等）

（株）アクティオ、アソート（株）、（株）システム技研

主な進学・就職先卒業後の進路状況

■ 進学（大学院・他）　　■ 就職（官公庁） 　

■ 就職（企業等）　　 　■ その他
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井上　洋一 教授 スポーツと法的諸問題

成瀬　九美 教授 ダンス／ムーブメント表現運動と身体的コミュニケーション

藤原　素子 教授 スポーツ動作のスキル獲得過程における筋活動および動作の分析

星野　聡子 教授 スポーツ精神生理学／身体活動における心身相関研究

石坂　友司 准教授 スポーツ・メガイベントと地域変容に関する社会学的研究

※2022年度よりスポーツ心理学担当教員（助教）が就任予定

　私は現在、アサヒシューズというシューズメーカーの

営業職に就いています。主に年配の方向けの、健康を支える機能を備えた靴

を、靴小売店や通販会社などに提案・販売しています。大学では、自分の専攻

にとどまらず、健康について多面的に学ぶことができました。また、スポーツバイ

オメカニクスを学んで得た、運動時の身体（関節・筋肉）に関する知識、地域貢

献事業や多くの実習で培ったコミュニケーション能力が、商品の機能性を説明

する際に役立っています。 

　長年の夢であったシューズメーカーに就職することができ、在学中から取得を

めざしていた健康運動指導士の資格も働きながら取得しました。今後はより説

得力のあるセールスとして、第一線で頑張りたいと思います。 

進学（大学院）

奈良女子大学大学院、大阪大学大学院
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度があります。

就職（官公庁）

国税庁名古屋国税局、鳥取県

就職（企業等）

エームサービス（株）、（株）オロ、関電プラント（株）、綜合キャリアグループ、日本システムラ

ンド（株）、（株）ベネッセスタイルケア、北陸コカ・コーラボトリング（株）、（一社）リトルパイン

総合型地域スポーツクラブ

主な進学・就職先卒業後の進路状況

■ 進学（大学院）　　■ 就職（官公庁） 　

■ 就職（企業等）
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アサヒシューズ（株）

　私は、大学院修了までの6年間を奈良女で過ごしました。修了後は東京都特別区の

心理職として就職し、現在は児童心理司として児童相談所に勤務しています。

　臨床心理学コースでは、座学だけでなく様々な実習を通して心理について学ぶことが

できます。実際の心理検査に触れ、授業やゼミで自身の考えを深める時間はとても有意

義でした。

　古都らしく落ち着いた雰囲気の中で、仲間と切磋琢磨できる環境が奈良女にはありま

す。奈良女での学びはとても充実しており、私の誇りです。皆様にとっても奈良女がその

ような場所になれば良いなと思います。

2018年3月　心身健康学科臨床心理学コース卒業
2020年３月　大学院人間文化研究科心身健康学専攻
 臨床心理学コース修了
東京都特別区心理職

卒業論文の一例 ● ネガティブな反すうに対する自己開示の程度と被開示者の反応との関連性
●　児童期における褒められ・叱られ経験が青年期の自己理解に与える影響
●　乳幼児期の子どもを持つ母親の自尊感情・就労形態と育児不安との関連
●　Siriの利用による心理的ストレス緩和効果について

卒業論文の一例 ● 幼児のボール投げ動作に関するキネマティクス的研究
● 人の姿勢の内的表象が空間的注意に及ぼす影響
● 剣道の対峙場面における挑戦・脅威に関する精神生理学的評価
● 子どもの運動・スポーツ機会についての考察　－貧困と格差に着目して－

心身健康学科 スポーツ健康科学コース　教員一覧 心身健康学科 臨床心理学コース　教員一覧

62％

32％

6％

45％

33％

17％

5％
卒業者
14名

14％
57％

29％
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　住生活、コミュニティ、建築意匠、光・
音・熱・空気などの物理的特性、空間構造
と材料の性質、住環境形成の歴史、制度
や仕組み、ランドスケープなど多様な側面
から学習し、研究します。専門的な講義の
他、温湿度や明るさ等の物理的環境と人
との関係、住宅材料の耐久性や構造的
強度などの実験実習や、住宅・住環境の
設計デザイン演習などがあります。各分野
の学習内容を総括する設計デザインは全
教員で教育指導にあたり、三次元建築
CADや画像処理のコンピューターシステ
ムを利用します。この他に、インターンシッ
プ、合宿研修、見学会などがあり、多角的
な授業形態によって学習していきます。

　住環境学は、安全・安心で、快適に生活することができ自然環境とも共生

できる住環境を総合的に創り上げていくことを目的とした学問体系です。研

究対象は、空間的には身近なインテリアから、近隣環境、地域コミュニティ、

ランドスケープまで広い範囲に及び、これらを生活との関係から、どのように

計画、設計、整備、管理していけば良いかを考えていきます。各人が自己の

目標に即し、幅広い知識・教養と住環境に関する基礎的能力を身につける

履修プログラムを組み、専門的知識・能力を実務に応用でき、社会の要求

に十分応えることのできる人材の養成をめざしています。 

　在学中にインテリアプランナーの受験資格、卒業後すぐに一級／二級

建築士の受験資格、インテリアプランナー登録資格（実務経験2年必要）

などが得られます。住宅産業、建築業、設計事務所、設備メーカーなどに就

職して、住宅に関する知識を深めて実地に生かす人のほか、コンサルタント

として街づくり等に携わったり、国・地方の公務員となり住宅・建設行政に携

わる人もいます。また、大学院に進学して専門性を究め、高度な技術者とし

て社会に出る人や研究職へ進む人もいます。

　本学科では、中学校、高等学校教員免許状（家庭）が取得可能です。ま

た、所定の単位を修得すると、社会福祉主事の任用資格を得ることができ

ます。 

生活環境学部

住環境学科
Department of Residential Architecture and Environmental Science

学　科　紹　介

日々学ぶことができる
恵まれた環境

　豊かな暮らしや住まいについて、生活者
の目線から考えていくのが住環境学です。
住環境学科では理科系と文科系が融合し
ており、工学的な側面から住居学的な側面
まで多角的に学ぶことができるのが特徴で
す。
　授業は講義や実習の他に、住環境学科
ならではの授業として設計演習があります。
設計演習では大学周辺の歴史的資源を活
用した課題が出されることが多く、2年次に
は猿沢池、3年次には法隆寺を敷地に建物
や空間を設計しました。設計演習はハードで
すが、試行錯誤しながら自分の発想やアイ
デアが形になっていく時には嬉しさや多くの

発見があります。
　所属する研究室では木造建築物の構造
性能について研究しており、実際にお寺や
神社へ行って振動計測や耐震性能の調査
を行うこともあります。住環境学のような実
生活に結びつく学びには、実際に自分で見
て触れて経験することが大切です。大学生
活において、歴史ある建物を身近に感じな
がら知識・経験を培っていくことのできる環
境は恵まれた環境であり、将来にも役に立
つ貴重な経験だと日々感じています。
　歴史ある奈良の街で、これからの住環境
について考えながら、充実した大学生活を
送りませんか？

voice

生活とすまい
－ヒューマンスケールから見つめる－

住環境学科　教員一覧

中山　徹 教授 少子高齢化社会のまちづくり

根本　哲夫 教授 ランドスケープデザイン

藤田　盟児 教授 和室の成立過程からみた建築様式史、古建築や町並みの保存

藤平　眞紀子 教授 木造住宅の耐久性向上、地域材の有効利用

加藤　亜矢子 准教授 建築設計・建築デザイン

室﨑　千重 准教授 家族の多様化と住まい、誰もが暮らしやすい住まい

山本　直彦 准教授 東南アジアの住まい

吉田　伸治 准教授 都市・建築空間の熱・空気環境の評価・分析に関する研究

許　　載永 講師 空間の快適性を考慮した光・音環境に関する研究

　私は現在、建築設計事務所のランドスケープ設計

部に勤務しています。大きな再開発をはじめ、小さなオフィスや保養所まで、

様々なスケールを多様な建築設計者とコラボレーションしながら、屋外の空間

をデザインしています。学部時代で、奈良をはじめとした歴史的風土を生かし

た実習や設計演習などに取り組んだことで、自らの肌で空間を感じ、設計する

楽しさに惹かれ、大学院時代ではより奥行きのある学問への追求を深めまし

た。デザインすることへの探究心を持ち続けた６年間は、今の私の原点です。

私のデザインした場が、次は誰かの特別な空間となる日を想いながら、日々楽

しく仕事をしています。

進学（大学院）

奈良女子大学大学院、九州大学大学院、東京大学大学院、千葉大学大学院
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度があります。

就職（官公庁）

三木市（兵庫県）、山口県

就職（企業等）

（株）ＮＴＴファシリティーズ、（株）カッシーナ・イクスシー、（株）弘栄工務店、（株）構造計画研

究所、（株）国際開発コンサルタンツ、清水建設（株）、大建工業（株）、トヨタホーム（株）、西

日本旅客鉄道（株）、日成ビルド工業（株）、日本アイ･ビー･エムデジタルサービス（株）、日

本コントロールシステム（株）、（株）丸尾建築、三井住友海上火災保険（株）、ヤマトプロ

テック（株）、（株）ランドフローラ、レイスグループ、ＹＫＫ ＡＰ（株）　他

卒業論文・設計の一例 ● （論文）多様化するライフスタイルと住要求に対応する賃貸住宅の有効性と可能性
● （論文）引きボルト式接合部におけるせん断性能に関する研究　－ブロックせん断試験による考察－
● （設計）海のない岬　－記憶の風景を未来の風景へ－
● （設計）はじまりの集落　－中山間地域における農業集落の再編－

主な進学・就職先卒業後の進路状況

OG

Messa
ge 2013年3月　住環境学科卒業

2015年3月　博士前期課程住環境学専攻修了
株式会社日建設計勤務

卒業者
39名

■ 進学（大学院）　　■ 就職（官公庁） 　

■ 就職（企業等）　　■ その他

62％

32％

6％

36％

54％

5％

5％

在来生合宿研修（愛知県明治村帝国ホテル中央玄関）

卒業設計公開講評会の風景

十津川村にて木造モデル住宅見学
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　文化情報学科は、人文社会科学と情
報通信技術の文理横断的活用による

「社会的課題の解決」と「新たな価値の

創出」を目指し、高度に情報化する社会
において人間生活を豊かにし持続可能
な社会を構築する人材を養成します。

　私たちの身近な生活や文化を、グローバル化が進む社会との関係のなかで探究しま

す。SDGsの重要項目である貧困や飢餓問題の解決、格差の是正、ジェンダー平等の

実現といった課題に取り組むには、既存の枠組みや価値観にとらわれない柔軟な発想

が不可欠です。生活文化学コースでは、社会学、経済学、心理学、法学、歴史学、視覚

文化論、ジェンダー論など、人文社会科学における幅広い知見の獲得を通して、社会

のさまざまな問題に対する領域横断的な課題解決能力を涵養します。皆さんの好奇心

や問題意識を「生活文化学」というレベルに高め、豊かで活力ある社会を実現するため

の「知」を創造しませんか。

　１年次後期では、生活文化学入門で課題を発見・解決するスキルを修得し、後期か

ら始まる多彩な講義科目によって幅広い教養と専門知識を身につけていきます。２年

次から始まる少人数の演習は、グループワークや討論など対話型でおこなわれ、見学や

取材などの手法を用いたフィールドワークや体験研修も組み込まれます。演習を複数

受講することで、早い段階からさまざまな専門分野について深く学ぶことができます。

　３年次後期からは各研究室に分属し、上限５名という徹底した少人数教育を通じて、

それまでの学びを卒業研究につなげていきます。講義や演習で身につけた専門知識に

独創的な視点を加えることで、社会的課題に対するオリジナルな解決策の提示を目指

します。卒業研究を通して、問題を論理的かつ客観的に提示する高度なプレゼンテー

ション能力が身につきます。

　本コースでは、中学校、高等学校教員免許状（家庭）、社会福祉主事（任用資格）が

取得可能です。

生活文化学コースの教育

生活環境学部

文化情報学科
Department of Culture and Computer Science

学　科　紹　介

「学びたい」を追求できる！

　私が考える生活文化学科の魅力は三つあり
ます。一つ目は幅広い教養を身に着けることがで
きるということです。生活文化学科では「生活」と
いうとても身近なものに対して、経済、心理、ジェ
ンダー、法律、歴史、文化、福祉など様々な面か
ら学ぶことができます。多角的に知見を深めるこ
とができるため、普段メディアから得る情報だけで
はわからないことも学ぶことができます。二つ目は
自分の「学びたい」を追求できるというところで
す。他学科に比べると必修の科目が少ないた

め、比較的自由に履修を組むことができます。そ
のため様様々な分野の知識を広く学ぶことも、
興味を持った分野を深く学ぶことも可能です。三
つ目は学科の雰囲気がとてもよいというところで
す。グループワークなど意見交換をする授業も多
いのですが、学科の人数が少ないため発表や話
し合いがしやすい環境が整っています。また先生
方との距離も近く、質問や相談なども行いやす
いです。皆さんも生活文化学科で生活について
の教養を深めませんか。

voice

生活文化学コース
～日常の探究を通して世界を変える～

　情報通信技術（ICT）をライフコンピューティングの面から社会生活を行う人間を支

援するツールとして探求します。コンピュータの構成やOS、プログラミング、情報理論と

いった基礎知識、システムやコンテンツを開発する手法やそれを情報発信する際に求

められる情報倫理とセキュリティに関する知識を修得します。そして、それらを利用したラ

イフコンピューティングの応用分野を具現化し、システムを構築する能力を有し、持続可

能社会に貢献できる人材を養成します。

　卒業後の進路は、ICTに関する企業でシステムエンジニアやシステムインテグレー

タ、コンサルタント、プロジェクトマネージャといった職種のみならず、家電・自動車・出版・

マスメディアなどの企業、教育機関、行政機関、大学院進学などへの道が開かれていま

す。本コースのカリキュラムは経済産業省の情報処理技術者試験（基本・応用）に準

拠しています。

　1年次には基礎科目を履修し、2年次と3年次前期では専門的な講義を受講します。

実験演習は入学直後から3年次前期まであり、プログラミングの初歩から応用までを体

験します。専門科目には、人工知能、パターン認識、オペレーティングシステムが挙げら

れます。3年次後期から研究室に配属され、卒業研究を開始します。

　卒業研究では、データを解析し特徴抽出を行い、得られた特徴を用いてデータを分

類・解析、ユーザに適切なレコメンドを与えるためのシステムの構築、Deep Learningを

用いた応用技術の開発、低画質画像の高解像度への変換技術の開発、人間のよう

に行動するロボットの制御手法である合理的エージェントの開発、プログラミングで利用

されるライブラリの基盤的研究やアルゴリズム開発を行っています。

　本コースでは、高等学校教員免許状（情報）、社会福祉主事（任用資格）が取得可

能です。

生活情報通信科学コースの教育

生活情報通信科学コース
～社会生活を支援するライフコンピューティング～

2022年4月「文化情報学科」スタート！
　今、私たちの社会が目指す二つの方向性は、SDGｓという言葉で示される持続可能な社会の形成と、Society5.0時代と呼ばれる暮らしの情報化。
より良い未来の生活を作り出すために、私たちはこの二つを文理横断的に活用する人材を育成します。目指すのは、人と環境にやさしいデジタル社
会。人文社会科学と情報通信技術が私たちの未来をつくります。

情報処理技術Ⅰ
プログラミング言語Ⅰ

プログラミング言語
演習

プログラミング
特別演習Ⅰ-Ⅷ

情報処理技術Ⅱ
データベース論
データベース演習

アルゴリズムと
データ構造
離散数学

プログラミング言語Ⅱ

ソフトウェア工学

生活と情報理論

論理回路論

計算機実験Ⅰ

ヒューマン
インターフェース概論

生活と人工知能

計算機実験Ⅱ

計算機ネットワーク
計算機アーキテク
チャ論

パターン認識

ソーシャル
コンピューティング論

オペレーティング
システム論

言語処理系論
卒業研究Ⅰ

情報処理技術特別演習

生活と数理論理学

グラフ理論

卒業研究Ⅱ 卒業研究Ⅲ 卒業研究Ⅳ

文化情報学概論

生活の情報管理と
システム

生活環境学原論

食と農の経済学
人間関係文化論
消費者法
家族関係論

ジェンダー文化論 文化情報学演習

情報社会学
情報と職業

ソーシャルリサーチ論

ジェンダー理論

経営データサイエンス

失敗学と創造学

社会事業史

応用数学Ⅰ 応用数学Ⅱ

生活文化と人工知能
生活と情報倫理

生活と統計学

経済政策

家族援助法

住生活文化論

食生活文化論

消費経済分析論

生活文化学の方法

生活文化学入門

生活経営学

経済原論Ⅰ

経済原論Ⅱ

視覚文化論

社会システム論

医療社会文化史

服飾とジェンダー

社会統計学

視覚文化論演習

消費者法演習

生活経済学

Multicultural
Society

ライフスタイルと法

女性生活史

人口と家族の社会学

人間関係文化論
外書講読
生活経済学演習

ジェンダー文化論演習

生活文化史演習

社会システム論演習

家族関係論演習

人間関係論演習

インターンシップ実習
（生活文化学）

生活文化学演習 生活文化学卒業演習Ⅰ

卒業研究Ⅰ

生活文化学卒業演習Ⅱ

卒業研究Ⅱ

前 後 後 後 後前 前 前1 2 3 4

生活情報通信科学コース
・学部共通　必修1科目2単位
・学科共通　必修3科目6単位
・選択必修17科目より11科目
・コース専門教育科目

必修30単位、選択必修16単位

生活文化学コース
・学部共通　必修1科目2単位
・学科共通　必修3科目6単位
・選択必修17科目より11科目
・コース専門教育科目

必修18単位、選択必修24単位

SD
G

s

へ
の
取
り
組
み

Society 5.0

の
基
盤

教育研究組織と目標 文化情報学科

人文社会科学 と 情報通信科学 の文理横断的活用による生活文化学コース 生活情報通信科学コース

人文社会科学
Society 5.0の実現と適切な

情報抽出と活用のための

深める
コース専門教育科目

深める
コース専門教育科目

「社会的課題の解決」
と

「新たな価値の創出」

循環的・多角的に学ぶ
学科共通科目

修 正 する
力

生 み 出 す
力

発 想 する
力

検 証 する
力

Sustainable Development Goals
国連 2030 アジェンダの柱、

世界共通の 17 のゴール

Society 5 .0
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）

を高度に融合させたシステムにより、経済発展と
社会的課題の解決を両立する 人間中心の社会

IoTとSNSで
繋がる世界

AIによる新たな情報の
抽出、活用方法の創出

データサイエンスに
必要なデータの収集、

  取捨選択

深い人間理解や
理念と結びついた
社会制度の構想

歴史性や地域性
への配慮

SDGsを前提とした
問題解決のための

情報通信科学

持続可能な社会の
ためにできること

を思考する

社会理論に
よってシステムを

検証する

新たな視点による
問題提起

日々の暮らしの
中に生かすデータ

サイエンス

社会問題を解決
するためのシステムを

開発する

既存のシステム
を修正する

カリキュラムマップ

深
め
る
コ
ー
ス
専
門
教
育
科
目

深
め
る
コ
ー
ス
専
門
教
育
科
目

学
科
共
通
の
基
盤

　

※前身学科・コース学生の声を掲載しています。

文系でも
プログラミング未経験でも
心配不要です

　本コースはプログラミングを中心に数学や情
報について学んでいきます。私はプログラミング
をやったことがなく不安でしたが、ほとんどの人が
プログラミング未経験で入学してきます。プログ
ラミングの授業は、はじめは正直わからないこと
ばかりですが、優しい先輩がアシスタントとして
入るので安心して受けることができます。そして
本コースは少人数なので、先生やアシスタントの
先輩に質問がしやすい環境であり、わからない
問題などは全員で情報共有しあい理解を深める

ことができます。また数学の授業は、文系履修
者にあわせて基礎から教えてくれるので、心配は
不要です。学生生活としては、1,2年次は全員
同じ科目を履修することが多く、課題を空き時間
に一緒にやったり、昼ごはんを共にすることです
ぐに友達を作れます。3年次後期からは研究室
配属され、各自研究に取り組みます。研究の合
間には友人と研究に関することや日々の出来
事について楽しく会話をしたりと充実した学生
生活を現在送っています。
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卒業者
16名

　私はプログラミングの経験もパソコンに関する知識もほとんどない中で入学し不安もありました。しかし、本

コースは私と同じような境遇の子が多く、文系から進学してきた子もいます。そのような人に照準を合わせ、数

学の基礎から専門の幅広い授業とプログラミングの実験演習を組み込んだカリキュラムになっています。実

験演習には大学院の先輩方が授業のアシスタントに入り、課題に限らず大学生活における様々なことを気

軽に教えてくれるのでとてもありがたい存在でした。情報に関する勉強をした先、将来どのような仕事をするか

も4年かけてイメージできるようになっていきます。日々進化するこの分野への理解をより深めたいと思った私

はさらに研究を行うために大学院に進学しました。大学院でも新しい知識を貪欲に吸収し続ける努力をして

いきたいと思います。本コースは、情報分野に興味を持つ人が増え続ける今日、一から勉強する人にとっては

最適な環境だと思います。古都奈良の風情に触れながら過ごす大学4年間はとても楽しいですよ。

進学（大学院）

奈良女子大学大学院
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度・推薦選抜制度があります。

大半の学生が大学院博士前期課程へ進み、難関国公立大学の理工系の情報関連
大学院と同じ企業・研究機関に就職しています。

就職（企業等）

ＮＲＩネットコム（株）、キオクシア（株）、パナソニックインフォメーションシステムズ（株）、三菱

電機（株）

主な進学・就職先卒業後の進路状況

■ 進学（大学院）　　■ 就職（企業等）　　

■ その他

OG

Messa
ge 2020年3月　生活環境学部情報衣環境学科生活情報通信科学コース卒業

奈良女子大学大学院　人間文化総合科学研究科博士前期課程　
情報衣環境学専攻生活情報通信科学コース　２年在学中

63％

31％

6％

卒業論文の一例 ● ハプロタイプを考慮したHLAデータ拡張について
● word2vecを用いた自動作曲システム
● 近代文語体と現代口語体の自動翻訳のための単語の意味類似度分析
● 深層学習によるインスタグラム画像からの流行抽出

卒業論文の一例 ● 「ひきこもり」小説と新自由主義社会　－「ひきこもり」小説が照射する生きづらさの普遍性－
● 超高齢社会の日本における在宅介護の在り方　－意識・実態・制度に注目して－
● 現代日本のロリィタの文化構造　－なぜロリィタファッションを身に纏うのか－
● 食品表示における規制の有効性と限界

卒業者
31名

文化情報学科 生活文化学コース　教員一覧

鈴木　則子 教授 江戸時代を中心とする医療社会史・女性史

野田　隆 教授 災害社会学（災害緊急時における組織行動、組織間連携、防災コミュニティ）

林田　敏子 教授 西洋を中心とするジェンダー史、比較ジェンダー論

山崎　明子 教授 視覚表象の生成と受容、視覚文化論

安藤　香織 准教授 環境配慮型ライフスタイルの伝播

大塚　浩 准教授 法動員研究、弁護士論

澤田　佳世 准教授 人口研究、人口社会学

青木　美紗 講師 持続可能な食料生産・消費のあり方に関する研究

　わたしは現在、福岡の鉄道会社に勤めています。鉄道会社といってもさ

まざまな事業を展開しており、わたしは都市開発事業本部という部署に所属しています。今担当して

いる仕事は、会社が所有する土地や建物の賃貸借および管理関連業務です。賃貸借契約の締

結や各種承諾書の発行など、仕事自体は正確さや根気も必要となり、決して簡単なものではありま

せんが、大学時代に学んだ法律学や、卒論で題材として扱った地域活性化に関する知識を生かし

つつ、新しい学びもたくさんあり、充実した毎日を過ごしています。将来的には、九州・アジアの中心

福岡を盛り上げる一員として貢献していけるよう、日々頑張っています。

進学（大学院）

京都大学大学院
　　　奈良女子大学大学院には
　　　６年一貫教育プログラムに基づく特別選抜制度があります。

就職（官公庁）

海上自衛隊、東浦町（愛知県）、兵庫県

就職（企業等）

（株）インソース、（株）ＮＴＴデータＭＳＥ、（株）カインズ、加和太建設（株）、京都清水メディケ

アシステム、近畿車輛（株）、（株）近鉄百貨店、（株）これから、佐藤工業（株）、（株）SCRAP、

積水メディカル（株）、セコム（株）、全国健康保険協会、大日本住友製薬㈱、㈱富山第一銀

行、日通・ＮＰロジスティクス（株）、（株）パソナグループ、パナソニックエコシステムズ（株）、フ

ジ住宅（株）、富士通（株）、（株）フセラシ、ブンセン（株）、（株）ＢＥＡＲＴＡＩＬ、（株）ユニフィット

主な進学・就職先卒業後の進路状況

文化情報学科 生活情報通信科学コース　教員一覧

松本　尚 教授 コンピュータアーキテクチャ／並列分散処理／オペレーティングシステム

城　和貴 教授 人工知能／パターン認識／バーチャルリアリティ／スマートヘルスケア

駒谷　昇一 教授 情報システム教育／ソフトウェア工学／情報技術／スキルやキャリアに関する研究　

鴨　浩靖 准教授 距離空間および位相空間における計算可能性構造の研究

新出　尚之 准教授 論理的推論に基づく合理的エージェント・実世界エージェントの構築に関する研究

高田　雅美 講師 アプリケーション開発の基盤となるアルゴリズムに関する研究

■ 進学（大学院）　　■ 就職（官公庁） 　

■ 就職（企業等）　　■ その他
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西日本鉄道株式会社（Nishi - Nippon Railroad Co., Ltd.）勤務 

10％6％

3％

81％

※前身学科の状況を紹介します ※前身コースの状況を紹介します
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食物科学概論
基礎化学演習
基礎生物学演習
有機化学
医学概論
生化学
栄養生化学
細胞生理学
応用栄養生理学
病態内科学
分子病態学
微生物学
基礎栄養学実験
病態生理・生化学実験
食品化学実験
食品加工学実習
食品微生物学実験
生体安全学実験
食糧経済学
食品化学
食品加工学
食品微生物学
調理科学
生体安全学
食品衛生学
環境と健康
公衆衛生学
生活福祉論
応用栄養学
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理学
食に関する指導論
栄養教諭論
栄養教育論
応用栄養学実習
栄養教育論実習
臨床栄養学実習
公衆栄養学実習
給食経営管理学実習
臨地実習

食物栄養学科

心身健康学概論Ⅰ/Ⅱ
女性健康論
自律神経科学 
衛生・公衆衛生学 
生活内科学 
高齢者生活環境論 
人体生理学
スポーツ生理学 
運動医学論 
環境生理学
人体解剖学 
スポーツバイオメカニクス
体育・スポーツ事故論
生涯スポーツ論
身体表現学 
認知神経科学論 
生活行動変容論演習
家族心理学 
司法・犯罪心理学 
教育臨床心理学 
発達臨床心理学 
食健康論
育児学 
被服生理学
行動神経内分泌学
生活保健学
食環境論 
環境人間工学
生活健康学基礎実験 
環境人間工学実習 
栄養学実験 
ストレスの科学実習 
人体生理学実習 
体育・スポーツ史
スポーツ法学
体育・スポーツ社会学
スポーツ心理学 
身体コミュニケーション論
身体運動制御論
スポーツ精神生理学
学校保健
身体表現実習 
基礎運動実習 
個人スポーツ実習A/B
チームスポーツ実習A/B
ボディワーク実習 
武道実習 
シーズンスポーツ実習・夏
シーズンスポーツ実習・冬
スポーツ健康科学入門演習Ⅰ/Ⅱ
地域連携運動演習 
スポーツ健康科学演習A/B
学校臨床心理学 
臨床心理学概論 
心理療法学 
感情・人格心理学 
心理検査法 
心理学統計法
精神疾患とその治療
公認心理師の職責
神経・生理心理学
健康・医療心理学
関係行政論
心理演習 
臨床心理学実習
心理学実験演習

住環境学概論
住環境学の技術者倫理
建築計画学
緑地環境計画論
空間デザイン学
建築・住居史
生活空間計画学
都市計画学
住宅・建築論
住生活学
住居デザイン学
建築装備学
建築装備学実習
建築環境学
建築環境学実習
建築設備学
建築材料学
住居管理学
住居管理学実習
建築一般構造学
建築構造力学・材料力学演習
建築構造学実習
住環境工学実習
設計演習
住環境造形実習
デジタルデザイン演習
CAD演習
ランドスケープ・デザイン論
地域居住学
インテリアデザイン
福祉住環境学
住環境法規
建築図学
測量学実習
建築施工学

文化情報学概論
生活の情報管理とシステム
ジェンダー文化論
ジェンダー理論
消費者法
家族関係論
食と農の経済学
人間関係文化論
社会事業史
ソーシャルリサーチ論
生活と情報倫理
生活文化と人工知能
応用数学Ⅰ/Ⅱ
生活と統計学
情報社会学
情報と職業
文化情報学演習
経営データサイエンス
失敗学と創造学
家族援助法
経済政策
生活文化学入門
生活文化学の方法
食生活文化論
住生活文化論
消費経済分析論
社会システム論
服飾とジェンダー
視覚文化論
医療社会文化史
社会統計学
生活経済学
経済原論Ⅰ/Ⅱ
女性生活史
人口と家族の社会学
ライフスタイルと法
Multicultural Society
消費者法演習
視覚文化論演習
ジェンダー文化論演習
人間関係論演習
人間関係文化論外書講読
家族関係論演習
生活文化史演習
社会システム論演習
生活経済学演習
生活文化学演習
プログラミング言語Ⅰ/Ⅱ
プログラミング言語演習
離散数学
情報処理技術Ⅰ/Ⅱ
データベース論
アルゴリズムとデータ構造
論理回路論
計算機アーキテクチャ論
生活と情報理論
計算機ネットワーク
計算機実験Ⅰ/Ⅱ
ソフトウェア工学概論
ヒューマンインターフェース概論
言語処理系論
オペレーティングシステム論
パターン認識
ソーシャルコンピューティング論
生活と数理論理学
生活と人工知能

生活環境学原論、児童学、家庭機械・家庭電気・情報処理学 部 共 通

心身健康学科 住環境学科 文化情報学科

▼ ドローンを使った測量学実習の模様

生活環境学部
Faculty of Human Life and Environment

主な授業科目

▶周辺案内図

●近鉄奈良駅下車、北へ徒歩約5分
▶近畿圏内路線図
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1908（明治41）年
奈良女子高等師範学校が設立さ
れる。

1949（昭和24）年
奈良女子高等師範学校を母体に
奈良女子大学が誕生。
文学部及び理家政学部を設置。

1953（昭和28）年
理家政学部が理学部と家政学部
に分離。

1993（平成5）年
家政学部を改組し、生活環境学部
を設置。

2004（平成16）年
国立大学法人法により、国立大学
法人奈良女子大学となる。

2006（平成18）年
生活環境学部を改組し、「食物栄
養学科」、「生活健康・衣環境学
科」、「住環境学科」、「生活文化学
科」の4学科となる。

2014（平成26）年
生活環境学部を改組し、「食物栄
養学科」、「心身健康学科」、「情報
衣環境学科」、「住環境学科」、「生
活文化学科」の5学科となる。

2022（令和4）年
生活環境学部を改組し、「食物栄
養学科」、「心身健康学科」、「住環
境学科」、「文化情報学科」の４学
科となる。

生活環境学部の歴史
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