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大型ショッピングモールで、4学科を紹介
7月9日（土）13時から16時まで大垣駅北のアクアウォークで、
「大垣女子
短期大学フェスティバル」を開催し多くの人に見ていただきました。
この
催し物は、本学の「幼児教育科」
「デザイン美術科」
「音楽総合科」
「歯科衛
生科」の4学科が、
日頃の学習成果の一コマを見ていただこうと毎年開催
しているものです。
この日は、朝からうだるような暑い日となりましたが、
会場では準備の頃から観客が集まり始め、関心の高さを伺わせました。
そして、開演時間となると若さあふれるミナモダンスで開幕し、虫歯予防、
エレクトーン演奏、似顔絵紹介と続き、最後はウインドアンサンブルの演
奏で幕を閉じました。会場には熱心な観客が沢山来場され、拍手や掛け
声をかけて応援していただきました。

「知る」
ことと、
「面白い」
ということ デザイン美術科教授
必要に迫られて
「日本の歴史」を勉強しなおしている。
「日本史」では
なく
「日本の歴史」。それも小学校で習う程度の事柄を、あれこれ探って
いるのだ。
探り始めてすぐに感じたのは、自身の歴史に関する知識が（浅いの
はもちろんのこと）
とても断片的だということ。
まるで時系列的ではない
のだ。昔から暗記は苦手というより嫌いだった。歴史の年号も化学記号

田中 久志

もう歴史はただの暗記ではなくなる。その時代を生きていた人の営み
が感じられるからだ。それは私にとって、
とても面白いことだ。
何かを学ぶ時に“面白い”から入ることができたらと思う。
この勉強の
何が魅力か（あくまで肌感覚で）が先にわかれば、理屈も記憶しなけれ
ばならない事柄もすんなり身に入るのではないかと思う。
勉強は知識を得ることのみが肝要で、楽しいとか楽しくないとか、

も、
とりあえず覚えなさいといったものが駄目なのである。
しかし今いく

面白いか否かですることではないと言う人もいるが、本来知識を得るこ

つもの歴史の本（絵を描く必要から、図版の多いものが主流）や小学生

と自体が楽しい事柄であるはずだと私は思っている。それが楽しく感じ

の使う教科書や問題集、参考書を見たり読んだりしていると、今まで

られないのは別の負荷がかかっているからだと思う。

バラバラに存在していた歴史上の出来事や人物の関連が見えてくる。
すると、そこにある感情が見えてくる。
「この時この人物は充実した気分
であったろう」
とか「悔しくてたまらなかっただろう」などと。
こうなれば

知ることを面白がる。学生たちにそんな感覚を伝えることができれば、
それは私にとってもとても楽しいことである。

相談、同窓会に関する業務を行っている学生支援課、書誌、参考図書

の利用・文献図書の利用・検索方法の指導、資料の収集、整理、閲覧、

ればなりません。特に短期大学は。

きたいと思います。

できるような生活（特に苦労して成し遂げたことなど）を送っていただ

が、皆さんが大学生活を振り返る時、充実した生活を過ごせたと実感

ので、是非お越しください。

学生の皆さんが、悩んだり、迷ったりしたことがあれば、各学科の先生

はもちろん、事務局の職員も相談に乗ったり、応援したりしています

短大の学生は、やりたいこと、なりたいものが明確であると言われます

ます。

えます。また、何かに取り組み、専念して飛躍できるときでもあります。

過ぎ去ってしまします。
しかし、その分自由に生活が送れる時間ともい

貸出、生涯学習などの業務を行っている図書館事務室で組織しており

休学退学等学籍に関すること、課外活動の援助及び指導、保健・医療

現在はどうでしょうか。入学試験もつかの間、就職を念頭に活動しなけ

大学生活というのは長いようでとても短いものです。あっという間に

明書の発行を行っている教務・広報課、学生の補導、就職支援、欠席、

試験などの学習に関することや、広報、学生募集、入学案内、各種証

は２万数千人と言われています。

生を学生生活の中で見つける余裕があったように思います。
しかし、

など経理、財務に関する業務を行っている総務課、教育課程、授業及び

設置され、創立以来42年という歴史の中、全国各地で活躍する卒業生

昔は、
「学生生活を謳歌する」という言葉があったように、自分の人

さて、事務局はと言いますと、皆さんのキャンパスライフを応援する

健

ため、大学の庶務及び備品の貸出、施設・設備の管理、授業料の収納

吉田

大垣女子短期大学は、昭和44年4月に幼児教育科でスタートし、昭和

事務局長

46年にはデザイン美術科、音楽総合科、昭和49年には歯科衛生科が

事務局へのご案内

その後の人生を決定するほどの重要な時期であると思われます。

であろう。

Nurture is above nature！ 多くの人々との交流こそが人間への近道

が完成され、人格の形成の基盤を作る時期でもあるのです。
したがって

待ち人間が多い」
というようなことにはならないのではないだろうか？

からの「和をもって尊しとする」遺伝子が十分に開花し、今の若い者は

が極めて重要だと思います。

最も多感なこの時期は人間の精神の中枢を占める大脳皮質の前頭葉

ヒトの心の動きを体得し、自己成長を遂げることによって、
日本人の本来

もので、その中核をなすのが幼少時の生育環境、それに続く教育環境

にあり、ホルモンや代謝が最も盛んな時期でもあるのです。
この人生で

真面目に学問をすること以外に課外活動やボランティア活動を介して、

伝子のみでは人間にはなれないのです。
この外的刺激は環境からくる

「コミュニケーション力がない」、
とか「自分の頭で考えようとしない指示

身を見つめ成長するための自己鍛錬が必要です。それぞれの分野で

営む人間にまで成長する存在であると思われます。ただヒトとして遺

諸君は今や青春の真っただ中にいるのです。心身が完成する直前

本学では建学の精神に基づく
「自律心を持った、知性と感性のバラ

哲

ンスがとれた品格のある女性」を教育目標としており、それには自分自

中野

われわれは親から受け継いだ遺伝子を内蔵したヒトとしてこの世に

学長

生を享け、さまざまな刺激を介して生育し人となり、やがて社会生活を

本学に在学中の学生諸君へ

松波 悦雄

足りているかな。毎日、言葉を変える工夫もしました。

した。背が伸びたね、立派だ。きょうも実りをありがとう。水や養分は

そんな年もあると考えて力まなかった。収穫が始まるころは声かけを

いただかねばなりません。

美しい花や新鮮な実りで「感謝」を表す植物たちから、もっと学ばせて

「でも足りない。人との向き合い方や感謝の表現が弱い」
と、たしなめ

気持ちに、作業にもゆとりがあった。前年の失敗が思い起こされたが、

良いもの来る」
という教えを信じたいのです。

は宝物に磨きがかかるときでした。

られるところに未熟さを痛感します。家人が行う庭の手入れに対して、

に努力しています。
「去りゆくすべての人と物と事に感謝せよ。新しき

の収穫が楽しみ。
「笑顔は、
どんな人にもある宝物」
と言いますが、収穫

おしなべて満足できる結果でした。振り返れば昨年より、植え付け時の

だき、道具を便利に使うたびに、
「ありがとう」
と、心をこめて伝えるよう

のですが、今回の苗は元気です。葉色の緑が凛としていました。実りは

ように向き合うかと、難しく考えてはいませんが、食事をおいしくいた

基本的に、形あるものには命が宿ると考えています。その命とどの

しょうか。

励まされもせず、漫然と育つしかない植物の「やんちゃ」ではないで

だれも近づかないと寂しがる。住居人が去った庭が荒れるのは、

上がっていくと考えたい。

なく、本来の生命力を引き出すために手を少しだけ貸せば、形が出来

雰 囲 気を感じ取ることができるのです。手入れをするから整うのでは

にはリラックスするようです。だから庭のありようを見て、その家の

植物は、近寄る足音にも敏感に反応するといいます。穏やかな足音

キャリアサポーター室

夜に大きくなります。日中、十センチほどに育った実をみつけると、翌朝

キュウリは久しぶりに実りが良好でした。毎年、
うどんこ病が気になる

したから、いい環境づくりのために力を集結するのです。

とは一つの心になって良き目的のために奉仕すること」だと習いま

背丈になるまでは、家族が自ら役割をみつけて世話をやきます。
「働く

収穫しました。土壌が良ければ世話なしの野菜。ひとり立ちできそうな

まねごと農業で、今夏はキュウリにトマトそして枝豆、ピーマンを

いうことが、結果を左右していると気づきました。

土壌や気象条件の違いだろうと思っていたが、心をこめて接したかと

しなければならないと思うのです。毎年、異なる実りをもたらすのは、

植物には感情がある。庭で花や野菜を育てていると、これは事実と

褒められる実り

大垣市子育て支援センター

7/31（日）

おにごっこ大会・研修会参加（関ケ原）

8/27（土）

卒業研究発表会

12/

大丈夫？
ちゃんと
次に伝えてよ。

毎年恒例の、ゆかたの着付け講座を総合
教養演習の時間に行いました。今年は
基本的なゆかたの着方を講師の先生方
に教えていただいた後、
クラス対抗でゆ
かたの着こなしコンテストを行い、各賞
を決めていただきました。

【6月22日
（水）ゆかたの着付け講座】1年生

【6月5日（日）歯の健康フェスティバル参加】3年生

新入生を迎えて、体育館
でドッジボールや伝言
ゲームなど、体を使った
り、頭を使ったり。みんな
で盛り上がり交流を深め
ました。

2年生後期から始まる、臨床・臨地実習において、高齢者
への理解を深める目的で、岐阜市にある岐阜県福祉
総合相談センターにて、高齢者擬似体験を行いました。
体におもりやサポーターをつけ、高齢者になって、お買
い物や日常行動を体験しました。

【6月28日
（火）大垣市立北小学校歯科健康教育実習】3年生
【7月12日
（火）大垣市立中川小学校歯科健康教育実習】3年生
【7月12日
（火）高齢者擬似体験実習】２年生
【7月15日
（金）高齢者擬似体験実習】２年生

高校生とコミュニケーションをと
ることで得た情報から、その生徒
の方に応じた清掃用具を選択し、
口腔清掃の方法など口腔保健管
理に関する指導を行いました。

ドキドキ、
私の説明、
うまく伝わって
いるかな？

【7月15日
（金）岐阜県立大垣商業高校歯科保健指導実習】3年生

どれ、
手伝ってあげる。 【7月 1日
（金）岐阜県立大垣工業高校歯科保健指導実習】3年生
この方がよくない・
・
・
？

【4月6日
（水）
ファーストステップキャンパス】1年生〜3年生

前期を振りかえって

互いの学年の学生が成長する大変良い機会と捉えています。

え〜、
これで
お茶飲めるかなぁ

今は後期から始まる臨床・臨地実習に備え一生懸命その準備学
習を学内で行っているところです。3年生は歯科医院、総合病院、
介護保険施設、学校等での多岐にわたる臨床・臨地実習に取り
組んでおり、最高学年の先輩として頼もしく成長しております。
卒業研究では、
「咬合異常と全身症状について」
「第三大臼歯の
実態調査」
「フッ化物応用に関する調査」等をテーマにした研究
に熱心に取り組んでおり、10月には卒業研究発表会を予定して
います。
歯科衛生科学科長 石川 隆義

する本年の「おにごっこ大会」は、
平成２３年度岐阜コンソーシアム
「学 生 による地 域 課 題 解 決 提 案
事業」に採択されました。
学科長 有岡 登美

る地域貢献の一助となればと考え
ています。学 生 が 主 体 的 に実 施

につなげるとともに地域の親子と
の絆を深め、大学の教育活動によ

「おにごっこ大会」を主催することにより、保育者としてのキャリアアップ

子どもたちの中に規範意識を定着させることもできます。学生たちが

ろん、戦略を考えたり、友だちと協力したり、ルールを遵守することで

委ねることにしました。
「おにごっこ」は日本の伝統的なあそびですが、
近年、子どものあそびもデジタル化し、体を使ったあそびから遠のく
傾向が見られます。それだけにおにごっこは体をつかうことはもち

今秋に本学で開かれる「おにごっこ大会」の企画・運営をこのレクリ
エーションインストラクター資格取得を目指す10数名の学生たちに

科目で読み替えが可能になり、比較的取りやすい資格になりました。
本学は「おにごっこ運動」を推進し、その拠点として活動しています。

幼児教育科は本年度より、
レクリエーションインストラクターの資格
認定校になりました。
この資格は様々な体験を通して、子どもたちや仲
間とコミュニケーションがとれ、自らの人間形成にも有効なものです。
以前はこの資格を取得するためには、外部の団体の講習会に参加
して全ての単位をとらなければなりませんでしたが、本学が開講する

教育活動で地域貢献を

幼児教育科

今年度の1年生は定員枠の50名の学生が入学し、最初の4月
初旬のオリエンテーションやFSC（ファースト・ステップ・キャン
パス）の頃はまだ緊張気味でしたが、日を経る毎に新入生も学
校生活にすっかり慣れてきました。課外活動では既存のクラブ
に多くの学生が入部した様子で、さらに1年生の有志で新しい
クラブ「Danceサークル」を立ち上げ盛り上がっています。2年生
は3年生が行っている高等学校での歯科保健指導の実習に
同行し、先輩の指導を実際に見て学んでいます。学年間の交流は、

歯科衛生科

2012.1/22（日）こども祭

おにごっこ大会（学生主体）

11/26（土）

保育総合試験

２年次生

11/ 、12/

9/21〜22（木） 幼児教育科合宿（1〜3年次生） 静岡県嬬恋村

地域のボランティア活動

8/

夏のフェスティバルに参加

神戸町にて子育て支援事業に参加

7/

サトシンさん 講座

客員教授

春のフェスティバルに参加

大垣市子育て支援センター

6/

5/22（日）

り
学科だよ

卒業生に聞く」
講師：浅野あや
「似顔絵」

学外研修
馬籠スケッチ研修
１年 総合教養演習 美濃和紙の里見学
２年 就職支援
「プロマンガ家になった

学科トピックス

さっそく、小河原智子さんを東京からお呼びし
ました。
「マイケルジャクソン」を描くワーク
ショップ 付 きの 、魅 力 いっぱ い の 特 別 講 義
でした。

美濃和紙の里会館見学。企画展示中
の「WASHIにそっくり―小河原智子の
似顔絵展」にはArtと言える、質の高さ
に感動しました。

音楽療法コース1年次生研修「オカリナ奏法の基礎を学ぶ」
（本学）
7/14（木）

場所：大垣市スイトピアセンター音楽堂）

11/15（火）〜29日
（火） 音楽療法コース臨床実習
2012.2/11（土）
卒業演奏会（13：00開場 13：30開演

「介護予防における音楽療法」
（各務原）に参加
学習成果発表会（アクアウォークにて電子オルガン、ウインドアンサンブル演奏）
7/9（土）

定期演奏会（13：00開場 13：30開演
場所：大垣市スイトピアセンター音楽堂）

ピアノ・電子オルガンコース学外研修
ヤマハピアノ工場見学（掛川）、
浜松市楽器博物館（浜松）
10/2（日）

ヤマハ管楽器工場見学（豊岡）、
日本吹奏楽指導者クリニックに参加

9/7（水）

そして職員の人たちに活動の意義や効果を説明できる
技術と知識を習得することが必要です。

のない施設の職員の方たちにこの仕事について理解して
いただけるように動いてもらいます。そのためには、１年
次である程度１人で音楽療法のプログラムを計画、実践、

地元施設の見学や、できればそこでボランティアとして
音楽活動を行ってくることで、音楽療法について見たこと

希望する場合、夏休みや春休みの長期休暇を利用して、

音楽療法コースは就職支援に力を入れています。特に
地元出身でない学生が多いため、出身地に戻って就職を

音楽療法コース2年次生学外研修
岐阜県音楽療法研究所主催音楽講座

6/20（月）

5/13（金）〜15（日） ウインドアンサンブルコース・リペアコース学外研修

後期は定期演奏会に向けて力を付け、
皆さんに楽しんでいただける演奏会を
開催したいと思います。

は年明けに開催される定期演奏会です。

ウインドアンサンブルの一番のイベント

また5月にはふれあい会館サラマンカホー
ルに於いて2012年に開催されるぎふ清流
国体の式典曲のレコーディングという貴重
な経験を積むことが出来ました。

ウインドアンサンブルコースの前期の主な活動としては、
リペアコースと共に小学校などでの
音楽鑑賞会での演奏や、各務原市の各務野吹奏楽アカデミーでのゲスト演奏などを行いました。

楽やマーチングという活動だけではなく、大人の愛好家が
増えている状況ですので、優秀な楽器のドクターが必要と
されております。
リペアコース生！頑張れ〜！

常駐させることが、お客様へのアピールとなってきたよう
です。欧米では当たり前になっていることが、日本では
「やっとここまで来た」
とかなり温度差がありますが、吹奏

リペアコースって何をやっているの？と素朴な疑問がある
かと思いますので簡単に説明をします。格好良く言うと
「管
楽器のドクター！」。昭和時代ですと、専門に勉強したスタッ
フが楽器店に少なく、皆さん見よう見真似で独学でされて
いたようです。最近になり、修理技術を指導する楽器メー
カーや専門学校が増え、楽器店としても、専門のスタッフを

恒例の在京出版社へのマンガ原稿
持ち込みです。今年は30名の参加が
ありました。味わい深い、いつもの
「朝陽館本家」
（文京区）がお宿。

■9月5・6日
（月・火）
「学外研修」

本学卒業のマンガ家・浅野あやさん
に、作家としての実体験、感想を熱く
語っていただきました。

■6月1日
（水）
「就職セミナー」

■7月14日
（木）
「似顔絵」

■6月1日
（水）
「総合教養演習」

旧 中 山 道 の 宿 場 町・
妻籠を散策し、馬籠で
は ゆったりと時 間を
取って各自思い思い
の場所でスケッチを
しました。

■5月7日
（土）
「学外研修」

前期授業トピックス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２年 植田美鈴 受賞

月刊少年ライバル（講談社）月例新人マンガ賞「期待賞」２０１１年８月

毎年定期的に大垣センチュリーロータリークラブ青少年
特別行事コンサートで演奏の機会を頂いており、
毎回２名ずつソロ曲やアンサンブル曲を
演奏し、
学生には緊張感あふれる中、
とても勉強となる良い経験となっています。
7月9日
（土）
アクアウォークで行われた学習成果発表会では、
電子オルガン専攻の学生が夏にちなんだ
曲など市民の皆様に楽しんで頂ける曲を演奏し、
日頃の練習の成果を発揮しました。１回
の本番は大きな成長のチャンス、
そして財産となります。一つずつの経験を大切にし、
また
学外演奏に限らず、
今後もそれぞれの成長に向かって日々学んでほしいと思います。

音楽総合科

小河原智子さんの指導
9/5（月）〜7（水）
マンガ持ち込みツアー
11/
学外研修
2012.2/7（火）〜12（日） 第40回卒業記念展

7/14（木）

6/1（水）

5/7（土）

学科長 松本 英三

業でもあるからでしょう。学年を問わず、ぜひとも本学での学
生生活を充実させて下さい。

９月が過ぎ、10月になると年の暮れまであと２ヶ月余、何と
なく急かれる気持ちになっていきます。そんな月日が積み重
なって、学科開設からちょうど40年が経ちました。今年度卒業
の皆さんがその記念すべき学生となります。卒業年次後期の
時は日を追うに従い名残惜しく、中味の濃くなるものです。短
大卒業というだけではなく、多くの学生にとって「学校」の卒

デザイン美術科

全員で楽しんでライブ!!

私達は、今、秋の大会に向けて日々練習に取り組んでい
ます。先輩と後輩、関係なくとても仲良しで、いつも明るく
楽しいクラブです。
（歯科衛生科 武藤 稚奈）

秋の大会で入賞するぞっ!!

秋の大会で優勝!!

楽しむ!!!
すきなときにすきなだけ、
剣道をしています☆
（デザイン美術科 井口 瞳）

皆仲良く自分のペースでイラストを描
いています。5月には部員全員で"しり
とりイラスト展"を開催しました。今は
みずき祭に向けて頑張っています。
是非覗いてみて下さいね。
（デザイン美術科 近藤 佑子）

パソコン技術の向上

毎回「お題」を決め、それに沿っ
た 絵 や 作 品 を 発 表し、評 価し
合っています。また、作品をまと
めたファイルも制作します。
（デザイン美術科 村上 海）

大好きな漫画やイラストを描き、
仲間と交流しながらゆったりと
した時間を過ごしています!
（デザイン美術科 辻 あすみ）

楽しく! 仲良く!

フレッシュ!な１年生が２人入部してくれました。
前期３年生は研修があって活動がバラバラでし
たが「心」はひとつ?!引き続き、のびのびと楽しく
（幼児教育科 宇野 有紀）
活動します。

ひたすら、楽しく、明るく、
元気よくをめざして!

画力及び発表能力を
を
高める

コンテンツ産業部

毎週お茶のお点前や頂
き方を練習しています。
今年は１年生の部員が
大幅に増え、にぎやかに
なりました。
クラブを通し
て他の学科と交流したり
ととても楽しいです。
（歯科衛生科 西松 美紅）

美しい
日本女性をめざす

現在秋の大会に向けて、日々
練習しています。上下関係が
ないので、
とても楽しくバレー
をしています。
（歯科衛生科 斉藤 恵）

月に一度、近隣の野山や自然の多い場所に出かけ
ます。木曜日のお昼は三宅先生の研究室でわい
わいご飯を食べながら、活動内容を決めています。
山が君を呼んでいる!!一緒にたわむれないかー!
山が君を呼んでいる!!
緒にたわむれないか !
（幼児教育科 太田 純令）

自然とたわむれる

プロの漫画家を目指す人達が日々作品づく
りに励んでいます。普段はとてもにぎやかで
くだけたクラブですが、お互いの作品を見せ
合ったり、意見を交わしたりと真剣な面を見
せる事もあります。先輩後輩関係なく、楽しく
おしゃべりしながらペンを走らせています!!
（デザイン美術科 橋口 麻利）

切磋琢磨しながら１つの
作品を全力で仕上げる!

み ずき祭を目標 に、ランチ
タイムコンサートや学外で
ライブをします。１年生から
３ 年 生 の メン バ ー で 日々
楽しく練習していますので、
是非一度見に来てください!
（デザイン美術科 高桑 舞）

私たちはみんなで楽しくアンサンブ
ルをしています。現在部員が少ない
です。ピアノやエレクトーンが弾ける
人、他の楽器ができる人、初心者の
人も大歓迎です。興味のある人は、
ぜひ一度遊びに来てください。
（音楽総合科 左 和貴子）

楽しくマイペースに!

今年度の予定は、9月19日に名古屋の
東山動物園に撮影に出かけます。また、
10月のみずき祭には写真展を開催、来年
1月の初めにも「ギャラリーみずき」で
作品展を行いますので是非見に来て
下さい。
（幼児教育科 大濱 あす香）

自然と触れ合いながら
写真撮影を楽しむ

子ども大好きな子集まれ!!

楽しく完璧に!
J-POP、K-POP、洋楽などを中心にみんなでダン
スをしながら楽しく活動しています。ダンスが
好きな子、興味のある子は是非一度見学に来て
みてください。初心者でも大歓迎です。
（歯科衛生科 横井 愛実）

Dance

月に二回程度、体を動かしいます。バランス
ボールを使って遊んだり、たわむれたり、楽し
く活動をしています。爽やかにいこうぜ!!
（歯科衛生科 松永 真由香）

体を動かしてリフレッシュ!!

体爽部

濃いメンバーで毎週活動しています。
ランチタイ
ムコンサートなどの演奏会に向けて日々楽しく
練習しています。
（デザイン美術科 矢澤 早苗）

楽しい
サークルにする。

みずき祭では毎年舞台発表をしています。
今年は、去年とは一味違う発表に向けて、
頑張っているので是非見に来てください。
（幼児教育科 柳元 未来）

JAZZ

月に一度高齢者施設を訪問し、電子オルガンや
ミュージックベルなどを使って音楽活動を行って
います。毎回とても楽しく、利用者の方の笑顔を
見ると、私たちも笑顔になれます(^ω^)
（音楽総合科 加藤 有紗）

利用者の方と音楽を通して親睦、
交流を深め、楽しむ

動画サイトに
アップロード

音楽隊 パタポン

踊ってみたクラブ

ボーカロイドという音
声 合 成ソフトを使っ
た曲づくりや動画づく
りをしています。
（幼児教育科
澤田 千晶）

ボカロ部

歌うことが好きな子が集まっています。みんな仲
が良くて、先輩と後輩の壁がありません。みずき
祭でミニコンサートをするので、一緒に歌いた
い人は来て下さい。
（音楽総合科 石森 律子）

みずき祭での
コンサートを成功させる！

保育園や幼稚園などに、
アンパンマンショーを披露
しています。みんな和気あいあいと楽しみながら
練習したり小道具などを作っています。
（幼児教育科 仲田 紗織）

みずき祭での演劇発表に向けて、
見応えのある作品にする

月に１回、歴史が深い地域を巡っています。
例えば関ケ原の戦いが行われた場所に赴き、
資料館や跡地を巡り、地域の歴史について
学びました。
（デザイン美術科 齊藤 舞）

地域の歴史を知る

！
ばすぐ連 絡してみてね
入りたいクラブがあれ
！
援課 へたずねてみよう
分からなければ学生支

こと、教える意識から学ぶ意識へ、与えるのでは

なく自助努力への支援といわれている。
これらは、

前記の2つのキーワードと共に教育・職場でも

言えることだと思う。何年たっても私にとって難しい

課題であり、ボランティアの場は、
自分磨きの場と

なっている。

ティア体験を聞く機会を設けた。活動に必要な

こととして歯科衛生士の方々が共通に語られた

のは、コミュニケーションとコーディネートの

大切さだった。私は、過去に青年海外協力隊員と

して南米で歯科保健活動を体験し、近年は、NGO

団体ネパール歯科医療協力会に参加し、国際

コーディネートする力であった。

敬意を表したいと思う。先日、
「 被災地における

国際協力の基本は、異文化社会を受け入れる

活動で大切だと感じたのもコミュニケーション、

歯科保健活動は復興支援活動」
と題してボラン

ボランティアをさせていただいている。
これらの

歯科衛生科

東日本を襲った大震災、洪水と心痛む災害が

七夕茶会にて

続いている。復興に向け努力されている方々に

FSCにて

人々の中に行きなさい
人々の中に住み
人々を愛し
人々が知っているものから始め
人々が持っているものの上に築きなさい
しかしもっとも優れた指導者の
その仕事が終わった時に
人々はこう言うでしょう
「我々がやったのだと」
と
（Dr.イエネ）

国際保健に関連した私の好きな詩がある。

村越 由季子

方法から診療室での歩き方まで。
「こんなに細かく指導しなくても」と
誰もが一度は思ったことではないでしょうか。
こんな些細なことですが社会に出ると大きな気づきになります。勉
強はできないよりはできた方がいいし、卒業してからもたくさん学んで
練習しての繰り返しです。
でも身だしなみ等は誰も教えてはくれませ

への悩みや思いを語りながら、バブル期 と言われた時代を謳歌した
ものです。
憧れていた保育園での仕事に就き、理想と現実のギャップに直面
しながらも有意義な毎日。
『 保母』
と言われていた時代から、国家資格

平成23年3月卒業
（株）
タカダカレンダー 勤務

し、
学んだ日々は、
今の自分を育ててくれた必要不可欠な時間です。
そして、先生方や友人の助け無しには、こんなにも楽しく充実した学生生
活は送ることができなかった、
と本当に感謝しています。
この大学、
このデザイン美術科で学んだことを忘れないよう、
生かしていけ
るようこれからも生活していきたいです。
ましたが、
この職業に就かなければ絶対に味わえなかったやりがいを
感じています。皆さんも様々な可能性を信じて夢を実現させてください。

大垣女子短期大学を卒業して、
早４ヶ月が過ぎました。
一社会人として仕事
に就き生活する中で、
この大学で過ごした２年間を懐かしく感じます。
２年と
いう短い間でしたが、
私にとってとても充実した学生生活でした。
その理由は
大きく分けて２つあります。
１つ目は、
私がこの大学に入りたいと思った最も大きな理由、
デザインの知
識を学ぶことができたからです。
他の学科では学ぶことのできない専門の授
業では、
デザインといっても様々なジャンルの課題を、
自分で考えながら実際
に制作しました。時には先生方から厳しい評価を受け落ち込むことも多々あ
りしたが、
その失敗を自分の糧として大きく成長していくことができました。
２
つ目は、
同じ志を持つ学友と、
沢山の思い出を作ることができたからです。
授
業では、
お互いの作品を評価し刺激し合うことで、
より良い作品を創ることが
できました。
また授業以外でも、
学外研修やみずき祭などでは、
他の学科の学
生とも協調性を大切にしながら、本当に楽しく活動することができました。
様々な出来事があり書ききれないくらいですが、大垣女子短期大学で過ご

佐々木 彩乃

大垣女子短期大学で想像もしなかった職業に出会えたことが私の
人生を大きく変えました。思い描いていた将来とは全く違うものとなり

ます。
また、楽器の購入を迷っているお客様に対し、演奏者としての意
見を伝えられるということも大きく役立っています。自分が学んできたこと
がお客様の楽器選びの力となれたとき、
この上なく喜びを感じます。

在学中は演奏家コースを専攻していたため、楽器店に関する知識
がほとんどない状態からのスタートでした。その時役立ったことは、任さ
れた仕事の中で自分に求められていることは何か、
ということをすぐに
見つけられたということです。学生時代は、
ウインドアンサンブルという
社会の中でどんな行動をするべきか、
ということを常に考えて行動して
いました。これは次に与えられる仕事を予測して行動する、
という意識
に繋がります。
この意識が社会で働いていく上でとても重要です。
その
能力を、学生時代知らず知らずの間に身につけていました。
これはウイ
ンドアンサンブルという特殊な環境があってこそ得られるものだと思い

私は音楽総合科ウインドアンサンブルコースを卒業して、現在は
植村楽器で働いています。楽器販売や音楽教室の受付などが主な
仕事内容です。

平成21年3月卒業
植村楽器 勤務

短大での２年間を振り返って

学生時代に学んだこと
多田 亜紗子

科
デザイン美術

と実感します。
歯科衛生士になり６年、短大の先生方には感謝の気持ちでいっぱ
いです。
そしてもっといろんな事を聞き、学んでおけばよかったとも思い
ます。
３年はとても短いです。
楽しいこと・辛いことなどいろんなことがあ
りました。
みなさんには周りの先生方やお友達と
『今』
という時間を大切
に過ごして、
この学校の卒業生でよかったと思っていただきたいです。

の個性となります。私のいる石川県には衛生士学校が一つしかなく、
医院にはさまざまな学校の衛生士が集まっています。
そんな中、大垣
で学んだ礼儀や作法・身だしなみは本当に指導して頂いてよかった

音楽総合科

これからおこりうる困難にも挫けず、
自分らしくご活躍されることを
心より楽しみにしております。

「ピンチがチャンス！」後輩に送る言葉です。学校での学びを礎にし、

失敗し、落ち込み…涙することも。
これからもこんな毎日を過ごせることに感謝、
そして支えて下さる
たくさんの人に感謝しながらがんばっていこうと思います。

子どもたちのたくさんの元気と笑顔に囲まれながら、大きな感動・
小さな感動、大きな喜び・小さな喜びを感じられる幸せ、
でも時には

責任の大きさを日々実感している、
そんな毎日に変わってきました。

化となり
『保育士』
と呼ばれるようになったこと。
それに伴い、保育園へ
のニーズの多様化、保育士の専門性が求められるようになり、社会的

ん。卒業し勤務一日目から身だしなみや行動は一つ一つがみなさん

私の学生時代は楽しさだけを求め、実習などは真剣に向き合って
いませんでした。
みなさんはどうですか？髪型や服装、ユニットの清掃

とのたわいもないおしゃべりに明け暮れ、
そんな中でも自分たちの将来

思い返せば学生時代…。毎日の通学の満員電車の中では、友だち

平成18年3月卒業
中山セントラル歯科 勤務

たくさんの医院がある中で今の医院に勤務し、患者さまに向き合
い衛生士として接することの大切さを日々実感しています。

北橋 みお

平成元年３月に幼児教育科を卒業。その後保育の現場で働く
ようになり、
早２３年が過ぎようとしております。

平成元年３月卒業
米原保育園 勤務

６年目を迎え

ピンチがチャンス！
棚池 直美

歯科衛生科

幼児教育科

清水

憲志

総合教育センター 助教

健

博夫

教授

平成24年
2/21（火）
平成24年
3/18（日）
平成23年
11/11（金）
平成24年
2/2（木）

平成24年
2/16（木）
平成24年
3/16（金）
平成23年
11/6（日）
平成24年
1/29（日）

平成24年
2/3（金）〜2/14（火）
平成24年
3/1（木）〜3/13（火）
平成23年
10/11（火）〜10/31（月）
平成24年
1/10（火）〜1/24（火）

教務・広報課

TEL 0584-81-6819（直通）

※同窓生ファミリー入試とは、本学同窓生（在学生含む）の子女・姉妹を対象とした入試です。
（入学検定料20,000円）
入学後、申請に基づき、
「同窓生ファミリー奨学金」
として10万円を給付します。
（全入試区分対象）
オープンキャンパス及び入学試験につきましては教務・広報課までお問い合わせください。

四

平成24年
2/2（木）

平成24年
1/29（日）

平成24年
1/10（火）〜1/24（火）

平成23年
12/14（水）

平成23年
11/11（金）

平成23年
12/11（日）

平成23年
11/21（月）〜12/7（水）

平成24年
3/18（日）

平成24年
3/16（金）
平成23年
11/6（日）

平成24年
2/21（火）

平成24年
2/16（木）

平成24年
2/3（金）〜2/14（火）

平成23年
10/11（火）〜10/31（月）

平成24年
2/2（木）

平成24年
1/29（日）

平成24年
1/10（火）〜1/24（火）

平成24年
3/1（木）〜3/13（火）

平成23年
12/14（水）

平成23年
12/11（日）

平成23年
11/21（月）〜12/7（水）

19,016千円

平成22年
5月1日現在
全学合計
学科別内訳
386名

■学生数

39名
46名
60名
55名

22名
54名
42名
13名

運用については安全性を最優先として、国債・地方債・銀行預金等で運用している。

学校における資金は、学生の教育に還元されるべきものであることから、保有・

3.資金保有と運用について

●重点事業
リペアコース専用楽器購入

34名

21名

平成23年
5月1日現在
全学合計
416名

39名
36名
61名
50名

経費未払金約4,200千円等であり、借入金は無い。

39名
47名
60名
49名

13名

22名

また、流動負債については主として、次年度学納金の前受金約204,000千円、

の固定資産）の取り崩しを行わず、現金預金（流動資産）
より支出した。

実施したが、本年度の固定資産取得については、減価償却引当特定資産（その他

固定資産について、本年度の主なものとして、
リペアコース専用楽器の整備を

2.貸借対照表の概要

削減を図っており、本年度は前年度よりも減少している。

前年度より若干ではあるが増加している。
またその他の経費についてはできるだけ

支出について、人件費は前年度より職員数が若干名増加したため、本年度は

2.重点施策について

資産売却収入を計上しているが、
これについては国債・地方債の買い替えを行った。

対応できるような計画を策定していく予定である。

名の新入生増となり、入学金収入が増加したため、前年度と同程度の収入額を

維持している。

実施してきた。さらに21年度には創立40周年記念事業として、講堂並びに子育て

サロン用トイレの改修を実施した。本年度においては、音楽総合科リペアコース

開設に伴う専用楽器の整備を実施した。
また今後は、施設の老朽化等に備え、適宜

学生生徒納付金収入について、前年度に比べ全体の学生数は約20名減少した

ものの、本年度新入生については入学定員を確保できたため、前年度に比べ約60

備事業」を進め、
より良い教育環境・明るく楽しいチャーミングキャンパスづくりを

1.収支計算書の概要

1.中・長期の財務計画について

平成16年度から20年度までの5年間の中期計画として、
「各建物・設備等補修整

■ 財務の概要

■ 事業の概要

学校法人大垣女子短期大学の平成22年度における事業の概要は、次のとおりです。

渡辺

音楽総合科

祐子

平成22年度事業報告

田

事務局長兼秘書広報室長

古川

事務職員 教務・広報課

採用（平成23年4月1日付）

● 人事短信

平成23年
11/11（金）

平成23年
11/6（日）

入学検定料 30,000円（同窓生ファミリー入試を除く）

平成23年
10/11（火）〜10/31（月）

入試情報

後期授業・・
・・
・・・
・・
・・・9月26日(月)〜2月3日(金)
後期定期試験・
・・
・・
・・
・1月30日(月)〜2月3日(金)
音楽総合科定期演奏会 ・・・
・・
・・・
・・10月2日(日)
歯科衛生科卒業研究発表会・・・
・
・・・10月6日(木)
十万石まつり・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・
・・
・・・10月9日(日)
岐阜県私立短期大学体育大会・
・・・10月16日(日)
みずき祭前日祭・みずき祭
・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・・10月28日(金)・29日(土)
デザイン美術科学外研修 ・
・・
・・・
・・11月12日(土)
歯科衛生科決意を語る会・
・・
・・・
・・11月16日(水)
・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・・
・
・・・1月22日(日)
こども祭 ・
・・
デザイン美術科卒業記念展
・・
・・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・・2月7日(火)〜2月12日(日)
・・
・・・
・・2月11日(土)
音楽総合科卒業演奏会 ・・・
平成23年度卒業証書・学位記授与式
・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・・
・・
・・
・・
・・・
・・
・・・3月18日(日)

● 平成24年度入試

● 平成23年度 オープンキャンパス開催日程

オープンキャンパス 9/17（土）
・10/1（土）
・10/29（土）
・11/26（土）
・12/23（金・祝）
※10/29（土）はみずき祭（大学祭）
と同時開催

● 平成23年度 主な全学行事

416,161,000
7,909,600
7,128,820
121,561,266
121,445,000
116,266
11,068,078
2,345,000
1,471,602
3,250,289
570,895,655
570,895,655

404,721,996
86,230,581
64,099,439
626,850
21,282,964
497,710,000
4,179,661
0
△4,906,030
610,163,739
1,684,109,200

416,161,000
7,909,600
3,773,300
121,561,266
121,445,000
116,266
11,068,078
25,921,320
1,471,602
3,250,289
204,072,000
475,325,268
△200,363,682
613,959,159
1,684,109,200

6,278,004
6,905,349
6,767,078
412,134
10,000,000
30,362,565

434,000
△409,600
△1,428,820
△1,511,266
△1,445,000
△66,266
△68,078
55,000
△21,602
△250,289
△3,200,655
△3,200,655

6,278,004
6,069,419
5,863,561
1,373,150
2,217,036
26,790,000
65,363
20,000,000
△5,750,613
△23,811,609
39,094,311

39,094,311

434,000
△409,600
△73,300
△1,511,266
△1,445,000
△66,266
△68,078
78,680
△21,602
△250,289
15,928,000
24,865,309
122,457

多賀 清見
吉田 紀子
※卒業記念品アルバムは平成
23年5月頃に出来上がるた
め今年度はその分をプール
しておく事になります

会計監査

会計監査

平成23年3月29日

以上監査の結果、正確なお適
正であることを認めます。

404,721,996
411,000,000
184,394,651
191,300,000
78,195,922
84,963,000
4,387,866
4,800,000
0
10,000,000
671,700,435
702,063,000
△100,804,780
△134,368,000
△1,155,878,212 △1,155,878,212
35,386,655
35,000,000
△1,255,246,212 △1,221,296,337

416,595,000
7,500,000
5,700,000
120,050,000
120,000,000
50,000
11,000,000
2,400,000
1,450,000
3,000,000
567,695,000
567,695,000

411,000,000
92,300,000
69,963,000
2,000,000
23,500,000
524,500,000
4,245,024
20,000,000
△10,656,643
586,352,130
1,723,203,511

416,595,000
7,500,000
3,700,000
120,050,000
120,000,000
50,000
11,000,000
26,000,000
1,450,000
3,000,000
220,000,000
500,190,577
△200,241,225
613,959,159
1,723,203,511

備

費

（注）予備費の使用額

8,435,000
1,000,000
500,000
3,780,000
725,000
500,000
1,930,000
300,000
3,150,000
1,000,000
1,250,000
400,000
500,000
1,600,000
1,500,000
100,000
700,000
20,000
50,000
100,000
400,000
100,000
30,000
(80,000)
120,000
2,659,565
16,964,565

5,050,100
17,126,342

8,417,000
1,000,000
500,000
3,762,000
725,000
500,000
1,930,000
40,375
3,130,377
999,860
1,230,517
400,000
500,000
0
0
0
488,490
10,000
50,000
56,110
338,625
32,600
1,155

11,385,000
285,000
1,777
5,454,565
17,126,342

4,703,808,217

学生助成 学外研修助成 30,000
大学助成 教育事業助成 50,000
合
計
80,000

翌 年 度 繰 越 金
合
計

予

生
助
成
学 友 会 助 成
み ず き 祭 助 成
卒 業 記 念 品
卒業記念パーティ助成
特 別 講 座 助 成
学 外 研 修 助 成
教 育 懇 談 会 助 成
大
学
助
成
図 書 購 入 助 成
教 育 事 業 助 成
環 境 維 持 助 成
50周年記念積立
奨
学
金
貸 与 奨 学 金
銀行提携ローン利子補給
運
営
費
会
議
費
事
務
費
通
信
費
印
刷
費
見 舞・弔 慰 費
雑
費

学

11,400,000
100,000
10,000
5,454,565
16,964,565

4,608,769,586

△1,221,296,337 △1,155,878,212
△1,221,296,337 △1,155,878,212

5,340,237,058
0
200,000,000
100,000,000
5,640,237,058

△2,390,535
△161,777

120,000

18,000
0
0
18,000
0
0
0
259,625
19,623
140
19,483
0
0
1,600,000
1,500,000
100,000
211,510
10,000
0
43,890
61,375
67,400
28,845

15,000
△185,000
8,223
0
△ 161,777

△95,038,631

△65,418,125
△65,418,125

△35,386,655
0
0
0
△35,386,655

0
5,766,149
0
5,766,149
5,766,149
0
219,449,371
0
219,449,371
219,449,371
0
225,215,520
0
225,215,520
225,215,520

5,304,850,403
0
200,000,000
100,000,000
5,604,850,403

△92,146,241
△92,047,626
0
△71,701,407
△20,346,219
△98,615
△2,892,390
△3,795,420
△903,030
△95,038,631
4,065,309,408
2,742,761,354
509,302,762
1,634,393,929
599,064,663
1,322,548,054
638,498,809
613,959,159
24,539,650
4,703,808,217

3,973,163,167
2,650,713,728
509,302,762
1,562,692,522
578,718,444
1,322,449,439
635,606,419
610,163,739
25,442,680
4,608,769,586
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リスト音楽院から教授陣が本学を
訪問し、
レッスンや公開練習を披露

パリからのマンガ留学生、今秋にも来日

世界的に知られるハンガリー国立リスト音楽院から、今年も
7月23日から3日間、ファルヴァイ教授（ピアノ）、オンツァイ
教授（チェロ）、サバディ准教授（ヴァイオリン）の3教授が本学
を訪問し、音楽総合科ピアノ専攻の学生4人にレッスンをした
りピアノ三重奏曲の公開練習をしたりして本学との交流を
深めました。ピアノレッスンでは、受講生の母親が指導内容
を熱心にメモに書き留め、共に受講している様子が見られ

※昨秋の留学生たち

本学は、昨年秋からパリ・ユーラジアム校からマン

ました。また24日には、公開練習としてメンデルスゾーン

ガを学ぶ留学生を迎えています。

のピアノ三重奏曲を本番さながらに演奏されました。
この日、

これは、短大の交際化と話題性を考えて検討を

ちょうどオープンキャンパスと重なったことから、学外の人々

進 め 、岐阜県国際課の協力を得て始まったもの

リスト
も訪問され迫力ある演奏に聴き入っていました。なお、

です。昨年は、後期授業から科目履修生として女子

音楽院との関係は2年前から始まったもので、県内外の音楽

留学生7人と男子留学生3人を迎えました。宿泊、

関係者の間で話題となっています。

授業などいくつかの課題があったものの、留学生
達は熱心に勉強をしたことなど大きな成果があり
ました。また、マスコミにも多々取り上げていただき、
フレッシュな話題を提供することができました。
ユーラジアムからの留学生は、今秋、女子3人男子
2人の5人を迎えて授業を開催します。本学としては、
留学生が学校や日本生活に早く馴染み、更に本学
の学生同士仲良くなりお互いの文化を理解し、国際

※写真は左からオンツァイ教授
ファルヴァイ教授
※写真は左からオンツァイ教授、
ファルヴァイ教授、サバディ准教授

感覚を高めてくれることを願っています。

本格化する
「おにごっこ」運動
一昨年前、本学に「おにごっこ」運動推進員会の事務局が移転して以来、
本学において研修会や大会が開催され協力してきました。また昨年、おに
ごっこ博士として知られている羽崎泰男氏が本学の客員教授となり、本学の
特色ある教育に活用する動きが出始めました。
「おにごっこ」運動は、かつて
子どもの遊びの王様であった＜おにごっこ＞を見直し、子どもの健康増進
や体力向上、ふれあい、仲間づくりなど遊びから学んだ『日本の子供文化』
を現代に活かそうとするものです。こうした中、
「 おにごっこ関ケ原合戦」
の企画が持ち上がり、8月末には関ケ原町今須小中学校で研修会を開催し
ました。当日は羽崎氏を講師にお招きし、今須小中学校の児童生徒の他、
PTA関係者、教職員、町民の皆さんが集まり、おにごっこの説明と実践をしま
した。本学からは学生6名が参加しました。同運動は、秋に地域の大会を
開催し、来年には＜ぎふ清流国体、大会＞に合わせて更に規模の大きな
活動を展開することにしています。

※写真は昨年の様子
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