
奈良県PTA協議会

広報紙かがやき奈良 
キャラクター審査結果
広報紙かがやき奈良のキャラクターを募集したところ、総数262点という多くの応募
がありました。その中から広報委員会で一時審査を行い、残った8点を広報委員・役員
にて最終審査を行いました。 
1月22日の研究大会にて審査結果を発表させていただきましたが、ここに改めて受賞
された作品を掲載させていただきます。 
また応募いただいた全ての作品も掲載をさせていただきます。一人一人の個性が輝く
素晴らしい作品ばかりです。たくさんの応募をいただき、心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。
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シカパリくん

最優秀賞最優秀賞
宇陀市立大宇陀中学校 
2年生 

松本 きよら さん
なまえ：シカパリくん 
せいべつ：シカせんべい男 
せいかく：いつものほほんとしている 
とくいわざ：シカとたわむれること



優秀賞優秀賞

ペタパパシカピー奈仏（なぶ）ちゃん
生駒台小学校　3年 
砥綿海人　さん
性別：男 
性格：子どもが大好き 
得意技：つのにちょうちょうかとんぼ・
かぶとむしがよってくる

生駒小学校　6年 
山地奏花　さん
性別：女 
性格：心の広い持ち主 
得意技：聞き上手

生駒台小学校　5年 
北澤采与　さん
性別：男（お父さん） 
性格：面倒見がよい 
得意技：子供達の応援をすること



ニックネーム：りんこ
性別：女 
性格：あかるい 
得意技：でんぐりがえし

ニックネーム：かきねこ
性別：女の子 
性格：あまえんぼう 
得意技：ねこパンチ

ニックネーム：きらポン
性別：男の子 
性格：いつもげんき 
得意技：みんなをしあわせにする

ニックネーム：スタしか
性別：男の子 
性格：大きな声・いつも笑顔・まとめるのがとくい 
得意技：自然にききがせまったらすぐに知らせる

ニックネーム：ならねこ
性別：女のこ 
性格：いたずらっこ 
得意技：絵をかく

ニックネーム：かがしか
性別：オス 
性格：きっちり 
得意技：せんべえなげ



ニックネーム：メロ
性別：男 
性格：くいしんぼう 
得意技：みんなをメロメロにする

ニックネーム：PAちゃん
性別：女の子 
性格：しんせつ 
得意技：お花そだて

ニックネーム：ぴーたん
性別：女 
性格：おもしろい 
得意技：ころがる

ニックネーム：ぶっちゃん
性別：なし 
性格：おんわ 
得意技：せっぽう

ニックネーム：クマッチー
性別：おんな 
性格：おとなしい 
得意技：べんきょう

ニックネーム：ほしくん
性別：男 
性格：ゆうかん 
得意技：みんなを元気にする



ニックネーム：奈良花（ならか）
性別：女 
性格：おっとり 
得意技：みを守る

ニックネーム：はなちゃん
性別：女 
性格：かわいい 
得意技：おしりをぷりぷり

ニックネーム：いぬビッキー/ねこニャビー
性別：いぬ・男/ねこ・女 
性格：いぬ・あまえんぼう/ねこ・のんびり屋さん 
得意技：いぬ・せいりせいとん/ねこ・おりょうり

ニックネーム：おじちゃんマン
性別：おとこ 
性格：おとなしい 
得意技：スーパーちゅうこうねんバリア

ニックネーム：生駒山上くん
性別：男の子　3才 
性格：元気でやさしい 
得意技：生駒山上遊園地を守る

ニックネーム：ライキくん
性別：男 
性格：やさしい 
得意技：すごしやすい世界にできる。みんなを
守ってくれる。



ニックネーム：ぶじカエルン
性別：女 
性格：こわがり・はずかしがりや 
得意技：安全帰り

ニックネーム：なぴた
性別：男の子 
性格：やさしい 
得意技：早起き

ニックネーム：きいろのわん太
性別：男 
性格：元気な犬 
得意技：みんなをえがおにする。すきなところ
にワープする。

ニックネーム：くりくん
性別：男 
性格：びびり 
得意技：たすけあい

ニックネーム：Pちゃん
性別：女の子 
性格：みんなできょうりょくできる。 
得意技：おしゃべり

ニックネーム：やまとほなら
性別：あなたの想像におまかせ 
性格：ふだんはおっちょこちょいのおっとり系 
得意技：おしゃべり好き



ニックネーム：ディアボーン（しかボーン）
性別：男 
性格：のろま（足がおそい） 
得意技：こごえるきり

ニックネーム：ゆりちゃん
性別：女 
性格：いつもあかるい女の子 
得意技：歌

ニックネーム：ぴっぴー
性別：オス 
性格：やさしい・すなお 
得意技：べんきょう

ニックネーム：ピッくん
性別：男の子 
性格：がんばりやさん 
得意技：チアダンス

ニックネーム：ぴしくん
性別：男 
性格：すこしおっちょこちょい 
得意技：空をとぶこと

ニックネーム：PAT（パット）くん
性別：おとこのこ 
性格：いつも見守ってくれる。優しい。 
得意技：まほうが使える



ニックネーム：ピーすけ君
性別：男 
性格：明るい 
得意技：空をとぶ

ニックネーム：広報神
性別：紙 
性格：やさしい 
得意技：正しいじょうほうを伝えること

ニックネーム：のっぺん
性別：不明 
性格：のんびり屋 
得意技：いい出汁が出る

ニックネーム：こうほうしか
性別：男 
性格：しっかりもの 
得意技：情報をしっかり伝える

ニックネーム：ろぼっとまん
性別：おとこ 
性格：やさしい 
得意技：めがすくれーしょん

ニックネーム：にゃあちゃん
性別：女の子 
性格：花が好き 
得意技：空を飛ぶ



ニックネーム：ピーティアちゃんとその子ども
性別：男の子 
性格：怖がり、あまり飛ばない 
得意技：好きな物しか食べない

ニックネーム：PTA兄弟
性別：男 
性格：P…元気 T…おとなしい A…ポジティブ 
得意技：いそがしい人たちをいやす

ニックネーム：ペルル＆ニャニャ
性別：女 
性格：くいしんぼうでおっちょこちょい 
得意技：人を元気にする

ニックネーム：モカちゃん
性別：女の子 
性格：おっとり 
得意技：大食い

ニックネーム：chacco（ちゃっこ）
性別：女の子 
性格：色んなことに興味がある。さっりした性格 
得意技：歌が得意。その歌で鹿を集めるのが得意

ニックネーム：ぱたぱたくん
性別：男 
性格：てんねんやさしい 
得意技：げんきをあげる



ニックネーム：ぴーてぃーえーくん
性別：PTA 
性格：明るい、正義感が強い 
得意技：安心安全ビ～ム

ニックネーム：シカユリ
性別：女 
性格：かしこくてうんどうがとくい 
得意技：ジャンプ

ニックネーム：せみみー
性別：オス 
性格：おこりっぽい 
得意技：せみがなく

ニックネーム：かがやきぼし
性別：女 
性格：やさしい 
得意技：ほしピカ（近くにいる人のねがいをかなえる）

ニックネーム：PTAくん
性別：男のこ 
性格：なき虫 
得意技：かい人パンチ

ニックネーム：奈Pちゃん（なぴちゃん）
性別：女 
性格：負けずぎらい・しっかり者 
得意技：シュート（サッカー）



ニックネーム：サンシード
性別：女 
性格：明るい 
得意技：ほおをふくらませる

ニックネーム：スタートちゃん
性別：女の子 
性格：まい日げんきいっぱい 
得意技：じゃんぷ

ニックネーム：にこにこきらり
性別：女のこ 
性格：あかるくてげんき 
得意技：スイミング

ニックネーム：パッポ
性別：男 
性格：まじめで本がすき 
得意技：てそうを見ること

ニックネーム：キラキラ金魚
性別：男にも女にもなれる 
性格：すいすいおよぐ 
得意技：えさをすぐにたべる

ニックネーム：ピタ君
性別：男 
性格：元気 
得意技：ハチミツ料理（ホットケーキ）



ニックネーム：い口ゆめ
性別：女 
性格：おしゃれが好き 
得意技：ダンス

ニックネーム：シーカ
性別：女 
性格：あまえんぼう 
得意技：おねだりがうまい

ニックネーム：かがやくん
性別：オス 
性格：わんぱく 
得意技：テレパシー

ニックネーム：しかぴくん
性別：男の子 
性格：元気 
得意技：速く走ること

ニックネーム：トランプワニ
性別：オス 
性格：トランプが大好き 
得意技：はがトランプになる

ニックネーム：しか太
性別：男 
性格：やさしくて元気 
得意技：手からアメを出すこと



ニックネーム：大心（たいしん）くん
性別：男 
性格：明るくておおらか 
得意技：人をえがおにする

ニックネーム：しかのPTA会長
性別：女 
性格：お世話好き 
得意技：PTAのポーズ

ニックネーム：お世話係ちゃんこ＆ねこ丸
性別：女＆オス 
性格：こわがり＆こわがりだけどかっこつけ 
得意技：ちゃんことねこ丸のシンクロ

ニックネーム：吉野みやこ
性別：女 
性格：情報通・ハキハキしている 
得意技：正しい情報を伝えること

ニックネーム：PTくんとTAちゃん
性別：PTくん・男　TAちゃん・女 
性格：ちからもち・がんばりやさん 
得意技：運動場の白線をはやくひく

ニックネーム：ピーちゃん
性別：男 
性格：うっとり 
得意技：広告を配ること



ニックネーム：くりちゃん
性別：女ん子 
性格：やさしい 
得意技：どんな木でもくりの木にかえれる

ニックネーム：九九（くく）くん
性別：おとこ 
性格：やさしい 
得意技：九九がかんたんにいえる

ニックネーム：ゆき
性別：女 
性格：外に出るのがすき 
得意技：子どもたちを元気にする

ニックネーム：ペッチー＆ヨッチー
性別：両方オス 
性格：ペッチー・元気いっぱいチャレンジャー　ヨッ
チー・あまえんぼうのいやしたん当 
得意技：かがやき奈良をおうえんすること

ニックネーム：PTAしっかー＆たぶくん
性別：PTAしっかー♀・たぶくん♂ 
性格：PTAしっかー・やさしい　たぶくん・ぼんやり 
得意技：たぶくんがこまっている人を見つけ、
しっかーがなやみをかい決させる

ニックネーム：キラリン
性別：女の子 
性格：かわいい 
得意技：じゃんぷ



ニックネーム：シカ丸
性別：オス 
性格：あまえんぼう 
得意技：つのでツンツンすること

ニックネーム：キラキラくん・キラくん
性別：男 
性格：キラキラしてるものがすき 
得意技：うんどうがめちゃくちゃいい

ニックネーム：りんAー（りんえー）
性別：男 
性格：かっこつけ 
得意技：PTAをマントでまもる

ニックネーム：しかピ
性別：女の子 
性格：元気 
得意技：しかをすぐになつかせる

ニックネーム：リタ
性別：男の子 
性格：やんちゃ 
得意技：ダンス

ニックネーム：ぴースケ
性別：女 
性格：きゃしゃに見えて目立ちたがりのゴールキーパー 
得意技：どんな子にもおせじを言ってあげる



ニックネーム：とりいしか
性別：男の子 
性格：おっとり 
得意技：鳥居にのぼること

ニックネーム：あーちゃん・みこちゃん・はなちゃん
性別：女の子 
性格：（あ）さむがり（み）まじめ（は）おやつがだいすき 
得意技：（あ）おうた（み）はきはきおはなし（は）ダンス

ニックネーム：ファイソー
性別：男 
性格：なんでももやしたがる 
得意技：かんぺきにもやす

ニックネーム：火まるくん
性別：男 
性格：ちょっとおこりんぼう 
得意技：火まつりで火をつけること

ニックネーム：ウッチー
性別：なし 
性格：にこにこ笑う 
得意技：みんなのメッセージを伝える

ニックネーム：みかぽん
性別：女の子 
性格：おとなしくてみかんすき 
得意技：みかんをたくさん口につめこむこと



ニックネーム：かがやき奈良っち
性別：ふめい 
性格：あかるい 
得意技：かおからひかりがでててらす

ニックネーム：レインボーフェザー
性別：いつまでも生きられるでんせつの100さい 
性格：おとなしくてやさしい 
得意技：赤いはねなどでみんなをたすけること

ニックネーム：ワニくん
性別：男 
性格：おとなしい 
得意技：こまを何こもまわす

ニックネーム：シャークくん
性別：男 
性格：やさしい 
得意技：センサーはっしん

ニックネーム：なみと
性別：男 
性格：いたずらずき 
得意技：なみだでふっとばす

ニックネーム：P太
性別：男 
性格：マイペース 
得意技：空中飛行



ニックネーム：ホロガンマゴースト
性別：男 
性格：見つけた生きものをさらう 
得意技：ゴンマンジンガエ

ニックネーム：雷のドラゴン
性別：オス 
性格：やさしい 
得意技：火きゅう

ニックネーム：シーなー
性別：男の子 
性格：おこりんぼう（じつはやさしい） 
得意技：とぶ

ニックネーム：ちゅにとちゃこ
性別：女と男 
性格：あかるい 
得意技：はしること

ニックネーム：かがやきくん
性別：不明 
性格：やさしい・おこらない 
得意技：元気にする

ニックネーム：ニンちゃんとじゃがくん
性別：ニンちゃん・女　じゃがくん・男 
性格：（ニ）いつもニコニコ　（じゃ）かしこい 
得意技：（ニ）一りんしゃ　（じゃ）てつぼう



ニックネーム：シナ
性別：女 
性格：のんびり 
得意技：いろんなゆうびんをとどけること

ニックネーム：しかワン
性別：男の子（しば犬としかのハーフ） 
性格：おとなしくてやさしい 
得意技：さいほう・木の実あつめ

ニックネーム：まりーちゃん
性別：女 
性格：くいしんぼう 
得意技：ごはんをひとくちでたべる

ニックネーム：真人
性別：男 
性格：しっかりもの 
得意技：ちゅうにびょうピース

ニックネーム：カナ
性別：女の子 
性格：はずかしがりや屋で優しい 
得意技：しかの健こうかんり

ニックネーム：しかせんのすけ
性別：男 
性格：おもいやりがある 
得意技：ジャンプ



ニックネーム：ボールマン
性別：男 
性格：根性がある 
得意技：みんなの話を聞く

ニックネーム：フォッ君
性別：男 
性格：気はやさしくてけんかに強い 
得意技：走高とび

ニックネーム：パッキーちゃん＆はぁーちゃん
性別：女 
性格：（パ）おっとり（は）あそび心でいっぱい 
得意技：みんなの話をきくこと

ニックネーム：ガッツ・さーたん
性別：男・女 
性格：ツンデレ・おしとやか 
得意技：サッカー・しごと

ニックネーム：いちー子ちゃん
性別：女の子 
性格：やさしい 
得意技：みんなをいやせるまほうをつかえる

ニックネーム：ならしかちゃん
性別：無し 
性格：お人好し 
得意技：ポシェットから無限にしかせんべいを出せる



ニックネーム：ひろまるくん
性別：男の子 
性格：やさしい・おせわ好き 
得意技：PTAメガホンで情報をみんなに広める

ニックネーム：にゃんみ
性別：女 
性格：やさしい 
得意技：ひっさつネコパンチ

ニックネーム：鹿介
性別：男の子 
性格：みんなのためならなんでもできる 
得意技：みんなとすぐに仲良くなれる

ニックネーム：スギノコ
性別：男 
性格：とても優しい 
得意技：花ふんまきちらし

ニックネーム：なら次郎
性別：男性 
性格：いかつい 
得意技：石積み

ニックネーム：大仏先生
性別：男性 
性格：はずかしがりや 
得意技：手をあわせること



ニックネーム：ナラ・シカ丸
性別：男 
性格：しっかりしている 
得意技：安心パトロール

ニックネーム：ブーくん
性別：男 
性格：だらだらー 
得意技：まほうをつかうこと

ニックネーム：キラリン
性別：女子 
性格：超優しくてキラキラしている物が大好き 
得意技：みんなをハッピーにする

ニックネーム：しろ　みんと
性別：女・男 
性格：どちらもやさしい 
得意技：（み）みんとシャワー（し）はしる

ニックネーム：おはなちゃん
性別：女子 
性格：やさしい 
得意技：おはなをそだてる

ニックネーム：奈良P
性別：男の子 
性格：奈良の皆を守るためPTAとしてがんば
るやさしい子 
得意技：頭のPからでるPビーム



ニックネーム：Pフォックス
性別：オス 
性格：れいせい 
得意技：へんしん

ニックネーム：奈良しかちゃん
性別：女の子 
性格：おとなしくてやさしい子 
得意技：奈良県のPTAじょうほうを発信する

ニックネーム：PTAしか
性別：男 
性格：おとなしい 
得意技：足けり

ニックネーム：輝情（てるじょう）ラナ
性別：女ora男（その時による） 
性格：お人好し 
得意技：人の気持ちを幸せにしてくれる

ニックネーム：しかる
性別：女 
性格：おとなしい 
得意技：つのでてきをたおす

ニックネーム：ならにかえるくん
性別：男 
性格：おだやか 
得意技：ピタコラピョッコン



ニックネーム：ししから
性別：女の子 
性格：くいしんぼう 
得意技：食べること

ニックネーム：はなフィー
性別：女 
性格：やさしい 
得意技：はなをさかせること

ニックネーム：シカメくん
性別：おとこ 
性格：はずかしがりや 
得意技：背中のこうらからカメを出す

ニックネーム：ふくまるちゃん
性別：女 
性格：やさしい 
得意技：おしゃれすること

ニックネーム：ぱこ
性別：女 
性格：いつもおとなしい 
得意技：おて玉

ニックネーム：かっきー
性別：男の子 
性格：元気 
得意技：柿の葉寿司配り



ニックネーム：ならおうくん
性別：おとこ 
性格：なんでもしりたい 
得意技：ならったことをわかりやすくおしえる

ニックネーム：いきろくん
性別：おとこのこ 
性格：げんきでかっぱつ 
得意技：おうえんダンス

ニックネーム：みなちゃん
性別：女 
性格：人にやさしい 
得意技：みんなメロメロにする

ニックネーム：ならP
性別：女 
性格：ポジティブ 
得意技：ポケットからいつでもしかせんべいを
くれること

ニックネーム：報じーる
性別：男（おじさん） 
性格：みんなに情報を共有したい 
得意技：情報発信

ニックネーム：ぴるるん
性別：女の子 
性格：やさしい 
得意技：人のよいところを見つけるのがとくい



ニックネーム：クルミ
性別：女 
性格：おとなしい 
得意技：とぶこと

ニックネーム：未来（みらい）
性別：女の子 
性格：がんばりやさん 
得意技：パンチ

ニックネーム：ピータ
性別：男 
性格：明るく元気 
得意技：あいさつ

ニックネーム：なぎぴょん
性別：女 
性格：あわてんぼ 
得意技：お手玉

ニックネーム：シカまるくん
性別：男の子 
性格：おとなしくてかわいい 
得意技：しっぽを丸めれる

ニックネーム：みず
性別：男 
性格：マジックがすき 
得意技：ぼうしからお金をだす



ニックネーム：ゆめちゃん
性別：女の子 
性格：しずかでやさしい子 
得意技：ゆきをふらす

ニックネーム：PTAのPったちゃん
性別：女 
性格：おとなしい 
得意技：話をすすめること

ニックネーム：PTAおうえんたい
性別：女のこと男のこ 
性格：やさしくておもしろい 
得意技：みんなをがんばらせること

ニックネーム：ツムツム
性別：じょし 
性格：やさしいアンドおもしろい 
得意技：えをかくこと

ニックネーム：ぴか
性別：おんな 
性格：元気でまじめ 
得意技：みんなをハッピーにさせること

ニックネーム：ピーちゃん
性別：女 
性格：ひとなつっこい 
得意技：みんなをえがおにする



ニックネーム：ニックィーなかっきー
性別：男 
性格：活発 
得意技：かるた

ニックネーム：アフロちゃん
性別：男の子 
性格：やさしい・強い 
得意技：みんなの健こうをまもること

ニックネーム：かがやきちゃん
性別：女 
性格：いつもかがやいている 
得意技：鹿と遊ぶこと

ニックネーム：PTAだいぶっちゃん
性別：男女の姓を超えた存在 
性格：みんなをみ守るやさしい子 
得意技：小説を1日で2さつよむこと

ニックネーム：えんぴツクマ
性別：男 
性格：マイペース 
得意技：ひらめいたときベレーぼうがにじい
ろになる

ニックネーム：かきぼうやくん
性別：男の子 
性格：とっても明るい元気な子 
得意技：ほしがきをおいしくつくること



ニックネーム：スター鹿
性別：男 
性格：明るくよく笑う 
得意技：逆立ち

ニックネーム：チュウタ
性別：男 
性格：やさしい 
得意技：速く走れる

ニックネーム：守るちゃん
性別：女の子 
性格：子どもを守る 
得意技：守るビーム

ニックネーム：エレエレくん
性別：男 
性格：やさしい 
得意技：アイスをくばる

ニックネーム：もこもこ
性別：男 
性格：おっとりしている 
得意技：ちゅうがえり

ニックネーム：かやちゃん
性別：女の子 
性格：おっとり 
得意技：ウインク



ニックネーム：いちこ
性別：女の子 
性格：オシャレさん 
得意技：うしろのハートでみんなをえがおにする

ニックネーム：うさぴょんくん
性別：男の子10才 
性格：おもしろい 
得意技：大ぐい

ニックネーム：安シカちゃん
性別：女 
性格：やさしいけどあぶないことをしたら時々おこる 
得意技：安全を見守ること

ニックネーム：ベルちゃん
性別：女の子 
性格：やさしいのんびりや 
得意技：ベルマークのしわけをはやくする

ニックネーム：ねこかわくん
性別：おんなのこ 
性格：やさしい 
得意技：こうそくいどう

ニックネーム：PTAしかくん
性別：男 
性格：のんびりしたせいかく 
得意技：パソコンを早くうてる



ニックネーム：ロボッタコ
性別：男の子 
性格：明るくっておもしろいことをする 
得意技：一輪車

ニックネーム：トリッコ
性別：なし 
性格：やさしくてつよい 
得意技：わらわせること

ニックネーム：プータン
性別：女 
性格：げんき 
得意技：丸いおさらにのっていどうする

ニックネーム：ならんくん
性別：男 
性格：やさしい 
得意技：しかの気持ちが分かる

ニックネーム：きらりんちゃん
性別：女のこ 
性格：おしゃれ 
得意技：メイク

ニックネーム：げん木ー
性別：男 
性格：いつもげんきでやさしい 
得意技：しぜんをゆたかにする



ニックネーム：しか男くん
性別：男 
性格：よく食べる 
得意技：人をかがやかせる

ニックネーム：小菊ちゃん
性別：女の子 
性格：人にやさしい 
得意技：だれとでもともだちになれる

ニックネーム：にこにん
性別：女 
性格：やさしくてきっちりしてる 
得意技：みんなを楽にすること

ニックネーム：花じかの「かじか」
性別：女 
性格：おっとりしていてやさしいしか 
得意技：花をさかせること

ニックネーム：ぴてぃえちゃん
性別：女の子 
性格：おしとやか 
得意技：みまもること

ニックネーム：きら
性別：女 
性格：みんなにやさしい明るいせいかく 
得意技：よわっている金魚をたすけること



ニックネーム：さくら・うめ
性別：女の子 
性格：明るい・おだやか 
得意技：鹿としゃべれる

ニックネーム：紡栗鹿野美（つむぐみろのみ）ちゃん
性別：女の子 
性格：おてんば・めだちたがりや 
得意技：どんぐりをだれにもまけないは
やさでおいかける事

ニックネーム：ブッちゃん
性別：男子 
性格：くいしんぼう 
得意技：たべものをたべること

ニックネーム：トマトザウルス
性別：おとこのこ 
性格：つよい 
得意技：あいてをトマトにする

ニックネーム：ピーティーくん
性別：男の子 
性格：前向き・やさしい・明るい 
得意技：三角定規にもなれる

ニックネーム：ならこちゃん
性別：女の子 
性格：やさしく元気 
得意技：なわとび



ニックネーム：ならっち
性別：男子 
性格：やさしい 
得意技：なら県を見守ること

ニックネーム：ほしかちゃん
性別：女 
性格：キラキラしたものが大好き 
得意技：キラキラしたものを探すこと

ニックネーム：しかさっくくん
性別：男の子 
性格：お花がだいすき 
得意技：こぎくをそだてるとえがお

ニックネーム：プリリン
性別：男の子 
性格：のんびりやさん 
得意技：プリンをつくること

ニックネーム：まじょっこ
性別：女 
性格：やさしい 
得意技：みまわり

ニックネーム：ならら
性別：女 
性格：はずかしガリや 
得意技：お話しできる



ニックネーム：にこはなちゃん
性別：女の子 
性格：はげしくはないけど元気な女の子 
得意技：おうえんをすること

ニックネーム：かきたろう
性別：男の子 
性格：やさしくてくいしんぼう 
得意技：かきのはずし大食い

ニックネーム：ちゃぼ
性別：おとこ 
性格：こわいものがにがて 
得意技：みんなとあそぶのがじょうず

ニックネーム：ハムちゃん
性別：おとこ 
性格：やさしい 
得意技：ダンス

ニックネーム：しかっPくん
性別：男の子 
性格：おとなしい 
得意技：食べる

ニックネーム：ホトリ
性別：女 
性格：見た目よりポジティブ 
得意技：大勢の人が見てきても歌が歌える



ニックネーム：スーちゃん
性別：おんなの子 
性格：せいりせいとんができておしゃれ 
得意技：キレイにすること

ニックネーム：かきばかせ
性別：男 
性格：がんばり屋さん 
得意技：早口言葉

ニックネーム：バケニャン
性別：メス（女の子） 
性格：おっとりしていてかきのはずしが大好き 
得意技：火の玉ニャーン

ニックネーム：だいちゃんとお供のシカ
性別：不明 
性格：とても穏やか、やさしい 
得意技：手のり鹿

ニックネーム：ピテーちゃん
性別：女の子 
性格：元気で天輪爛漫 
得意技：ほうをふいたらみんなが元気になる

ニックネーム：ならっぴー
性別：女 
性格：おっちょこちょいで世話好き 
得意技：一度に百人の話を聞き分ける



ニックネーム：ならぴ
性別：男の子 
性格：明るい・元気なこ 
得意技：ほしのステッキでカラフルな星を出す

ニックネーム：あっくんとうっくん
性別：どちらも男子 
性格：おっちょこちょい 
得意技：ならの始めから終わりまで教えてくれる

ニックネーム：かっぴー
性別：女 
性格：のんびりやさん 
得意技：こま

ニックネーム：ならキラちゃん
性別：女 
性格：明るくて元気な子 
得意技：みんなをえがおにしてかがやかせる

ニックネーム：エピちゃん
性別：女 
性格：おくびょう・やさしい 
得意技：走ること

ニックネーム：シャル
性別：無性 
性格：何にでも興味を持つ 
得意技：ワープ



ニックネーム：ニャンゴ
性別：男の子 
性格：すごくしんちょう 
得意技：泳ぐこと

ニックネーム：鹿のん（しかのん）
性別：男の子 
性格：優しい 
得意技：あまえること

ニックネーム：しかキラちゃん
性別：おんな 
性格：クール 
得意技：フラフープ

ニックネーム：みのり
性別：女 
性格：おっとりしている 
得意技：みんなをえがおにさせる

ニックネーム：奈良はずし
性別：女・男 
性格：（女）やさしい（男）がんたいをつけている 
得意技：おいしい

ニックネーム：銀杏（いちょう）さくら
性別：女の子 
性格：誰にでも優しい 
得意技：みんなが仲良くなる魔法



ニックネーム：カッキー
性別：女の子 
性格：明るくていつも周りに気を配っている 
得意技：周りに花を咲かせる

ニックネーム：まもるん
性別：男の子 
性格：きれい好き 
得意技：安全パトロール・注意する

ニックネーム：ネット・ワーク
性別：女 
性格：見た目は英国帰国子女だが真面目で心は乙女 
得意技：戦争ゲームや弓道

ニックネーム：奈良姫
性別：女 
性格：やさしい 
得意技：しか＆さくらいっぱいビーム

ニックネーム：ぷっ太
性別：男 
性格：ちょっとドジなおりこうなねぼすけ 
得意技：ねたら元気になりいろんなことができる

ニックネーム：かっし～
性別：男 
性格：げんき 
得意技：あやとび



ニックネーム：だいぶっちゃん
性別：男の子 
性格：食べ物が大好き 
得意技：はやぐい

ニックネーム：しか丸
性別：男の子 
性格：めちゃくちゃやさしい 
得意技：あまえる

ニックネーム：たまごねこ
性別：メス 
性格：やさしい 
得意技：たまご料理をつくること

ニックネーム：あくまくん
性別：男 
性格：やんちゃ 
得意技：死んだふり

ニックネーム：いわし
性別：男 
性格：よわがり 
得意技：けん玉

ニックネーム：大和ならわ
性別：女 
性格：きっちり 
得意技：せんべえなげ



ニックネーム：しかPくん
性別：男 
性格：おっちょこちょいでやさしい 
得意技：しかせんべいキャッチ

ニックネーム：若草 吉野
性別：女の子 
性格：しっかり者でやさしい 
得意技：早ね早起き

ニックネーム：ならっこ
性別：男子 
性格：がんばりやさん 
得意技：はしること

ニックネーム：とびまるちゃん
性別：女子 
性格：こわがり 
得意技：ちゅうがえり

ニックネーム：かきのはすしちゃん
性別：おんなのこ 
性格：さっぱり 
得意技：はっぱにくるまる

ニックネーム：鹿杉めも奈
性別：女 
性格：奈良のことになると目がない 
得意技：高速で奈良のことをメモすること



ニックネーム：徳ノ助・鹿宮
性別：男 
性格：（徳）さわやか（鹿）クール 
得意技：ガイド・ファンサ

ニックネーム：なかちゃん
性別：おとこのこ 
性格：きれいずき 
得意技：うんちをそうじすること

ニックネーム
性別：オス 
性格：きっちり 
得意技：せんべえなげ

ニックネーム：かきの　はずしくん
性別：男 
性格：どっかぬけてる 
得意技：かきの葉しゅりけん

ニックネーム：なっぴぃ
性別：女の子 
性格：やさしい 
得意技：笑顔

ニックネーム
性別：オス 
性格：きっちり 
得意技：せんべえなげ



ニックネーム：かめお
性別：男 
性格：あかるくてすなお 
得意技：かくれる

ニックネーム：まるきち
性別：男の子 
性格：やんちゃ 
得意技：ころがること

ニックネーム：マキオ
性別：うちゅうじん 
性格：よくしゃべる 
得意技：はやくちことば

ニックネーム：にほじか
性別：女 
性格：いつも元気いっぱいのしか 
得意技：はしること・きょうそう

ニックネーム：TAまこ・TAまお
性別：女の子・男の子 
性格：（女）げんき（男）やんちゃ 
得意技：（女）おえかき（男）ジャンプ

ニックネーム：ハムツム
性別：女の子 
性格：すぐにおうえんする 
得意技：おうえん



ニックネーム：かきのえかきね・かきのえかきすけ
性別：女・男 
性格：まいにちかきをたべる 
得意技：絵を描くこと

ニックネーム：Pしか
性別：オス 
性格：やさしい 
得意技：人をえがおにする

ニックネーム：しん神（しんしん）
性別：オス 
性格：気よわでおっとり 
得意技：なかまをおでこのアンテナでよぶ

ニックネーム：まうさぎ
性別：女子 
性格：まじょ 
得意技：ほうきでとぶ

ニックネーム：ししん
性別：オス 
性格：あまえんぼう 
得意技：とびばこ

ニックネーム：生こまっさん
性別：男 
性格：おとなしい 
得意技：じしんをまもる



ニックネーム：マスク王子様
性別：男 
性格：がんばりや 
得意技：ばいきんをやっつける

ニックネーム：ピーティーニャー
性別：男 
性格：困っている子どもをほおっておけない 
得意技：肉球をおすと先生に変身する

ニックネーム：なみくん
性別：男 
性格：こわがり 
得意技：さかだち

ニックネーム：バナナッチ
性別：女 
性格：明るい・やさしい・おもしろい 
得意技：バナナの早食い

ニックネーム：かききょうだい
性別：女・男 
性格：あばれんぼうでかっぱつですごく元気 
得意技：早口

ニックネーム：おだいぶつくん
性別：男 
性格：おっとり 
得意技：物をちゅうにうかばせる



奈良県PTA協議会では、Facebookによる発信も行なっています。 
Facebookをご利用の方は、奈良県PTA協議会のFacebookページ
を「いいね」していただけると、奈良県PTA協議会からの、情報
をいち早く入手できます。 
ぜひ「いいね」をお願いいたします。

Facebookへの「いいね」をお願いいたします

https://www.facebook.com/NARAKENPTA

研究大会の様子は見逃し配信でどうぞ
1/22（土）に開催された研究大会では、キャラクター最優秀
賞のお披露目も行われ、その様子はライブで配信されました。
見逃し配信動画もありますので、ぜひ研究大会の様子をご覧く
ださい。

https://youtu.be/9AMWhkqji58

https://youtu.be/9AMWhkqji58
https://youtu.be/9AMWhkqji58
https://www.facebook.com/NARAKENPTA
https://www.facebook.com/NARAKENPTA



