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心理学のあらゆる専門知識を学べるから
就職にも大学院進学にも威力を発揮。

学部独自の就職支援プログラムで
公務員試験に確かな実績。
金融や不動産業界にも強い。

帝塚山大学心理学部心理学科は、「公認心理師（国家資格）」「臨床心理士」の養
成に対応します。

8年連続で全国平均を上回る合格率を達成。
幅広い分野で活躍できる管理栄養士を輩出。
管理栄養士国家試験を視野に入れた1年次の基礎演習から、本学の国家試験対策
がスタート。3年次後期からは全90コマの特別演習、4年次からは習熟度別にクラ
ス分けされた対策講義を実施します。夏休みや国家試験直前には外部講師による
特別講義・直前特訓も。全国栄養士養成施設協会の実力認定試験や、全国模試など
も積極的に活用します。

文系からでも建築士をめざせるカリキュラム。建築、
インテリア、造形分野の幅広い学びが進路に直結。
文系からでも建築士をめざせるカリキュラム。建築、
インテリア、造形分野の幅広い学びが進路に直結。

3資格取得者数（2017年度）

6年連続
進路決定率
100％を達成！

流通業界プログラム

マーケティングや経済心理学を学びアパレル、物流、貿易などの業界へ。

国際観光ビジネスプログラム

旅行やホテル、航空業界など近年、需要が高まる観光ビジネスの世界へ。

公務員プログラム

地方自治体の職員や教員をめざし、公務員試験にチャレンジ。

金融スペシャリストプログラム／不動産スペシャリストプログラム

銀行や証券会社、不動産業界への就職や会計のプロフェッショナルに。

ビジネスパーソンとしての総合力を磨き、地域経済に貢献したり、起業する人に。

企業実務プログラム

経済学と経営学の双方の知識を効率的に学ぶ。
資格と5つのプログラムが希望の進路へと導く。

現代社会で活躍する
には、経済学と経営学
のどちらの知識も必
要です。経済を理解し
た経営、経営を考え
た経済。本学科では、
社会で真に必要とさ
れる、即戦力を養成し
ます。

5
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

2018年4月開設

※進路決定状況は、特に記載がない限り
1)2018年3月31日現在　2)就職・進学希望者を母数とする。

　2018年4月、経済経営学部 経済
経営学科を新たに開設。2019年
には教育学部※を新たに開設し、
本学は、6学部・7学科・2研究科
の奈良県最大の文系を中心とし
た総合大学に生まれ変わります。
　それぞれの学部・学科を特長づける学びの成果は、資格・就職
実績にも現れています。
　

2019年度からの学部・学科・研究科構成

ここで学ぶのは、実社会で通用する本物の教養



2017年度　学部・学科別主な就職内定先企業

※　2018年4月　改編

キャリアセンターを主軸に、教員や職員、先輩学生や卒業生が連携して、幅広くキャリアサポートを展開。
高い就職内定率は、学生自身の意欲と熱意を、大学が一丸となって支えてきた実績の証です。

就職内定率

605名

585名

求職者数

内定者数

32,717件

6,600

※2018年3月卒業生向け求人数実績

※予約数をもとにした件数

1,035名

年間

円

延べ

延べ

1,198名

841名

31講座

（2018年3月31日現在）

年間求人数

学内合同企業説明会参加者数年間個別面談数

本学に集まる求人票は年間で32,717件。これは就職を希望
する学生一人あたり、およそ54件もの数になります。大卒
求人倍率調査における2018年3月卒業生の求人倍率が1.78で
あることから考えても、本学に対する求人数は多いと言え
ます。

件以上

関西圏の実力企業約600社
（延べ数）の人事採用担当者
を大学に招いて、「合同企業
説明会」を年間に複数回開
催しています。

3年次の7月から、スタッフが、
学生全員と個人面談。

参 加 総 数

1,485名

インターンシップ

※インターンシッププログラム導入時の
1999年からの累計参加者数

　帝塚山大学は、1999年よ
り奈良県の大学でいち早くイ
ンターンシップ制度を導入。

キャリアサポート 卒業後の進路 

資 格 取 得 

本学では、学生のスキルアップのために必要となる資格取得に対して、さまざまなサポートを用意しています。

約

学内成績が優秀な2年生以上の学生を対象
に、よりハイレベルな資格取得への挑戦を
支援する制度です。公務員講座や公認会計
士基礎講座など、本学指定の学外提携校で
実施する難関資格対策講座の受講費用を一
部助成します。

給付

Cランク

Ｂランク 1

4

4

人数

（2017年度）

 合格教員採用試験 (都道府県･栄養教諭)

宅地建物取引主任者

ファイナンシャル・プランニング技能検定  2級

資格取得

取得

在学中に公的資格を取得するなどのすぐれた実績をあげた学生を表彰
し、一層の研鑽を奨励することを目的として褒賞金を給付する制度を設
けています。

10万円Bランク 3万円Cランク20万円Aランク

※2015年度以前の入学者は褒賞金金額が異なります。

現代生活学部

食物栄養学科 居住空間デザイン学科 こども学科

経済学部
日本文化学科 文化創造学科※

文学部

経営学部 法学部 心理学部

大阪学芸高等学校（教諭）

奈良県農業協同組合

京都府漁業協同組合

パナソニック株式会社エコソリューションズ社

株式会社一条工務店

小野建株式会社

市民生活協同組合ならコープ

西尾レントオール株式会社

株式会社共立メンテナンス

ホテルマネジメントインターナショナル株式会社

酔鯨酒造株式会社

ダイシン化工株式会社

中日本フード株式会社

株式会社丸和不動産

株式会社ニトリ

株式会社マツヤデンキ

株式会社カーチスホールディングス

株式会社スリーエム

株式会社ヴァンドームヤマダ

株式会社アウルコーポレーション 

大阪信用金庫

奈良信用金庫

エース証券株式会社

奈良県農業協同組合

西日本旅客鉄道株式会社

日成ビルド工業株式会社

大東建託株式会社

大阪ガスLPG株式会社

株式会社ジェイテクト

いすゞ 自動車近畿株式会社

大阪シティ信用金庫

大阪商工信用金庫

奈良信用金庫

岡三証券株式会社

奈良県農業協同組合

株式会社錢高組

株式会社日立物流西日本

三菱電機住環境システムズ株式会社

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

枚方寝屋川消防組合

奈良県警察本部

大阪府警察本部

警視庁

和歌山県警察本部

大阪市消防局

京都中央信用金庫

奈良県農業協同組合

東洋シヤッター株式会社

ナブコドア株式会社

宗教法人浄土宗　総本山知恩院

天川村役場（行政職）

奈良県警察本部

日本郵便株式会社

第一生命保険株式会社

日本エスリード株式会社

日産部品近畿販売株式会社

株式会社ホテルニューアワジ

ロクシタンジャポン株式会社

鳴門教育大学大学院学校教育研究科

帝塚山大学大学院心理科学研究科

三重県教育委員会（栄養教諭）

四条畷市役所（行政職）

ケンコーマヨネーズ株式会社

わらべや日洋株式会社

株式会社日本アクセス

尾家産業株式会社

株式会社わかさ生活

株式会社グリーンハウス

日清医療食品株式会社

奈良教育大学大学院教育学研究科

大和ハウス工業株式会社

大東建託株式会社

株式会社森組

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム

アイディホーム株式会社

株式会社レオハウス

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

株式会社Ｊ．フロント建装

トランスコスモス株式会社

大和リース株式会社

大阪府教育委員会（小学校教諭）

東京都教育委員会（小学校教諭）

京都市教育委員会（小学校教諭）

横浜市教育委員会（小学校教諭）

奈良市役所（保育教育士）

神戸市役所（保育士）

岸和田市役所（保育士）

野洲市役所（保育士）

大淀町役場（保育士）

精華町役場（保育士）

就職内定率

967％

特別資格サポート制度（A制度） 特別資格サポート制度（B制度）

年間最大5講座まで
対象講座から

どれだけ受講しても

5,000

2017年度入学生

3人に1人が

利用

2017年度入学生

3人に1人が

利用
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14



図　書　館 科学研究費 

情　報 紀　要 出版会

　奈良・東生駒キャンパスに
本館、奈良・学園前キャンパス
に分館を設置しています。
　本館は、帝塚山学園創立40
周年記念事業として、1978年
7月31日に開館。分館は、
2000年、帝塚山短期大学が帝塚山大学に組み込まれたことに
伴い、大学に編入されました。

　良質の研究が良質の教育に結びつくとい
う考えのもと、本学では、研究成果の積極的
な公開のために、開学した1964年から紀要を
発行しています。2017年現在、学部・研究科
などから公刊しているのは14タイトル。うち、
『帝塚山大学文学部紀要』は、開学時初刊の
『帝塚山大学紀要』の流れをくむものです。

　 教 育 研 究ネットワークシステム、T U N E
(Tezukayama University Network Evolution)は、
1998年4月に奈良・東生駒キャンパスに、1999年9月には
奈良・学園前キャンパスに導入されました。2018年5月1
日現在、設置しているコンピューターの台数は、両キャン

パスで約1,200台。VectorWorks、ＳＰＳＳ、Adobeなど専門分野に応じた15種の有
償ソフトを含む43種のソフトが、両キャンパスのコンピューターで利用可能です。

　図書館では、2002年度より、「学生選
書会」を実施。現在、年に4回開催し、学
生自身が図書館に置いてほしい本を、
大型書店で自由に選ぶことができます。
実施回数は、2017年度末で48回を数
え、これまでに11,233冊もの多岐にわ
たるジャンルの書籍が学生によって選書されています。

学生選書

2018年3月31日現在

626,283

合　計

蔵書数
（図書）

蔵書数
（視聴覚）

リポジトリ
登 録 件 数

402,466 6,201
223,837 4,518

786
144

930626,283 10,719

本　館
分　館

蔵書数・リポジトリ登録件数(2017年度）

蔵書数（図書）
両キャンパス

0 5 10 15 20 25

2018年
（平成30年）

科学研究費採択件数および交付金額推移

日本の学術振興のために文部科学省が支給する2018年度（平成30年度）の科学研究費の新規採択は7件、
新規＋継続の採択件数は21件。交付金額は31,918,000円です。

新規採択件数 継続採択件数 新規+継続採択件数 交付金額

高齢ドライバーの生理的老化及び
病的老化と運転行動の関係に関する基礎的研究 

2017年度採択

2017年4月1日～2021年3月31日
心理学部 教授   蓮花 一己

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

分館

351

214

本館座
席
数

学 生
選書会
選書数

本研究は、生理的老化(正常老化)と病的老化を区別し
て、病的老化が運転行動に及ぼす影響を調べる。高齢
者の運転に関係する生活・健康状態、認知機能、運転行
動に関する「高齢運転データベース」を構築し、次に高
齢ドライバーの脳機能状態
の低下が一般道路での運転
行動に及ぼす影響を検証
し、適切で効果的な介入手
法を検討する。

　帝塚山大学出版会は、本学の研究・教育
とその成果の発表を助成し、学術関連図書
及び教科書の刊行・頒布を目的として、
2006年に設立されました。
　これまでに、さまざまな研究分野の学術
書や教科書などを発行し、2018年5月1日現
在、25タイトルの書籍を刊行しています。

奈良・東生駒図書館内
アクティブ・ラーニング・スペース「C3」

1次情報

2次情報

98,371人

24,367冊

年間入館者数
(両館合計）

貸出冊数（全体）

附置研究所・附属博物館・こころのケアセンター

私立大学
平均所蔵冊数（図書）

PC設置台数（演習室）

336,549
※2017年度(平成29年度）学術情報基盤実態調査（2018年3月23日公表） 
私立大学所蔵冊数総計を付表1の規模別大学一覧表記載の608校で除したもの

冊

冊

11,233冊

1,200台

565席
48回

※

43種

（件）

31,980

(千円）

2017年
（平成29年）

2016年
（平成28年）
2015年

（平成27年）
2014年

（平成26年） 8

7

9

7

6 15

15

15

11

10

38,610

31,070

28,990

39,910

約

利 用 可 能
ソフトウェア

VectorWorks、
ＳＰＳＳ、Adobe
などを始めとする

2003年2月～2017年度

奈良に関連する文化的・歴史的・社会的
事象を包括的に研究する「奈良学」の趣
旨に基づき、学術文化の進展に寄与する
ことを目的とした研究所。各分野の専門家
が研究員として研究を進め、関連資料の収
集や研究成果を公表・公刊しています。

奈良学総合文化研究所
「奈良学」に基づき日本文化を研究

主に、自然環境や社会環境、情報環境な
どを専門にする研究員が専門領域を越
えて学際的な研究を行っています。また、
毎年多岐にわたるテーマでシンポジウ
ムを開催し、研究員がその研究成果を
発表しています。

人間環境科学研究所
自然・社会・情報環境を研究

大学院教育の実践と研究、さらに心の
問題についての地域貢献の場として開
設。臨床心理士の資格を持った教員や
職員、およびその指導のもとに大学院
生が相談を受け、カウンセリングやプレ
イセラピーを行います。

こころのケアセンター
心の問題における地域貢献の場

考古学研究所
最新の考古学研究の成果を発信

2004年4月、奈良・東生駒キャンパスに
開館した奈良県で2番目の大学附属博
物館です。日・中・韓の瓦を約7,850点収
蔵し、広く一般に公開しています。また、
学芸員の資格取得に必要な博物館実習
を行うことができます。

附属博物館
日本有数の瓦コレクション

現代社会におけるさまざまな問題を取
り上げ、経済学、経営学の観点から研究
を進めています。年に数回の研究発表
会や国内外の研究者を招いて講演会を
開催。研究所のWebサイトからは、電子
版で多くの研究情報を発信しています。

経済経営研究所
国内外の研究者による講演も実施

主として飛鳥時代以降を対象とした、考
古学の研究を進め、その成果を紀要で発
表。歴史考古学研究会、シンポジウム、古
代瓦の復元製作の実習、春と秋の「遺跡
探訪」などのほか、学生や市民対象の「市
民大学講座」を隔週で開催しています。 活動実績はP14へ

活動実績はP14へ活動実績はP14へ
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