
今後の課外活動（学内外で行われる本学のクラブ・サークル活動）に関する説明会 

（令和 2 年 7 月 31 日（金）実施）での質問事項・回答 

 

○事前質問事項 

（女子ハンドボール部） 

【ご意見・ご要望】 

レベルの段階が上がっていく基準などがあればお伺いしたいです。 

【回答】 

レベルの決定は、社会における感染状況、国や県が出す指針等を主たる拠り所としています。大

学の入構制限、授業の実施レベル等と共に、毎週開催される緊急事態等対策本部会議で決定して

います。 

 

（ラグビー部） 

【ご意見・ご要望】 

基準はどこ(国,国立大学の連盟(？),大学独自等)が出してて、どこが再開の判断をするのか。もし

大学独自の判断なら、部活や授業に対する現時点の見通しについて 

【回答】 

本学の緊急事態等対策本部会議で判断しています。もし、このまま現在の状況が続けば部活動の

再開は難しく、状況に改善が見られれば緩和を検討します。 

  後期授業については、８月中旬頃に決定する予定です。 

 

（ラグビー部） 

【ご意見・ご要望】 

部活が再開してから部内で感染者が出た場合に、大学はどのような対応をするのか。 

【回答】 

感染者が出た部活は活動中止とします。感染者の行動履歴に基づいて、接触の疑いのある者、あ

るいは濃厚接触の疑いがある者は保健所の指示に従って PCR 検査を受けていただきます。 

 

（ラグビー部） 

【ご意見・ご要望】 

どのようになればレベル 1 になるのか。 

【回答】 

「第 2 波」ともいえる現在の状況の前ぐらいになれば、レベルを 1－2 にすることを考えています。 

 

（奈良教育大学ユネスコクラブ） 

【ご意見・ご要望】 

キャンプなどの宿泊、ならまちめぐりなどの屋外の企画について、許可されるのかお伺いしたいです。 



【回答】 

レベル 1－1 になれば、宿泊施設等が示す条件を満たすことにより許可できると考えています。 

 

（男子バスケ部） 

【ご意見・ご要望】 

先日の『7/29 以降の課外活動について』での、【新型コロナウイルス感染防止のための課外活動

指針】に記載されていました、レベル 1 の活動基準についての質問です。レベル 1 は 2 段階あり、部

活動を再開するにあたって、学生委員会の承認を得た上で、まずは学内のみの活動 次に、所属連盟

の大会等の参加という、段階があるのは理解しています。 

そこで質問です。レベル 1-2 は全部活動に一律に承認が可能かもしれませんが、レベル 1-1 に関

しては、大会エントリー等の期日の問題もあるため、早急に承認を得る必要がある場合があります。学

生委員会は、こちらが承認を要求すれば、即座に開かれ、審議にかけられるのでしょうか？それとも、定

期的に開かれるのでしょうか？こちらの希望としては、即座に審議にかかっていただきたいですが、委

員会の事情等、何も存じ上げていないため、その点教えていただきたいです。 

【回答】 

レベル１－２になった場合に、実施計画書の提出された部から、その都度、委員会を開催して一両日

中に判断し回答する予定です。 

 

（創作ダンス部） 

【ご意見・ご要望】 

部活再開は室外から室内の順で再開することになりますか 

【回答】 

室外、室内による区別はしません。ただ室内の方が三密を防止する等感染症対策について屋外よ

りも厳しい対応が必要になると考えています。 

 

（創作ダンス部） 

【ご意見・ご要望】 

十分にソーシャルディスタンスをとることが難しいときのアクリル板やシートは大学で用意して貰えま

すか 

【回答】 

予算による制限はありますが可能な限り支援していきたいと考えています。 

 

（創作ダンス部） 

【ご意見・ご要望】 

後期もオンライン授業になるのか、その場合部活動も合わせて対面での実施はできなくなるのか。

また部活のためだけに大学に来るのは良いのか 

【回答】 



後期授業については、現段階では未定です。8 月中旬頃に方針を示す予定ですが現在の社会状

況が続いた場合は原則非対面となる予定です。 

現状は授業と部活の再開を連動させて検討していましたが、今後は授業とは基準を別にして、これ

までよりは緩やかに考える予定です。ただし、入構制限とは今までどおり連動させて検討します。 

 

（創作ダンス部） 

【ご意見・ご要望】 

部活動が再開できた場合、部室の利用等は時間制限(19:00までなど)になるのか時刻制限(2時

間までなど)になるのか。時刻制限の場合、平常の活動時間では実施できないので、時間制限にして

欲しい 

【回答】 

今後検討していきます。 

 

（創作ダンス部） 

【ご意見・ご要望】 

学祭で引退予定だったが、その場も無くなったため、悔しい・悲しいという声がたくさんあがっている 

【回答】 

学生さんのそういう声があるのは承知しています。大学祭実行委員会も苦渋の決断であったことも

ご理解ください。 

 

（体育会） 

【ご意見・ご要望】 

奈良教育大学には来年から教員として、働く可能性がある学生もいます。この状況での活動が全く

無い状態だと、来年から子どもたちの主体的な活動のサポートを安全に行える自信がありません。そ

うした、来年から部活動を運営する立場になる学生もいるという視点もあっての今回の決定でしょう

か？ 

【回答】 

部活動を運営する立場になる学生がいることも考慮したうえでの決定です。現状では実践を行うこ

とは難しいですが頭で考えることは可能ですので、これまでの部活動の体験も踏まえて、どのようなこ

とができるか思索を深めてください。 

 

（体育会） 

【ご意見・ご要望】 

現在は感染が拡大しているので、再開はしにくい状況だと思います。しかし、6 月や 7 月の初めには

感染が落ち着いていたと思います。その時期から再開が出来れば、活動方針も浸透して、現在も安全

に活動出来ている可能性があります。なぜ、中高の部活動が再開された 6 月や 7 月の初旬からの再

開の議論がされなかったのか理由を教えていただきたいです。 



【回答】 

７月中・下旬からの緩和に向けて検討を進めてきましたが社会状況が急激に悪化したため再開を

見送ることにしました。 

なお、中高の部活とは一致させることは考えませんでした。理由は下記の通りです。 

 ・中高校生の部活は、常に顧問が活動に付き添って指導していること。 

 ・中高校生の部活は、必修クラブはもちろん、その他のクラブも教育課程外活動として学校教育に位

置付けられ、大学のそれに比べると、生徒の自主的な活動という側面は弱く、学校の教育としてその

管理・責任が強いこと。 

 ・授業にも言えることですが、県境を越えるなど、大学への通学におけるリスクがあること。 

 ・他大学でクラスターが発生し、活動後に飲み会や会食をしていた事例が報道されていますが、活動

後の飲み会、会食までを大学や保護者が管理できないこと。 

 ・本学では 9 月に教育実習を控えており、課外活動団体で感染者が発生した場合、実習校や実習

校の児童・生徒やその保護者に与える不安が大きいこと。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

９月の教育実習を踏まえというのは、現在のところ、9/18 までは部活動の再開の見込みはないとい

うことでしょうか？ 

【回答】 

現時点では判断できませんが、教育実習については、教育大学が最も重視しなければならない事項

です。実習先の附属学校も厳しい健康管理を求めてきているということがあり、慎重な判断をしていま

す。社会状況にもよりますが、現状では難しいと考えています。なお、緊急事態等対策本部会議を毎週

開催していますので社会状況が改善されれば再開を検討していく予定です。 実習に関わる留意事

項は、先日第 1 報を出しましたが、今後も引き続き発出していく予定です。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

2 週間前には通知してくださるとのことですが、運動場や体育館の割り当てなどは、そこから各部活

で話し合って決めていくことになるのだろうと思います。その割り当てを決める際の指針はありますか？ 

【回答】 

再開後は密にならないよう最少人数での実施を当面は求める予定です。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

以前、体育会から提出させていただいた、7 月の活動予定について保留ではなく、何かフィードバッ

クをいただきたいです。状況が異なることは承知しておりますが、7 月時点の案に対して、大学側はど

のように捉えたのか教えてくださると参考になります。 



【回答】 

８月中旬までにフィードバックしていく予定です。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

レベル引き下げの基準はありますか？例えば、近畿圏での一日当たりの感染者数が○○人を□□

日下回れば引き下げる。など。授業においてもそうですが、数値等、明確の基準を設けていただきたい

です。 

【回答】 

現在客観的な基準を設けられないか検討しています。けれども、再開を判断する材料として様々な

要素を総合的に捉えて判断しなければならないので、客観的基準だけでは決定できないこともご理

解ください。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

事前に体育会からの「中高と他大学は再開しているのに…」という質問に対しての回答についてで

すが、中高が再開していて大学が再会できていない理由は十分理解できました。しかし、他大学では

再開しているのに（教育大も再開しています）奈良教育大学だけ再開できない理由は弱いように感じ

ます。奈良教育大学はスポーツ推薦での入学者がいないからですか？スポーツ推薦のある大学に比

べ部活動を重視していないからですか？しかし、他大学（国立の教育大学）の部員構成の全てがスポ

ーツ推薦による入学者ではなく、一般入試も多くいます。私たちと変わらない人たちです、入試方式だ

けで、大学生活が変わるのでしょうか… 

【回答】 

入試方法のことなどの理由で制限していることは全くありません。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

他の大学が始めていることがおかしい、そう大学側が思っているのであれば、そういっていただきた

です。何か質問に対しての回答に、大学側の本当の意図が隠されているように感じます。 

【回答】 

隠していることは全くありません。他大学と本学の対応の違いは何を重視するかによる違いであり、

それぞれの大学の対応は尊重されるものです。本学は、学生の健康・安全、そして市民の健康・安全を

重視し、再開しないという判断をしています。 

 

（女子バスケットボール部） 

【ご意見・ご要望】 

一個人の意見です。このように思っている学生がいることを把握してくださるだけで十分です。今後



とも少しでも早い活動の再開に向けて宜しくお願いいたします。 

【回答】 

再開については、再開してほしいと言う意見と、慎重に対応してほしいという、賛否両論が常に出て

きます。それらをともに聞き入れながら、判断していくことをご理解ください。 

 

（硬式野球部） 

【ご意見・ご要望】 

質問ではなく要望です。「他大学が課外活動を再開しているにも関わらず、奈良教育大学が再開

できないのはおかしい」という主張があります、この件に関して、「奈良教育大学は附属校が併設され

ていること」「教育実習を控えていること」「学生に感染者が出たこと」等の状況を鑑み再開出来ない

ことは重々承知しています。しかし、それでは学生が納得できていないことも事実です。体育会会長を

通して、体育会に所属している一部の代表者には、以下の詳細な理由が示されています。中高の部活

動や他大学は活動を再開しているが、なぜ本学は再開できないのか？ 

（大学の回答） 

・中高校生の部活は、常に顧問が活動に付き添って指導していること。 

・中高校生の部活は、必修クラブはもちろん、その他のクラブも教育課程外活動として学校教育に位 

置付けられ、大学のそれに比べると、生徒の自主的な活動という側面は弱く、学校の教育としてその 

管理・責任が強いこと。 

・授業にも言えることですが、県境を越えるなど、大学への通学におけるリスクがあること。 

・他大学でクラスターが発生し、活動後に飲み会や会食をしていた事例が報道されていますが、活動

後の飲み会、会食までを大学や保護者が管理できないこと。 

・本学では 9 月に教育実習を控えており、課外活動団体で感染者が発生した場合、実習校や実習校

の児童・生徒やその保護者に与える不安が大きいこと。 

 

一方で、これらの理由を全ての学生が周知していないことも事実です。一部活動の代表として情報

共有に努めていますが限界もあります。他大学に比べて、再開できない理由を「教育実習があるか

ら」「クラスター発生の危険性があるから」というような漠然とした理由ではなく、詳細な理由や奈良

教育大学の方針を、「明確に、曖昧な形ではなく」学内メールなどを通して全学生に示していただくこ

とを是非お願いしたいです。 

【回答】 

今後、レベルの変更、さらなる留意事項が発生した場合は、迅速に全学生へ周知するように努めて

いきます。また必要に応じて、今日のような学生との懇談の会を開催したり、情報等も迅速に全学生に

対して提供していきます。 

 

（ワンダーフォーゲル部） 

【ご意見・ご要望】 

現状からひとつ段階が緩くなると学内の活動が先に許可されて学外の活動は引き続き禁止という



ことですが、ワンゲルは学外の活動を基本としているからそのレベルだと私たちだけ部活ができない

可能性があります。近畿各地から集まっての屋内での活動可能であり、それに対して屋内で活動し三

密の可能性が低い私たちの活動は禁止となるのは、どのようなお考えからでしょうか。 

【回答】 

屋内、屋外で判断せず、活動状況により判断します。 

 

○当日質問事項 

(女子バスケットボール部) 

【ご意見・ご要望】 

活動計画書のフィードバックを 8 月半ばまでにほしい。 

【回答】 

８月中旬ごろにはフィードバックするようにします。 

 

(女子バスケットボール部) 

【ご意見・ご要望】 

部内で感染者が発生した場合の報告様式はあるか。 

【回答】 

大学で活動内容記録表を用意します。感染者が発生した場合は提出を求めることになるので、日

頃から行動を記録してください。 

 

(女子バスケットボール部) 

【ご意見・ご要望】 

活動人数の制限を行うと説明があったが、少人数とは何人か。 

【回答】 

一律に何人と定められるものではないため、提出された活動計画書により判断します。 

 

(女子バスケットボール部) 

【ご意見・ご要望】 

体力を元に戻す運動＝息が上がる運動だと考えるが、以前の大学と体育会とのやり取りでは息が

上がる運動をしないよう求められていた。人数制限を行うため息が上がる運動を行っても良いとの判

断か。 

【回答】 

練習内容によるため提出された活動計画書により判断します。 

 

(水泳部) 

【ご意見・ご要望】 

連盟の大会等の日程は各クラブ・サークルから学生支援課に連絡する必要があるか。 



【回答】 

日程が決まれば各クラブ・サークルから学生支援課へ連絡をお願いします。 

 

(地歌筝曲部) 

【ご意見・ご要望】 

学外から先生を呼んで練習しているが、課外活動再開後、いつから学外の先生を呼べるか。 

【回答】 

活動基準のレベルが 1-2 になった段階で、学外の先生が来られる日時を学生支援課に届け出て

いただき判断します。なお、学外者の入構制限の緩和も検討していく予定です。 

 

(劇団キラキラ座) 

【ご意見・ご要望】 

通常、公演を行う際には誰でも入場可能としているが、観客を学内者のみに制限する必要がある

か。もしくは公演自体しばらく不可か。 

【回答】 

現時点では即答することが難しいため、公演を計画する際に学生支援課へ相談してください。 

 

(ギターマンドリンクラブ) 

【ご意見・ご要望】 

現時点でオンラインでの活動を除き活動できない状態ですが、対面で行われる他大学との会合に

参加するため現地へ行くのは可能ですか。 

【回答】 

メール会議、オンライン会議で代替できないか主催者に確認して下さい。代替できる場合は参加し

ていただいて結構です。対面会議で開催するという場合はどのようなコロナウィルス感染症対策をし

て実施するか開催者に確認したうえで、学生支援課へ相談してください。 

 

(ギターマンドリンクラブ) 

【ご意見・ご要望】 

公演で使うホールをクラブ・サークル名で予約をとるために現地へ行くのは可能ですか。 

【回答】 

三密が回避できる場合であれば可能ですが、できる限り電話など非対面で行ってください。 

 

(ギターマンドリンクラブ) 

【ご意見・ご要望】 

2021 年 12 月に OB・OG を招いた公演を行う予定です。その案内を今年出す必要がありますが

公演を実施できる前提で進めて良いのですか。 

【回答】 



かなり先の予定であり現時点での判断が難しいですが案内を出す前に学生支援課へ相談してく

ださい。 

 

(ウインドアンサンブル) 

【ご意見・ご要望】 

課外活動が制限された際、最初に学外者を含めた団体が制限を受け、次にすべての課外活動が

停止となったが、再開する場合も学内者のみの団体が先になりますか。 

【回答】 

まずは学内者のみの活動再開となり、次に学外者を含めた活動再開となります。 

 

(漫画研究会) 

【ご意見・ご要望】 

サークル共用棟の資料作成室のコピー機を使用したいのですが、課外活動再開後、サークル共用

棟の使用について制限はありますか。 

【回答】 

講義室を使用した際は、使用した方に使用したところをアルコール消毒するようしていただいていま

す。サークル共用棟でも同様の対応をしていただく予定です。 

 


