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基 礎を学び、自分ならではの研究を深め、世界を変える
奈良女子大学での工学の学びと特徴
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学びや生活体験からのアイデア

高度な専門性と実行力

独自の視点からの新分野開拓
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ポートフォリオを基に学生の主体

企業と協力した実製作演習、奈良

造性。PBL演習を軸に、分野横断

み合わせて設計することで、自分

性を伸ば すコーチング 指導を実

先端科学技術大学院大学や奈良

的な学びを段階的に体験し、いろ

だけの専門性を形成し、これから

施。
１学年教員１名あたり学生数約

文化財研究所、国立博物館、工業

いろな人 や モノ、知 識 や 技 術 に

の不確定な世界でも活躍してい

３名の少 人 数 教 育だから可 能な

高等専門学校と協 力したコラボ

出会うことで、学びが創造力へと

ける専門性を身につける。

対話的指導を実施。

講義を実施。

養成

す

高まります。※詳しくはP.2カリキュラム概要

人
る

材像

少人数教育

※詳しくはP.2カリキュラム概要

1

2

3

主体性と理解力

専門性と問題解決力

社会性と波及力

豊かな社会を構築する工学系
女性ネットワークのコアとなる人

独自の視点から課題を発見し、
工学的知見から解決できる人

新たな分野でリーダーとして
キャリアを形成できる人

課 題 発 見 や ニーズ 創 出を行う際

サービスも含めた「モノづくり」に

社会への影響なども考慮しながら

に必要となる主体的な学習態度を

おいて、自身の専門知識と技術を

チームで 協 働し、異 分 野 間でも効

身につけ、幅広い教養に基づ いて

駆使して、問題解決に対応できる

果的なコミュニケーションができる

多様な課題を理解して対応できる

学べる分野のイメージ
生体医工学系

（生体情報計測・福祉工学）

情報系

人間情報分野

（プログラミング・センシング）

TMS( 経頭蓋磁気刺激）を利用した下肢の運動測定

人工気候室を使用した体温の測定、睡眠実験

環境デザイン系

（環境・建築・造形デザイン）
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環境デザイン分野

モーションキャプチャーを使用した運動の測定

Ｘ線を利用した分子構造の解析

有機化学実験の様子

材料系

（有機、無機、物理化学・高分子）

カリキュラム概要

分野を超えた学びを経験し、自分だけのキャリアをつくる

4年間の学びを総結集

専門科目

卒業研究
プレゼミナール（研究分野体験）
感性と創造

▼

基礎

生理理論

▼

▼

基礎科目

ハードウェアの基礎

モノづくりの知識

エンジニアリング演習

必修

必修

情報ビジネス・起業への思考

情報技術の基礎

素材の理論
物質の知識

発展

ＰＢＬ科 目

計測と処理の基礎

環境デザインの理論

選択

▼

ハードウェアの知識

感性と生産

応用

社会改善起業演習

ユーザー指向開発演習

計測情報のデータ解析

素材の開発

▼

コンセプチュアルデザイン演習

デザインの技術

▼

実世界との融合

生体情報の計測

価値創造体験演習

自己プロデュース・リーダーへの思考

モノづくりの基礎

数学・理科の基礎

工学の基盤となる 教養教育科目

生体医工学系

環境デザイン系

情報系

環境デザイン分野

人間情報分野

イノベーションの基礎となる教養教育

新分野を開拓する専門教育

芸術（造形デザイン）科目

生体医工学系

自然事象を観察したり、直感を具現化し

ヒトの機能と特性

新たな事物を創造する力を身に付けます。

キャリア形成基礎科目
自己プロデュース／技術者倫理／起業論など、
将来のキャリア形成に必要な思考力を養います。

情報・工学基礎科目

生体情報の計測と活用

学問・研究に必要な基礎学力を幅広く養います。

理科・数学基礎科目
高校数学Ⅲや高校物理など、未履修者を対象とした科目を設定

認知神経科学

生活支援と福祉工学

生体機能学

ヒューマンキネティクス 医工学概論

ヘルスプロモーション

生体計測基礎実習 生体医工学演習

情報系
データ解析
ハードウェアの活用

情報学やプログラミング・電子制御などや電気・機械など工学の

材料系

多変量解析 パターン認識

関係データ分析 最適化

センサ工学 メディア工学演習 五感情報設計演習
ヒューマンインターフェース工学

環境デザイン系
環境について

建築環境工学 環境人間工学演習 環境・防災科学 河川・海岸工学

デザインやプロダクト

都市・建築デザイン学 プロダクトデザイン演習

し、オンラインなどを活用し丁寧な指導を行います。

材料系

歴史・文化教養科目

物資の構造と物性

有機・無機化学実験

異分野を理解し工学分野を批判的に再構築する思考力を養います。

物質の反応と機能

応用物理化学実験

機器分析化学

芸術文化発展演習

高分子材料学

機能性高分子化学

有機工業化学

機能性有機材料化学

PBL創造的課題解決演習
ユーザーや 地域社会の課題を見つけ、分野横断的に解決へ向けて実践的に
探求する社会・工学系の演習で、複数分野の教員が指導を合同で担当します。
必修 PBL 科目
選択必修 PBL 科目

エンジニアリング演習 価値創造体験演習
コンセプチュアルデザイン演習 ユーザー指向開発演習
社会改善起業演習
例：通電性の布を使用した新たな服の考案
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特別鼎談

女 性が 創る新しい工学

中室牧子× 今岡春樹 × 秋山咲恵

慶應義塾大学総合政策学部 教授

奈良女子大学 学長

（株）サキコーポレーションファウンダー
奈良女子大学 客員教授

工学とは何か？「モノに触れ、モノをつくり、
世界を変える」を学ぼう。
今岡 理学とは、自然の不思議を解明しわかろうとすることです。そ

こそモノを作り
「形にする」ことが必要なのです。

れに対して工学は、何かに触れて、何かを作って、自分がつくる何か

形にしてみる、実際に手で触れてみる、動かしてその結果を見てみ

で世の中を変えよう、というものです。

る、そして考えてみる。そうやって様々な人が 同じ視点で議論がで
き、初めて
「これはいい」と理解が進むことで完成品に仕上がってい

秋山 私は、工学部卒のエンジニアと組んで、会社をゼロからスタート

きます。新しい価値を創造するとは、社会に潜んでいるニーズに答え

し、携帯電話やP C など電子機器を作る工場で使う検査ロボットを

るために、コミュニケーションしていくこのプロセスがまさに欠かせ

開発し、世界50カ国以上に輸出するヒット商品を生み出しました。

ません。知恵を集めてモノを創造する、まさに工学の意味にマッチす

成功したきっかけは、世界最先端のモノづくりに挑戦していたお客

ることだと思います。

さまが困っていた問題を解決する新しい技術を、試作ロボットとし
て工場に提供したことです。現場にエンジニアが入り込んで、お客
さまと日々会話しながら改良を加えた結果、性能が磨かれ、お客さ

なぜ、女子大学に工学部を設置するのか。
女性が本当の自分を見つけて、伸ばす。

まの使いやすさも実現でき、さらなる新しい技術の開発にもつなが
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りました。

今岡 今回、奈良女子大学に女子大学として日本初の工学部を設置

よく、お客さまや社会のニーズが大切といいます。でも、本当に求め

する予定です。まだまだ日本は女性の工学系人材が少ないのが現

られているものを最初から言葉で表現できる人はいません。だから

状です。女子大学に工学部を設置する意義をもっと理解してほしい

秋山咲恵

Akiyama, Sakie

(株) サキコーポレーションファウンダー
奈良女子大学 社会連携センター 客員教授（2022年４月工学部客員教授就任予定）
1987年京都大学法学部卒業。
（現）アンダーセンコンサルティングに入社し、経営コンサ
ルタントとして活躍。1994年に株式会社サキコーポレーションを技術開発の研究者であっ
たパートナーとともに起業。携帯電話やノートパソコンなど電子機器のプリント基板検査
ロボットのメーカーとして世界市場で高いシェアを獲得することに成功し、製造業では数
少ない女性創業経営者として注目を集める。2018年社長退任後は、25年にわたる経営者
としの経験を活かして、ソニー株式会社、オリックス株式会社、日本郵政株式会社、三菱商
事株式会社の社外取締役に就任。内閣府国家戦略特区諮問会議委員、JETRO 運営審議
会委員、財務省政策評価懇談会委員、経済産業省産業構造審議会委員など公職多数。

と考えています。

中室 経済学の研究にも、大学における専攻の決定時期が就職後

中室 もし今私が18歳だったら、工学部を選ぶと思います。人工知能

の賃金や転職に与える効果を分析したものがあります。今岡学長の

や機械学習の方法とデータを用いて、予測をすることは、これから

おっしゃるとおり、最初の数年間で幅広く様々なことを学び、自分の

の意思決定のスタンダードになるはずです。こうした背景を踏まえれ

｢マッチクオリティ」
（適性や相性の良さ）を知るほうが望ましいという

ば、工学部に対する需要はますます高まっていくと思うからです。

考え方もある一方で、入学時点で専門が決まっていれば4年間で専

ただ、工学部は男女共学の他の大学にもあります。あえて、女子大

門分野の知識や技術を深められるというメリットもあります。どちら

学の工学部を選択する意味があるかということが重要です。実は、

が有利になるかを検証しようとしたのです。

近年、経済学の分野で、男女別学のほうが 女性は高いパフォーマ

イギリスのデータを用いた有名な研究は、入学と同時に専攻を決定

ンスを発揮できるということを示した研究が 出てきています。ある

した学生のほうが、専攻と無関係の職業に就き、転職する確率が高

研究では、経済学の授業を受講する学生を、男性、女性、男女混合

く、そのせいで賃金が低くなっていることを明らかにしています。つ

クラスにランダムに分けて授業をしてみたところ、1年後にもっとも

まり、彼らは大学を卒業した後に、自分の専攻を誤ったことを修正す

成績が 良かったのは、女性のみのクラスに割り当てられた学生た

るコストを支払ったということになります。これ以外にも、マッチクオ

ちでした。これ以外にも、女性は同性だけのグ ループでは正直に

リティは初期の賃金に与える影響は小さいものの、長期的な賃金の

卒業後に希望する年収額や、労働時間、出張などの回数などに加

伸び率に影響することを示した論文もあります。

えて、自分自身の向上心やリーダーシップについて回答したのに、

そもそも18歳の時点で、自分のマッチクオリティを完璧に把握して

異性と一緒のグループになるとそれらを低く回答したということを

いるという人は少ないのではないでしょうか。教養を広めながら専

示した研究もあります。こうした過去の研究を踏まえると、私には、

門性への意識を高めるカリキュラムは、自分のマッチクオリティを

女子大学という環境にはアドバンテージがあるように思えます。大

知る重要な過程だと思います。効率的に専門に特化するのではな

学時代を、自分が何に向いているのか、やりたいことは何か、どう

く、専門特化を遅らせたり、他分野と融合するような「意図的な非

いう人生を送りたいのかということを、自分の軸で十分に考える機

効率」こそがイノベーションを起こす人材育成に欠かせないのでは

会にしてほしいと思います。

ないでしょうか。

早期に専門特化させないカリキュラムの意味は？
他分野との融合と試行錯誤がイノベーションの
鍵である。

技術を社会に実装させるには？ 相手に共感して
言葉を手渡す視点が大切。
秋山 技術は、社会で実際に使えるようになって初めて役立つものに

今岡 この工学部の学びで重視しているのは、早い時期から専門に特

なります。一方で、実用化されずに埋もれたままになっている技術が

化するのではなく、教養を広めながら専門性への意識を高めるカリ

たくさんあるのも事実です。これは、専門的な視点から専門用語でし

キュラムです。そのために在学中ずっと、いろいろな分野の先生方や

か語られないために、その技術を本当に必要としている人たちに伝

学生同士が関わって育っていく仕組みを考えました。また、すぐ近く

わっていない、ということが背景にあります。

にあるけいはんな学研都市の研究所や世界最先端の技術を有する

エンジニアが 設計したこれまでにないモノや 革新的なアイデアを

企業、また奈良だからこそある国立の博物館や文化財研究所、そうい

人に伝えようとする時に必要なのは、相手の現実に引き寄せて会話

う外部の方々とのドキドキするような本物の研究者との関わりを通し

し、共感を得られるようにわかりやすく概念を翻訳し、解説すること

て、様々な学びを深めていけるようにカリキュラムを設計しています。

です。それができて初めて相手から
「おお！」と笑顔が溢れてきます。
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中室牧子

Nakamuro, Makiko

慶應義塾大学総合政策学部 教授

1998年慶應義塾大学卒業後、米ニューヨーク市のコロンビア大学で学ぶ（MPA, Ph，
D，）。専門は、経済学の理論や手法を用いて教育を分析する「教育経済学」。日本銀行や
世界銀行での実務経験がある。2013年から現職。産業構造審議会委員、革新的事業活動
評価委員会（規制のサンドボックス）委員、厚生労働省統計改革ビジョン2019有識者懇談
会委員など公職多数。著書『「学力」の経済学』
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）は発行
部数累計30万部のベストセラーに。

これができるようになるには、工学に限らず、幅広い分野を学ぶこ

積極的に探そうとしたり、諦めずに挑戦を続けた人が、結果的に

とに大きな価値があります。広い分野の一定程度の知見がある人が

キャリアを積み上げていったように思います。保護者のみなさんや、

育っていくというのは、新しいモノや技術が社会に実装されるプロ

高校の先生は、ご自身の経験などに基づいて、みなさんの将来にア

セスにおいて欠かせないものになると思います。例えて言えば、科

ドバイスされると思いますが、よりリスクの少ないように思われる道

学コミュニケーターとか技術コミュニケーターというものかもしれま

を薦めるかもしれません。しかし、これからの時代は私たちの時代以

せんが、女性が得意とする役回りのように思います。

上に社会の変化が大きくなっていきます。むしろ新しいことに挑戦
する人、試行錯誤できる人が生き残っていく、そういう人たちが結果

自分らしく学べる環境をつくっていこう。
女性が活躍できる社会をつくっていこう。

的に時代の波を乗りこなしていくという現実が待っているのではな

今岡 女性の活躍がますます期待されています。本学の工学部で

今岡 本日はとても有意義な時間になりました。工学部の卒業生が社

「主体性と理解力」
「 専門性と問題解決力」
「 社会性と波及力」を身

会のリーダーとなって活躍する姿を想像することができましたので、大

につけた出身者が社会に出て活躍することを夢見ています。

いでしょうか。

変、力強く感じています。奈良女子大学の工学部に対しては、多くの企業
から期待の声をいただいています。今後、企業や研究所などいろいろ

中室 近年の経済学の研究では、男女の「競争心」の格差を指摘する

な機関と連携して、少しでも社会を良くするために、本学の工学部を

ものがあります。最近の有名な研究は、小学生の徒競走で、男子の

大きく成長させていきたいと考えています。ありがとうございました。
2020 年9月 鼎談実施

スピードは競争相手がいるときの方が速くなるのに対し、女子は一
人で走ったときの方が速くなることを示しています。つまり、女性は、
誰かと競い合う環境では十分なパフォーマンスを発揮できないため、
受験や就職活動、昇進試験、選挙などで消極的な選択をしがちで
す。これが政治家や企業の管理職で女性が少ない一因と考えられ
ています。
残念ながら今の社会はまだまだ男性仕様で、女性のパフォーマンス
やモチベーションを高める仕組みになっていません。女性が自然に
モチベーションを高めてパフォーマンスを発揮できるあり方を模索
してほしいと思います。ぜひそうしたことも、女子大学から発信して
いってほしいと思います。
秋山 私が社会人になったのは1987年、今から30年以上前のこと、
この年に男女雇用機会均等法が施行されました。今の若い世代に
話すと驚かれますが、この法律以前の就職活動は、男女別々に実施
されていました。この法律ができてからも、
「女性なのに」と言われ続

今岡 春樹

Imaoka, Haruki

けながらも、私たちパイオニア世代は、それぞれ飛び込んだ世界で
生き抜 いてきました。私の経験からは、自分が 活躍できる場所を
5

奈良女子大学第11代学長（２０１３年４月～現在）

アドミッション・ポリシー

次世代のリーダーとして奈良女子大学工学部が求める学生像
❶人の生活を豊かにする方法に興味を持ち、現代的技 術を使って実現したいと望む人
❷ 科 学 技 術の分 野に興味があり、その分 野で社 会に役 立つ仕事をしたいと望む人
❸ 芸 術、文化 、歴史、社 会等の広い範囲に興味があり、そのことに科 学 技 術を使ってみたい人
❹主体 的に学び、考え、実行し、反省することができる人
❺ 創意、発見する知の探究マインドを持っている人
❻ そのための基 礎 学力と学習習慣を身につけている人

キャンパス紹介

記念 館

総合
研究棟

明治 42 年に前身の奈良女子高等師範学校の本館として竣工し、奈良女子大学となった

工学部の教育研究拠点です。工作機械を活用して PBL 型ものづくりを実践する工作

後も大学本部と講堂として使用されていましたが、平成 2 年「記念館」と名称を改め、

室や 生体医工学・情報学・環境工学・材料工学の専門教育のための実験実習室を

保存することとなりました。平成 6 年に守衛室（附 正門）とともに国の重要文化財に指定

整備するほか、多様な教員と学生、学外の先生方が交流できるアクティブラーニング室、

され、現在も展示室や講堂として活用しています。

学生ラウンジ兼図書室を整備します。

学食

学生満足度日本一の生協食堂です。
（全国大学生協協同組合連合会 2019年10月実施

学術情報
センター

図書・雑誌等の各種資料のほか、ネットワーク環境を提供し、教育研究活動の支援を

より）和洋中と豊富なメニューが揃っており、晴れた日には屋外に設置されたテラス席

行っています。パソコンや電子黒板、プロジェクター等を活用し、活発に議論を行いな

で食事をとることもできます。愛称は KotoKoto Kitchen。古都奈良と煮物の煮える

がら学びを深めるアクティブ・ラーニングが行えるラーニング・コモンズ、グループ学習室

音をイメージして名付けられました。

も併設されています。
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入 試 情報（予定）
入学 定 員：第１年 次入学45名 第３年次編入 学 10 名
一般・学校推薦選抜 試験科目（募集30名）
【理科2科目利用型】国語、数学①②、地歴公民1、理科2、外国語

大学入学共通テスト

個別学力検査

【社会2科目利用型】国語、数学①②、地歴公民2、理科基礎2又は理科1、外国語

前期日程

外国語、数学（Ⅰ・Ⅱ・A・B ）、理科（物基、物／化基、化／生基、生から1）

後期日程

数学（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B ）

学校推薦

面接（書類選考、口述試験を含む）

総合型選抜：探究力入試「Q」試験科目（募集15名）
大学入学共通テスト
Q ²スクウェア型
Q ³キューブ 型

課さない（合否判定には用いません）

第1次選考

調査書＋志望理由書

第2次選考

データ・資料の読み取り＋レポート作成＋ディスカッション

第1次選考

調査書＋志望理由書＋研究計画書

第2次選考

研究計画書に基づくプレゼンテーション

※予定であり変更の可能性があります。

学費情 報

（令和2年度現在）

入学料

282,000円

前期授業 料

267,900円

後期授業 料

267,900円

※入学料・授業料の免除、給付奨学金の制度があります。

資格
●学芸員 ● 2 級 建 築 士（受験資格）● 木 造 建 築 士（受験資格）
※建築士受験資格はともに予定

沿革
1908年 ３月 奈良女子高等師範学校が設置
1909年 ５月 授業を開始
（文学部と理家政学部の２学部）
1949年 ５月 奈良女子大学が発足
1953年 ８月 理家政学部が理学部と家政学部に分かれ、
文学部、理学部、家政学部の３学部に
1993年 10月 家政学部を生活環境学部に改組
1997年 ４月 国立大学初の女性学長誕生（奈良女子大学 OG）
2009年 ５月 創立 100 周年
2016年 4月 お茶の水女子大学と生活工学共同専攻を設置
2022年 ４月 新たに工学部設置（構想中）
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