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福 光 佐 今

平成18年度卒業式・修了式
平成19年3月23日
（金）午前
10 時から、講堂において第 55
回教育学部卒業証書・学位記
授与式、第23回大学院教育学
研究科学位授与式、並びに第
15回特殊教育特別専攻科修了
証書授与式が挙行されました。
学部卒業生 263 名、大学院修
了生63名、専攻科修了生15名、合わせて341名が保護者、学長以下大学
の役員、教職員、名誉教授、同窓会、後援会の多くの方々の祝福を受け、
式典が行われました。
式典終了後は、春の日差しの
中、講堂付近において研究室
や課外活動の後輩達等と記念
撮影やあらためての祝福を受け、
山田ホールにおいて行われた後
援会主催の祝賀会においても大
いに盛り上がりを見せてました。

平成19年度入学式
平成19年4月4日
（水）午前
10 時から、講堂において平成
19年度入学式が挙行されました。
教育学部295名、大学院教育
学研究科 70 名、専攻科 11 名
の合わせて376 名が新たな出
発に緊張した面持ちの中、保
護者や指導教員に見守られ、
学長より入学許可を受け、厳粛な雰囲気の中行われました。
式典終了後は、講堂付近において肌寒い空模様とはなりましたが、各サー
クルによる新規部員獲得を目指して
の熱い新入生勧誘があり、入学式
の華やかな雰囲気に加えての賑わ
いを見せてました。
入学式終了後は保護者の方々
に対し学年担当教員との懇談会、
午後には保護者ガイダンスが実施
され、学生生活や就職、大学での
取り組み等の説明が行われました。

平成18年度学生表彰式
平成19年2月20日
（火）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。式典には多くの保護者の方々に
もご出席いただくことができ、式典終了後の懇談会では表彰学生を囲んでの表
彰に至る練習や研究の苦労話が、表彰学生、指導教員また保護者からもお
聞きすることができました。

＊学長表彰
2006年日本水泳・水中運動学会年次大会 最優秀論文発表賞
（応用研究部門）
【日本水泳・水中運動学会】

北島

正樹
（大学院２）

増田

朋実
（総 合 ４）

第11回全日本高校･大学生書道展大賞
（かな）
【譖日本書芸院】

森下

理賀
（総 合 ４）

第11回全日本高校･大学生書道展大賞
（かな）
【譖日本書芸院】

真鍋

典子
（総 合 ３）

第11回全日本高校･大学生書道展大賞
（漢字）
【譖日本書芸院】

驫
（研 究 生）
特 別 賞

第７回日中友好･日本語スピーチコンテスト大賞
【奈良市日
本中国友好協会】 第31回関西地区外国人留学生による日本
語弁論大会 準優勝
【関西外国語大学文化会国際親善部】

＊学生委員会委員長表彰
下川

圭
（学 校 １）

第16回箕面手づくり紙芝居コンクール 一般の部Ｂ部門
大阪国際児童文学館賞
【箕面市教育委員会・人と本を紡ぐ会】

柴田

第24回市展
「なら」
彫刻の部 市長賞
【奈良市・奈良市美術館】
昌平（学 校 ４） 第57回奈良県美術展覧会彫刻の部 県町村会長賞
【奈良県美術展覧会実行委員会】

谷口

悟司
（大学院２）

第57回奈良県美術展覧会彫刻の部 県展賞
【奈良県美術展覧
会実行委員会】 2006京展彫刻部門 入選
【京都市美術館】
第４回古民家まるごとアートまるかじり展招待出品
【吹田歴史文化まちづくり協会】

小原

智史
（大学院２）

第60回記念二紀展絵画部門 入選
【社団法人二紀会】 第57回
奈良県美術展覧会洋画部門 入選
【奈良県美術展覧会実行委員
会】 第８回春季二紀展 選出出品
【社団法人二紀会】

尾西

啓充
（大学院２）

第60回記念二紀展絵画部門 入選
【社団法人二紀会】
第53回関西二紀会展 佳作賞【社団法人二紀会関西支部】

森

美久野
（総 合 ３）

第53回日本学書展高校・大学仮名・漢字仮名交り部門 奈良県
知事賞
【日本学書展】

紀和由記子
（総 合 ３）

第53回日本学書展高校・大学漢字部門 文部科学大臣賞
【日本学書展】

闍寺

康介
（総 合 ３）

近畿学生野球Ⅱ部秋季リーグ ベストナイン
（捕手部門）
【近畿学生野球連盟】

寺井

宏文
（総 合 ２）

近畿学生野球Ⅱ部春季リーグ ベストナイン
（遊撃手部門）
【近畿学生野球連盟】

藤間

孝幸
（学 校 １）

近畿学生野球Ⅱ部秋季リーグ 首位打者
【近畿学生野球連盟】
近畿学生野球Ⅱ部秋季リーグ ベストナイン
（外野手部門）
【近畿学生野球連盟】

寺川

聡
（学 校 ４）

齋藤

法明
（学 校 ３）

陸上競技棒高跳び優勝
【第50回全国教育系大学陸上競技大会】
陸上競技棒高跳び２位
【第44回近畿地区国立大学体育大会】

森

健一
（総 合 ４）

陸上競技走幅跳び優勝
【第44回近畿地区国立大学体育大会】
陸上競技走幅跳び２位
【滋賀県選手権】 陸上競技男子２部十
種競技２位
【第83回関西学生陸上競技対抗選手権大会】

市川

洋子
（学 校 ３）

陸上競技200ｍ優勝
【第44回近畿地区国立大学体育大会】
陸上競技100ｍ３位
【第44回近畿地区国立大学体育大会】
陸上競技100ｍ３位
【第50回全国教育系大学陸上競技大会】

井門まなみ
（学 校 １）

近畿学生野球Ⅱ部秋季リーグ 敢闘賞
【近畿学生野球連盟】

水泳女子100ｍ平泳ぎ優勝
【第44回近畿地区国立大学体育大会】
水泳女子50ｍ自由形３位
【第44回近畿地区国立大学体育大会】
水泳女子100ｍ平泳ぎ２位
【京都学生選手権】
硬式テニス男子シングルス 優勝
【第30回奈良学生庭球選手権大会】

岸

佑真
（学 校 １）

山本
錢谷

祐子
（総 合 ３） ソフトテニス女子個人 優勝
郁美
（学 校 ２） 【第44回近畿地区国立大学体育大会】

辻ノ上美香
（学 校 ３） バドミントン女子ダブルスＢ 優勝
岩本 佳己
（学 校 ２） 【第47回全国国立教育系大学バドミントン大会】
西都六大学春季リーグ敢闘賞
【西都六大学準硬式野球連盟】
西都六大学春季リーグ 首位打者
【西都六大学準硬式野球連盟】

植本

祥午
（総 合 ４）

倉原
西田

三愛
（学 校 ２） 演武女子上級の部対徒手 最優秀演武賞
有里
（総 合 ２） 【合氣道大阪武育会本部演武大会】

e s t 実 行 委 員 会

陸

上

競

技

部

第５回ソニーマーケティング 学生ボランティアファンド
採択
【ソニーマーケティング株式会社・明治学院大学】
陸上競技男子２部混成の部 優勝
【第83回関西学生陸上競技対抗選手権大会】
陸上競技女子トラックの部 ３位
【第44回近畿地区国立大学体育大会】

※受賞者の学年は表彰式当時の学年です。

