奈良教育大学
NARA UNIVERSITY OF EDUCATION

Vol. 181

学生広報

2006.4.28発行

平成17年度卒業式・修了式
３月24日
（金）午前10時から、講
堂で第54回教育学部卒業式、
第22
回大学院教育学研究科修了式及
び第14回特殊教育特別専攻科修
了式が開催されました。教育学部
卒業生270名、
大学院教育学研究
科修了生55名及び特殊教育特別
専攻科修了生9名と総勢334名が
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題字

奈良教育大学教授 福 光 佐 今

式典の後、記念撮影が行われ、
その後の懇談会では、受賞までの苦労話
等が話題となり、和気あいあいとした雰囲気で行われました。
※受賞者の学年は表彰式当時の学年です。

◆学長表彰
大西麻理亜
（総合4回）

角谷

知子

（総合4回）

西

陽子

（総合4回）

保護者及び学長、
名誉教授、
指導
教員等教職員の祝福を受け、
厳か
な雰囲気の中、
式典が行われました。
式典終了後、
穏やかな日差しの中、
講堂付近等では、
お世話になった
指導教員、
保護者そして、
名残をお
しむ在学生との記念撮影、
歓談等
が盛んにおこなわれ、
和気藹々とし
た楽しい雰囲気でした。

島津みゆき
（総合2回）

東山

桃子

（大学院2回）

平成18年度入学式
４月５日
（水）午前10時から、講
堂で教育学部、大学院教育学研
究科及び特殊教育特別専攻科の
入学式が開催されました。
教育学部286名、大学院75名
及び特殊教育特別専攻科16名と
総勢377名が緊張した面持ちの中、
保護者又は指導教員等教職員の
見守られ、
学長より入学許可及び
祝福を受け、
厳かな雰囲気の中入学式が行われました。
式典終了後、
桜の咲き誇る中、
講堂付近では、
各サークルの学生が新入生
を祝福し、
また新入部員の獲得を目指し、
盛んに勧誘が行われ賑やかな雰囲
気でした。
また、
今年度より保護者に対し、
保護
者ガイダンスが実施され、
重松副学長
（教
育担当）、
就職支援室及び学生支援課
から大学生活及び進路についての説
明が行われ、
約150名の保護者が真剣
な表情で話を聞いておられました。

小野

雄平

（大学院1回）

藤本和香奈
増田

恵子

（学校2回）

増田

朋実

（総合3回）

小原

智史

（大学院1回）

尾西

啓充

（大学院1回）

闍村

梨江

（学校4回）

高寺

康介

（総合2回）

永田

彰

（学校2回）

光本

允

（学校4回）

寺川

聡

（学校3回）

田中

彰一

（学校3回）

齋藤

平成17年度学生表彰式

第10回全日本高校大学生書道展大賞（漢字）
【（社）
日本書芸院】
第10回全日本高校大学生書道展大賞（漢字）
【（社）
日本書芸院】
第10回全日本高校大学生書道展大賞（かな）
【（社）
日本書芸院】
第10回全日本高校大学生書道展大賞（かな）
【（社）
日本書芸院】
第10回全日本高校大学生書道展大賞（篆刻）
【（社）
日本書芸院】

◆学生委員会委員長表彰

（大学院2回）

平成18年2月16日
（木）午後１時
から大会議室において、学長表彰
式及び学生委員会委員長表彰式
が開催されました。保護者、
副学長、
事務局長、
指導教員等が陪席する中、
学長及び学生委員会委員長から、
受賞者一人ひとりに表彰状が授与
され、
祝福を受けました。

発行

法明

（学校2回）

三木

智之

（大学院1回）

日本理科教育学会近畿支部大会学生発表賞
【日本理科教育学会近畿支部】
第７回 万里の長城杯 国際音楽コンクール優秀賞
【中国音楽理事会 万里の長城杯 国際音楽コンクール審
査委員会】
第15回箕面手づくり紙芝居コンクール一般の部
Ｂ部門優秀賞【箕面市教育委員会・人と本を紡ぐ会】
第52回日本学書展高校・大学仮名・漢字仮名交り部門
文部科学大臣賞【日本学書展】
第59回二紀展奨励賞【社団法人二紀会】
第52回関西二紀展佳作賞【社団法人二紀会関西支部】
第56回奈良県美術展覧会入選【奈良県美術展覧会実行委員会】
第52回関西二紀展新人賞【社団法人二紀会関西支部】
第59回二紀展入選 【社団法人二紀会】
女子シニアシングルス１位、
女子ダブルスＡ３位
【第46回全国教育系大学バドミントン選手権大会】
近畿学生野球春季リーグⅡ部ベストナイン
（一塁手）
【近畿学生野球連盟】
近畿学生野球秋季リーグⅡ部ベストナイン
（二塁手）
【近畿学生野球連盟】
近畿学生野球春季リーグⅡ部ベストナイン
（三塁手）
近畿学生野球秋季リーグⅡ部ベストナイン
（一塁手）
【近畿学生野球連盟】
近畿学生野球春季リーグⅡ部ベストナイン
（外野手）
【近畿学生野球連盟】
近畿学生野球春季リーグⅡ部ベストナイン
（指名打者）
【近畿学生野球連盟】
陸上競技棒高跳び優勝【第49回全国教育系大学陸上競技大会】
陸上競技棒高跳び２位【関西学生陸上競技学年別選手権大会】
陸上競技棒高跳び３位【第43回近畿地区国立大学体育大会】
陸上競技走幅跳び優勝
【第43回近畿地区国立大学体育大会】

陸上競技部

陸上競技男子混成部（２部・十種競技）優勝
【関西学生陸上競技対校選手権大会】

女子ソフト
テニス部

第43回近畿地区国立大学体育大会優勝

軽音楽部

奈良少年刑務所における慰問ライブ
【平成13年〜平成17年】

研究室紹介「福光研究室」

クラブ紹介「ウインドアンサンブル部」
こんにちは☆ウイン

福光研究室です☆書道科
4 回生 17 人のうちの７名と、

ドアンサンブルです♪

3 回生 17 人のうちの 11 名が、

私たちは今、6月に

福光研究室の仲間として日々

行われる「阪神国公

書道に励んでいます。（全員

立大学吹奏楽連盟

女 !）私たちを指導してくださ

合同演奏会」にむけ

るのは、福光佐今先生です。

ての練 習をしていま

みなさんは書道というと堅

す。合同演奏会では

苦しい感じがしたりもするでし

他大学のメンバーと

ょうが、ただきれいに書くだけ

同じステージで一緒に演奏することができます。

ではなく、時には激しく感情を表現してみたりと、ある意味スポーツのように
取り組んでいます。（けっこういい汗かけますよ☆）今年の目標は全日本高
校生大学生書道展に入
賞して、１つでも多くの垂
幕を生協前に掲げること
です !!

また、合同演奏会の後は私たちの最大イベント、定期演奏会に向けての練
習を始めます。新しいティンパニーも買っていただき、
ますますステージで輝け
るよう頑張っていきます。そんな私たちと一緒に音楽を楽しみませんか？？
いつでも見学に来てください☆もちろん入部も大歓迎です♪♪

定期的に展覧会

もやっていますので私たち
の成長をぜひ見に来てく

練習日

（木） 16：30〜19：30

ださいね☆

場

所

連絡先
記事：総合教育課程芸術文化コース 書道芸術専修 4 回生
鶴田 智恵子

スクールサポート
学校を身近に感じられるスクールサポート
大学院教育学研究科 教科教育専攻
理科教育専修 1回生 仲島 浩紀
私は、 奈 良市 立 若
草中学校にスクールサ
ポーターとして２年間お
世 話になりました。 若
草中学校では、主に理
科の授業のティーチン
グ・アシスタント（TA）
として実 験や観 察など
の準備やその補助を行
いました。実際に、授業に参加することで子ども達が理科の授業内
容について「どのようなことを考えているのか？」そして、「どのような
時につまずいてしまうのか？」ということを垣間見れることができました。
また、若草中学校では色々な学校行事に参加させていただく機会
を得ました。このように色々な側面から学校に関わっていくことで、教
師という仕事が教科指導だけでなく実際には生徒指導や進路指導、
さらには行事の準備など実に多くの教務が存在し、本当に大変なも
のであると改めて知ることできました。
しかし、その大変さや責任の重さを知る一方で、実験の時など子ど
も達の驚く顔や笑顔を見ると「なんとやりがいのある仕事なんだ」と
感じることができました。今、学校現場ではより教育実践力を持った
教員が求められています。教育実習だけで満足するのではなく、ぜひ
継続的にスクールサポート事業など色々な実践活動にチャレンジして
みてはどうでしょうか。

平成１８年度ボランティア説明会（事前指導）兼派遣壮行会
及びマッチングが５月１１日（木）午後4：30より大講義室で
開催されます。
教員志望の方はぜひご参加下さい。
ご不明の点は、学生支援課におたずね下さい。

（水） （土） 13：00〜17：00
第二アンサンブル室

a045634@student.nara-edu.ac.jp
記事：佐藤 由佳 （ウインドアンサンブル部部長）

日本留学事情
本学在学中の留学生に日常生活で感じたことを書いていただきました。

日本での本当の日本語との出会い
トマシュ・マリノフスキ（ポーランド）
日本に来てから、さまざまなところ
に行ったり、数々のことを経験したり、
日本人の生活を観察したりすること
によって、日本と其の文化について、
多数の新しいことを知ることができる。
其の中で、ポーランドの大学で教え
られてきたことを基にした、私の日本
についての考え方と大分違う事実
もたくさんある。其のひとつは、毎日の生活で使われる日本語である。
確かに、たいていの留学生が自分の国で学習してきた日本語は、理想的で非常に
綺麗な、NHK の番組で聴けるような言語だが、やっと日本に来てから、町や大学で
会う日本人の話を耳にし、それはまったく違うということに気付いて、皆びっくりしたろう。
ポーランドでは、特に高学歴の人、及びに科学者・文化的な活動と関係がある人や
学生などは、文語の言葉を多数に使うような、優雅な標準語で話すべきだという考え
方がある。そのため、一般的に、方言で話す人は、畑から帰って来たばかりのような、
野暮な人に思われてしまう。それに慣れた私には、毎日接する日本人の学生達はあま
りいい印象を与えていなかったのである。だが、其のポーランド人の見方を徐々に克
服できて、その「粗い」日本語のいくつかの要素が好きになり、自分でも使うようにな
ってきた。
「そうッスね」や「こんにちはッス」などのような表現を使ったり、
「食べて」の
代わりに「食え」といったりするのは、国で習った「NHK」の日本語より楽しく、何らか
の魅力があるのではないかと、友達の留学生でも頻繁に使うのを見て思った。そもそ
も、外国の大学で教わる日本語は、普通に使われていないということだけではなく、そ
の話し方は不自然だということは、日本に来て皆わかっただろう。
いずれにせよ、上記のような日本語が留学生に覚えられ、常に使われるという現象
には危険性がある。それは、遠い国の外国人がポーランド語で汚い言葉を使ったりす
るのを想像すればわかる。我々留学生にとって、日本語は外国語で、その言葉（特に
悪い意味を持つ方）が伝える感情を正確に把握できない場合が多く、それを耳にす
る周りの人々に衝撃を与える虞があるから、その使い方に十分注意を浴びせねばなら
ぬ。だが、あまりに面白くて楽しいから、そのような日本語を話さないようにしようと呼
びかけず、ただ、日常生活の中で、正式に正しい日本語と実際に使われる日本語を
はっきり区別し、意識的に使う必要があると留学生の皆にこの文章で伝えたいと思っ
ているのである。

天平雲では、次号以降も、クラブ、研究室を紹介していきます。つきましては、うちのクラブは、こんなに楽しい。私の研究室は、
こんなに頑張っている等の記事を募集します。希望される方は、学生支援課まで申し出てください。

学生団体・委員会の紹介
奈良教育大学には学生が運営している学生団体がいくつかあり、学生の皆さんのキャンパス
ライフの向上に努めています。ここではそんな学生団体の活動を皆さんにご紹介します☆

学生自治会

大学祭実行委員会

学生から寄せられる要望を集めて、学生
生活の向上を目指して大学と交渉をします。
高校でいうところの生徒会に近いようなも
のですがもっと自由で幅広い活動をしてい
ます。

大学祭を運営・管理する団体です。大学
祭の準備だけでなく、合宿に行ったりと、
アットホームな委員会です。
大学生活を意義あるものにすることがで
きる団体です。

体 育 会

文 化 会

体育系サークルの援助や取りまとめを主
な目的とする他にも、学生自由参加型のス
ポーツ大会を行ったり、冬にはスキーやス
ノーボードのツアーを催したりといったイ
ベントも行っています。

文化系のサークルがよりよい環境で活動
ができるよう援助していくことを目的とし
ています。具体的には、大学側へサークル
の要望を通すことやサークルが行うイベン
トの宣伝及び支援を行っています。

新 聞 会

生協学生委員会

学校で起こる様々な出来事を記事にして
新聞という形で学生の皆さんに伝えていく
のが仕事です。新聞には賞品つきのクイズ
があったりと、とても親しみやすくなって
います。

月一回発行する「KARIN」等を通じて、
学生の皆さんに密着した活動をしています。
春には様々な新歓行事、夏には夏祭りと、
皆さんに楽しんでもらえるような企画を催
しています。

『学生大会』って？
学生団体（自治会・新聞会・文化会・体育会）の「最
高決議機関」です。皆さんから各委員会に寄せられた
意見はこの会を通じて『学生全体の声』となり、大学
と話し合いをする上での重要な材料になります。一人
の声は小さくて届かなくても、多くの声を一つにすれ
ば叶う要望もあります！

ただしこの会の成立には規

定数以上の出席が不可欠で、成立しないとこのような
『声』は極端に効力を弱めてしまいます。
学生大会は６月下旬に行われます。この大学の学生の
一人として、皆さんのご参加を心より祈っています！

文責：新入生歓迎実行委員会

編集：国安雅也

春季関西学生ソフトボールリーグ戦【男子ソフトボール部】

A
L
E
A
E

4月30日（日） 第4試合
5月 3日（祝） 第2試合
5月 4日（祝） 第1試合
万博公園スポーツ広場
2部昇格します。

VS 姫路獨協大学
VS 甲南大学
VS 大阪大

つながり祭【すぎのこ】

4月30日（日） VS 大阪府立大
会場 奈良教育大学
5月 3日（祝） VS 追手門学院大
会場 奈良教育大学
5月 7日（日） VS 兵庫県立大姫路 会場 帝塚山大学
絶対に勝利し、
5月13日（会場：奈良教育大学）の入替え戦に出場し
2部にあがります。

A
E
A
E
A
L
A
E
A
E
A
L
E

【男

【女

B
B

子】
5月3日（祝）
・4日（祝） 10：00〜
奈良教育大学
昇格目指して、
精一杯頑張ります。
子】
4月29日（祝）
・30日（日） 11：00〜
大阪芸術大学
今回も昇格を目指して、
練習の成果を出し切ろうと思います！
！

春期リーグ戦【硬式野球部】
5月 9日（火） 12：30〜
VS 大阪教育大学
5月11日（木） 10：00〜
VS 大阪教育大学
豊中ローズ球場
チーム一丸となって頑張ります!!

E
L
L

奈良市民体育大会【柔道部】
5月14日（日）
優勝します

A
B
A
B
C
E
A
B
E
A
L
E
A
L
C
M
E

5月13日（土）
奈良教育大学プール

春季リーグ戦【男子サッカー部】

春季リーグ戦【男女ソフトテニス部】

三教一女戦【水泳部】

奈良市中央武道場

5月21日（日）
奈良教育大学附属小学校
a045522@student.nara-edu.ac.jp
障害を持った人たちと楽しく過ごすお祭りです。気軽に遊びにきてく
ださい。

第2回学内将棋大会を開催【主催 将棋同好会】
6月7日（水）13：30〜
山田ホール
学生・職員の交流を目的とした大会なので、
多くの参加をお待ちして
います。詳細は5月中旬に掲示します。

関西大会（演武大会）
【合氣道部】
6月11日（日）
住吉大社武道館
新幹部になって初めての大会、
頑張ります！

阪神国公立大学吹奏楽連盟合同演奏会【ウインドアンサンブル】
6月25日（日） 開場 13：00
開演 13：30
八尾プリズムホール
a045634@student.nara-edu.ac.jp
大阪大・大阪府立大・大阪市立大・大阪教育大・神戸薬科大
今年は特別ゲストとして、
ジャズトランペッターのエリック宮城氏をお
迎えします。入場無料ですので、
ぜひきてください

ボランティアスタッフを大募集！
！

奈良県選手権大会【陸上競技部】

〜お父さんやお母さんと
一緒に身近な科学を体験しよう〜

5月4日（祝）
・5日（祝）
鴻ノ池陸上競技場
大学から非常に近いのでぜひ応援に来てください。

関西学生陸上競技対校選手権大会【陸上競技部】
5月14日（日）
・18日（木）
・19日（金）
・20日（土）
長居第二陸上競技場
関西でもっとも大きい大会なので間張ります。

春季リーグ戦【男子バレーボール・女子バレーボール】

A

【男子バレーボール部】
4月30日（日） VS 滋賀県立大
会場 大阪教育大学
5月 7日（日） VS 大阪外国語大 会場 京都創成大
5月14日（日） VS 和歌山大
会場 兵庫県立大姫路
5月21日（日） VS 大手前大学
会場 びわこ成蹊スポーツ大
5月28日（日） VS 四天王寺国際仏教大 会場 京都大
今年は絶対5部にあがります。4回生も引退なので応援おねがいし
ます。
【女子バレーボール部】
4月30日（日） VS 兵庫教育大
会場 滋賀女子短大
5月 7日（日） VS 神戸大
会場 京都教育大
5月14日（日） VS 京都教育大
会場 京都教育大
5月21日（日） VS 常磐会短大
会場 常磐会短大
5月28日（日） VS 滋賀女子短大 会場 常磐会短大
絶対２部にあがります。ぜひ応援にきてください。

E
A

E

「子ども達と一緒に遊びたい！！」、
「色々な実験
を実際にやってみたい！！」だけど、そんな機会が
中々見つからない…。そんなあなたを大募集します！
！
来たる5月20日（土）
・21日（日）に親子理科
実験教室を行います。そこでは、
「enjoy science
time 〜お父さんやお母さんと一緒に身近な科学
を体験しよう〜」と題して地域の小学生とその保護者の方
を対象に「身近な科学」をテーマに家庭でもあるようなもの
を題材に実験や科学にまつわる話をしていきます。
この企画は、授業でも担当教員がいるわけでもありません。学生だけで一緒に子
ども達が喜んでくれるような親子理科実験教室をつくっていきませんか？
当日、子ども達の実験の助けをしてくれる人、準備の段階からバリバリ手伝って
くれる人、どんな形でもいいので少しでも興味があればぜひ下記のアドレスまで連
絡ください。

A
B
H
J
C

5月20日（土）
・ 21日（日） 13：00〜15：30（終了予定）
奈良教育大学 化学第1大実験室
地域の小学生と保護者の方を対象とした理科実験教室
http：//student.nara-edu.ac.jp/˜a063406/est.htm
a063406@student.nara-edu.ac.jp（代表 仲島 浩紀）
記事：理数・生活科学コース 数学教育専攻 4 回生 山中 聡恵

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、学生支援課まで連絡下さい。

E-mail

service@nara-edu.ac.jp

大学からのお知らせ
■行事等予定
5月11日
5月22日
5月24日
6月 7日
6月12日
6月21日
7月29日
8月15日

ボランティア説明会（事前指導）兼派遣壮行会（16：30〜 大講義室）
留学生懇談会（18：00〜 猿沢荘）
養護学校教育実習説明会（13：00〜 104教室）
介護等体験オリエンテーション（13：30〜 大講義室）
学位論文審査請求提出期限（中間修了者）
文楽鑑賞会（14：00〜 国立文楽劇場）
オープンキャンパス
卒業 ･ 修士論文提出期限（中間卒業 ･ 中間修了）〜17：00 時間厳守

■就職ガイダンス
蘆平成18年度就職ガイダンス（予定）
5月10日
6月28日
7月 5日
7月12日
7月19日

教採直前対策講座（13：30〜）
第1回 教員・企業就職志願者対象（13：30〜 101教室）
第２回 企業就職志願者対象
（13：30〜）
第３回 企業就職志願者対象
（13：30〜）
第４回 企業就職志願者対象
（13：30〜）

■学生企画活動支援事業を今年度も実施します
平成18年度の「学生企画活動支援事業」の応募に関する方法、締切日等
は5月上旬に発表予定です。詳細は学生支援課（学生担当）までお問い合
わせください。良いアイデアをお待ちしています。

■『キャンパスメンバーズ』制度に加入しました
奈良国立博物館・京都国立博物館の実施するキャンパスメンバーズ
制度に加入しました。これにより以下の特典が受けられます。
【加入（利用）期間】平成 18 年 4 月〜平成 19 年 3 月
※好評の場合は毎年度更新します。この機会にぜひご利用下さい。
【特典】①学生証の提示で平常展に無料で入館できます（対象：学生）
②研究誌・展覧会図録等の無償提供（対象：学生）
③博物館施設の利用料金の割引（対象：学生・教職員）
※特別展の利用等を含め詳細は本学ホームページに掲載しており
ます。

■編集後記
新学期も始まりました、サークル等に加入され有意義な大学生活を
送られているかと思います。すこしの気のゆるみが、大きなトラブルをま
ねきよせます、気をつけてください。今後もイベント情報、クラブ紹介、
研究室紹介等の記事を募集いたしておりますので、ぜひご活用下さい。

電 話：0742-27-9130 FAX：0742-27-9146
e-mail：service@nara-edu.ac.jp

