
 

  

平成 26 年度    
奈良県立大学 

シニアカレッジ 

受講生募集要項                       
奈良県・奈良県立大学 本事業の募集は、県議会で平成 26 年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、 予算成立前に募集の手続きを行うものです。予算の執行は、平成 26 年度予算の成立が前提であり、 今後、内容等が変更になることもありますのであらかじめご了承ください。 
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開講の趣旨開講の趣旨開講の趣旨開講の趣旨    

少子高齢化社会となり、現役を退いた人たちの間で学ぶ意欲に満ちたシニア世代

の方が大勢おられます。奈良県では、そんなシニア世代で学びの心を持つ人たちの

要請に応えるために、高校の国語、英語、日本史、世界史の教科書をベースにした

講義や大学教員等による多様な講義を１年間通じて学ぶ「奈良県立大学シニアカレッ

ジ」を平成 26 年度より開講します。 

奈良県立大学シニアカレッジでは以下の考えを持っている方の参加を想定してい

ます。 

  定年を迎えて自由な時間ができたとき、 

   ・社会人として様々な経験をしたからこそ、今本当に学びたいことがある。 

   ・進学や就職のために学ぶのではなく、純粋に知識を得るために学びたい。 

   ・毎日通う場所があり、同じ志の人と共に学ぶ喜びを得たい。     
奈良県立大学シニア奈良県立大学シニア奈良県立大学シニア奈良県立大学シニアカレッジの設立にそえてカレッジの設立にそえてカレッジの設立にそえてカレッジの設立にそえて    

シニアの方々の新たな学びの場として「奈良県立大学シニアカレッジ」が開設され

ることになりました。 

私はこれまでの臨床経験から「人は脳と心から老いるのであって、決して身体から人は脳と心から老いるのであって、決して身体から人は脳と心から老いるのであって、決して身体から人は脳と心から老いるのであって、決して身体から

老いるのではない老いるのではない老いるのではない老いるのではない」と考えてきました。全身の筋肉や、心臓、肺そして血管に至るまで

脳の支配下にあり、脳が老化すると心も老化し、時を待たずに身体も急速に老化が

始まります。若さを保つためには脳のあらゆる領域に刺激が必要です。若い頃、学校

で学んだ時のカリキュラムを思い出してみてください。私たちの脳のほぼ全領域を刺

激してくれる教科が揃っています。 

今回県から「シニアの方々に是非学ぶことの魅力と喜びをもう一度体験して頂きた

い」との話があり、「奈良県立大学シニアカレッジ」の設立に私も少し関わらせて頂き

ました。この「奈良県立大学シニアカレッジ」で学んだ方々が、あらゆる分野で、あらた

に活躍されることを願って私もその発展に微力ながら協力させて頂きたいと思いま

す。  
奈良県立医科大学臨床教授  
岡本内科こどもクリニック院長 

                                  岡本 新悟 

  プロフィール：昭和 21 年生まれ、奈良県出身。奈良県立医科大学卒業。 奈良県立医科大学第三内科准教授、同教育開発センター准教授、 同内分泌代謝内科客員教授を歴任。 現在岡本海外医療援助基金財団理事長。 
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奈良県立大学シニア奈良県立大学シニア奈良県立大学シニア奈良県立大学シニアカレッジとはカレッジとはカレッジとはカレッジとは    

奈良県では、シニア世代で学びの心を持つ人たちの要請に応えるために、高校の

国語、英語、日本史、世界史の教科書をベースにした講義や大学教員等による多様

な講義を１年間通じて学ぶ「奈良県立大学シニアカレッジ」を平成 26 年度より開講し

ます。 

今回、平成 26 年度の受講生を募集します。 

 

受講対象 

 平成２６年４月～平成２７年３月までの受講期間を通して受講できる方。年齢は問い

ません。 

 

修業年限 

 １年間 

 

講座数 

 ５講座  国語（国語総合）・国語（古典）・歴史（日本史）・歴史（世界史）・英語 

       のうち希望する講座 

 

定員 

 各講座４０名程度  

※なお、応募多数の場合は、優先順位や抽選等により受講者を決定します。 

 

受講場所 

 奈良市船橋町１０番地 

 奈良県立大学 ４号館 １階 ４０１教室等 

 ＴＥＬ：０７４２－２２－４９７８ 

 

授業数 

 １講座につき年間３５コマ（1 コマ：９０分間） 

（前期【４月～１０月】・後期【１１月～３月】の授業期間） 

   1 講座につき１回／週～２回／週の授業ペース 

    ※年間スケジュールは、4月の上旬にお知らせします。 

    ※各講座とも前後期の最終日には試験を予定しています。 

 

受講料 

 各講座 年額 １０，０００円 

 ※複数講座の受講も可能です。 
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※受講料の他に教科書、副教材等の費用は受講生の負担となります。 

 

受講申込書 

  添付の受講申込書に記入の上、下記提出先まで郵送もしくは持参にて提出してく

ださい。受講申込書の提出は１人１通です。（２通以上提出の場合は無効とします） 

 

受講申込書受付期間 

 奈良県内にお住まいの方：平成２６年３月３日（月）から３月２０日（木）まで 

（土、日曜日及び祝日を除く） 

 奈良県外にお住まいの方：平成２６年３月１３日（木）から３月２０日（木）まで 

（土、日曜日及び祝日を除く） 

 ※受付期間は奈良県内にお住まいの方を優先とさせていただきます。 

 

受講申込書提出先 

 奈良県教育振興課 シニアカレッジ事務局 

 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

 

受講の可否 

 平成２６年３月３１日（月）までに受講決定通知書により各人にお知らせします。 

 

 

 

○詳しくは次ページ以降をご覧ください。 
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平成２６年度受講生募集要項平成２６年度受講生募集要項平成２６年度受講生募集要項平成２６年度受講生募集要項    

１．受講資格 

平成２６年４月～平成２７年３月までの受講期間を通して受講できる方。 

年齢は問いません。 

ただし、定められた講座の曜日の授業を受けられない方は応募できません。 

 

２．講座及び定員等 

 各講座の定員・曜日等は以下の予定です。 

講座 会場 定員 授業曜日・時間 

国語（国語総合） 

奈良県立大学 

４号館 1階 401 教室 

40 名程度 

水曜日 

１1：00～12：30 

国語（古典） 

奈良県立大学 

４号館 1階 401 教室 

40 名程度 

金曜日 

１1：00～12：30 

歴史（日本史） 

奈良県立大学 

４号館 1階 401 教室 

40 名程度 

木曜日 

１1：00～12：30 

歴史（世界史） 

奈良県立大学 

４号館 1階 401 教室 

40 名程度 

金曜日 

１3：00～14：30 

英語 

奈良県立大学 

４号館 1階 401 教室 

40 名程度 

水曜日 

１3：00～14：30 

注１）申し込み受付期間終了後に、他の講座への変更はできません。 

注２）会場は大学側の都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。 

注３）年間スケジュールは 4月上旬にご案内します。 

 

３． 学習内容等 

各講座の学習内容は以下の予定です。 

講座科目 学習の目標等 

国語 

（国語総合） 

学習の目標 

１ 国語を適切に表現し、的確に理解する力を育成し、伝え合う

力を高めます。 

２ 思考力、想像力を伸ばし、心情を豊かにします。 

３ 言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深めます。 

科目の特色 

中学校国語の内容を受け、高等学校国語の基礎的・基本的な

内容を学ぶ科目です。内容的には「現代文」「古文」「漢文」の文

章を、さまざまな言語活動を通じて学んでいくことになります。 

使用教科書：第一学習社 高等学校国語総合 

副教材：浜島書店 常用国語便覧  
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国語 

（古典） 

学習の目標 

 １ 古典を的確に理解する力を育成し、伝え合う力を高めます。 

 ２ 思考力、想像力を伸ばし、心情を豊かにします。 

 ３ 言語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深めます。 

科目の特色 

 中学校国語の内容を受け、高等学校国語における古典分野の

基礎的・基本的な内容を学ぶ科目です。内容的には「古文」「漢

文」の文章を、さまざまな言語活動を通じて学んでいくことにな

ります。 

使用教科書：第一学習社 高等学校国語総合 

副教材：浜島書店 常用国語便覧 

※国語（古典）は、国語（国語総合）の古文・漢文の内容をより深く

学習する内容となっています。 

歴史 

（日本史） 

学習の目標 

 我が国の歴史の展開を、世界史的視野に立って総合的に考察

させ、我が国の文化を伝統の特色についての認識を深めさせ

ることによって、歴史的思考力を培い、国民としての自覚を国

際社会に主体的に生きる日本人としての資質を養う。 

使用教科書：山川出版社 詳説日本史Ｂ 

副教材：図解及び資料集 

歴史 

（世界史） 

学習の目標 

 世界の歴史の大きな枠組みと流れを、我が国の歴史と関連づ

けながら理解させ、文化の多様性と現代世界の特質を広い視

野から考察させることによって、歴史的思考力を培い、国際社

会に主体的に生きる日本人としての自覚と資質を養う。 

使用教科書：山川出版社 詳説世界史Ｂ 

副教材：図解及び資料集 

英語 学習の目標 

１  英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度を育成する。 

 ２ 英語を通じて、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝

えたりする基礎的な能力を養う。 

使用教科書：大修館書店 Genius English Communication Ⅰ 

  ※上記学習目標は各講座の講師の使用する教科書により変更となる場合があり

ます。 

上記内容以外にも、年間を通じて大学教員等による特別講座を予定していま

す。また、各講座とも前後期の最終日には試験を予定しています。 
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４．受講手続 

   （１）募集要項の入手 

       募集要項は、奈良県教育振興課で配布しているほか、教育振興課ホーム

ページ（http://www.pref.nara.jp/31653.htm）からもダウンロードしていた

だけます。募集要項の郵送を希望される方は、ハガキか FAX、E メールで

「奈良県立大学シニアカレッジ募集要項希望」と明記し、住所・氏名・電話

番号を記入の上、奈良県教育振興課シニアカレッジ事務局までお申し込

みください。 

        事務局の連絡先は以下の通りです。 

 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

奈良県教育振興課 シニアカレッジ事務局 

電話：０７４２－２７－８９１９ 

            FAX：０７４２－２２－７２１５ 

            E メール：senior-college@narapu.ac.jp 

 

 

   （２）受講申し込み方法 

       募集要項に添付している「受講申込書」に必要事項を記入の上、８０円切

手を貼付した返信用封筒（長形３号）を同封し、平成２６年３月３日（月）か

ら３月２０日（木）までにシニアカレッジ事務局へ郵送（３月２０日（木）消印

有効）していただくか、直接事務局まで提出してお申し込みください。受講

申込書は１人１通とします。 

       ※受講申し込み受付期間中、土、日曜日及び祝日は事務局での持参によ

る受付はできません。 

 

 （３）受講者・受講講座の決定 

受講決定通知は平成２６年３月３１日（月）までに、通知書により各人にお

知らせします。なお、応募多数の場合は、優先順位や抽選等により受講

者および受講講座を決定しますので、あらかじめご了承ください。 

 

    （４）講義の試聴について 

       講義内容を確認していただくため、４月中は試聴期間として、あらかじめ希

望された講座の講義を試聴していただくことができます。試聴期間に受講

継続の有無を決定していただき、５月以降の正式登録後に受講料をお支

払いただきます。 
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（５）受講料の納付等 

   ・試聴期間終了後、受講を継続される方について、受講料は、５月以降に

納付していただくことになります。  

・受講料は、県の条例に基づく奈良県立大学シニアカレッジ受講料により 

徴収させていただきます。受講料の他に教科書、副教材等の費用は受講 

生の負担となります。 

・また、一旦納付いただいた受講料及び購入された教科書代等は、理由の

いかんを問わず、一切返還を行いませんのであらかじめご了承ください。 

       

受講料 １講座 年額１０，０００円  

        

・教科書・副教材は平成２６年４月１３日（日）の開講式で販売します。 

・開講式の詳細は、受講決定通知書を郵送する際に併せてご案内しま 

す。 

 

５．大学の施設利用に関して 

  （図書館の利用） 

   ・受講生は奈良県立大学の図書館を利用することができますが、別途、利用に

際して利用者登録をする必要があります。図書館の利用を希望される方は、学

外者利用申請を行ってください。 

  （福利厚生施設の利用） 

   ・受講生は、奈良県立大学生活協同組合が運営する学生食堂や売店等の施設

を利用することができます。（組合費は 5,000 円です。なお、組合費は退会時に

返金します。） 

  （通学について） 

   ・大学構内の駐車場は利用することができません。受講生は、受講の際、公共

交通機関を利用してください。 

  （大学構内の禁煙について） 

   ・大学構内は指定された場所を除き禁煙です。受動喫煙防止対策の一環として

のキャンパス内禁煙について、ご理解いただきますようお願いします。 

 

６．個人情報の取り扱いについて 

（１）受講申し込み書に記入された個人情報については、奈良県立大学シニアカ

レッジ関係以外の目的では使用しません。 

（２）法令、条例等に定める場合を除き、本人の同意なく、個人情報を第三者に提

供することはありません。 

（３）個人情報は、外部からの不正なアクセスに対して万全の対策を行い、適正に

管理します。 
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（４）一旦提出された受講申込書は返却しません。 

 

７．その他留意点について 

（１）当シニアカレッジは、学校教育法に基づいた高等学校ではありませんので、

修了しても高校卒業資格は取得できません。 

   （２）受講期間中、各種定期券等の学割の対象にはなりません。 

   （３）受講時のご自身の体調等の把握及び管理については、自己責任としますの

で、十分ご留意ください。 

（４）受講生が当シニアカレッジ内の秩序を乱したときや受講生としてふさわしくな

い言動をした場合には、受講を停止することがあります。なお、受講停止の場

合であっても、納付済みの受講料は返還しません。 

 

８．問い合わせ先 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

奈良県教育振興課 シニアカレッジ事務局 

電 話   ０７４２－２７－８９１９ 

ＦＡＸ    ０７４２－２２－７２１５ 

E-メール  senior-college@narapu.ac.jp 

ホームページ  http://www.pref.nara.jp/31653.htm 
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奈良県立大学案内略図 

 

所在地 〒６３０－８２５８ 奈良市船橋町１０番地 

電話 ０７４２－２２－４９７８ 

交通機関 JR奈良駅（東口）・近鉄奈良駅（7番出口）より徒歩約１０分                  


