
 
 

 

■学外者の方は 
研究室配置資料は当日の閲覧はできません。また、教員研究室所蔵資料はサービス対象外です。必ず事前にサービスデスク(TEL: 0742

-20-3303)へお問合せください。 

■奈良女子大学の学生・教職員の方は 
直接下記連絡先にお問い合わせください（0742-20 に続けて内線番号をダイヤルすると学外からもかけられます）。 

利用方法はそれぞれで異なります。ご不明な点は平日 9:00-17:00 の間にサービスデスクへお問い合わせください。担当教員は各学科

のホームページで紹介されています。担当教員のオフィスアワー・連絡先は奈良女子大学ホームページ→修学案内→シラバス検索

（http://koto.nara-wu.ac.jp/kym2003/syllabussearch.html）から調べることができます。 

 

文学部   https://www.nara-wu.ac.jp/bungaku/   

利用方法 

* 大学院生および文学部の学生,教職員は，学生証・職員証で入室可 

* 非正規生、他学部生等は要申込：文学部図書室・亀松(N棟 2F 図書室(N232)/内線 3285) 

受付時間：月～木曜 10:00-12:00,13:00-16:00 

N 棟 1F 図書室(N130) 請求記号 220～600 番台の和書,洋書全て 

N 棟 2F 図書室(N232) 請求記号 0～100 番台,200～219,700～900 番台の和書 

N 棟 3F 図書室(N334) 大型図書,古代文化・田中文庫(報告書, 和書, 雑誌等),旧分類図書,社会学(旧:社会情報)コースの雑誌 

S 棟図書室(S127) 古代文化/歴史学/地理学/日亜言文/欧米言文/心理学/スポーツ の雑誌(受け入れ講座ごとに配架) 

N 棟中文図書(N231) 漢籍・中国語図書・仏典（漢籍は四部分類により配架）※文学部図書室・亀松へ申し込みの上、利用 

各研究室 

コース名等 OPAC で表示される配置場所 問い合わせ先 

歴史学 歴史学 S322(利用の際は担当教員へお問い合わせください) 

地理学 地理学 各研究室(不明な場合はサービスデスクへお問い合わせください) 

社会学 社会学, 社会 N338 共同研究室 

古代文化学 古代文化 各研究室(不明な場合はサービスデスクへお問い合わせください) 

文化メディア学 文化メディア N330(利用の際は担当教員へお問い合わせください) 

日本ｱｼﾞｱ言語文化学 日亜言文, 国文 N228 共同研究室 / 内線 3279 (辜
コ

) 

月・水:10:00-17:00 木:9:30-14:30 金:10:00-12:00 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ｱﾒﾘｶ言語文化学 欧米言文,仏文，独文，英文 S212 / 内線 3291(栗田) 月・火・木曜 12：30-16：30 

言語情報学 言語情報 N232（内線 3285）月～木曜 10:00-12:00,13:00-16:00 

＊雑誌は S212(栗田)へ 月・火・木曜 12：30-16：30 

教育学・人間学 教育・人間 各研究室(不明な場合はサービスデスクへお問い合わせください)  

心理学 心理学 各研究室(利用の際は担当教員へお問い合わせください N214/内線 3957) 

スポ－ツ科学 スポーツ 各研究室(利用の際は担当教員へお問い合わせください N118/内線 3345) 

Ｌ・Ｌ教室 Ｌ・Ｌ S232 L・L 準備室 / 内線 3301(田中) 月・火・木・金曜 9:00-17:00 

 

生活環境学部  https://www.nara-wu.ac.jp/life/2017/ 

学科名 OPAC で表示される配置場所 所蔵場所・連絡先 

心身健康 

学科 
臨床心理学 臨床心理 

E161(臨床心理学共通事務室)/

火・金 10-17 時 内線 3452(田尻) 

生活健康学 健康第 1-8, スポーツ健康 

各研究室 

(旧)情報衣環境学科 衣環境学第 1-4，共通，被服材料，被服意匠，被服管理，被服生理 

食物栄養学科 食物第 1-10，食物共通，栄養化学，食品学，栄養生理，食品衛生，調理

学，臨床栄養実習(臨床栄養学実習室) 

文 化 情 報

学科 

生 活 情 報

通信科学 

生活情報通信 

生 活 文 化

学 

文化・○○研，家族関係，家庭経営，家庭経済，生活福祉，法学，生活

文化共通 

E317 生活文化図書室 / 内線 

3492(高岡) 

住環境学科 住環境 1-10，住環境共通，住生活，住居管理，生活環境，住居意匠，地

域居住 

E415 住環境学図書室 / 内線 

3480(山本) 
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理学部  https://www.nara-wu.ac.jp/rigaku/ 

学科名 OPAC で表示される配置場所 所蔵場所・連絡先 

数物科学科 数学科共通 C412 数学科図書室 / 内線 3369(畑田) 

基礎物 1-7，物性物 1-3，物理共通，物理 1-5 C137 物理図書室 / 内線 3409(熊谷) 

化学生物 

環境学科 

基幹化 1-4，機能化 1-5，化学共通，化学 1-2 
各研究室 

分子細 1-4，個体集 1-5，生物共通，生物・○○研，動物 1-3，植物 1-2 

数理情 1-4，自然情 1-3，情報共通, 自然科学考房 G407 環境科学コース事務室・図書室 / 内線

3441(巻幡)月・水 10:30-16:30, 金 10:00-15:00 

 

工学部  https://nwu-eng.jp/ 

OPAC で表示される配置場所 所蔵場所・連絡先 

工学・○○研 各研究室(不明な場合はサービスデスクへお問い合わせください) 

工学・共通 共同研究室 / 内線 3027(池村) 

 

大学院  https://www.nara-wu.ac.jp/daigakuin/ 

講座名 OPAC で表示される配置場所 所蔵場所・連絡先 

文化史論講座 文化史論  

 

 

 

 

 

各研究室 

日本ｱｼﾞｱ文化情報学講座 日亜文情 

欧米地域文化情報学講座 欧米文情 

人間行動科学講座 行動科学 

共生社会生活学講座 共生社会 

社会・地域学講座 社会地域 

生活環境計画学講座 生環計画 

機能性物質科学講座 物質科学 

生物環境科学講座 生物環境 

環境生活科学講座 環境生活 1-3 

現象構造解析講座 現象構造 

複合自然構造講座 複合自然 

複合情報科学講座 複合情報 

 

その他  https://www.nara-wu.ac.jp/nwu/faculty/    

  OPAC で表示される配置場所 所蔵場所・連絡先 

共生科学センター 共生科学センター共通，共生科学センター コラボレーションセンター1階 Z107(内線 3687) 

国際戦略センター 国際戦略センター N 棟 1 階 国際戦略センター(内線 3806) 

社会連携センター 社会連携担当 コラボレーションセンター1階 (内線 3734)  

古代学・聖地学研究センター 古代学センター, COE E 棟 3 階 E358 (内線 3779) 

臨床心理相談センター 臨心センター コラボレーションセンター2 階 内線 3584 へ事前連

絡。＊閲覧/コピー可・貸出不可。 

受付時間：月‐金 10 時‐17 時。(学外者は利用不可) 

アジア・ジェンダー文化学研究センター アジアジェンダー E 棟 2 階 E257（内線 3611） 

開室時間:月-木 9:30-16:30(金曜閉室) 

h                          へ事前連絡のこと 

学生生活課 学生生活課 F 棟 1 階  学生生活課学生生活係(内線 3280) 

保健管理センター 保健センター 保健管理センター(内線 3227) 

現代 GP 現代 GP 担当者に直接連絡(連絡先はサービスデスクで案内) 

教育システム研究開発センター 教育開発センター D303 火・水・木 9：00-16：00 開室(内線 3352)  

＊学生証持参のこと 

キャリア開発支援本部 キャリア開発 G406(内線 3572) 受付時間：月-金 10:00-17：00 

＊貸出可・学生証持参のこと 

ダイバーシティ研究環境支援本部 ダイバーシティ G406(内線 3344) 

アドミッションセンター アドミッション A 棟 101-2 号室 

 へ事前連絡のこと 

＊上記に表示のない場所については、サービスデスクへお問い合わせください。 

奈良女子大学学術情報センター（2023 年 4 月作成） 

問い合わせ先 情報サービス係 TEL：0742-20-3303 FAX：0742-20-3250 MAIL:service@cc.nara-wu.ac.jp 


