
巣立ちゆくあなたへ 歯科衛生科教授　畔地 美紀

件を克服してなお、世界有数のワイン生産国も
ある。極上ワインは世界の愛好家から格づけさ
れるが、それらは等しく造り手の理念が感じられる。
　薀蓄を語るほどの知識はないが、先人の知恵
や文化、歴史、経済に加えて醸造法、貯蔵場所、
熟成方法やその期間などたゆまぬ研究と技術革
新の融合がその一滴に凝縮されている。フラン
ス、イタリア、ドイツなど老舗のワイン王国に加
え南半球の国々など近年瞠目すべきワイン生産国
が参入してきた。今日はどのワインにしようか、
選択の時点ですでにワインの鑑賞は始まってい
る。舌なめずりをしながらも学生教育との共通点
を云々するのは教員の性か。
　今年も歯科衛生科では国家試験を控え、学生

たちは受験勉強に余念がない。緊張の入学式に
始まり、膨大な量の教科書や実習器具を手にし
た三年前。借り物のようで、しかし初々しかった
初の実習衣姿。聞きなれない専門用語と一コマ
が90分の長時間の講義との格闘。一年間にも及
ぶ臨床･臨地実習。そしていつしか顔つきも態度
もすっかり歯科衛生士。三年間の成果を結実す
べく最後の難関の国家試験が終われば卒業の季
節が巡ってくる。一人一人個性豊かであってよい。
新鮮さも味わいのひとつ。熟成は今後に期待し
たい。社会で待ち望まれている良質のワイン（歯
科衛生士）を生産（教育）できたのか、自問自答す
る季節でもある。
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巻頭言巻頭言

　秋の大学祭とともに冬の大学祭ともいえる「こども祭」も、今や地
域の皆様に期待されるイベントとして定着してきました。いずれも学生
たちが企画し運営するなかで、地域の方々とのコミュニケーションをは
かったり、どうしたら皆様に楽しんでいただけるのかを追究しながら企
画をたてたりするなかで、学習意欲の向上にも繋がる取組として、と
ても有意義な事業となっています。今本学では文部科学省からの補助
金をいただいて質の高い大学教育推進プログラム（教育GP）を推進し
ていますが、これとも関連してとても
良い教育効果をあげています。

 「みずき祭」「こども祭」
地域の方々で賑わう

ALO（第三者評価連絡調整責任者）

石川 隆義（歯科衛生科学科長）

　大垣女子短期大学は、文部科学省が認定
した第三者評価機関である短期大学基準協
会より、認定制度が始まった初年度の平成
18年3月に全ての評価領域（教育の内容・
教育環境・学生支援・研究・社会活動等）
において「適格」であると認定されました。
初年度にこの認定を受けた短期大学は全国
の約5％であり、中部地方では60校余りある
短期大学のうち3校のみでした。その後も本
学は、教育の質の改善や向上に取り組み、
自己点検・評価を継続的に行って参りました。
　しかし、自己点検だけでは自らが気付かな
いところがでてくる懸念や、他校との比較に
よって自らを確認するといったことができませ
ん。そこで、2つの短期大学がお互いに率直
な意見交換をし、それぞれの課題を見出し
自己改善の一助とする「相互評価」を約1年
間かけて実施致しました。相手校は九州の
福岡にある九州造形短期大学で、両校とも

に昭和40年代初頭に開学し、これまで短期
大学としての学生教育を一貫して実践してき
たという同様の歴史があります。お互いに
2度ずつ相手校を訪問し、施設環境や実際の
授業や普段の学生の様子などをつぶさに見
させて頂き、非常に参考となり大いに学ぶと
ころがありました。
　相互評価の結果、教育課程、学生支援、
社会的活動の面で短大教育の中で考え得る
ほとんど全ての施策を本学が実践していると
の良好な評価を頂いた一方、他校の目で見
て頂いた疑問点を通して改善点も見えてきま
した。即ち、留学生・帰国子女、障がい者、
社会人等の多様な学生の受け入れとその支
援の整備や学生や教職員の海外の大学等と
の国際的交流の活性化などが今後の課題で
す。本学が学生に愛され、地域に開かれた
短期大学となるよう相互評価等を今後も継続
的に実施したいと思っております。

短期大学間による相互評価の実施短期大学間による相互評価の実施短期大学間による相互評価の実施

FD専門部会・総合教育センター

　12月6日（日）本学みずきホール（講堂）において「マンドリ
ンとうたで綴る美しい日本の四季」コンサートを開催しました。
500名収容の会場に溢れる多くの市民の皆様にご来場いただ
き本学の創立40周年をともに祝っていただきました。
　コンサートは三部構成で、第一部は「春から夏へ」、第二
部は「日本お伽噺うた」、第三部は「秋から明日へ」と題し
素晴らしい演奏をご披露いただきました。出演者は本学の元
教授や卒業生の方々で、新装になったホールで懐かしい思い
出とともに心地よい音色を奏でて下さいました。会場には大
きな拍手と歓声が響いていました。
　また、このみずきホールの改修に対し、大垣市様と大垣女
子短期大学同窓会様より多額の寄附を頂きました。心から御
礼申し上げます。

 童謡コンサートで
創立40周年を祝う

　格別酒好きという訳ではないが、入門
は日本酒。若さに任せてウイスキー、ブ

ランデーなどの強い酒を好んだ時期もあった。そ
の後手軽でカジュアルなビールに移行し、いつの
頃からか週に一度のワインと料理、酔うほどに心
を許せる人との歓談が至福のときとなった。
　ワインの歴史を紐解くと人類の歴史といわれる
ほど、太古の昔からワイン醸造は行われていたら
しい。ブドウのあるところにワインあり。かのイソッ
プ物語にも確かワインを題材にしたものがあっ
た。醸造は比較的簡単だが、醸造酒には原料の
特徴がよく現れると言う。言い換えればブドウの
品質がワインの良し悪しを決定づける。しかしブ
ドウ栽培には恵まれない生産地、土壌、気候条

　本学ではこれまで、学生と教員が共同でよ
り良い授業を創り上げていくための取り組み
の一つとして、毎学期末に学生による授業評
価（アンケート）を行ってきました。平成12年
度から9年間に渡り、ほぼ同じ内容で実施し
てきましたが、平成21年度の前期には従来
のような授業評価ではなく、授業や授業評価
に対して本学の学生や教員がどのような考え
を持っているかを明らかにするために、「授業
と授業評価に関する意識調査」を実施しまし
た。学生367名の回答と教員33名の回答を集
計した結果の一部を、以下にご報告致します。

●授業改善の必要性
　授業改善の必要性を問う項目では、「多く
に必要」「一部に必要」を合わせると教員の

67％が必要だと回答しましたが、学生では
全体の65％が「このままで良い」と答えてい
ます（図 1参照）。

●学生による授業評価
　学生による授業評価の必要性を問う項目
では、「ぜひ必要」「どちらかといえば必要」
を合わせると、学生の66％、教員の70％が
必要だと回答しています。

●授業評価と授業改善
　授業評価が授業改善に役立ってきたかを
問う項目では、「役立ってきた」「どちらかと
いえば役立ってきた」を合わせた回答が教員
では52％、学生では36％であり、授業評価
の結果としての授業改善は学生にあまり伝
わっていないようでした（図２参照）。

図１  授業改善の必要性 図２  授業評価と授業改善 図３  授業評価の活用

学生の回答 教員の回答

●授業評価の活用
　授業評価を授業改善に活用するために必
要なことを尋ねた項目では学生と教員の回答
に開きがあり、学生は特に「結果を知らせる
こと（150 名）」「教員からのコメント（141 名）」
を求める声が多くありました（図 3参照）。

　以上の結果を踏まえ、さらに充実した授業
評価の在り方を検討していきたいと思います。
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◆（財）短期大学基準
協会による第三者評
価が始まった初年度
の平成17年度、全て
の評価領域において
｢適格｣認定。

◆平成19年度、全
ての校舎、耐震補
強完了。

◆平成14年度から
学内外全面禁煙。

平成20年度  文部科学省  教育GP

地域の子育て施策を活用した
教育方法の改善

◆大垣女子短期大
学の教育活動が平
成20年度文部科学
省選定の「質の高い
大学教育推進プロ
グラム（教育GP）」に
選ばれました。



コース・専修クラスの改編

未来に羽ばたく飛躍の年に
学　長　　中野　哲

幼児教育科学科長　有岡 登美

　新しい年が明けました。開学40周年を迎えた昨年、大学も大き

く変わりましたが、今年は寅年にふさわしい更なる改革に向けた飛

躍の年にしたいと全職員は心を新たにしています。

　思えば本学は短期大学の第三者評価が制度化された初年度、平

成17年度に日本短期大学基準協会により適格認定を受けました。

翌18年度には大垣市との間に包括協定が締結され、大垣市との協

調体制が確立しました。また、20年度には文部科学省が選定する

質の高い大学教育推進プログラム（通称「教育GP」）に本学の取組

が採択されました。これは、東海三県の短期大学では本学のみと

いう快挙でした。

　こうして本学の教育研究活動が着々と外部から高い評価を受ける

ようになってきました。これらによって少子高齢化、大学への全入

時代を迎えた大きな社会の流れのなかで、「自律性をもった品格の

ある女性の教育」という明らかな本学のミッションに則した教育が

徹底してきたと考えられます。

　本学の教育基本理念は、「学生のための教育」を徹底し、「地域

社会に大きく貢献できる短期大学士力の養成」に力を注ぎ、地域

社会にその存在感を認めてもらおうとするもので、全職員はこの明

確な教育の理念に心を一つにして日夜頑張ってきています。こうし

て今後も全国各地に23,500人に達した本学の卒業生にとっても誇

ることのできる母校として発展し続けることを願っています。

　現在は、幼児教育科と歯科衛生科が三年課程、音楽総合科とデ

ザイン美術科が二年課程となっています。それぞれの学科では専

門性を高めることに努力をつづけていますが、それと同時に4学科

の学生が横断的な共通科目の履修や課外活動でお互いに交流を図

り人間の幅を広げることで、コミュニケーション力、相手を思いやる

心をごく自然に育つことで、本学ではそれぞれの専門分野に彩りを

添えつつ豊かな人間性を兼ね備えた人材の育成をめざしています。

　人はそれぞれ遺伝子を親から受け継ぎこの世に生を享けますが、

その後の生育環境がその人生に大きな影響を与えます。まして今

の学生たちは人生で最も多感な時期を本学で過ごすことになるの

で、素晴らしい環境を整え、本人も気付いていない未知の可能性

を秘めた遺伝子をオンにしていくことが教育の原点であろうと思っ

ています。

　本学ではこれからさらに若葉のように成長していく学生が集い、

その若葉をイメージする「みずき」があふれています。この情報

誌は「みずき」です。本学の大学祭は「みずき祭」、新装になっ

た講堂は「みずきホール」と名付けられ市民に開放されています。

本学のイメージキャラクターは「みずっきー」、自然いっぱいのキャ

ンパスには「みずきの郷」があり、毎日学生たちの明るい声や笑

顔でいっぱいです。

　私たちにはこうした「みずき」があふれるキャンパスで学ぶ瑞々

しい学生を健やかで社会性を持った逞しい人材に育て上げる使命

があります。

　この素晴らしい教育環境のなかで、学生諸君は熱意あふれる職

員や他学科の学生とともに勉学に、課外活動に積極的に取り組ん

でいっていただきたいと思います。そして、原石が輝く宝石となっ

て世に出るように自律性をもった社会人として立派に巣立ってくれ

ることを心から願っています。

幼児
教育科 得意の分野でより確実な保育力をつける

　平成22年度の春から幼児教育科では新しいカリキュラムが始ま
ります。今、保育者に求められている知識・技術はもちろん、子
どもの “こころ” を深く学ぶための3年間の教育課程ですが、この
恵まれた3年間を新しいカリキュラムでは学生一人ひとりの資質を
生かすことを特長とし、これによって学びを深めるとともに保育技
術を磨き、実践力を高めることを目的としています。
　図で示すように幼稚園教諭2種免許、保育士資格取得のための
専門科目や教養科目に加えて、3つの専修クラスの中にそれぞれ
本学独自の専修科目を設けました。
　音楽専修クラスは、ピアノ、和太鼓、器楽はもちろん、ウイン
ドアンサンブルを3年間学べることや音楽療法2種資格の取得が
可能なカリキュラムになりました。

　造形専修クラスは壁面構成、おもちゃづくりなどの教材研究や
子どもの心を表す絵の見方、エプロンシアター、パネルシアター
など保育現場で必要とされる表現方法について学びます。
　総合専修クラスは、ダンスなどの身体表現をはじめとする体育
科目に障害児教育、口腔衛生などを加えるとともにインストラク
ターの資格取得もできます。
　そして、3年制だからこそ可能な保育現場を長期に体験できる
保育実務研修、地域の子育てサロンや本学の子育てサロン「ぷっ
ぷぁ」での子育て支援演習で実務能力や即戦力が確実に身に付
きます。
　幼児教育科では、社会が必要とする人材育成のために学生の
充実した学びを積極的に図っていきたいと思っています。

音楽総合科学科長　服部 篤典

音楽
総合科 「リペアコース」 スタート

　平成22年度より、音楽総合科において短大・大学では全国初と
なる「リペアコース」を開設することとなりました。少子化の影響、
卒業後の進路に対する不安などから、音楽系大学・短大への進
学者は激減しています。しかし、高校生の吹奏楽人口は、少子化
とは反比例して横ばい、もしくは増加の傾向にあるのです。吹奏
楽部に所属し進学を希望する高校生への調査をした結果、「楽器
はもっと続けたいが、就職を考えると音楽系大学への進学は厳し
い」といった意見が多くみられます。
　全国的に見ても、音楽系大学では職業演奏家を目指す教育、
いわゆる夢を追う教育が主流となっており、本学においても、「音
楽療法コース」を開設するまでは夢を追う教育が主流となってい
ました。しかし「音楽療法コース」では、カリキュラムも医療系、
介護系の科目を多く取り入れ、従来の音楽系大学のカリキュラム
とは大きく異なり、卒業後、施設等への就職に繋がるといった出口
の明確さが受け入れられて、安定した志願者を確保してきています。
　22年度に開設する「リペアコース」も“高校生・保護者の進学ニー
ズ” と “出口の明確化” をキーワードに検討を続けてきました。そ
の結果、楽器店、楽器製造メーカー等への就職の道が開け、か
つ各楽器の専門教育も充実させたカリキュラムを組むことができ、
「リペアコース」をスタートさせることができました。主な特徴とし
ては、2年次秋にヤマハ株式会社管楽器リペアグレード・Basic技
術者認定コース受験、1年次週8コマ、2年次週11コマに及ぶ「リ

ペア演習」、ウインドアンサンブルコースと共に行う合奏授業「ウ
インドアンサンブル（個人レッスン含）」、各楽器の知識を幅広く学
ぶ「楽器研究」、楽器業界について学ぶ「楽器業界ビジネス」な
どを挙げることができます。管楽器修理の技術を高い次元で身に
つけ、その上各々専門楽器の演奏技術向上に向けても徹底的に
行うため大変忙しい2年間になると思われますが、卒業後の満足
感、充実感は間違いなく得られると確信しています。

3年生の前期に保育所等の現場
で長期の実務研修

保育実務研修

本学の子育てサロン「ぷっぷぁ」
や地域の子育てサロンでの演習

子育て支援演習

4学科の特長を生かし、社会人と
しての教養を深める科目

共通科目

幼稚園教諭2種免許、保育士資格
等を取得するための科目

専門科目 造形専修
クラス

総合専修
クラス

音楽専修
クラス
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学科だより学科だより学科だより学科だより学科だより

　平成19年に二年制から三年制の教育課程に移行し、本年度は
3学年がそろいました。
　9月に3学年がつま恋リゾートで幼教合宿をし、3年生の卒業
研究の途中経過、2年生は子ども研究、1年生は保育技術基礎で
学んだ手遊びと日頃の学修成果の発表を行いました。
　先輩たちの発表に後輩たちは数々の刺激を受けたようで、「す
ごい」、「私たちもああいうことをするのね、頑張ろう」という感想
が聞かれる一方、先輩たちからも「私たちの時より頑張っている」
との声も多くありました。
　1月の「こども祭」では、学生たちは「はっぴーらんど」をテーマ
に掲げ、2年生や3年生の劇をはじめ、それぞれの学年、各クラス
のブースや会場のデコレーションに来場した子どもたちを喜ば
せる工夫が随所に見られました。
　また、本年度は特に外部からのボランティアの要請が多かった
年でもあり、参加した学生の活躍の様子を掲示板で紹介したこと
で、学生にボランティアへの意識が高まりました。
　3学年そろったことで、例年以上に先輩の姿が、後輩たちの保
育者へのモチベーションを上げるとともに学年相互の育ちあいが
見られ、三年制の良さを示す実りの多い年でありました。

　眠い目を擦りながら登校して早朝勉強後授業に向かい、
また放課後勉強と頑張った甲斐があり、平成20年度卒業生
全員が国家試験に合格し歯科衛生士として巣立ちました。
あれから1年、また後輩達が猛勉強の最中です。3年生は入
学時からカリキュラムが見直され、充実した選択科目が増し
ました。必修であった「卒業研究」も選択となり、各自が一遍
を纏めることで、テーマや発表の準備、論文作成とそれぞれ
が積極的に進めました。達成感は嘸かし大きいことでしょ
う。臨床・臨地実習に向けての「事前学習」の際は不安気で
あった2年生は、11月の「決意を語る会」で自らを引き締め、
「臨床・臨地実習報告会」において先輩からやさしく後押し
され元気に実習を行っています。登校する木・金曜日は賑や
かで、楽しそうです。1年生もとても元気いっぱい、授業中に
天然な質問が出ることもありますが、理解できた時は「すば
らしい」と声が掛かり、コミュニケーションが豊富です。平成
22年度より歯科衛生士養成の教育年限が全国的に3年以上
となります。いち早く3年制を導入した本学科は、全身の健
康を守るために多職種連携の中でリーダーとなる歯科衛
生士を目指し、カリキュラムを充実させ新入生を待ってい
ます。

1年生　9/7～2週間、2/8～2週間
2年生　8/17～2週間

2年生　9/7～2週間、2/8～2週間

11月14日（土）学生、教員の参加を得ておにごっ
こ大会が催されました。

11月15日（日）本学が中継点となり、和太鼓演奏
とぜんざい100名分を振る舞い幼児教育科か
ら2名の学生がたすきリレーに参加しました。

1月24日（日）大垣市と大垣市教育委員会の後援
を得て、「はっぴーらんど」をテーマに地域の親
子を招いて、盛大に開催されました。

平成21年度に行われた主な演奏会等
4/18（土） 第31回読売中部新人演奏会
 出演：平成20年度ピアノコース卒業生 武井 綾子
 　　　平成20年度ウインドアンサンブルコース卒業生 五十住 菜央
4/29（水・祝） 第25回岐阜県新人演奏会
 出演：平成20年度ピアノコース卒業生 伊藤 里名
 　　　平成20年度ウインドアンサンブルコース卒業生 上西 佑季
10/3（土） 定期演奏会（ソフトピアジャパン セミナーホール）
1/20（水） 卒業研究発表　ピアノコース・電子オルガンコース
 　　　　　　　ウインドアンサンブルコース　
2/1（月） 卒業研究発表　音楽療法コース
2/11（木・祝） 卒業演奏会（スイトピアセンター 音楽堂）
2/14（日） ウインドアンサンブルフェスティバル
 （大垣市民会館）

学科の取り組み・行事
4/30（木） スケッチ旅行（近江八幡）
7/5（日） 大垣女子短期大学FESTIVAL
 似顔絵参加（アクアウォーク大垣）
7/15（水） 総合教養演習　木枡づくり体験
9/2（水）～4（金） マンガ原稿持ち込みツアー
10/3（土） 古美術研修（長谷寺・室生寺）　
11/18（水） 総合教養演習　美術館研修
 The 7 top runners ARTのメリーゴーランド
1/7（木） 総合教養演習　朗読と馬頭琴演奏会
2/9（火）～14（日） 卒業記念展（岐阜県美術館）

幼児教育科

　9月2日から4日にかけて、恒例となった「在京出版社へのマンガ原
稿持ち込みツアー」を実施しました。10月は3日、学外研修で秋の長谷
寺・室生寺を散策、8日は台風による全面休校、11日大垣十万石まつり
参加、25日みずき祭と、あわただしく過ぎて行きました。
　「総合教養演習」科目では11月、岐阜県ゆかりのアーティストたちを
紹介する『ARTのメリーゴーランド』展（岐阜県美術館）見学を、1月に
はちょっと趣向を変えて、俳優・いのこ福代さんと演奏家・石田音人さ
んによる宮沢賢治の「注文の多い料理店」と「スーホの白い馬」を題材
に、朗読と馬頭琴の音色を楽しみました。
　2月9日から14日の間、学科の最大イベントである「第38回卒業記
念展」で在学時の集大成となる力作を披露しました。
　また、一昨年から各地でマンガ・デッサンの実技講習会を開催して
います。今年は3月24、25、26日とそれぞれ、高山、多治見、飯田の各市
で開きました。この時期、これからも開催を予定しています。機会が
あったら、ぜひ会場を覗いて下さい。
　2010年、新入生はいよいよ40期生となります。学科の益々の発展に
向けて、卒業生、在学生ともご支援をお願いいたします。

デザイン美術科

　音楽総合科では一年を通して各コースが様々な演奏活動を行ってきました。
　学内では、子育て支援活動として子育てサロンの開催日に合わせ各コースがランチタイム
コンサートを行い、音楽療法コースはボランティア演習の授業の一環として運営スタッフとし
ても参加しました。
　10月には定期演奏会を開催し、オーディションで選ばれた各コースの学生が、日ごろの練習
の成果を発表しました。
　各コースの活動では、大垣センチュリーロータリークラブコンサート例会においてピアノコー
ス・電子オルガンコースが定期的に演奏をさせていただきました。
　ウインドアンサンブルコースは地域での演奏活動を多数行い、本学創立40周年記念演奏
会では世界的な二胡奏者ジョージ・ガオ氏、中国琵琶奏者徐善祥氏との共演が実現、今後学
生たちが音楽活動をしていく上で大きな財産となったことでしょう。ウインドアンサンブルフェ
スティバルは例年のスイトピアセンターから大垣市民会館へと移動し、より多くの市民の皆様
に演奏を楽しんでいただきました。
　音楽総合科卒業年次生にとって最後の大切な行事、卒業演奏会で
は、卒業研究発表で優秀な成績を修めた学生が学生生活の集大成
を発表しました。
　来年度からは全国初となるリペアコースが創設されるなど、卒業後
の進路をしっかり見据えた新たな音楽総合科のスタートとなります。

音楽総合科

歯科衛生科

時　期学年･
卒業年度

青木　　愛 研究生 大垣市商工会議所「コママンガ」 2009年
4月号より担当

山本　奈保 2年生 大安地区防犯協会「地域安全ニュース」 2009年度版

山田　乙乃 1年生 アニメまつり2009 in かかみがはらアニメコンテスト入賞 2009.8/29

山田　梨奈 1年生 アニメまつり2009 in かかみがはらアニメコンテスト入賞 2009.8/29

渡辺沙央里 1年生 アニメまつり2009 in かかみがはらアニメコンテスト入賞 2009.8/29

神山　知美 2年生 アニメまつり2009 in かかみがはらアニメコンテスト入賞 2009.8/29

松尾　　優 2年生 コミックブレイド月例賞10月号 2009.9

秋田茉沙美 2年生 コミックブレイド月例賞10月号 2009.9

足立志都穂 研究生 月刊ライバル11月号　奨励賞 2009.10

佐藤　里奈 2年生 コミックアヴァルス月例賞1月号 2009.12

川瀬　朝代 H8年度卒 川瀬朝代展 2009.11/14-21

勝山あゆみ H7年度卒 個展「不思議の国のあぐ作品展」 2009.12

山田　乙乃 1年生 木枡アイデア発表会　最優秀賞 2010.2/19

小西　　舞 1年生 木枡アイデア発表会　優秀賞 2010.2/19

渡辺　里美 研究生 広報おおがき連載「４コママンガ」 2009年
5月号より担当

デザイン美術科学生・卒業生の受賞、作品掲載等

学生名 内　　容

7/2 (木) 大垣市民病院七夕会  ［2年生］
 ペープサート、手遊び 他

7/16（木） 南平野幼児園  ［2年生］
 ペープサート、手遊び 他

9/16（水） 垂井町宮代保育園  ［3年生］
 ペープサート、パネルシアター 他

10/14（水） 垂井町宮代保育園  ［2年生］
 人形劇、エプロンシアター 他

11/15（日） 海津図書館  ［2年生］
 人形劇、エプロンシアター 他

12/23（水） 神戸図書館  ［2年生］
 人形劇、読み聞かせ 他

2/13（土） 大垣市スイトピアセンター  ［3年生］
 「夢いっぱいのおはなしワールド」
 エプロンシアター、パネルシアター、
 テーブルシアター 他
 主催：大垣市立図書館

9月24日～25日に、幼児教育科全学生参加の下に、静岡県
の「ヤマハつま恋リゾート」にて幼教合宿を実施しました。

12月14日（月）全学年が参加して、3年生各ゼミ
の代表が「卒業研究」の発表をしました。

子育てサロン「ぷっぷぁ」は月2回開かれていま
す。幼児教育科では3年生が保育研修の場とし
て、地域の支援センターと交互に参加して、保護
者や幼児と触れあっています。

発表者は、各自が選んだテーマについて、
半年間の研究成果を発表した。
参加した学生は、同級生や先輩の発表を熱
心に聞き、特に2年生は来年の研究発表の
ために真剣な表情で聞き入っていた。

学外・学内の列席者多数の中、12月より学外での臨
床・臨地実習に臨む決意を、2年生ひとり一人が
表明し、医療従事者としての自覚を胸に歯科衛生士
として大きく成長していくことを心に刻んだ。

12月より臨床・臨地実習に臨む2年生に、臨床・臨地実習
を終える3年生から各実習施設における実習内容など詳
細な報告があり、不安を抱える2年生にエールを送った。
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テニス

友達同士で自由な雰囲気で練習を行
います。硬式もソフトテニスも行える
ので経験者はぜひ集まってください！

歯科衛生科3年
高木 佑希奈
（多治見西高校／岐阜）

入りたいクラブ
があればすぐ連絡してみてね！

　分からなければ
学生支援課へたずねてみよう！

新しい「自分」の発見。仲間との出会い！

新しい自分を
　　　発見したい

！新しい自分を
　　　発見したい

！

音楽で癒されたい！音楽で癒されたい！

もっと人とふれあいたい！もっと人とふれあいたい！

プロの道を極めたい！プロの道を極めたい！

もくもくマイペースに…もくもくマイペースに…

さわやかな汗を

　　　　流したい
！さわやかな汗を

　　　　流したい
！

山歩き会

野山を歩いて、リフレッシュ
しませんか？

デザイン美術科2年
大家 美奈都（高山西高校／岐阜）

場：岐阜近辺の野山月1 ＋課外活動

場：学内週1

自分のペースでやる事ができます。沢山
泳ぎたい人も、体を動かしたい人も、初
心者でも、是非来て下さい。

デザイン美術科2年
井伊 沙穂子（飛騨神岡高校／岐阜）

水 泳

先輩、後輩とっても仲良し、とっても元気な
バレー部です！ 今は部員六人！ 初心者大歓
迎！！！ 少しでも気になったら、見学にきてね！

バレーボール

場：ジムや
プール 等

週1

地域歴史文化探訪会

史跡を訪ね歩いて先人
達に思いを馳せる。西
濃は、近くに岐阜城や大
垣城、関ヶ原古戦場等
があり、史跡を見て歩く
にはとても良い場所で
す。みんなでワイワイ言
いながら訪ね歩くのが
楽しいクラブです。

デザイン美術科2年
新藤　彩（加茂農林高校／岐阜）

場：岐阜市内課外活動

バスケットボール

大会出場を目指しま
しょう。経験したこと
がない人でもみんな
で楽しくバスケット
ができるので是非来
て下さーい(́ ω` )/

世界文化研究部

世界史好きが集まった、まったりペースの
クラブです！！ 映画鑑賞や各国の料理を

作ったり特色を学んだ
り…みずき祭にはお茶
会もやりますよ！！！

デザイン美術科2年
武居　恵
（木曽高校／長野）

写 真 個々で撮影した写真を持ち寄り鑑賞
会をします。年二回撮影旅行へ行っ
たり、写真展も行っています。和気あ
いあいと楽しく行っています。写真を
撮るのが好きな子集まれー！！！

幼児教育科2年
大濱 あす香（栗東高校／滋賀）

場：学外!!!???月1 ＋課外活動

トライアスロン

毎年市民マラソン大会やリレー
マラソンに出場！！ とにかく体を
鍛えます！ ややっこしいことは一
切なし！ 楽しく、ひた
すら楽しく活動しま
しよう。

バドミントン

おもいっきり羽を打って気分爽快！！！ 運
動不足の子やストレス解消したい子に
オススメのスポーツです★スポーツす
きな子は見にきてね！！！！！！

場：体育館週2

夕焼けキャッチボール部

投げて走って捕まって打つ! かなり
良い運動になります。ストレス解
消・運動不足にどうですか？ 初心
者・経験者どちらも大歓迎!

歯科衛生科2年
武藤 稚奈
（富田高校／岐阜）

場：体育館週2 ＋ 大会出場

幼児教育科3年
河合 梨賀
（本巣松陽高校／岐阜）

場：体育館

週1 ＋ 大会出場

場：グラウンド週1

デザイン美術科2年
山田 梨奈
（郡上北高校／岐阜）

場：垂井スイミングスクール月1

場：テニスコート

空いた時間

ライブを年に数回やります★み
んなで曲を作り上げる充実感
が味わえライブはすごく気持ち
いいです☆部員は初心者ばか
り！ 一度来て見てください♪

幼児教育科2年
木原 彩夏（敦賀高校／福井）

軽音部

場：F号館週1

子ども達との交流やダン
スを中心に、アンパンマ
ンの格好で幼稚園の子達
と手遊びをしたり楽しい
部活です。今年から少し
ずつ和太鼓も取り入れて
いきたいと思っています。

デザイン美術科2年
大西 唯那
（華陽フロンティア高校／岐阜）

児童文化

吹奏楽が大好きな人たちが集
まって、クラシック・Pops・Jazzなど
幅広いジャンルの曲を演奏してい
ます。みんなで一つの事に向かっ
て頑張れる楽しいクラブです。

音楽総合科2年　太田 彩乃
（愛知工業大学名電高校／愛知）

ウインドアンサンブル

場：B号館・学外演奏

週 ＋課外活動
　（年間40から50回）
1

みんなで楽しくおしゃべりしながら
やっています。先輩後輩関係なく、
みんな仲良しなクラブですよ！

漫画研究部

デザイン美術科2年
山木田 七海（羽島北高校／岐阜）

場：クラブ部室週2

ボランティア活動
を行って、障がいを
持った子どもたちとすごし
ます。マンツーマンで関わるこ
とで、日常生活に必要なスキ
ルについて考えたり、多くのこ
とを学べます。

ぺるっ子

場：学外不定期

とにかく皆、音楽が大好き♪
利用者さんとコミュニケー
ションをとりながら、歌を
歌ったり楽器を演奏したり
(́ ・ω・` )利用者さんの笑顔
を見ると、心があたたかくな
ります☆とっても楽しいクラ
ブですよ∩^ω^∩

V.G.トライアングル

音楽総合科2年
櫻田 桃子
（小松市立高校／石川）

場：社会福祉施設月1

みずき祭で販売する部冊子の作成、
持ち込みツアーの作品、外部イベン
トへの出品など常に漫画やイラスト
を描いています。夏休み冬休みに合
宿も行います。

aim

デザイン美術科2年
酒井 由紀子
（名古屋経済大学高蔵高校／岐阜）

場：クラブ
部室

週1

デザイン美術科2年
渡辺 沙央理（関有知高校／岐阜）

パソコン部

場：三宅先生
研究室

週1

基本自由で歌が好きな人は
寄ってらっしゃい！ みずき祭
が一番の見せ場、ソロで何
曲歌ってもO.K.！ 恥ずかし
がってたら何も始まらない！

デザイン美術科2年
西尾 三希
（岐阜工業高校／岐阜）

Song & Song

場：光井先生研究室週1

学生も顧問も仲が良く、アッ
トホームなサークルです。
好きな曲をジャズにアレン
ジして演奏しています。

音楽総合科2年
伊藤　愛
（広島皆実高校／広島）

ジャズサークル

場：B号館週1

ピアノ連弾、サック
スとエレクトーン
等、いろいろな編成
で曲を演奏します。
楽しいですよー！！！

音楽総合科2年
橋本 歩実
（江南高校／愛知）

ピアノ・エレクトーンアンサンブル

場：B号館週1

みんなで台本を
作り、劇の練習を
します。みずき祭がメインイベ
ントです。とても楽しいです！！

幼児教育科2年
柳元 未来
（愛知高校／滋賀）

演劇部

場：みずきホール 他週1

お稽古をして、
まったりすごせる
和なクラブです。

茶道部

個人個人が好き勝手に
ゆるゆるとやっておりま
す。パソコンが苦手な人
でも大丈夫です。部長も最初は
苦手でしたが何とかやっていま
す。ギャラリーでの展示やみずき
祭ではグッズ販売もするので、自
分の魅力を生かしたい人は是非
一緒に作品づくりをしませんか？

場：みずきホール・
スイトピアセンター

週1 ＋ 課外活動

活動場所練習日

場：和室週1
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2009年

2010年

　私は学生時代勉強が苦手で、先生方に大変ご迷惑をおかけ
していました。そんな私ですが、友達や先生方が諦めず熱心
に指導していただいたおかげで、無事国家試験に合格すること
ができました。現在、歯科衛生士として勤め4年になります。
今の職場は、在学中のバイト募集がきっかけでした。そこでと
ても素敵な院長、そして先輩と巡り合うことができました。医
院のスタッフは歯科衛生士のみで受付業務から院長の助手、
そして歯周治療を主に行っており、初期治療からメインテナン
スを担当制で行っています。就職して一人前となるまで5年ほ
どかかりますが、まだまだ半人前で勉強会などに参加したりと
日々勉強中です。そして、歯科衛生士として働く限り、基礎は
とても大切なことだと就職して初めて気付きました。今ではもっ
と勉強しておけばよかったと後悔しています。皆さんはこれか
らだと思いますので、今の時期を大切にしてもらいたいと思い
ます。そして素敵な就職先を見つけて下さい。

社会人としての気付き

歯科衛生科

平成18年3月卒業
美江寺歯科医院勤務

片岡 朋美

　私は、生活相談員としてデイサービスに就職し、
仕事の合間をみて音楽療法を行っています。生活
相談員の仕事は、利用者全員の様子を観察し、個
別に関わりいろんな状況、状態を把握し、報告する
大事な立場にある職種です。
　福井で音楽療法を行う所は少なく、新しい事に取
り組んでいこうと言われ、可能性があると思ってい
たのですが、現場の仕事が大変で音楽療法が思う
ようにできずにいました。私は音楽療法をしたいと
いう思いを伝え続けました。時間は少しかかりまし
たが、昨年の11月より福井と石川の4事業所で継続
して行えることになりました。自分の思いや意見を
伝えることで夢をひらくことができると思いました。
　音楽は、人の心を動かし、喜怒哀楽を引き出せ
るものだと思います。そんな音楽でたくさんの人と
出会い、たくさんの笑顔の花を咲かせていきたい
です。

笑顔いっぱい

平成20年3月卒業
（株）ツクイ（ツクイ文京サービスセンター）勤務

山田 沙綾

　保育士になるという夢が叶ってもうすぐ2年が経とうとしてい
ます。私は今4歳児クラスの担任をしています。最初は毎日不
安で、自分の力のなさに悔しい思いをしたこともありましたが、
尊敬できる先輩たちに支えられ、何とかここまで来ることがで
きました。
　また、「わたなべせんせい、だいすき！」と子どもが言って
くれたり、まだ上手く字も書けないのに “せんせいへ” と一生
懸命手紙や似顔絵をかいてくれた時は、本当に嬉しくて、つら
かったことなんて一気に吹き飛んでしまいました。こういう瞬間
があるからまた次も頑張ろうって思えるのだと思います。今は
毎日楽しくてとても充実しています。
　保育の現場に出ると、つらいこと、悲しいこと、たくさん経
験するかもしれませんが、その分うれしいこと、楽しいことも
倍味わえると思います。私は保育士になってよかったなと心か
ら思っています。かわいい子どもたちが憧れる、ステキな先生
になってください！

せんせいだいすき！

幼児教育科

平成20年3月卒業
なかぞね保育園勤務

渡邊 亜美

デザイン美術科
音楽総合科

　大垣女子短大で過ごした2年間は私の宝物です。同じ志を持って共に成
長し合える友達や、信頼できる先生方に出会えたこと、多彩な分野で絵を
描かせていただいたこと…よく笑い、よく考え、毎日充実していました。今
の仕事に就いたのも学内外のイベントがきっかけです。もともと似顔絵が
大好きでしたが、お客さんと会話しながら描くことの面白さにどっぷりは
まってしまいました。お客さん一人描くのに約15分、その間の会話を通して、
まだまだ知らない世界をたくさん知ることができ、いろいろな面でとても勉
強になります。自分の知識や経験なんてほんの少しのことに感じ、同時に
毎回新鮮な気持ちになれます。ありがたいことにお客さんのなかにはリ
ピーターの方や私の出勤日を調べて来て下さる方もいらっしゃいますが、
約8割の方はたった15分間の出会いです。その短い時間にお客さんが楽
しんで、満足していただけることが私の幸せです。
　似顔絵描きのお客さんは皆幸せな方で、私もその幸せやパワーを分け
ていただいてとても幸せです。この仕事に出会うチャンスをいただいた母
校に感謝です。
　今までの経験を糧に、そして私に関わって下さった全ての人に感謝して、
これからも楽しんで技も接客も磨いていきたいと思います。出会いと経験
は多いほど自分にプラスになります。学生生活はあっという間です。今し
かできないことにたくさんチャレンジして貪欲に毎日を楽しんで下さい。

すべての出会いと
経験に感謝

平成20年3月卒業
（有）プレジャー企画『お絵かき隊（似顔絵描き）』勤務

中田 裕子

大垣女子短期大学での思い出大垣女子短期大学での思い出

学友会
だより
学友会
だより

　先輩から、学友会を引き継ぎ 5か月が過ぎました。最初
の企画は学科交流会でした。うまくやっていけるのか不安
で、なかなか初めの一歩を踏み出すことができませんでし
たが、「自分たちなりにまず、考えてやってみよう」とみんな
で声をかけ合い、前年度学友会の先輩方の協力の元、無事
成功する事ができました。先輩方の支えが私たちに初めの
一歩を踏ませてくれて、とても良い交流会になりました。
　これから「FSC」「みずき祭」など、いろいろな活動がありま
す。どうしようと悩んだり、違うよとぶつかり合ったり。大変な
事もたくさん出てくると思います。でも、『頑張ろうよ』と、お
互い声をかけ合い私たちなりの企画を提案し、みんなが楽
しめるイベントを作っていきたいと思います。1年間、頑
張っていきますのでよろしくお願いします。

学科交流会『宝集めおにごっこ』
初めて自分たちで計画・実行した行事でした。みんな初
対面でしたが、これをきっかけに仲良くなれました。放
課後はみんなで話し合ったり、準備をしたりいろんな事
が新鮮で楽しかったですっ♪

FSC
FSCでは、入学したばかりの１年生に学友会の顔を早く
覚えて貰えるようにビデオを撮りました。長い時間かけ
て準備した甲斐もあり、笑いもとれて最高な出来栄えで
した。部活紹介は司会のコメントだけではなく、できる
だけ活動をしている生徒がステージで発表するよう工
夫しました!

 みずき祭
みんな楽しんでいる姿や頑張っている姿が見られ本当
によかったです。色をテーマに、一人一人のいろがしっ
かりと作り上げられていたと思います。人を楽しませる
といった気持ちが伝わってきました。準備から頑張って
いてよかったです。

2009 年の活動2009 年の活動

入学時には「淡いピンクの薔薇」、卒業式には「深
紅の薔薇」をいただきますよね。この薔薇の

意味を、みなさんは知っていますか？
　私たちは大垣女子短期大学に
入学し、知識や技術を身に付
け、様々な経験をしてきました。
夢の実現に向かってたくさんの
努力を積み重ね、色濃く、深
く成長して卒業していく私たち
の姿を、ピンクから深紅に染
まった薔薇の色に例えて、先
生が贈ってくださるのです。

私たち学友会役員は学友会であるみんなのリーダーとして、行事等運営をしていきます。
先輩、後輩、他学科との交流を大切に有意義な学生生活にしていきましょう。

2009年会長
田上 亜利紗 作画
2009年会長
田上 亜利紗 作画

2010年会長　臼井 菜々

薔薇を贈る思い薔薇を贈る思い
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●平成22年度　主な全学行事 委員会・事務局だより
オリエンテーション
　　・・・・・・・・・・・・・・・4/1（木）・5（月）・6（火）
入学式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/2（金）
ファーストステップキャンパス（FSC）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4/7（水）
前期授業・・・・・・・・・4/8（木）～7/28（水）
学長講話・・・・・・・5/12（水）・12/15（水）
消費生活講座・・・・・・・・・・・・・・・・・5/19（水）
防犯講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6/9（水）

健康講座・・・・・・・・・・7/7（水）・10/6（水）
前期定期試験・・・7/29（木）～8/4（水）
後期授業・・・・・・・・・9/27（月）～2/4（金）
音楽総合科定期演奏会・・・・・10/3（日）
十万石まつり・・・・・・・・・・・・・・・・・10/10（日）
みずき祭前日祭・みずき祭
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10/22（金）・23（土）
税金講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/10（水）
歯科衛生科決意を語る会・・11/24（水）

人権講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12/8（水）
こども祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/23（日）
後期定期試験・・・1/31（月）～2/4（金）
デザイン美術科卒業記念展
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/7（月）～2/13（日）
音楽総合科卒業演奏会・・・・2/11（金）
平成22年度卒業証書・学位記授与式
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/20（日）

●平成22年度　オープンキャンパス

●デザイン美術科　実技講習会 3/24（水）高山、3/25（木）多治見、3/26（金）飯田

オープンキャンパス2010　開催日程
3/27（土）、5/22（土）、6/13（日）、6/26（土）、7/31（土）、
8/1（日）、8/22（日）、9/11（土）、9/25（土）、10/3（日）、
10/23（土）大学祭同時開催、12/12（日）

総合教育センター　矢田貝　真一

小さな発見

　『総合教育センター』が活動を開始して1年を迎えます。セン
ターは高等教育の在り方が大きく見直される中で、本学教育の
充実と再構築に資する目的で誕生しました。この1年に、教養教
育・入学前教育・教育活動に対する評価などのあり方を検討し
て今後の方針を取りまとめるとともに、教育GPやその基盤とな
るFD活動を推進してまいりました。平成22年度も、本学がさら
に質の高い教育を提供できますよう、学習と教育活動の充実と
教育の質保証に向けて努めてまいります。

　学内を流れる川に、よく『ヌートリア』が
姿を現します。冬の寒い日には、川岸で背
中を丸めて、時には何匹かで体を寄せ合っ
て、寒さをじーっとこらえているような姿
はとても愛らしく、早く暖かい春が訪れな
いかと願わずにはいられませんでした。

音楽総合科  講師
傍島　香織

詳細等お問い合わせ先：教務・広報課　電話 0584-81-6819（直通）

総合教育センター

総合教育センター この１年

GP専門部会長　役田　亨

　文部科学省・財団法人文教協会主催、平成21年度大学教育
改革プログラム合同フォーラムが1月7日、8日東京ビッグサイ
トを会場に開催されました。平成20年度文部科学省が選定する
質の高い大学教育推進プログラム（教育GP）に本学の教育取組
「地域の子育て施策を活用した教育方法の改善」が東海三県の
短期大学から唯一選定され、その取り組みを続けていますが、
今回の合同フォーラムにはポスターセッションと事例発表で参
加しました。昨年度もポスターセッションに参加して取組の紹
介や概要説明などを行いましたが、今回はフォーラムに参加す
る短大に実施された事例を聞きたい取組に関するアンケート
の結果、事例発表の2校のひとつに本学の取組が選ばれました。
　当日は大学をめぐる厳しい状況もあってか、年明け間もない
にもかかわらず多くの大学関係者の参加がありました。分科会
は「短期大学の挑戦」と名づけられ、事例発表は約300名の参加
者でほぼ満席の熱気があふれる会場でおこなわれました。事例
発表は本学と広島、安田女子短期大学が担当し、事例の報告と
意見交換や質疑応答が行われました。特に本学の発表には会
場から、全学的な関わりのあり方や、地域や行政との連携、効果
の検証など多くの質問が寄せられ、取組への関心の高さが伺わ
れました。事例発表と並行して、ポスターセッションにも参加し
ましたが、多めに用意した資料は開始3時間ほどで無くなって
しまい、後日郵送させていただくことでお断りしなくてはならな
い盛況でした。展示を見に来ていただいた人からは、地域に密
着した全学的な取組であることや、授業と関連させた体験を学
生にフィードバックしながら取組の成果が見られ始めているこ
となどに関心を持ち、参考にしたいという声が多く聞かれまし
た。今回、多くの人に関心を持っていただいたことは喜ばしいこ
とではありますが、「教育は百年の計」といわれます。継続して内
容の充実、深化や今後の発展にも責任があることも忘れてはな
りません。

大学教育改革プログラム
合同フォーラムに
参加しました

《平成21年度公開講座》

第1回 大人のためのピアノ講座（音楽総合科）
6月23日～7月14日全4回 17名参加

第2回 音楽療法入門（公開授業）（音楽総合科）
7月1日･8日全2回 18名参加

第3回 親子で楽しむ（幼児教育科）
11月8日～12月6日全4回 99名参加

第4回 郷土の歴史と文化（教養）（公開授業）
7月6日･13日全2回 37名参加

第5回 Wordで作ろう（デザイン美術科）
7月9日～30日全4回 19名参加

第6回 健やかに生きるために（幼児教育科･歯科衛生科）
8月20日～9月24日全6回 21名参加

第7回 音楽療法 専門職のための音楽活用法（音楽総合科）
9月26日 10名参加

第8回 星･ハートのペンダントを作ろう（デザイン美術科）
11月6日～27日全3回 15名参加

図書・生涯学習委員会

「親子で楽しむ」
サーキット運動あそび

★平成２２年度前期学納金の納入について

納入期限……平成２２年４月１０日（土）

納付書類をお送り致しました（新入学生を除く）。万一、一括納
入が難しい場合には、分割納入する制度もあります。分割納入
につきましては、早急に学生支援課までお申し出下さい。

総務課

きて、みて、知って、
大垣女子短期大学

研究室から研究室から

ひとりごと デザイン美術科 教授　加納 秀美

研究室から研究室から

　2010年は、5月に六本木新国立美術館、6月
に巡回展、夏は頼まれ仕事の対応、10月の中
部展、11月の二人展、12月の試み展など、展
覧会、制作の予定がある。制作量はあるが出
来る限り取り組みたいと思っている。
　今は、学生の卒研に多くの時間を使っている。
学生達は、精神的、肉体的に一杯になりなが
らも一生懸命対応してくれている。それが気持
よく、又、熱く感じられ、こちらも精一杯答える。
それを楽しいと思う。そこには制作に関わる一
途な思いがある。人の関わりもこうありたいが、
どうも自分は思いとは逆に迷惑をかける側の人
間に思える。

　先日、「展覧会のポスターに作品写真を使い
たい。2月に送って欲しい。」と事務局から依頼
があった。2月までの卒研の関わりを大切に思
い、又、時間のなさから作品の質と密度の低
下を考える。
　大学、制作、生活の時間の流れの中で、気
をつけないと現場対応だけで終わりやすい現
状、今を見つめなおし、次への発想、ビジョ
ンなど考えることは多くあるが次の仕事、時は
もうすぐそこに来ている。
　人は合理的で直線的な考え方だけでなく、
回り道、寄り道、道草などいろいろなものを取
り込める螺旋的で幅のある考え方を必要とする

生き物と考えたい。
　自分を見つめ、古き良きものに学び、見過ご
されたもの、忘れられたものを再び見直し、こ
れからの自分に何が考えられ、何が出来るかを
見据えたい。
　そして、少しでも無駄なことに一生懸命にな
れる時間と気持ちを大切に考えたいと思う。

2009.12.31  11：30記

新装になったみずきホール（講堂）客席

※第3回は一部日程
を変更して開催

ＧＰ専門部会

踊
り
子

　本学創立40周年記念事業としてみずきホール（講堂）等の改修
工事を実施する際に、大垣市様並びに大垣女子短期大学同窓会様
より、多額のご寄附を賜りました。
　心からお礼申し上げます。

　平成22年2月15日、大垣センチュリーロータリークラブ様よ
り、本学の教育研究活動の充実発展のためとして多額のご
寄附を賜りました。心からお礼申し上げます。
　早急に関係の学科
と協議し、有効に活用
させていただきます。
　ありがとうございま
した。

寄  附法人
情報
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新聞に掲載された
本学の記事・本学のスナップ

平成21年3月～
平成22年2月

平成21年3月～
平成22年2月

山田實紘
理事長
就任

黒田 皇
講師による
「素描」掲載

平成21年3月2日
岐阜新聞

平成21年3月2日
岐阜新聞

平成21年3月5日　岐阜新聞

平成21年4月4日　中日新聞

平成21年4月2日
中日新聞

平成21年4月5日　岐阜新聞

平成21年4月23日　岐阜新聞

平成21年7月15日
中日新聞

平成21年7月7日
中日新聞

平成21年6月2日　岐阜新聞

平成21年6月10日
中日新聞

平成21年6月12日　岐阜新聞

平成21年7月2日　中日新聞

平成21年6月23日
岐阜新聞

平成21年7月5日
岐阜新聞

共同通信社 配信

平成21年4月18日
中日新聞

平成21年3月7日　岐阜新聞

平成21年3月18日　中日新聞
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新聞に掲載された本学の記事・本学のスナップ

平成21年3月～
平成22年2月

音楽総合科OGがコンサート
（左）平成21年9月19日　中日新聞
（下）平成21年9月25日　岐阜新聞

平成21年7月16日　岐阜新聞

平成21年9月8日　中日新聞

平成21年11月10日　中日新聞

平成22年1月25日　岐阜新聞

平成22年2月10日　岐阜新聞

平成22年2月12日　岐阜新聞

ウインドアンサンブルコース　定期演奏会
（左）平成22年2月11日　岐阜新聞
（上）平成22年2月15日　岐阜新聞

平成21年11月15日　中日新聞

平成21年11月20日　岐阜新聞

平成22年1月22日　岐阜新聞

講堂改修記念コンサート
（左）平成21年9月25日　中日新聞
（上）平成21年10月1日　岐阜新聞

平成21年9月29日　中日新聞

みずき祭を開催
（左）平成21年10月24日　中日新聞
（上）平成21年10月27日　岐阜新聞
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