
学生が企画するイベント情報

受賞記録 

大学からのお知らせ 
●行事予定 

●飲酒について 

●平成18年度就職ガイダンス 

秋季リーグ 【男子ソフトボール部】 

A
10月22日（日）　VS 兵庫教育大 

B
奈良大　 

 10月29日（日）　VS 滋賀県立大 
B

兵庫県立大姫路支部 

E
頑張りますので応援よろしくお願いします  

A
9月23日（土）～11月5日（日） 

B
万博公園　 

E
2部リーグを目指して全力で戦っていきたいです！ 

WIND LIVE（学祭中） 【ウインドアンサンブル部】 

第25回定期演奏会 【ウインドアンサンブル部】 

A
11月4日（土）15：30～ 

B
講堂前広場　 

E
いろいろな曲をアンサンブルでお送りします♪ 

A
12月17日（日）18：00開場  18：30開演 

B
奈良県文化会館・大ホール 

E
企画ステージもあります！ 是非見に来てくだ  

　　　　さい♪ 

D
私たちウインドアンサンブルは、いろいろな

演奏会に参加したり、幼稚園や小学校に依頼演奏に
行ったりして活動しています。今は大学祭や定期演
奏会にむけてみんなで楽しく練習しています。 
　 また、随時一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。少しでも興味のある方
は是非遊びに来てくださいね。 
★練 習 日／水・土曜 13：00～17：00　木曜16：30～19：30 
★練習場所／音楽棟　第2アンサンブル室 

第40回記念定期演奏会 【ギターマンドリンクラブ】 

A
12月1日（金）18時開場　18時半開演 

B
奈良県文化会館 

E
今年のⅡ部はOB・OG合同ステージです。この日のために一丸となって練習し
てきました。ぜひ足をお運びください。 

関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦 【男子バレーボール部】 

A
10月22日（日）　VS 相愛大 

B
滋賀女子短期大　 

 10月29日（日）　VS 滋賀大 
B

滋賀大 

E
4回生最後のリーグ戦。チーム全員で一つになって戦いますので応援よろしく
お願いします。  

関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦 

A
10月28日（土）13：00～　VS 桃山学院大 

B
桃山学院大　  

 10月29日（日）15：30～　VS 花園大 
B

甲南大 

E
応援があると俄然盛り上がります。見ている人も楽しい試合になると思います！ 

秋季トーナメント 

A
10月21日（土）10：00～ 　VS 大阪産業大 

B
天理大　 

E
男女とも部の昇格を目指して頑張っています。応援よろしくお願いします！！ 

関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 

A
10月22日（日）14：45　VS 京都工芸繊維大 

B
四天王寺国際仏教大 

 10月29日（日）12：30　VS 大阪外国語大 
B

大阪外国語大 
 11月12日（日）11：45　VS 近畿福祉大 

B
奈良教育大 

 11月19日（日）13：00　VS 四天王寺国際仏教大 
B

四天王寺国際仏教大 

E
前回逃した2部昇格を今回は逃さないよう頑張ります。応援よろしくお願いします。  

関西学生サッカー秋季リーグ 

A
10月22日（日）13：30　VS 追手門学院大 

B
追手門学院大 

 11月 5日（日）15：00　VS 大阪経済法科大 
B

追手門学院大 
 11月12日（日）12：00　VS 大阪薬科大 

B
追手門学院大 

 11月19日（日）13：30　VS 奈良大 
B

奈良大 

E
1つ1つの試合において目的を持って挑んでいきたいと思っております。 

関西リーグ戦 

【女子バレーボール部】 

【男子サッカー部】 

【ハンドボール部】 

【ラグビー部】 

【女子バスケットボール部】 

A
12月5日（火）～12月7日（木） 

B
奈良市立美術館　 

E
奈良教育大学美術科の年に一度の展覧会！ その名はアオニサイ！ 

青 丹 彩 展 【美術科】 

【女子】
A

10月21日（土）15：00～ 
B

奈良教育大 
  10月22日（日）10：00～ 

B
大阪大 

E
上から順に、大阪市立大、花園大、関西福祉大、大阪大と対戦 

【男子】
A

10月29日（日） 
B

兵庫県立大 

E
上から順に、兵庫県立大、京都教育大、京都学園大、神戸市立外国語大、兵庫教育大と対戦 

秋季リーグ 【バドミントン部】 

　飲酒に関するトラブル・事故が後を絶ちません。 
　今後、大学祭、クリスマス、正月等イベントが目白押しです。
コンパなどで飲酒する機会がますます増えてきます。酒がすぎると、
命にかかわる事故、トラブルを招きかねません。 
　【アルコールハラスメント】は御法度 
　飲めない人には無理強いしない、飲める人も自分の酒量を考
えて飲んでください。幹事さんの責任は重大です。 
　【飲酒・酒気帯び運転は重大犯罪】 
　運転者だけではなく、同乗者、運転することを知ってて飲ませ
た場合（幇助）、等も罪に問われる場合があります。事故を起こ
した場合、被害者の生活は一変し、被害者に対し自分だけでな
く家族も一生かかっても償いきれない重い罪を背負います。 
『飲んだら乗るな、乗るなら飲むな』を徹底してください。 
『酒を飲んだ人は運転させない』ように周囲の人は注意してください。 
『酒を飲んでも自分だけは大丈夫』とは思わない。 

10月25日 ビジネスマナー（13：30～　大講義室）
11月１日 集団面接（13：30～　大講義室）
11月８日 個人面接（13：30～　大講義室）
11月15日 グループディスカッション（13：30～　大講義室）

●編集後記 
　いよいよ「大学祭（輝甍祭）」の季節となってきました。実行委員
会のみんなは大忙し！ より多くの学生さん達、地域の方 に々ご参加
いただき大いに盛り上がって（怪我のないようにね）欲しいと思って
います。今まで大学祭は「休み」や「バイト」な～んて決め込んでい
る貴方、一度は自分の大学の大学祭は「どんなもんじゃ？」と覗い
てみてはいかが？ 
　電　話：0742-27-9130　FAX.：0742-27-9146 
　E-mail：service@nara-edu.ac.jp

9月28～29日 履修登録
11月2～5日 輝甍祭
11月18日 開学記念日
11月22日 教員免許申請説明会
11月29日 全学懇談会（13：30～　山田ホール）
12月予定 教育指導研究会

学生が企画するイベント等の情報を掲載します。掲載希望の学生・団体は、 
service@nara-edu.ac.jpまで連絡ください。 

第11回全日本高校・大学生書道展【社団法人日本書芸院主催】
大賞 書道科

　真鍋　典子 （芸術文化３回）
　増田　朋実 （芸術文化４回）

展賞 　井関　沙織 （芸術文化２回）
　糸井　綾 （芸術文化２回）
　北川　晴香 （芸術文化３回）

 　北山　聡佳 （芸術文化３回）
　楠　貴恵 （芸術文化４回）
　小島　美春 （文化財１回）
　佐々木　有沙（芸術文化２回） 

団体賞として優秀校（大学の部）を受賞 
全国教育系大学体育大会  
陸上競技 陸上競技部
男子棒高跳　１位 　齋藤　法明 （言・社３回）
男子110ｍH　２位 　井上　寛崇 （身・表４回）
女子100ｍ　３位 　市川　洋子 （理・生３回） 
第44回近畿地区国立大学体育大会 
陸上競技  陸上競技部
男子走り幅跳び　１位 　森　健一 （生涯４回）
男子棒高跳び　２位 　齋藤　法明 （言・社３回）
女子200ｍ　１位 　市川　洋子 （理・生３回）
女子100ｍ　２位 　市川　洋子 （理・生３回）
女子400ｍ　２位 　山田　綾子 （身・表２回）
剣道 剣道部
男子個人３位 　原田　浩多 （言・社３回）
ソフトテニス ソフトテニス部 
女子個人１位　山本　祐子（環境３回）　銭谷郁美（言・社２回）組
水泳  水泳部
女子50ｍ自由形 ３位 　井門　まなみ （身・表１回）
女子 100ｍ平泳ぎ １位 　井門　まなみ （身・表１回）
女子 400ｍ自由形 ３位 　橋本　桂子 （身・表３回）
女子 200ｍリレー ３位 　井門　まなみ （身・表１回）

　橋本　桂子 （身・表３回）
　濱村　咲津希 （教・発１回）
　松田　夏美 （身・表１回）

バレーボール ３位 女子バレーボール部
硬式野球  ３位 硬式野球部
バスケットボール ３位 女子バスケットボール部 
少林寺拳法2006年度奈良県大会
女子段外の部　優秀　辻本　梨恵（教・発２回）　村松　由里加（教・発２回）

関西学生サッカー春季リーグ 
３部リーグ準優勝　サッカー部　　※２部リーグ入替え戦に出場

森下　理賀 （芸術文化４回）

清水　沙弥子（芸術文化２回）
中井　梢 （芸術文化４回）
中村　香央里（芸術文化２回）
松浦　典子 （芸術文化２回）
森　美久野 （芸術文化３回）
森脇　綾香 （芸術文化２回）
渡邉　美咲 （文化財１回）


