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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。

学生団体・委員会の紹介
学生自治会

体育会

学生から寄せられる要望を集

報道会

体育系サークルの援助や取り

学校で起こる様々な出来事を

めて、学生生活の向上を目指し

まとめを主な目的とする他にも、

記事にして、ホームページに記載、

て大学と交渉をする、大学と学

学生自由参加型のスポーツ大会

という形で学生の皆さんに伝え

生のパイプ役を担う団体です。

を行ったり、冬にはスキーやス

ていくのが仕事です。

高校でいうところの生徒会に近

ノーボードのツアーを催したり

いようなものですが、もっと自

といったイベントも行っています。

由で幅広い活動をしています。

学生大会って？
学生団体（自治会・報道会・文化会・体育会）の「最高決議機関」です。
本学講堂にて学生たちが集まり、議案や質疑応答などのディスカッシ
ョンを行います。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！

大学祭実行委員会

文化会

生協学生委員会

文化系のサークルがよりよい

月一回発行する「KARIN」等

です。大学祭の準備だけでなく、

環境で活動ができるよう援助し

を通じて、学生の皆さんに密着

合宿に行ったりと、アットホー

ていくことを目的としています。

した活動をしています。春には

ムな委員会です。大学生活を意

具体的には、大学側へサークル

様々な新歓行事、夏には夏祭りと、

大学祭を運営・管理する団体

義あるものにする

の要望を通すこと

皆さんに楽しんでもらえるよう

ことがで

やサークルが行う

な企画を催しています。

きる団体

イベントの宣伝及

です。

び支援を行ってい
ます。

学生自治会（３回生）
編集：井口 穣二

研究室紹介

岡澤研究室

私たちの学ぶ岡 澤
研究室では、体育科
教育に関する分野やス
ポーツのメンタルに関す
る分野で研究を行って
います。なかでも、体
育科教育の分野では、
運動が嫌いな子をはじ
めとして、すべての子
に やればできる と
いう自信を持ってもらいたい、そして運動が好きと感じ自ら積極的に
運動に参加できるようになって欲しいという強い思いを持ち、研究を
行っています。また、そのような思いを同じくする現職の先生方とも
意見交換できる場が多くあり、たいへん密度の濃い時間が過ごせ
るのもこの研究室の魅力です。
現在、研究室では大学院生３名、学部４回生６名、３回生７名と
いうたいへん多くの学生が温和でみんなに好かれるキャラクターであ
る岡澤先生のもとで学んでいます。このように大所帯の岡澤研究室
ではみんなが 家族 であるということを最も大事にしています。誰
か一人が苦しめばいい、誰か一人が楽をすればいいということでは
なく、苦楽をともにしながら付き合っていこうというものです。
研究は一筋縄ではいきませんが、一つのことに本気でぶつかり、
そして導きだしていくことの楽しさは、この学生時代でしか味わえな
いものかもしれません。それができるのもこれまで述べてきたような、
私たち学生一人一人の強い思いや、研究室という一つの 家族
そしてなにより普段は見せない岡澤先生の熱い情熱があってのもの
だと感じています。
記事：大学院１回生 井上 寛崇

みんなが落ち着ける場所〈すぎのこ〉
障害児教育履修分野３回生

村上 友香

障害児（者）問題研究会すぎのこは、その名のとおり障害児・者
問題について勉強するために1960年代半ばに発足しました。ボラン
ティアとしては就学免除・猶予のあった障害児たちへの学習支援が
始まりでした。その後、社会の変化や、メンバーさんのニーズの変化
によって、今は余暇活動支援をメインに行っています。
月一回の活動では、花見や流しそうめんなどの季節行事を企画し
たり、家族でなかなか行けないというおでかけをしたりしています。メ
ンバーさんの年齢が上がるにつれ、すぎのこに対するニーズはこれ
からも変化していくと思うので、メンバーさん・学生両方の意見を共
有して、より発展していけたら良いと思っています。
障害児・者ボランティアだといって特に構えることはありません。
もち
ろん企画していく上で安全対策や一人一人への配慮を万全にして
いくことは必要ですが、参加者・ボランティアの両方楽しく過ごせると
いうのも大切なことだと思います。すぎのこは、
メンバーさん・家族の方・
学生が和気あいあいと活動しています。それぞれが楽しく過ごせる
すぎのこの場は、みんなにとって大切な場なのではないかと思います。
ボランティアを企画する側として、安全対策や事務的なことももち
ろん大切なのだと思いますが、みんなが過ごしやすい場作り、入りや
すい場作りをしていくことも大切なのではないかと考えます。
つながり祭とは、奈良に
保育ボランティア募集！！ 住んでいる、障害のある

つながり祭【すぎのこ】

人々や市民がみんなで手
をつなぎましょう、ということ
で始められたお祭りです。
毎年、たくさんの団体や人が参加し、お店を出したりイベントを行っ
たりして、交流を深めながら楽しんでいます。
つながり祭に奈良教育大学からは、ボランティアサークルすぎのこ
が中心となり、
「子どもの広場」を企画しています。そこでは、保護
者の方がお店を出したりイベントを行っている間、子どもたちと一緒
に過ごしています。子どもたちの多くは障害があり、一緒に楽しく過
ごしてくれるボランティアを必要としています。そこで、一緒に楽しく
過ごしてくれるボランティアを募集します。
日時：５月１３日
（日） ９
：
００〜１６
：
００
会場：奈良教育大学 附属小学校

e-mail：a055528@student.nara-edu.ac.jp

クラブ紹介

茶

道

部

流行に身をおいて、若者らしい現代的な恵まれた生活も決して悪
くはないけれど、それはいつでもできること。時には作法の中で自分
を律し、ストイックな世界の中で四季や形式の美を感じてみませんか ?
茶道部では、みなさんが意識しないと得られないもの、得ようと望
まなければ手に入らないものを「茶道」という道の中で追い求めて
いきます。皆さんにもぜひそういう時間を私たちと共有して欲しいの
です。そして、その中で得た貴重なものを就職活動や教育現場に
生かしていく。そう考えます。たかが「お茶」されど「お茶」の心
は奥深いですよ。学年を問わずこの春から入部しようと思っているあ
なたを心よりお待ちしています。
練習日 毎週水曜日 14：00〜16：00
場 所 学生会館２階
記事：茶道部３回生 阪井 香織

『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。

初めての外国生活
RAKCHON kampanat（タイ）
ラックチョン

カ ン パ ナ ート

飛行機が関西国際空港
に着陸した瞬間、初めての
外国生活が始まったと感じま
した。そのときには留学生集
団の中で、奈良に行く留学
生は私一人だけでした。そこ
からタクシーで寮の前に来ま
した。ビックリするほど静かで、
カラスの鳴き声に歓迎を受け
ました。そのとき、一番重要
なのはコンビニを探すことでした。やっと、見つかりました。大学の前
でした。ふっと安心しました。
外国で生活することで一番面白いのは、自分の国と違うことをす
ることだと思います。自分の習慣も変えなければなりません。違うこと
はたくさんありますが、二つ取りあげて話します。まず、寮でのごみの
分別です。こんなにごみを分別するのははじめてです。毎日出したご
みを分別するのは、最初はとても面倒臭いことだと思いました。たと
えば、テレビのような電気製品を捨てるのはお金がかかるということを
初めて聞いてびっくりしました。もう一つの自分の国と違うことは歩くこ
とです。タイ人は長距離のところへあまり歩きません。最初の挑戦が
来ました。近鉄まで初めて歩いて行ったときはくたびれて小学生の
時の遠足を突然思い浮かびました。平気で歩ける日本人をいつも尊
敬しています。
これまで、私はいろいろなところへ行きました。最初は奈良公園で
した。奈良に来る前に代表的な動物は鹿だと聞いたことがあります。
はじめて奈良に行って、鹿が人を追いかけたり、人の手から餌を食
べたりしている風景をみることができました。よく訓練してあるような鹿
はいろいろな技があります。よく見るのはお辞儀でした。さすが日本
の鹿です。私は東京へも行きましたが、ここ、奈良が大好きです。
外国で毎日新しいものが発見できる生活は何よりも面白い生活だ
と思います。

学生が企画するイベント情報
近畿学生野球連盟 Ⅱ部 春季リーグ 5節 【硬式野球部】

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。

【弓道部】

5月 8日 12：30〜 VS 大阪府立大学

会場／住之江球場

5月 6日 練習試合 VS大阪教育大学

会場／奈良教育大学

5月11日 10：00〜 VS 大阪府立大学

会場／豊中ローズ球場

5月12日 練習試合 VS奈良大学

会場／奈良大学

5月13日 奈良市民体育大会

会場／奈良市営大会館横弓道場

5月26・27日 関西学生弓道選手権大会

会場／グリーンアリーナ神戸

6月 3日 練習試合 VS同志社女子大学（女子）

会場／奈良教育大学

6月 3日 練習試合 VS大阪学院大学（男子）

会場／大阪学院大学

関西学生陸上競技対校選手権大会
5月14・18・19・20日

【陸上部】

会場／奈良市鴻池陸上競技場

6月10日 練習試合 VS大阪電気通信大学（女子） 会場／大阪電気通信大学

【男子サッカー部】
4月29日 13：00〜 VS 大阪大谷大学

会場／奈良教育大学

5月 3日 13：00〜 VS 滋賀大学

会場／滋賀大学

5月 6日 13：00〜 VS 兵庫県立大姫路

会場／奈良教育大学

5月13日 15：00〜 VS 大阪経済法科大学

会場／神戸市外国語大学

奈良県大会

会場／奈良女子大学

7月15日 練習試合 VS京都橘大学（男子）

会場／京都橘大学

VS大阪歯科大学（女子）

会場／大阪歯科大学

【水泳部】

【少林寺拳法部】

7月8日 予選開始 8：45〜 開会式 13：30〜

6月17日 練習試合 VS奈良女子大学（女子）

会場／奈良市中央体育館

6月 3日 第6回関西学生夏期公認記録会

会場／高槻市民プール

6月17日 2007年度京都学生選手権水泳競技大会

会場／京都大学

7月7〜8日 第58回関西国公立大学選手権水泳競技大会 会場／奈良県営屋内プール

出場種目／一般二段 女子段外

7月27日〜29日 第81回関西学生選手権水泳競技大会 会場／大阪プール

【男女硬式テニス部】

関西学生春期リーグ

関西学生春季テニストーナメント
4月28日〜5月7日

会場／各大学テニスコート

関西学生チャレンジテニストーナメント
ダブルス……6月16・17・20・23・24日

会場／各大学テニスコート

シングルス…6月26・30日・7月1・5・7・8日

会場／各大学テニスコート

5月 6日 17：00〜 VS 和歌山大学

5月12日 18：00〜 VS 神戸学院大学

会場／神戸国際大学

5月13日 順位決定戦

会場／関西福祉科学大学

テーマは「課題解決」！ 大学生がだすさまざまなミッションをクリアしよう！
！
蘆ロボットプログラミング教室（対象：小学6年生）

会場／奈良教育大学

近畿地区国立大学体育大会ラクビー

会場／田辺中央体育館

enjoy science time

四教育大定期戦（大阪教育大・京都教育大・兵庫教育大・奈良教育大） 【剣道部】
4月28日 13：00〜

【ハンドボール部】

5月 5日 15：30〜 VS 合併チーム

蘆理科実験教室（対象：小学5年生）
4月29日、5月6日、5月13日
会場／奈良教育大学 201・206教室
http://student.nara-edu.ac.jp/˜a063406/est.html
e-mail:a045704@student.nara-edu.ac.jp

【ラクビー部】

会場／京都大学宇治総合グラウンド

「瓦煎餅」
を発売！
オリジナル商品
平成１５年度から大学のオリジナル商品を開発すべく、構想３年余、
念願のオリジナル商品第１弾が完成しました。本学を訪れる方々に
奈教大のオリジナル商品を提供することを目的に本学と本学生協と
が協議を重ね、ついに実現したものです。
皆さん、帰省の際のお家へのお土産にいかがですか？
販売のお問合せは、奈教大生協事務室（０７４２−２６−１４０６）まで。

1,000円（税込）

蘆大セット
（２７枚）

●行事等予定
5月 9日 ボランティア説明会（事前指導）兼派遣壮行会（13:00〜 大講義室）
5月23日 養護学校教育実習説明会（13:00〜 104教室）
5月25日 留学生懇談会（18:00〜 猿沢荘）
6月 6日 介護等体験オリエンテーション
（13:30〜 大講義室）
6月 8日 学位論文審査請求提出期限（中間修了者）
6月13日 介護等体験事前指導（13:30〜 大講義室）
6月20日 介護等体験事前指導（13:30〜 大講義室）
7月28日 オープンキャンパス
8月15日 卒業・修士論文提出期限（中間卒業・中間修了）〜17:00 時間厳守

●平成19年度就職ガイダンス（予定）
5月 9日
5月16日
6月27日
7月 4日
7月11日
7月18日

680円（税込）

蘆小セット
（１８枚）

教員採用試験直前対策講座（13:30〜）
集団討論対策講座（13:30〜）
第1回 スタートアップセミナー
（13:30〜）
第2回 自己分析（13:30〜）
第3回 企業情報の収集と分析（企業研究）
（13:30〜）
第4回 企業エントリー（13:30〜）

●就職相談
本年度より、就職相談員の来学日数を大幅に増やしました。
（教員対策：毎週火曜日、企業対策：毎週水曜日 午後１時から午後５時まで）

大学からのお知らせ
●学生企画活動支援事業を今年度も募集します
平成19年度の
「学生企画活動支援事業」
の応募を受付ています。
応募期限 5月15日
チャレンジ精神に溢れたアイデアをお持ちの貴方、まずは学生支援課
（学生担当）
までお問い合わせください。

●国立美術館の「キャンパスメンバーズ制度」にも加入！
奈良国立博物館・京都国立博物館に加え、京都国立近代美術館・国立国
際美術館の実施するキャンパスメンバーズ制度にも加入しました。この制度は、本
学学生が学生証を提示することで、平常展が無料で何度でも観覧できる他、種々
の特典がある制度ですので、ぜひ利用ください。
※詳細は大学HPに掲載しています。

●編集後記
新入生を迎え、学内は活気にみなぎっています。今年の暖冬で桜は入学式に
は散ってしまうのではないかと心配していましたが、４月には咲き誇って皆さんをお
迎えすることができホッといたしました。新しい生活のスタートに新しい事にどんどん
挑戦していきましょう。
電 話：0742-27-9130 FAX.：0742-27-9146
E-mail：service@nara-edu.ac.jp

