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▷第10回 六大パーカッションフェスティバル
10月10日（日）
会場：堺市西文化会館ウェスティホール

・ ウインドアンサンブル
▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月25日（水）～27日（金）
会場：山城総合運動公園

・ ソフトテニス部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月22日（日）
会場：大阪教育大学柏原キャンパス体育館

・ 剣道部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月25日（水）、26日（木）
会場：大阪教育大学柏原キャンパス体育館

・ 男子バレーボール部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月25日（水）、26日（木）
会場：大阪教育大学柏原キャンパス体育館

・ 女子バレーボール部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月6日（金）～11日（水）
予備日12日（木）、13日（金）　
会場：兵庫教育大学テニスコート

・ 硬式テニス部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
女子：8月21日（土）～23日（月）
男子：8月24日（火）～26日（木）
会場：兵庫県立弓道場

・ 弓道部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月20日（金）
会場：神戸大学大学教育推進機構体育館

・ 卓球部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月23日（月）、24日（火）
会場：神戸ポートアイランドスポーツセンター

・ 水泳部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月7日（土）～9日（月）
会場：和歌山市立河南総合体育館

▷関西学生バスケットボールリーグ戦
8月28日（土）～11月6日（土）
会場：未定

今年こそリーグ昇格を目指して頑張ります！

・ 男子バスケットボール

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月7日（土）～9日（月）
会場：和歌山市立河南総合体育館

・ 女子バスケットボール

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月16日（月）～19日（木）
予備日20日（金）
会場：和歌山県立紀三井寺公園野球場

・ 準硬式野球部

▷第54回全国教育系大学陸上競技大会
8月8日（日）
会場：鴻ノ池陸上競技場

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月18日（水）
会場：和歌山県立紀三井寺公園陸上競技場

・ 陸上競技部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月19日（木）～21日（土）
会場：和歌山市立市民体育館

▷秋季リーグ戦
9月～　
会場：未定

・ ハンドボール部（男子）

大学からのお知らせ大学からのお知らせ
行事予定
7月26日（月）～ 7月30日（金）　前期試験
7月31日（土）　オープンキャンパス
8月　2日（月）～10月1日（金）　夏季休業
8月20日（金）　中間卒業・修了者卒（修）論提出期限
9月30日（木）・10月1日（金）　履修登録

 平成２２年度就職支援セミナー

10月13日（水）　面接マナー
10月20日（水）　グループディスカッション

平成２２年度教員採用試験対策講座

8月13日（金）・18日（水）　模擬授業

　経済的な理由により授業料の納付が困難で、かつ学業優秀な学生等は、その申請
に基づき選考のうえ、授業料が全額、半額又は１/３免除になります。下記の期間申
請書類を配付していますので、学生支援課厚生担当まで取りに来てください。　
【申請書類の配付期間】
平成22年7月20日（火）～9月24日（金）※土日祝日を除く
【提出期間】
○大学院生・特別専攻科生：平成22年9月27日（月）・28日（火）
○学部生：平成22年9月29日（水）～10月1日（金）
【申請用紙の配付及び提出先（直接持参のみ受付）】
学生支援課厚生担当　電話：０７４２－２７－９１３１

編集後記
今年度の学生企画活動支援事業

が採択されました。今後学内外にお
いて、さまざまな事業やその準備
が進められます。各事業について
は、ホームページ等で随時お知らせ
しますので、皆さんもぜひ参加、ご
協力よろしくお願いします。

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月6日（金）～8日（日）
予備日9日（月）、10日（火）
会場：山城総合運動公園

 ・ 硬式野球部

▷ 第48回近畿地区国立大学体育大会
8月8日（日）、9日（月）、15日（日）、
16日（月）
会場：滋賀県立彦根総合運動場

 ・ 男子サッカー部

▷ 第48回近畿地区国立大学体育大会
8月8日（日）、15日（日）、16日（月）
会場：滋賀県立彦根総合運動場

 ・ 女子サッカー部

▷ 第48回近畿地区国立大学体育大会
8月26日（木）、27日（金）
会場：彦根市民体育センター

 ・ バドミントン部

学生が企画するイベント情報
学生が企画するイベントなど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。

10月　4日（月）　後期授業開始・履修登録（教育実習者）
10月14日（木）・15日（金）　登録訂正日
10月18日（月）・19日（火）　登録確認表提出
10月28日（木）～ 30日（土）　第61回輝甍祭（大学祭）

平成２２年度後期分授業料免除申請について

主将　吉村 貞彦　（身体・表現コース　3回生）
　男子ハンドボール部は現在13名で活動しています。昨年度は関西学連における春季・秋季リーグをともに優勝、近国
体で準優勝し、4部まで上がることができました。
　今年度春季リーグでは惜しくも昇格を逃し、4部残留という結果になってしまいましたが、秋季リーグでの４部優勝、
近国体優勝を目指しチーム一丸となって練習に励んでいます。

男子ハンドボール部より男子ハンドボール部より
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作：漫画研究会

院生　あるある★院生　あるある★

ブカレスト大学に留学を希望する人へ
　ブカレスト大学は、ルーマニアで一番大きな大学であるだけでなく、世界中の名門大学の一つです。
留学生は、日本みたいに受けたい授業も選択できる上、日本語以外の外国語を勉強する機会もあります。
　ルーマニア人の有名な客好きを感じてみませんか。世界中のトップ600大学の一つに行ってみませんか。もっと知りたい方は、ブ
カレスト大学のホームページを見てみてください。そして、ブカレスト大学についての質問があれば、奈良教育大学に留学している
ルーマニア人にいつでも気軽に声をかけてください！

－ブカレスト大学ー－ブカレスト大学ール 二 ア 編

奈教の

ー マ

国際交流協定校って
どんなとこ？

ブカレスト大学からの留学生
左から、ドラゴミル アンドレアさん、
ベジュナル クラウディアさん、
イリンカ アレクサンドルさん

※ 画像は、ブカレスト大学HPより引用しています。

ブカレスト大学とは
ルーマニアで最も重要な大学の一

つ。1694年に設立された王立学院
の伝統を引継ぎ、1864年に設立さ
れました。理系・文系・法律・神学さま
ざまな学部があり、学生は34,000
人、教員は3,000人います。他の大
学の先生を招待することもあり、ヨー
ロッパの有名な先生の講義に出る機
会がたくさんあります。

キャンパス
キャンパスはありませんが、大学の建物はブカレストのいろいろな
場所にあり、図書館と学生寮を加えると、ブカレストがキャンパスだと
言えます。本館はブカレストの中心にあり、ブカレスト国立劇場や国
立歴史博物館が近くにありま
す。またそのあたりは特に学生
が多いところで、カフェや古本屋
などがたくさんあります。
大学までの交通アクセスは簡

単で、バス・地下鉄・トラムに乗る
ことが出来ます。道が混んでい
る時は、地下鉄が一番早くて便
利です。

学生寮
学生寮は、ブカレストのいろいろな場所にありま

す。場所によって違いますが、普通は3人や4人の
部屋になります。多くの寮は台所がありません。ま
た、最近新しくできた今風のパラディ寮には、長期
間の留学生専用の部屋があります。2人部屋で、ア
パートのようなものです。短期間の留学生は、アカ
ディミア寮に住むことになります。
交通のアクセスは簡単で、地下鉄やバスで15分

ほどです。

図書館
図書館も一つの建物ではな

く、学部に応じてブカレストのい
ろいろな場所にあります。中央
図書館は本館の近くにあり、
130年前にバロックスタイルで
建てられたもので特別な雰囲

気がします。ルーマニア最大の図書館の一つで、本は200万冊あ
ります。また、コンピューター・ネットワークがあって、科学雑誌や図
書館にはない本が読めます。食堂

食堂は2つあります。2007年にリノベーションし、1,000人も入ることが出来ます。
メニューの中からルーマニア料理か西洋料理を選ぶことができ、値段も非常に安いで
す。また、ブカレスト大学の建物は街中のいろいろなところにあり、食堂に行けない場合
もあるため、売店などもあります。



本事業は、学生が自ら企画する事業の内、優れたものに対して大学が経済的支援等を行い、学生
自身に実体験させることで、学生の企画力・実践力・社会性を高め、優れた教員等の養成に資する
ことを目的としたもので、平成16年度から実施しています。
今年度は応募が10件あり、企画書および平成22年5月19日（水）に行われたプレゼンテーショ

ン・質疑応答により審査を行い、7件を採択しました。

学生企画活動支援事業に7件が採択されました！学生企画活動支援事業に7件が採択されました！

● Let’s リサイクル
　大学祭中のゴミを減らしてリサイクルするために、全ての模擬店でリサイクルトレーを導入します。大学祭に参加する全
ての方にリサイクルに協力して頂くことで、環境保全活動の意識向上も目指しています。

● ウインターキャンプ　障害を持つ子供とのふれあい　～大切な仲間を作ろう～
　障害を持つ子供とその家族とともに、スキーキャンプを実施します。子供に貴重な機会を与えるとともに、学生自身も子
供や保護者から様々なことを学びます。

● 楽器ふれあいコンサート　～音楽を親しんでもらおう！～
　地域の学校や祭りなどで演奏会を行います。演奏を聴いてもらうだけでなく、実際に吹いたり触れたりする時間も設け、
楽器の楽しさも伝えます。

● えほんのひろば5周年　おめでとうイベント
　奈良教育大学図書館内「えほんのひろば」のオープン5周年を記念して、7月の毎週水曜日にイベントを行います。また、
絵本や面展台の作り方を学べる公開講座を予定しています。

● 奈良教育大学ボーダレス展
　図書館という様々な人が訪れるスペースで、年間を通して学生による自主的な制作展示と本学所蔵の戦前から現代にか
けての教育資料の公開を行います。

● 響　～寄ってって♪うちらのオペラに酔ってって～
　12年目を迎える学生オペラ。今回はガエターノ・ドニゼッティ作曲『愛の妙薬』を上演いたします。お客さまも一緒に参
加していただけるような舞台づくりを目指します。

● ハッピー☆ハッピー　造形ひろば　～第10回 造形ひろば～
　大学祭期間中に、地域の児童・生徒とその保護者を対象に、造形活動の楽しさを体験してもらうイベントです。活動を通
して、親子・他学年・他校の友達とのコミュニケーションの場となることを目指します。

大学祭実行委員会からのお知らせです！

教師力サポートオフィスが設置されました！教師力サポートオフィスが設置されました！
　教師力サポートオフィス
（以下、サポートオフィスと
示す）は、教師力モデル開
発プロジェクト（正式名称：
先端的な教職科目体系のモ
デル開発プロジェクト）にお
ける取り組みをすすめるにあ
たって、設置されました。文
美棟R12-107に設置され
たサポートオフィスでは、「教
師力100冊」などをはじめ
とする書籍や、DVDなどの
資料が配架されており、貸出、閲覧を行っています。このほか、現在は模擬集団
討論の実施や、採用試験についての意見交流などがなされています。
　サポートオフィスを一度のぞきにきてみませんか。お待ちしています。

2010年度　春季留学生懇談会が開催されました。
　2010年度春季留学生懇談会が、5月25日（火）
午後6時から「猿沢荘」において開催されました。
本学在学の18カ国からの留学生、チューター、指
導教員、本学役職員及び来賓の方など約120名が
参加し、盛大な催しとなりました。学長の挨拶、理
事の発声での乾杯のあと、それぞれテーブルを囲
んでの歓談が行われ、新留学生のスピーチや、アト
ラクションとして留学生による歌や踊り、ギターの
演奏が披露されました。

生協夏祭りが開催されました。
　7月9日（金）17時より、なっきょん食堂周辺において生協学生委員
会主催の夏祭りが開催され、模擬店や軽音ライブ、ダンスやビンゴ大会な
どで学生、教職員共に盛り上がりました。当日は、朝からあいにくの雨模
様でしたが、開始時間が近くなると雨もあがり、後半からは予定通り屋外
ステージが使用されました。また、生協学生委員は浴衣姿で応対し、涼し
げな雰囲気を演出していました。

岡本杯が開催されました。
　体育会主催による岡本杯が、7月12日（月）～16日（金）に
本学体育館で開催され、学生や教職員によるチームが一般・コー
ス別計25チーム参加し、お互いに交流を深めました。岡本杯は、
体育会の学生主催で毎年行われるバスケットボール大会で、昔、
岡本重夫教官よりカップが寄贈されたことに由来しています。

10月28日木・29日金・30日土10月28日木・29日金・30日土
今年度の輝甍祭（きぼうさい）日程とテーマが決定しました！

みなさん、たくさんのご投票ありがとうございました。
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今年のポスターが
決まりました！

『１３００年続く感動を!!』『１３００年続く感動を!!』『１３００年続く感動を!!』
テーマ

輝甍祭 HP  http://kibosai.bambina.jp/

● イチオシ企画 ●
「第 15回国際三輪車レース」
毎年恒例の国際三輪車レース。
年齢関係無しのレースが今始まる。
三輪車で誰よりも速く駆け抜けろ！

● 学生企画活動支援事業 ●
　大学祭期間中のリサイクル企画が、学生
企画活動支援事業に採択されました。
　皆さん、当日はリサイクルにご協力よろ
しくお願いします。

准教授　柴本 枝美（先端的な教職科目体系のモデル開発プロジェクト担当）
プロジェクトHP　http://www.nara-edu.ac.jp/TCP/



本事業は、学生が自ら企画する事業の内、優れたものに対して大学が経済的支援等を行い、学生
自身に実体験させることで、学生の企画力・実践力・社会性を高め、優れた教員等の養成に資する
ことを目的としたもので、平成16年度から実施しています。
今年度は応募が10件あり、企画書および平成22年5月19日（水）に行われたプレゼンテーショ

ン・質疑応答により審査を行い、7件を採択しました。

学生企画活動支援事業に7件が採択されました！学生企画活動支援事業に7件が採択されました！

● Let’s リサイクル
　大学祭中のゴミを減らしてリサイクルするために、全ての模擬店でリサイクルトレーを導入します。大学祭に参加する全
ての方にリサイクルに協力して頂くことで、環境保全活動の意識向上も目指しています。

● ウインターキャンプ　障害を持つ子供とのふれあい　～大切な仲間を作ろう～
　障害を持つ子供とその家族とともに、スキーキャンプを実施します。子供に貴重な機会を与えるとともに、学生自身も子
供や保護者から様々なことを学びます。

● 楽器ふれあいコンサート　～音楽を親しんでもらおう！～
　地域の学校や祭りなどで演奏会を行います。演奏を聴いてもらうだけでなく、実際に吹いたり触れたりする時間も設け、
楽器の楽しさも伝えます。

● えほんのひろば5周年　おめでとうイベント
　奈良教育大学図書館内「えほんのひろば」のオープン5周年を記念して、7月の毎週水曜日にイベントを行います。また、
絵本や面展台の作り方を学べる公開講座を予定しています。

● 奈良教育大学ボーダレス展
　図書館という様々な人が訪れるスペースで、年間を通して学生による自主的な制作展示と本学所蔵の戦前から現代にか
けての教育資料の公開を行います。

● 響　～寄ってって♪うちらのオペラに酔ってって～
　12年目を迎える学生オペラ。今回はガエターノ・ドニゼッティ作曲『愛の妙薬』を上演いたします。お客さまも一緒に参
加していただけるような舞台づくりを目指します。

● ハッピー☆ハッピー　造形ひろば　～第10回 造形ひろば～
　大学祭期間中に、地域の児童・生徒とその保護者を対象に、造形活動の楽しさを体験してもらうイベントです。活動を通
して、親子・他学年・他校の友達とのコミュニケーションの場となることを目指します。

大学祭実行委員会からのお知らせです！

教師力サポートオフィスが設置されました！教師力サポートオフィスが設置されました！
　教師力サポートオフィス
（以下、サポートオフィスと
示す）は、教師力モデル開
発プロジェクト（正式名称：
先端的な教職科目体系のモ
デル開発プロジェクト）にお
ける取り組みをすすめるにあ
たって、設置されました。文
美棟R12-107に設置され
たサポートオフィスでは、「教
師力100冊」などをはじめ
とする書籍や、DVDなどの
資料が配架されており、貸出、閲覧を行っています。このほか、現在は模擬集団
討論の実施や、採用試験についての意見交流などがなされています。
　サポートオフィスを一度のぞきにきてみませんか。お待ちしています。

2010年度　春季留学生懇談会が開催されました。
　2010年度春季留学生懇談会が、5月25日（火）
午後6時から「猿沢荘」において開催されました。
本学在学の18カ国からの留学生、チューター、指
導教員、本学役職員及び来賓の方など約120名が
参加し、盛大な催しとなりました。学長の挨拶、理
事の発声での乾杯のあと、それぞれテーブルを囲
んでの歓談が行われ、新留学生のスピーチや、アト
ラクションとして留学生による歌や踊り、ギターの
演奏が披露されました。

生協夏祭りが開催されました。
　7月9日（金）17時より、なっきょん食堂周辺において生協学生委員
会主催の夏祭りが開催され、模擬店や軽音ライブ、ダンスやビンゴ大会な
どで学生、教職員共に盛り上がりました。当日は、朝からあいにくの雨模
様でしたが、開始時間が近くなると雨もあがり、後半からは予定通り屋外
ステージが使用されました。また、生協学生委員は浴衣姿で応対し、涼し
げな雰囲気を演出していました。

岡本杯が開催されました。
　体育会主催による岡本杯が、7月12日（月）～16日（金）に
本学体育館で開催され、学生や教職員によるチームが一般・コー
ス別計25チーム参加し、お互いに交流を深めました。岡本杯は、
体育会の学生主催で毎年行われるバスケットボール大会で、昔、
岡本重夫教官よりカップが寄贈されたことに由来しています。

10月28日木・29日金・30日土10月28日木・29日金・30日土
今年度の輝甍祭（きぼうさい）日程とテーマが決定しました！

みなさん、たくさんのご投票ありがとうございました。

原
案
：
言
語
・
社
会
コ
ー
ス
１
回
生　

浜
田
丹
生
さ
ん

今年のポスターが
決まりました！

『１３００年続く感動を!!』『１３００年続く感動を!!』『１３００年続く感動を!!』
テーマ

輝甍祭 HP  http://kibosai.bambina.jp/

● イチオシ企画 ●
「第 15回国際三輪車レース」
毎年恒例の国際三輪車レース。
年齢関係無しのレースが今始まる。
三輪車で誰よりも速く駆け抜けろ！

● 学生企画活動支援事業 ●
　大学祭期間中のリサイクル企画が、学生
企画活動支援事業に採択されました。
　皆さん、当日はリサイクルにご協力よろ
しくお願いします。

准教授　柴本 枝美（先端的な教職科目体系のモデル開発プロジェクト担当）
プロジェクトHP　http://www.nara-edu.ac.jp/TCP/
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▷第10回 六大パーカッションフェスティバル
10月10日（日）
会場：堺市西文化会館ウェスティホール

・ ウインドアンサンブル
▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月25日（水）～27日（金）
会場：山城総合運動公園

・ ソフトテニス部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月22日（日）
会場：大阪教育大学柏原キャンパス体育館

・ 剣道部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月25日（水）、26日（木）
会場：大阪教育大学柏原キャンパス体育館

・ 男子バレーボール部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月25日（水）、26日（木）
会場：大阪教育大学柏原キャンパス体育館

・ 女子バレーボール部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月6日（金）～11日（水）
予備日12日（木）、13日（金）　
会場：兵庫教育大学テニスコート

・ 硬式テニス部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
女子：8月21日（土）～23日（月）
男子：8月24日（火）～26日（木）
会場：兵庫県立弓道場

・ 弓道部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月20日（金）
会場：神戸大学大学教育推進機構体育館

・ 卓球部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月23日（月）、24日（火）
会場：神戸ポートアイランドスポーツセンター

・ 水泳部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月7日（土）～9日（月）
会場：和歌山市立河南総合体育館

▷関西学生バスケットボールリーグ戦
8月28日（土）～11月6日（土）
会場：未定

今年こそリーグ昇格を目指して頑張ります！

・ 男子バスケットボール

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月7日（土）～9日（月）
会場：和歌山市立河南総合体育館

・ 女子バスケットボール

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月16日（月）～19日（木）
予備日20日（金）
会場：和歌山県立紀三井寺公園野球場

・ 準硬式野球部

▷第54回全国教育系大学陸上競技大会
8月8日（日）
会場：鴻ノ池陸上競技場

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月18日（水）
会場：和歌山県立紀三井寺公園陸上競技場

・ 陸上競技部

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月19日（木）～21日（土）
会場：和歌山市立市民体育館

▷秋季リーグ戦
9月～　
会場：未定

・ ハンドボール部（男子）

大学からのお知らせ大学からのお知らせ
行事予定
7月26日（月）～ 7月30日（金）　前期試験
7月31日（土）　オープンキャンパス
8月　2日（月）～10月1日（金）　夏季休業
8月20日（金）　中間卒業・修了者卒（修）論提出期限
9月30日（木）・10月1日（金）　履修登録

 平成２２年度就職支援セミナー

10月13日（水）　面接マナー
10月20日（水）　グループディスカッション

平成２２年度教員採用試験対策講座

8月13日（金）・18日（水）　模擬授業

　経済的な理由により授業料の納付が困難で、かつ学業優秀な学生等は、その申請
に基づき選考のうえ、授業料が全額、半額又は１/３免除になります。下記の期間申
請書類を配付していますので、学生支援課厚生担当まで取りに来てください。　
【申請書類の配付期間】
平成22年7月20日（火）～9月24日（金）※土日祝日を除く
【提出期間】
○大学院生・特別専攻科生：平成22年9月27日（月）・28日（火）
○学部生：平成22年9月29日（水）～10月1日（金）
【申請用紙の配付及び提出先（直接持参のみ受付）】
学生支援課厚生担当　電話：０７４２－２７－９１３１

編集後記
今年度の学生企画活動支援事業

が採択されました。今後学内外にお
いて、さまざまな事業やその準備
が進められます。各事業について
は、ホームページ等で随時お知らせ
しますので、皆さんもぜひ参加、ご
協力よろしくお願いします。

▷第48回近畿地区国立大学体育大会
8月6日（金）～8日（日）
予備日9日（月）、10日（火）
会場：山城総合運動公園

 ・ 硬式野球部

▷ 第48回近畿地区国立大学体育大会
8月8日（日）、9日（月）、15日（日）、
16日（月）
会場：滋賀県立彦根総合運動場

 ・ 男子サッカー部

▷ 第48回近畿地区国立大学体育大会
8月8日（日）、15日（日）、16日（月）
会場：滋賀県立彦根総合運動場

 ・ 女子サッカー部

▷ 第48回近畿地区国立大学体育大会
8月26日（木）、27日（金）
会場：彦根市民体育センター

 ・ バドミントン部

学生が企画するイベント情報
学生が企画するイベントなど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。

10月　4日（月）　後期授業開始・履修登録（教育実習者）
10月14日（木）・15日（金）　登録訂正日
10月18日（月）・19日（火）　登録確認表提出
10月28日（木）～ 30日（土）　第61回輝甍祭（大学祭）

平成２２年度後期分授業料免除申請について

主将　吉村 貞彦　（身体・表現コース　3回生）
　男子ハンドボール部は現在13名で活動しています。昨年度は関西学連における春季・秋季リーグをともに優勝、近国
体で準優勝し、4部まで上がることができました。
　今年度春季リーグでは惜しくも昇格を逃し、4部残留という結果になってしまいましたが、秋季リーグでの４部優勝、
近国体優勝を目指しチーム一丸となって練習に励んでいます。

男子ハンドボール部より男子ハンドボール部より

提
供
奈
良
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育
大
漫
画
研
究
会

作：漫画研究会

院生　あるある★院生　あるある★

ブカレスト大学に留学を希望する人へ
　ブカレスト大学は、ルーマニアで一番大きな大学であるだけでなく、世界中の名門大学の一つです。
留学生は、日本みたいに受けたい授業も選択できる上、日本語以外の外国語を勉強する機会もあります。
　ルーマニア人の有名な客好きを感じてみませんか。世界中のトップ600大学の一つに行ってみませんか。もっと知りたい方は、ブ
カレスト大学のホームページを見てみてください。そして、ブカレスト大学についての質問があれば、奈良教育大学に留学している
ルーマニア人にいつでも気軽に声をかけてください！

－ブカレスト大学ー－ブカレスト大学ール 二 ア 編

奈教の

ー マ

国際交流協定校って
どんなとこ？

ブカレスト大学からの留学生
左から、ドラゴミル アンドレアさん、
ベジュナル クラウディアさん、
イリンカ アレクサンドルさん

※ 画像は、ブカレスト大学HPより引用しています。

ブカレスト大学とは
ルーマニアで最も重要な大学の一

つ。1694年に設立された王立学院
の伝統を引継ぎ、1864年に設立さ
れました。理系・文系・法律・神学さま
ざまな学部があり、学生は34,000
人、教員は3,000人います。他の大
学の先生を招待することもあり、ヨー
ロッパの有名な先生の講義に出る機
会がたくさんあります。

キャンパス
キャンパスはありませんが、大学の建物はブカレストのいろいろな
場所にあり、図書館と学生寮を加えると、ブカレストがキャンパスだと
言えます。本館はブカレストの中心にあり、ブカレスト国立劇場や国
立歴史博物館が近くにありま
す。またそのあたりは特に学生
が多いところで、カフェや古本屋
などがたくさんあります。
大学までの交通アクセスは簡

単で、バス・地下鉄・トラムに乗る
ことが出来ます。道が混んでい
る時は、地下鉄が一番早くて便
利です。

学生寮
学生寮は、ブカレストのいろいろな場所にありま

す。場所によって違いますが、普通は3人や4人の
部屋になります。多くの寮は台所がありません。ま
た、最近新しくできた今風のパラディ寮には、長期
間の留学生専用の部屋があります。2人部屋で、ア
パートのようなものです。短期間の留学生は、アカ
ディミア寮に住むことになります。
交通のアクセスは簡単で、地下鉄やバスで15分

ほどです。

図書館
図書館も一つの建物ではな

く、学部に応じてブカレストのい
ろいろな場所にあります。中央
図書館は本館の近くにあり、
130年前にバロックスタイルで
建てられたもので特別な雰囲

気がします。ルーマニア最大の図書館の一つで、本は200万冊あ
ります。また、コンピューター・ネットワークがあって、科学雑誌や図
書館にはない本が読めます。食堂

食堂は2つあります。2007年にリノベーションし、1,000人も入ることが出来ます。
メニューの中からルーマニア料理か西洋料理を選ぶことができ、値段も非常に安いで
す。また、ブカレスト大学の建物は街中のいろいろなところにあり、食堂に行けない場合
もあるため、売店などもあります。


