
機関番号 009

部科番号 1

名称 奈良大学　文学部　地理学科

科目の細分 科目名 担当教員 認定年度 科目コード 備考

人文地理学Ⅰ 稲垣 06～08，11～19 0091a1-1

海津 10～17 0091a1-2

池田 18 0091a1-3 組み合わせ

山田 09～12 0091a1-3 ―

稲垣 13～19 0091a1-4 ―

a2　人文地理学 ― ― ― ― ―

日本地誌Ⅰ 三木 00～02，05，06，09～19 0091b-1 ―

日本地誌概論 三木 19 0091b-2 ―

日本地誌Ⅱ 三木 19 0091b-3 ―

地誌学 岡橋 19 0091b-4 ―

海津 10～16 0091c1-1 ―

池田 17～19 0091c1-2 ―

c2　地形学 ― ― ― ― ―

c3　気候学 気候学 堀 07，08，10，12 0091ｃ3-1 ―

c4　水文学 水文学 堀 07，09，11，13 0091c4-1 ―

担当教員全員 05～13 0091d-1a

藤本・土平・木村 14～16 0091d-1b

藤本・池田・土平 17，18 0091d-1c

酒井・土平・木村・三木 19 0091d-1d ―

地理学講読・調査法（一） 海津 10～17 0091d-2

堀 07～13 0091d-3

木村 14～19 0091d-4

元田 11，12 0091d-5

高橋 05～09，13～16 0091d-6

池田 17，19 0091d-7

山田 09～12 0091d-8

岡橋 18，19 0091d-16

地理学講読・調査法（五） 稲垣 06～19 0091d-9

碓井 05～12 0091d-10

藤本 14～19 0091d-11

地理学講読・調査法（八） 三木 05～19 0091d-12

地理学講読・調査法（九） 土平 05，06，08～19 0091d-13

地理学講読・調査法（七） 酒井 05～08，10，12～19 0091d-14

地域分析法 酒井 01～10，12～14，16，18 0091d-15 ―

木村 11～13 0091e1-1 ―

竹崎 13～18 0091e1-2 ―

地図学基礎 土平 19 0091e1-3 ―

e1　地図学

地図学Ⅰ

d　地域統計学

地理学実習

地理学講読・調査法
（一）～（九）

との組み合わせ

地理学実習
との組み合わせ

地理学講読・調査法（二）

地理学講読・調査法（三）

地理学講読・調査法（四）

地理学講読・調査法（六）

a1　地理学原論

組み合わせ

自然地理学Ⅰ

人文地理学Ⅱ

b　日本地誌

c1　自然地理学（総合） 自然地理学Ⅱ



田中 05～16 0091e2-1
測量学Ⅰまたは測量学Ⅱ

との組み合わせ

貫渡 17～19 0091e2-2
測量学Ⅰまたは測量学Ⅱ

との組み合わせ

田中 05～16 0091e2-3
測量学実習

との組み合わせ

貫渡 17～19 0091e2-4
測量学実習

との組み合わせ

田中 05～13，15，16 0091e2-5
測量学実習

との組み合わせ

貫渡 17～19 0091e2-6
測量学実習

との組み合わせ

碓井 10～12 0091e3-1
地理情報システムⅡ
との組み合わせ

藤本 13 0091e3-2
地理情報システムⅡ
との組み合わせ

酒井 14，15，17，18 0091e3-3 ―

藤本 16，19 0091e3-4 ―

碓井 10～12 0091e3-5
地理情報システムⅠ
との組み合わせ

藤本 13 0091e3-6
地理情報システムⅠ
との組み合わせ

藤本 14～18 0091e3-7 ―

GIS基礎実習 酒井 09，10，12～18 0091e3-8

GIS基礎講座 酒井 09，10，12～18 0091e3-9

地理学演習（三） 高橋 06～15 0091f1-1 ―

山田 08～12 0091f1-2 ―

岡橋 18，19 0091f1-9

地理学演習（五） 稲垣 07～19 0091f1-3 ―

碓井 06～12 0091f1-4 ―

藤本 13～19 0091f1-8 ―

地理学演習（八） 三木 06～19 0091f1-5 ―

地理学演習（九） 土平 06～19 0091f1-6 ―

地理学演習（七） 酒井 06～09，12～19 0091f1-7 ―

地理学演習（一） 海津 10～16 0091f2-1 ―

堀 07～13 0091f2-2 ―

木村 14～19 0091f2-3 ―

地理学演習（三） 池田 17～19 0091f2-4 ―

ｆ3　地域の人文的および
　　自然的特性に関する調査

― ― ― ― ―

f2　地域の自然的特性に関する調査 地理学演習（二）

e3　GIS

地理情報システムⅠ

地理情報システムⅡ

組み合わせ

f1　地域の人文的特性に関する調査

地理学演習（四）

地理学演習（六）

e2　測量学

測量学実習

測量学Ⅰ

測量学Ⅱ


