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FSC（ファースト・ステップ・キャンパス）開催
新入生を迎え4月5日、毎年恒例のFSC（ファースト・ステップ・キャンパス）を開催
しました。学友会企画の新入生歓迎のイベントでは少しでも早く学校に慣れ、短大
生活を楽しんでほしいと、
クラブ紹介や各科紹介・学友会紹介を行いました。
また
各学科での学科交流会では、手作り料理を振る
舞ったり、
ドッジボールや伝言ゲーム等、工夫を
凝らした遊びをすることで学年を超えた交流を
図りました。

生命と健康を守る
看護師を目指して

2013年4月

看護学科開設
詳しくは中面を
ご覧ください

過去の自分からのメッセージ

音楽総合科教授

渡辺 博夫

30数年前の話になるが、
ドイツ出張を上司から言われ、
「言葉がしゃ

チケットを買う。若者は、母国語はドイツ語であるが英語を流暢に話す。

べれなくてはいけない！」
という事で、会社の帰りにドイツ語学校へ通っ

テレビ番組でも、子供向けの英語番組が流れていたようである。
ドイツ、

た。出張が決まってからの学校であるから、先生から
「挨拶等、簡単な

スイス、オーストリア、フランス等、仕事としての訪問は、
「上司が同行

会話をするだけでも良いのでは？」
と言われた。出国間近で時間がない

するから、自分から話しかけなくても良いのでは」
と変に解釈する自分が

事から言われた言葉である。

情けなかったように思える。

Guten Morgen！Guten Abent！Entschuldigen Sie bitte…
等簡単な会話ぐらいしか覚える事ができなかった。
南回りの機内でも単語帳とにらめっこ。OFFICEには日本人スタッフと、
日本語堪能なドイツ人女性秘書がいるから、日本と全く変わらない

コミュニケーション作りは、会話なくしては成り立たない。挨拶程度
では、考え方までは分からない。楽器に対する考え方や、要求等、専門的
な単語になると益々である。意味が分からないのに、恰好つけて
「Yes！」
と言えば後が大変、だから、無口になる。
これでは、自分でシャッターを

生活であるが、休日ともなると、食材調達やら、異文化に触れてみたい！

閉じてしまっている。近年、新聞やネットでも横文字（カタカナに変換）

という気持ちが高鳴り、街を散策しながら、博物館や美術館、歴史的建

が非常に多くなっている。その意味は？と一瞬躊躇するが、外資系企業

造物を見ていた。が、住まいから、公共機関に乗るには、チケットを買わ

では、採用条件で語学力が必須であり、社内での会話は日本語禁止！と

なければいけないし、ルートを考えなくては帰れなくなってしまう。
冒険

している。社会すべてが、この動きに同調し日本語がなくなる訳では

と言えば恰好いいが、お上りさんだったようである。自販機なら行き

ないが、一歩足を出してみると、違ったモノが見えてくるだろう。

先ボタンで買えるが、駅員さんだと大変！全身びっしょりになりながら

栗田 孝子

ンドアンサンブルコースの活躍は素晴らしく、全国
に１つしかない管楽器リペアコースには学生が
遠方からきており、音楽療法コースは歯科衛生科や
看護学科とのコラボレーションも考えられています。
また、デザイン美術科には多くのコースが用意さ

才能の発見につながり、人間性あふれる女性に育っ

ていく環境になっています。
このほかに、学生には学

内や地域主催のイベントに積極的に参加することに

よって社会への適応力を自然に体得し、将来の社会

貢献ができる人材に育ってほしいと願っています。

いくという学科の混在によって、
「ダイバーシティ」、
「女性力」を持った学生が育ち、これらが最終的に

た保育実践力を身に付け保育者としてのプロを養

成するという明確な教育方針が採られています。

衛生士養成校の中で、短大・四大は１３校に過ぎな

いきたいと思っています。

「地域貢献」に結び付く教育をこれからも継続して

と、感性に基礎知識を組み合わせ、何かを創造して

ことに教育の主眼をおき、健全な保育観に支えられ

歯科衛生科においては、全国の１５５校の歯科

こうして本学は地道に知識・技術を積上げ、それ
を一体のレベルに達しないと資格が取れない学科

います。

術を習得し、社会人として必要な基礎力を統合する

や、外部の他の教育機関との交流が始まろうとして

す。なお、国家試験というハードルをクリアする学科

では、勉学に対する強い意志が必要です。

幼児教育科では、保育という専門的な理論や技

なお、
これら音楽総合科やデザイン美術科という、
芸術系の学科と教育系、医療系など他学科との交流

な５学科の交流はその涵養に極めて重要なもので

新しい分野への挑戦も始まっています。

特に人間関係の基盤であるコミュニケーション力、

相手を思いやる優しい心が求められており、
日常的

留学や研修のために本学を訪れるようになっており、
さらにコンピュータによる美術の基礎から応用への

に社会に貢献できる人材育成が求められています。

業の発展段階にある子ども、病んでいる人々を対象

にする職業に付くものが多く、国家資格を得て、直ち

現在日本各地で活躍しています。世界的なまんが
ブームもあって、
フランスやアメリカから学生が短期

科の修学年限は３年です。いずれの学科も将来、学

れており、本学の卒業生の約２０人が漫画家として

が要求される貴重な学科です。音楽総合科でのウイ

を学び、体験し、自分自身気付かなかったさまざまな

本学の幼児教育科、歯科衛生科、看護学科の３学

一方、音楽総合科やデザイン美術科の２学科の
修学年限は2年です。いずれも独特なセンスや感性

けたり、学生との課外活動を介しての交流で多くの事

全学科の学生が集う場となっています。

科を有するところは少なく、学生は各学科での専門

知識・技術の習得以外に、他学科の教員の授業を受

学生の作品が並んで素晴らしい環境を醸し出し、

の重要性も教育の世界でも注目されてきています。
という空間には本学のデザイン美術科の教員や

た教育が始まっています。なお、
ラーニングコモンズ

り、生物が生き残ってきた「多様性（ダイバーシティ）」

さて、本学では５学科でそれぞれ専門的な教育・

の画像や総ての教科が内蔵されているiPadを用い

物事の解決には画一的な対処では不可能なこともあ

技術を学んでいます。短期大学でこれほど多彩な学

療法入門などの本学ならではの、広い分野の勉強
も出来るようになっています。
また、授業には多くの

加わってきています。一方、社会が複雑になってくると、

したいと願っています。

ように学生が成長している姿を眺め、教員も学生と共に成長

主体的な学びに向け歩を進めている姿と見守っています。
この

仲間で学修しています。
これこそ本学の目指す自律した学生、

に数人ずつ集まりお互い教えあったり、授業内容を確認したり

早朝、或いは放課後学内に残り教室やラーニングコモンズなど

試験が始まることもありますが、学生は単位の取得に向かって

オムニバスの授業などでは、そろそろ終了する授業もあり、

感じるこの頃です。

る意見に驚き、少しずつ視野を広めていく姿に接して、頼もしく

科の学生とも交流が始まり、ディスカッションでは、感性の異な

そして、本学の特徴でもある、総合教養ゼミなどを通して他学

えられるようになってきています。

しく指導され、日に日に看護を学ぶ学生らしい身だしなみが整

演習に向かう態度として心構えや身だしなみなど教員から厳

ベッ
ッドサイドでの演習も組み込まれており、学生
学生は真新しいユニホームに手をとおしうれしそうですが、一方では

支援技術論」など看護の基盤となる学問領域を学修しています。特に「基礎看護技術論」
「生活支援技術論」は

1年次の授業は、教養科目「日本国憲法」
「女性学」など人として生きる力を育成するもの、専門基礎科目として
「解剖学」
「生化学」など看護学の基礎となるもの、そして専門科目である
「看護学概論」
「基礎看護技術論」
「生活

他学科と同様、女性学、子育て入門、美術入門、音楽

「教育」、
「研究」以外に「地域貢献」
というキーワードが

る効果的な学習に結びついているようで、学生の自己学修にも大いに活用できるものと期待しております。

とで、ひとつの科目であっても学習内容を深めるために、他の科目として学習した学びと連動させ、理解を深め

しての学修が少しずつ理解されてきているようです。iPadの利点でもある動画や本棚に全科目の図書があるこ

つかない学生もいましたが、今では教員より学生の方がiPadの扱いは上手く、学習が進むにつれ短期大学生と

授業風景としては、教科書「タブレッド端末iPad」を利用しています。
このiPadの活用は、授業開始頃にはおぼ

この頃は教員にも気軽に声をかけてくれる学生が増え、教員と学生に親近感が生まれたように感じられます。

仲間ができ、
ラーニングコモンズで学修したり、おしゃべりを楽しんでいる姿を見受けるようになりました。
また、

学生は、入学当初では緊張感が漂っていましたが、2ヶ月も過ぎようとしている今、緊張感は薄れ、それぞれの

な鯉がピチピチ跳ね、さつきの花が咲き誇り、自然の豊かさの中で自らと向かい合う空間になっております。

お互いに紹介したり自己PRなどしていたのですが、今では学内を流れる川には、つがいとおぼしき鴨が2羽、大き

看護学科が利用していますⅠ号館の前は、4月の入学時は桜が満開で、その木の下で学生とチュ−ターの教員と

93名の学生が看護師になることを目指して入学してきました。

門学校を起源としています。特有な専門教育以外に、

を持ち、優秀な人材を輩出してきた日本中央看護専

の未婚率の上昇は大きな問題になっています。

看護学科 学科長

看護学科は、大垣女子短期大学の５番目の学科として平成25年4月に誕生しました。
この新たな学科に、

看護学科の学生の姿

このような社会の変貌により、教育としても従来の

新しくできた看護学科は大垣市を中心とする西濃

技術演習などの講義が組まれています。

ています。
この日本で世界に類をみないスピードで
地方で唯一の看護士教育機関として２０年の歴史

するためのユニークな、臨床医学、看護演習、介護

技術、さらには応用力が要求される時代になってき

います。特に少子化の大きな要因になっている若者

分野で貢献できる口腔ケアのスペシャリストを養成

いては、高等教育機関に対して従来より複雑な知識・

の少子高齢社会の突入は、将来に暗い影を落として

衛生士の就労環境を超えた、保険・医療・福祉の広い

若者の進学率が増えてきていますが、現代社会にお

哲

い中、本学ではその指導的立場にあり、従来の歯科

中野

近年、我が国では高等教育機関の増加もあって、

学校法人 大垣女子短期大学 理事長
大垣女子短期大学 学長

地域社会に貢献する
女性教育を目指して

短大での
授業

発想の転換…というか、もう一度原風景に還ってみては
いかがでしょうか。なぜあなたは今こんな苦労をしなけ

■２年生 子育てサロン
「おねえさんといっしょ」

保育現場

往還

いきたいと思っております。

学科長

石川 隆義

は地域社会に役立ち必要とされる学科になれる
よう、
「女性力の創造」をキーワードに頑張って

のとなりました。総合教養演習の「スーツの着方」
「浴衣の着付け」では、女性ならではの美しさの
表現やマナーを学ぶことができました。10月の
学園祭に出す模擬店の企画等も決まり盛り上
がっています。2年生は後期から始まる臨床実習
に備え、その準備学習に必死に取組んでいます。
9月のモリタ製作所（京都）での研修では、工場
見学とともに歯科衛生士としての実技実習も盛
り込み、翌日のＵＳＪ（ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン）
と充実しています。3年生は卒業後の
希望進路に合わせ専門性を向上させるため、
「病院歯科専修クラス」
「 審美歯科専修クラス」
「専門的口腔ケア専修クラス」
「総合歯科診療専
修クラス」の4つの専修クラスに分かれて後期臨
床実習に出ます。昨今、大学・短期大学では従来
の教育・研究に加え、教職員・学生による社会貢
献もおおいに求められています。歯科衛生科で

今年度の1年生は66名もの学生（定員50名）
が入学し、4月の新入生を歓迎するFSC（ファース
ト・ステップ・キャンパス）の行事では、先輩たち
が趣向を凝らした企画で楽しく一体感のあるも

歯科衛生科

月、火と２日間の実務研修が終わると水曜３限は、
研修の現場で出会った子どもの姿や先生方の保
育の方法や、支援の仕方について学んだことを
振り返ります。一人ひとりがエピソードを記述し、
それに基づいてグループで討議します。部分実習
させていただいた反省を発表し合い、それぞれの
現場での学びを確かめ合う時間になります。担
当教員から保育や教職の専門的なアドバイスを
受けて、
また次の週の現場に向かいます。

■３年生 保育・教職実践演習

西川 正晃

7月から改修工事に取り掛かっていたG201がリニュー
アルされました。模型実習机が68台と1人1台設置され、
しかもバキューム、スリーウェイシリンジ、マイクロモー
ターが搭載されており、まるでマイユニットのようです。
今まで以上にワクワクして実習に取り組めそうです。

＊リニューアルされた模型実習室

小学生や高校生とコミュニケーションをと
りながら、ライフステージに合った歯科保
健指導を行います。学内で想定した内容と
実際の現場での対応に戸惑いながらも、
学生たちは実践力を身につけていきます。

【6月25日(火)大垣市立北小学校歯科健康教育実習】3年生
【7月2日(火)大垣市立中川小学校歯科健康教育実習】3年生
【7月3日
（水）岐阜県立大垣工業高校歯科保健指導実習】3年生
【7月16日
（火）、17日
（水）岐阜県立大垣商業高校歯科保健指導実習】3年生

2年生後期からの臨床・臨地実習を前に、高齢者理解の目的で岐
阜県福祉総合相談センターにて、高齢者疑似体験を行いました。
白内障を体験する眼鏡や、重りの入ったベストを身につけ、高齢
者の日常生活を理解します。

【6月25日
（火）高齢者疑似体験実習】2年生

今年も恒例の「ゆかたの着付け講座」を行いました。一人で着付
けができるよう、丁寧に指導していただき、最後にはクラス代表
によるファッションショーを行いました。かわいいゆかた姿のまま
帰宅する学生もいました。

【7月3日
（水）ゆかたの着付け講座】1年生

おしゃれと身だしなみの違いなど、スーツの基本を学びました。
これ
からスーツを着る機会も増えるので、ビシッときめてほしいです。

【6月26日(水)スーツの着こなし方講座】1年生

学科の取り組み・行事

学科長

今まで出会えなかった自分に出会えるはずです。そんな
出会いを楽しめる就活であってほしいと願うばかりです。

ます。
この時間を大切に過ごすことができるならば、きっと

今迎えているのです。
就活という時間は、過酷であることは否めませんが、
自分と向き合い新たな発見ができる貴重な時間でもあり

「わたし」が確かにいるのです。それを叶えていく最終章を

が大好きで大好きでしかたなく、その子どもたちに囲ま
れて仕事がしたいと漠然と考えていたあの頃の夢が、
もは
や夢ではないのです。すぐそこに現実として現れ、未来の

ればならないのでしょう。それは、自分が夢に描いていた
社会人としての姿を現実にしようとしているのです。子ども

真夏の35℃を超える気温のなかでも着込まなければなら
ない等々、その印象は過酷であり、できれば目を背けたい
現実であることは学生に共通する印象でしょう。

今年度は他県からの学生も多く、初めて大垣市を
巡る人がいてとても楽しむことができました。６つ
のおもてなしで大垣ならではの和菓子をいただい
たりして歴史を感じながら郷土について学ぶことができました。

子育てサロン第３木曜日では、学生と親子が
１ 対 １でかかわりを持つ形のサロンを４月
から７月まで４回行いました。最初学生からは、
「お母さんと話すことに緊張する」
という心配が
聞かれましたが、地域のお母様方から親しく声
をかけていただいたり、子育ての様子を聞かせ
ていただくことができて心配は全くなくなり、
子ども達とも十分に遊ぶことができてとてもよい学びになりました。

シートの記入に膨大な時間を要したり、慣れないスーツを、

関門となっています。履歴書を何通も作成したり、エントリー

の卒業年次生においても就活は避けて通ることのできない

就活とは、すなわち就職活動を略した用語で、職業に就
くための活動を指す言葉です。本学だけでなく、
どの大学

就活という時間

幼児教育科

■１年生 総合教養演習 「郷土めぐり」

前期授業トピックス

り
学科だよ
●ゆーすけ―お絵かき隊

今後のスケジュール
13：30開演

平成26年3月21日
（金・祝）13：00開場
大垣市民会館

13：30開演

■ウインドアンサンブル定期演奏会

平成26年2月9日
（日）13：00開場 13：30開演
大垣市スイトピアセンター音楽堂

■卒業演奏会

平成25年11月23日
（土・祝）13：00開場
大垣市スイトピアセンター音楽堂

■定期演奏会

学科長 栗田 孝子

おしゃべりをして大いに活用しています。また、この棟にはデザイン美術科の卒業
生の方や学生の作品が、多く陳列されており、和やかな空間を演出しています。
看護学科の教科書は、電子化されたiPadを利用することになっており、この
iPadには、40冊の教科書と動画が収められており、学生は授業に活用する
だけでなく、自己学習に大いに役立つと考えています。
現在の学習段階は、看護の基礎になる解剖生理学や生化学などの専門
基礎科目、そして専門科目である基礎看護学、基礎看護術論など、今後の
学問の土台になるところを学んでいます。

7/22（月）㈱ブュッ
フェ・グループ・ジャ
パン技術者による、
クランポン修理技術
講習を2年次生対象に実施。

管楽器リペア
コース

4/21（日）名古屋音楽大学で行われた
日本音楽療法学会東海支部大会に参
加。
（次回開催は、平成26年3月2日
（日）
本学にて開催）

音楽療法コース

看護学科は、大垣女子短期大学の5番目の学科として平成25年4月に誕生し、
93名の学生が看護師になることを目指して入学してきました。
看護学科が利用しているI号館は、新築の建物で窓の多い明るい建築物である
だけでなく、1階のフロアは、ラーニングコモンズとして学生の学修に、或いは
他学科の学生との交流の場、おしゃべりの場として開かれた空間が確保されて
おり、学生はテスト前には真剣に学習の場として、昼休みや放課後には仲間との

看護学科

ピアノと電子オルガンの演奏をしました。
音楽で会場を一層華やかに盛り上げることができました。

■5/20（月）大垣センチュリー
ロータリークラブ1000回記念例会

ピアノ・電子オルガンコース

10年以上続いている依頼演奏。小学生の
笑顔に音楽の素晴らしさを実感できる貴重な依頼演奏です。

■6/1（土）中川小学校依頼演奏

ウインドアンサンブルコース

前期学科トピックス

学科長 服部 篤典

4/3（水）
アクアウォークにて電子オルガン演奏
4/6（土）
欧倫ホーム依頼演奏
4/14（日） さくら祭り依頼演奏
4/29（祝・月）きてくん祭依頼演奏
5/25（土） 温知小学校依頼演奏
5/26（日） 杉の子依頼演奏
6/1（土）
中川小学校依頼演奏
6/3（月）
学外研修
（宝塚大劇場「ロミオとジュリエット」鑑賞）
6/27（木） 本学にてランチタイムコンサート
青墓幼保園 七夕コンサート
7/5（金）
7/11（木） 愛知県起工業高等学校依頼演奏
ブュッフェ・グループ・ジャパン技術者
7/22（月） （株）
による、
クランポン修理技術講習
7/24（水） ソフトピアジャパン依頼演奏
水都まつり依頼演奏
8/2（金）
大垣集いまつり依頼演奏
8/3（土）

前期の取り組み

5/11（土）
「学外研修」
（福井県立恐竜博物館、気比神宮）
9/2（月）、3（火）
マンガ持ち込みツアー
9/28（土）
「学外研修」古美術実地研修（三十三間堂他）
2014. 2/11（火）〜2/16（日） 第42回卒業記念展

恒例の在京出版社へのマンガ原稿持ち込みです。

「学外研修―マンガ持ち込み」
■9/2（月）、3（火）

アメリカ・テキサス州のMainland大学から短期留学生
として4名の学生を受け入れました。コミックイラスト
やクロッキーなど様々な専門授業に参加しました。

■6/17〜27

三方五湖にてスケッチの予定が雨天の為、
行先を変更。福井県立恐竜博物館と気比神
宮に行きました。

■5/11（土）
「学外研修」

前期授業トピックス

菅沼晴香―奄美群島第３回ケンムンふぇすたキャラクターコンテスト
ケンムン大賞受賞
● 漫画研究クラブ―大安地区の地域安全ニュースで、
防犯４コマまんがを
多年にわたり担当。地域の防犯に貢献した業績により、大安地区防犯協会の
表彰を、クラブ長のデザイン美術科２年 世森紗也香さんが代表で受けた。

●デザイン美術科２年生

在校生・研究生の活動

「似顔絵展覧会」
（栄地下セントラル
ギャラリー 2013.6/27~7/7）

●ハル―コミックス発売中

●坂ノ睦―月刊少年サンデー表紙・巻頭カラー 2013.8月号

連載中／コミックス発売中（ゲッサン少年サンデーコミックス）
●須賀今日助―連載中／コミックス発売中
（マックガーデン WEB）

●伊藤しろ―サンデースーパー連載中

「出口を見据えた教育」を念頭に教育を行っている音楽総合科において、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、管楽器リペアコース、音楽療法コースの5コースそれぞれ
が成果を上げてきています。専門職を含め、一般職への就職も他音楽系大学・短期大学と比較しても
良い結果を出しています。
音楽業界関係者、一般企業関係者の方々が口を揃えて仰ることは「専門的な知識等も必要ですが、
それ以上に人に不愉快な思いをさせない人を採用したい」。すなわち、一般的なマナーをわきまえ、
普通に挨拶が出来、周りの空気を読めるような普通の人を望んでいるのです。学生生活の中で考えて
みると、授業開始時終了時の挨拶、先生方への口の利き方、友達同士の付き合い方等が大切になっ
てくるのではないでしょうか。
「楽しい学生生活」を送っていただきたいのは勿論ですが、卒業後何年
も経過し「短大時代が充実していて良かった」
と思えるような教育も大切だと考えます。
本学音楽総合科は学生数の安定、実践的な教育内容、卒業生の活躍等により、メディアから注目
され始めています。そんな中に身を置く皆さんが充実した学生生活を送ることを願っています。

音楽総合科

学科長 加納 秀美

今年の六、七月は非常に暑く、全国的に熱中症の患者が多く出た
ようです。六月の初夏と思える日は少なく感じられ、急に猛暑の夏に
なったように思いました。学生には体調を崩さないように、夏休みま
であと少し、頑張って欲しいと思います。一年生は学生生活にも慣れ、
自分らしく、思いっきり活躍して欲しいと思います。何処で、何に触発
されて自己のパワーが発揮されるか、いつそれが自分に内包され、
展開出来るか分かりません。自分の良いところ、弱いところも含め、
又、美しいもの、豊かなものを求め、突っ走ってほしいと思います。
二年生はプレゼンテーションも終わり少しホッとしているところで
しょう。慣れない人前での発表で、作品の内容、本制作への展望など
を話すのは大変です。デザイン美術科の学生には作品の説明は苦手
な学生が昔から多いようです。以前は、
「作品を見ればわかるでしょ
う。」なんて作り手にとって作品の説明などいらなかった頃もあった
ように聞きましたが、今では施主に作品を伝える為のプレゼンテー
ションをすることが多く、企業、作家とも良いプレゼンテーションを
しなければ仕事が取れないと聞きます。
話がそれましたが、学生のプレゼンテーションでの思いが本制作で
はそれ以上にふくらむ内容になり、制作において、いろいろな葛藤、喜
びの中で学生自身が成長してほしいと思います。本制作ではいろいろ
な事があるでしょう。それを自分に与えられたものとして大切に考えて
欲しい。夏休みを含めこれから一生懸命作り上げた成果を来年二月の
卒業制作展で発表して欲しい。岐阜県立美術館で皆の作品のパワー、
作者の思いで力強く魅力ある展覧会にして欲しいと思います。

デザイン美術科

学科トピックス
卒業生の活躍

場：グラウンド・テニスコート

優しい仲間と顧問の先生が一緒なので初心
者の方でも大丈夫！私たちと楽しく練習をし
ながら、
一緒に汗を流しましょう♪

JVSQQIQFIVW

週 1／木

夢に向かって描き続けよう！
夢に向かって

外で元気よくキャッチボールをして、汗を
たくさん流しています！運動不足の解消、
健康のために、
楽しくおしゃべりしながら
活動しています☆一緒に体を動かしてい
い汗を流してみませんか？

デザイン美術科
大山 美沙紀

週 2 ／月・木

場：B101

週 1／水

踊りを通じてみんな仲良くなれます。
サークル
がきっかけで友達が増えること間違いなし！！
私たちと一緒に踊ってワイワイ騒ぎましょう！

JVSQQIQFIVW

デザイン美術科
桂川 みなみ

場：リズム室

を
みんなで集まって踊りの練習をしたり、話を
週1回、みんなで集まっ
！
すご
しています。すごく楽しいよ
したりしています

場：体育館

週 1／木
場：体育館

場：D305

今
今年立ち上げたばかりの美文字書道
部
部ですが、みんなのやりたい事をやり
た
たいと思っています。他にもパフォー
マンス等もやる予定なのでやりたい方
マ
は
はぜひ、
一緒に文字を書きましょう！

JJVSQQIQFIVW

美文字書道

週 1／火

デザイン美術科
今中 美樹

パソコンを用いてオリジ
ナルのイラストを制作し
ています。作った作品は
展示をしたり、みずき祭
にて販売しています！
！
！

自分のペースで
描けるよ♪

パソコンクラブ

幼児教育科
本田 真未

JVSQ
QIQFIVW
基本、
バスケがしたい！という人
たちが集まっています（＾ｕ＾）
初心者でも優しく楽しく教えま
すので、高校や中学の部活動と
は違い、先輩後輩一緒に楽しみ
な が ら 練 習 で き ま すよ！ダイ
エット効果もあります。
(*^̲^*)

歯科衛生科
川瀬 美晴

週1

場：H303

毛 ・硬筆の両方、
毛筆
硬
または好きな方を
選んで書いています。
選んで書
選

みんな
みんなで楽しく
文字を書きましょう！
文字を
文

週1回の活動なので、
遊びやバイトと両立でき
ます。
厳しくなく、
初心者の方も大歓迎です。
デ
ジタルで絵を描くのは大変かもしれませんが、
修正が可能なので、
新たな表現への挑戦がで
きます！絵を描く楽しさを味わいましょう♪

JJVSQQIQFIVW

私たちは、週1回秋の大会に向けて練習して
います。
しかし、
勝ち負けはあまり考えず、み
んな楽しく をモットーに活動しています。
初
心者も経験者もみんな大歓迎です。

JVSQQIQFIVW

ストレッチをして、基礎練習をしたり、
基礎練習
試合に向けてゲーム
試合に向けてゲ
形式で練習をしています。
形式で練習をしています

学外での 依頼 演奏は、小・中
学校での音楽鑑賞会から、地
域のお祭りでの演奏、
また、
ウ
インドアンサンブルでの合奏
だけでなく、アンサンブルで
の出演もしています。地域貢
献を軸に活動しています。

JVSQ
QIQFIVW

場：D301

一緒に踊って楽しく友達をつくろう！
一緒に踊って楽し

踊ってみた

音楽総合科
森田 彩愛

て
を使って合奏をして
毎週月、木曜日の3、4時限を使って合奏をして
吹
います。主に、学外での依頼演奏の練習や吹
奏楽曲を取り上げて合奏を行います。

みんなで音を
つくっています！

週 2／火・水

週 1／水

一緒にバレーボールしませんか？
一緒にバレーボー

バレーボール

歯科衛生科
小椋 由理

シュート練習を中心に行い、一対一などをしつつ、
一対
つ、
人数が集まった時は、試合形式で練習しています。
ます。

バスケしませんか？

バスケットボール

プロの漫画家になる
プロの漫画家になるために、日々、切磋琢磨して
皆に評価してもらいながら力をつ
描いています！皆に評
けています！

ウインドアンサンブル

ただマンガを描いてい
るだけでなく、
プロにな
るために切磋琢磨して
います！やる気がある
人はあきらめずに一緒
にがんばりましょう！

JVSQ
QIQFIVW

場：グラウンド

JVSQQIQFIVW

週 1／木

デザイン美術科
新井 里奈

みんなで集まってキャッチボールやバッ
みんなで集まってキャッチボールやバッティングをしています。
楽しく活動して汗を流します。
楽
ほとんど初心者ですが 楽しく活動して汗
ほとんど初心者ですが、

！
ッチボール！
ゆる〜く、楽しくキャッチボ

夕焼けキャッチボール

幼児教育科
遠藤 万梨乃

毎週木曜日にテニスコー
毎週木曜日にテニスコートで試合に向けて日々楽しく
練習を行っています。
練習を行
ています

明るく・楽しく・元気よく
元
！

フットサル

児童文化クラブは、
とても仲が
良く、
笑顔が絶えないクラブで
す。
みんなで協力して活動して
います。幼児教育科以外の学
科の人も大歓迎です！ぜひ、遊
びに来てくださいね♪

JVSQ
QIQFIVW

場：学生食堂

JVSQQIQFIVW

月 1〜 2 ／木

料理を作るのに材料や時間はかかりますが、苦
労して作った味は何ものにも代えがたいほど、
美味しいです。部員同士でワイワイ活動してい
ます。料理することが好きな人、食べることが好
きな人、大歓迎！一緒に料理を楽しみませんか？

場：みずきホール、
リズム室

週 3／月・水・金

デザイン美術科
小島 芽采

場：D305

JVSQQIQFIVW
QIQF
QI
IQFI
I
QF
FIV
FI
IVW

楽しく歴史を知ろう！

場：D202

漫画研究部

ボカロ部
ボ
カロ部
カロ部

V．
．
G．
トライアングル
ライアングル
グル

茶
茶道部

バドミン
バドミン
ントン

軽 部
軽音部

ぺるっ子
ぺる
るっ
っ子

歴史をそんなに知らなくて
も大丈夫です！そこから新
しい発見や知識が増えてい
くので楽しくなります！たま
にしか行きませんが、
それが
とても楽しいです♪

ピアノ・エレクトーンアンサンブル

デザイン美術科
大山 美沙紀

神 出 鬼 没 に みん なで 地 域 の
文化や歴史を見て回ったり、
文化や歴史を見
回 たり
学んだりしています！

JVSQ
QIQFIVW

毎週イラストを見せ合い、
見せ合い、意見交換すること
意見交換することで画
力向上を目指しています。賑やかに活動中！作品
をまとめたポートフォリオの制作も行っています。

地域歴史文化探訪会

週 1／火

デザイン美術科
佐藤 千晶

週1回、お題にそったイラストを描き、
を
毎週火曜日に集まり、お互いの作品を
評価し意見を交換しています。

自分への挑戦！
燃えあがれコンテンツ部！
燃えあがれコンテンツ

コンテンツ産業部

みんなで一つの劇を苦労して作り上げて、
公演
した時の達成感がとっても気持ちが良いです。
只今、
みずき祭に向けて練習中ですが、
突然の
入部希望OKです！一緒に演劇しませんか？

場：みずきサロン、
調理室

JVSQQIQFIVW

デザイン美術科
矢井 里奈

場：A307

一緒に一つの劇を作り上げていきましょう！

週 1／木

JVSQQIQFIVW
歌うことが好き 、合唱部に入っていま
した など、どんな方でも大歓迎！今年
のみずき祭では、
歌の発表や他のサーク
ルとのコラボを企画しています。
カラオ
ケでは、
自分の歌いたい歌を歌ってばか
りです。
みんな、
一緒に歌いましょう！

みずき祭に向けて、台本作りや発声などしています。夏休みにも
2月には、劇を見に行く予定です。
集まって練習しています。
集まって練習してい

幼児教育科
村井 桃華

す。
主に合唱曲を中心に歌う活動を
主に合唱曲を中心に歌う活動をしています。
に
他にもメンバー同士で歌を披露するために
カラオケにも行きます！

料理を
料理を通して世界の文化を学ぼう！

月 2 ／月

場：B401

！
〜っ！
歌うことが好きな子集まれ〜っ
歌うことが好きな子集

師を
「大垣手話サークル」の佐藤講師を
隔週
隔週月曜日、
す。
お招きして、簡単な日常会話を練習しています。

コミ
コミュニケーションの輪を
広げ
広げよう！

看護学科
石塚 かおる

週 1／木

song & song

音楽総合科
岩井 香澄

自分の好きな曲をJAZZ
風にアレンジし、みんなで
楽しく演 奏しています！
楽器だけでなく、
ボーカル
もやります！興 味ある方
はぜひ、
来てください♡

JVSQ

こそ♪ QIQFIVW
ステキなJAZZの世界へようこそ♪
ステキ

きの
今どきの
週1回で部員と一緒
週1回で部員と一緒にJAZZ曲を演奏しています。
曲もJAZZ風にアレンジして楽しく演奏しています。
曲もJAZZ風にアレ

JAZZ

ダーツの旅でおなじみの地図に
ダーツの旅でおなじみの地図にダーツを投げて、
その国の料理を調べて実際
アメリカ発祥の”ブラウニー”を作りました♪
に作り 味わっています。
に作り、
味わっています 最近は、
最近は
は、
アメ

世界文化研究部

初めは、全然分からなかったけ
れど、少しずつ分かるようになっ
てきて、自分の世界が広がってい
るような気がします。和気あい
あいとやっているので、皆さんも
ぜひ、一緒にやりましょう！！

JVSQ
QIQFIVW

手話サークル

入りたいクラブがあればすぐ連絡してみてね！
入りたいクラブ
ブがあればすぐ連絡してみてね！
分からなければ
分
ば学生
ば学
学生支援課へたずねてみよう
支援課へたずねてみよう！
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
仲間
間との出会い！

場：リズム室

週 1／木

幼児教育科
澤頭 真美

き、子どもたちとたくさんふ
に行き
いろいろな施設に行き
いろいろな施設に行き、
れあっています。

！
子ども大好きな子、集まれ！
子ども大好きな

児童文化

外の消防士の映画だった。見終って自分の後ろ

を振り返ったときずっと続 いてい た の は 看 護

師としての私だった。今度は映画に救われた。

そ の すぐ 後 に 阪 神 淡 路 大 震 災 が おこっ た 。

看 護 師 に なった 。しばらくして仕 事 の きつさ

に 耐えられ なくなっていった 。そ のとき支え

1本の映画をみた。
「バックドラフト」という海

て自立することを求めていたのかもしれない。

事 に つくことが自分 の 目 標 に なった 。そして

仕事のきつさにくじけそうになった。たまたま

ら思えば 専 業 主 婦 だった 母 は 私 に 女 性とし

い つ の 間 に か 言 わ れるがまま医 療 関 係 の 仕

人 たちが いるから仕 事 を 続 けよう。この 人 た

ちとまだ 一 緒 に 働 きた いと思った 。で もまた

子も手に職をもたないとね。医療職とかいい

んじゃな い の？」とずっと言わ れてきた。今 か

てくれ た の は 同じ看 護 師 の 仲 間 だった 。この

子どもの 頃より母 親 から「これ からは 女 の

本田 可奈子

ただろうな。

私の母もここまで自立するとは思っていなかっ

で 働くみ ん な へ の 恩 返しと思うからで ある。

を 看 護 師として成 長させてくれ た 、今も現 場

で きる人 に なりた いと思っている。そ れ が 私

さんたちを教 育 や 研 究で 影 から支えることが

いきた いと思った。そして今 は 現 場 の 看 護 師

師 を 続 けていこうと思った 。看 護 で 成 長して

そこで は 何 もで き な かった け れど私 は 看 護

看護学科

今までご指導してくださった感謝の気持ちを忘れず、演奏家、講師と
して、
日々努力しています。

とても幸せです。
このお仕事をさせて頂けているのは、
お世話になっ
た先生方、家族のおかげです。現在、
お世話になった先生方と同じ
立場でお仕事をしているのは、
とても不思議な気持ちになりますが、

私は現在ヤマハエレクトーンデモンストレーターとして、中部エリア
で稼働しています。
どんなお仕事かというと、
エレクトーン販売、普及
のために各地で演奏する、
というものです。
このお仕事は幼少期から
の将来の夢でした。私はその夢を在学中に叶えることができました。
学校生活を送りながら、お仕事との両立は想像をはるかに超える
ほど、
とても大変なものでした。
しかし、先生方、
お友達が応援してく
れていたので、
いつも頑張れていました。演奏会、
日頃のレッスン、
同じ仲間と共に演奏できたこと、励まし合えたこと、先生方の熱い
ご指導、全てが現在の私を支えてくれています。大学卒業後、
エレク
トーン個人の講師としても、
ヤマハで稼働しており、
エレクトーンデモ
ンストレーターとして、主に土日祝日、講師として、週4日、
お仕事をさ
せて頂いています。自分のスキルアップ、演奏力アップをしながらの、
生徒の指導はとても大変です。
しかし、得るものは多く、刺激的で、
とてもやりがいを感じています。自分の好きなことをお仕事にできて、

坂本 栞菜

平成24年3月卒業
一宮市立
市民病院 勤務

短大での3年間はとても早く過ぎてしまったように感じます。充実した
学生生活を送ることができるよう一日一日を大切に頑張ってください。

くスタッフの方に信頼される歯科衛生士を目指していきたいと思います。

分かりやすく、時には厳しく指導していただいた先生方にはとても感謝
しています。臨床実習では、学内で学んだことをしっかり復習し臨んだつ
もりでしたが、実際に現場に出てみると何もできない自分がいて、
とても
悔しかった思い出があります。本当に大変でしたが、
この経験があった
からこそ、今の自分があると思います。私は歯科衛生士として、
まだ知
識も技術も未熟なので、
日々の経験を大切にし、患者さんや一緒に働

なかったため、一からというよりもゼロからのスタートでした。初めて聞く
ことばかりで、覚えることも多く、大変でしたが、毎日が新鮮だったと思い
ます。歯科衛生士には知識だけでなく技術も必要で、実習では、丁寧に

学生時代は、毎日仲間と一緒に楽しい時間を過ごしていたと思うの
ですが、今振り返ってみると一番心に残っているのは、
日々の授業と実
習です。授業の内容は「歯・口」についてのことばかりで、歯の知識など

患者さんに少しでも元気を与えることができるように、笑顔で接する
ことを心がけています。

ターのアシスタントや、入院中の方の口腔ケアを行っています。日々、

私は現在、一宮市立市民病院の歯科口腔外科で、歯科衛生士
として、歯科医師のもと、看護師の方と一緒に働いています。
ドク

有里 友希

学生時代を振り返って…

私が大切にしていること
平成24年3月卒業
ヤマハミュージックジャパン兼
ヤマハミュージックリテイディング
小牧店 勤務

歯科衛生科

制作という大きな課題があるので、本当に大変だと思います。一つは
自分の将来のために、
もう一つは自分の経験してきたものをたくさんの
人に伝えるために、
どちらも後悔のないよう達成して欲しいと思います。

たことを思い出すと元気になれます。二年生は、進路を決めつつ、卒業

深めたくさんの思い出を作りました。その時の楽しかった思い出は、
仕事で辛い事があった時の救いになり、
デザイン美術科の学生であっ

生や親に何度か相談にのってもらいながら決めた道でした。
それでもや
はり、
自分で決めた道なので最後まで後悔のない学生生活を送ろうと
思い、勉強だけでなく、学校行事などを通じて、先生や友人との関係を

高校から就職する同級生が多い中、県外の学校に通い、
この不況
の中、狭き門であるデザイン系の仕事に就ける確信はなく、高校の先

組めるのか挑戦する気持ちで、二年間を過ごしました。念願のデザイ
ナーになった今、
デザイン美術科の学生で良かったと改めて思います。

務処理系のソフトしか学べず、新たに全く異なる専門分野の知識を得る
ことに不安もありましたが、
自分が好きなことに対してどこまで本気で取り

真等はフォトショップで加工しています。これらデザイン系ソフトの知識や
技術を、私は大垣女子短大で二年間かけて習得しました。高校までは事

絵型などはイラストレーターで作成し、
モチーフやWeb、雑誌に載せる写

音楽総合科

先輩方の助言等から、
たくさんの気づきがありました。今からいろいろ
な人の話や心を 聴く 聴いてみる ことをしてみてください。きっと
自分の人生においても新しい発見がたくさんあると思います。幸運な
ことに大垣女子短期大学には、西川正晃先生をはじめ、素晴らしい
先生方がいらっしゃいます！たくさん聴いて、学んで、
自分のものにして
くださいね☆

そしてもう一つ、
この仕事に就いて感じたことは、聴く ことの大切
さです。子どもたちの小さなつぶやきや表情、保護者の方の変化、

二度とない今、未来につながる今を、素直に思いきり楽しんでくだ
さいね！

何より感じることができるすばらしい職業だと思います。学生の皆さん、

と思いますが、保育士・教諭という職業は 今 という瞬間の大切さを

意欲がわいたりと楽しい毎日ですが、責任の大きさを感じたり、
「どうし
たらいいんだろう」
と悩むこともあります。
しかし、
どんな仕事も大変だ

に、
いろいろな表情を見せてくれる子どもたちに、
ほっこりさせられたり、

見守ってくださった先生方のおかげだと感謝しています。
現在は、3歳児13名の担任をさせていただいています。瞬間瞬間

雰囲気にも慣れてきましたが、新しいことの連続で、学生の頃のように
毎日勉強の日々を送っています。今の仕事では、工場に送る仕様書や

平成25年3月卒業
株式会社
ディッグアップ 勤務

米原で仕事をさせていただくことができているのも、当時厳しくも温かく

弓矢 好美

私は大垣女子短大のデザイン美術科デザインコースを修了し、現在
は子供服のデザイナーをしています。入社してから数カ月が経ち、職場の

平成18年3月卒業
滋賀県 米原市立
米原幼稚園 勤務

後悔しないために…

科
デザイン美術

卒業してから8年が過ぎました。学生時代は、毎日授業を受ける
ことが正直大変でした。そんな私が卒業、生まれ育った大好きな

中嶌 絵莉香

保育士・教諭という
仕事を通して

幼児教育科

自己推薦※

公募推薦

自己推薦※

公募推薦

一般入試

特別選抜
入試

専願
専願
併願
専願
専願
併願※
専願
併願
併願
併願
併願
併願
併願
併願
併願

平成26年 1月17日
（金）
〜 1月24日
（金）
平成26年 2月10日
（月）
〜 2月17日
（月）
平成26年 3月 3日
（月）
〜 3月10日
（月）
平成25年11月25日
（月）
〜12月 2日
（月）
平成26年 2月10日
（月）
〜 2月17日
（月）
平成26年 3月 3日
（月）
〜 3月10日
（月）
平成25年10月21日
（月）
〜11月 1日
（金）
平成26年 1月17日
（金）
〜 1月24日
（金）

平成25年11月25日
（月）
〜12月 2日
（月）

平成25年10月21日
（月）
〜11月 1日
（金）

願書受付期間

平成26年 2月 2日
（日）
平成26年 2月21日
（金）
平成26年 3月14日
（金）
平成25年12月 8日
（日）
平成26年 2月21日
（金）
平成26年 3月14日
（金）
平成25年11月10日
（日）
平成26年 2月 2日
（日）

平成25年12月 8日
（日）

平成25年11月10日
（日）

試験日

合格発表日

平成26年 2月 8日
（土）
平成26年 2月27日
（木）
平成26年 3月17日
（月）
平成25年12月14日
（土）
平成26年 2月27日
（木）
平成26年 3月17日
（月）
平成25年11月16日
（土）
平成26年 2月 8日
（土）

平成25年12月14日
（土）

平成25年11月16日
（土）

9/14（土）
、10/26（土）みずき祭（大学祭）
と同時開催

● 平成25年度 オープンキャンパス開催日程

一年生
32名
38名
50名
63名

一年生
6名
37名

一年生
50名
47名
52名
66名
93名

男子
女子

学生数 131名

二年生
0名
37名

三年生
0名
42名

46名

三年生
34名

三年生
6名
45名

46名

三年生
38名

565,885,000
17,316,000
43,816,000
310,100,000
90,000,000
220,100,000
3,866,000
2,800,000
8,751,000
3,020,000
296,000,000
960,525,839
△416,314,000
579,402,609
2,375,168,448

564,193,000
18,405,900
44,006,000
320,988,550
97,746,000
223,242,550
4,103,161
2,820,000
8,811,770
3,211,553
291,710,000
962,699,170
△416,560,441
579,402,609
2,383,791,272

△8,622,824

1,692,000
△1,089,900
△190,000
△10,888,550
△7,746,000
△3,142,550
△237,161
△20,000
△60,770
△191,553
4,290,000
△2,173,331
246,441

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

二年生
6名
35名

学生数 83名

二年生
32名
34名
52名
60名

学生数 566名

日本中央看護専門学校 平成25年5月1日現在

（学科別内訳）
幼 児 教 育 科
デザイン美術科
音 楽 総 合 科
歯 科 衛 生 科
看 護 学 科

大垣女子短期大学 平成25年5月1日現在

男子
女子

二年生
36名
39名
60名
44名

学生数 446名

日本中央看護専門学校 平成24年5月1日現在

（学科別内訳）
幼 児 教 育 科
デザイン美術科
音 楽 総 合 科
歯 科 衛 生 科

大垣女子短期大学 平成24年5月1日現在

■学生数

学校法人大垣女子短期大学の平成24年度における決算書類は次のと
おりです。
なお、事業報告については本学ホームページ（http://www.ogakitandai.ac.jp/report/）に掲載していますのでご覧ください。※ＰＤＦファ
イル①事業報告書には財務の概要として決算の説明があります。

平成24年度決算報告

501,500,000
152,045,000
91,321,000
892,000,000
40,000,000
8,084,067
35,000,000
△13,502,148
668,720,529
2,375,168,448

負債総額
正味財産
（資産総額−負債総額）

2.流動負債
短期借入金
前受金
その他

負債額
1.固定負債

資産総額

2.運用財産
現金預金
その他

区分
資産額
1.基本財産
土地
建物
構築物
図書
教具・校具・備品
その他

4,881,189,311 円
3,925,548,121 円
955,641,190 円
329,960,556円
4,551,228,755円

平成25年3月31日現在

Ⅰ資産総額
内
基本財産
運用財産
Ⅱ負債総額
Ⅲ正味財産

■財産目録

△13,979,929
747,688,737
2,383,791,272

491,000,461
143,162,355
88,100,583
884,942,975
35,137,205
7,738,885

計

計

計

計

37,952 ㎡
28,054 ㎡
161 点
98,323 点
9,276 点

金額

（単位：円）

10,499,539
8,882,645
3,220,417
7,057,025
4,862,795
345,182
35,000,000
477,781
△78,968,208
△8,622,824

0
291,710,000
38,250,556
329,960,556
329,960,556
4,551,228,755

0
0

747,688,737
207,952,453
955,641,190
4,881,189,311

581,366,762
2,342,428,867
139,009,521
330,036,869
139,027,096
393,679,006
3,925,548,121

◎同窓生（在学生含む）の子女・姉妹および卒業生が入学した場合、入学後、申請により入学検定料30,000円をキャッシュバックします（全入試区分対象）
◎オープンキャンパスおよび入学試験に関するお問い合わせ先 入試・広報課 TEL：0584-81-6819 E-Mail：info@ogaki-tandai.ac.jp

試験会場は全て本学です

※ 看護学科につきましては、次の入試区分での試験を行いません。
「推薦入試第一次 自己推薦」
「推薦入試第二次 公募推薦 併願」
「推薦入試第二次 自己推薦」
「社会人・学士等特別入試第三次」
「外国人留学生入試」
「海外帰国子女入試」

一般入試第一次
一般入試第二次
一般入試第三次
社会人・学士等特別入試第一次
社会人・学士等特別入試第二次
社会人・学士等特別入試第三次※
外国人留学生入試※
海外帰国子女入試※

推薦入試第二次

推薦入試第一次

指定校推薦入試

入試区分

幼児教育科・デザイン美術科・音楽総合科・歯科衛生科・看護学科※

● 平成26年度入試 入試日程

推薦入試
4,494,501,078

△1,375,912,368
△1,375,912,368

5,330,881,255
0
200,000,000
100,000,000
5,630,881,255

0
239,532,191
0
239,532,191
239,532,191

3,910,451,177
2,587,984,072
509,302,762
1,494,753,246
583,928,064
1,322,467,105
584,049,901
579,402,609
4,647,292
4,494,501,078

386,688,233

△750,536,685
△750,536,685

1,046,796,553
0
0
0
1,046,796,553

0
90,428,365
0
90,428,365
90,428,365

15,096,944
970,581,624
72,064,000
847,675,621
50,842,003
△955,484,680
371,591,289
168,286,128
203,305,161
386,688,233

会計監査

会計監査

清水 真佐喜
吉田 紀子
※卒業記念品アルバムは平成25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

平成25年3月17日

以上監査の結果、正確なお適正であることを認めます。

4,881,189,311

△2,126,449,053
△2,126,449,053

6,377,677,808
0
200,000,000
100,000,000
6,677,677,808

0
329,960,556
0
329,960,556
329,960,556

3,925,548,121
3,558,565,696
581,366,762
2,342,428,867
634,770,067
366,982,425
955,641,190
747,688,737
207,952,453
4,881,189,311

10,499,539
18,361,042
5,574,823
1,530,688
35,000,000
70,966,092

1,692,000
△1,089,900
△4,112,918
△10,888,550
△7,746,000
△3,142,550
△237,161
0
△60,770
△9,440,477
△24,137,776
596,553
△23,541,223

平成25年3月31日現在（単位：円）

491,000,461
501,500,000
248,683,958
267,045,000
101,246,177
106,821,000
10,269,312
11,800,000
35,000,000
851,199,908
922,166,000
△750,536,685
△845,044,000
△1,221,296,337 △1,375,912,368
△2,066,340,337 △2,126,449,053

564,193,000
565,885,000
18,405,900
17,316,000
218,166,918
214,054,000
320,988,550
310,100,000
97,746,000
90,000,000
223,242,550
220,100,000
4,103,161
3,866,000
330,000
330,000
8,811,770
8,751,000
12,460,477
3,020,000
1,147,459,776
1,123,322,000
基 本 金 組 入 額 △1,046,200,000 △1,046,796,553
100,663,223
77,122,000

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

監査報告

項

目

目
費
費
費
費
係
等
費
費
費
費
年 度 繰 越 金
計

項

友 会 活 動
ラ ブ 活 動
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平成24年

767,681
513,506
1,821,901
0
13,150
496,860
101,159
52,742
107,208
5,355
4,345,091
8,224,653

2,760,000
1,200,000
700,000
21,000
3,543,653
8,224,653

132,319
786,494
378,099
150,000
86,850
3,140
48,841
47,258
42,792
46,298
△2,143,091
△421,000

0
△200,000
△200,000
△21,000
0
△421,000

8,174,000
1,200,000
700,000
2,484,000
865,000
700,000
2,225,000
200,000
4,600,000
1,200,000
1,700,000
1,200,000
500,000
1,600,000
1,500,000
100,000
700,000
20,000
50,000
100,000
400,000
100,000
30,000
200,000
3,507,412
18,981,412

13,200,000
120,000
1,000
5,660,412
18,981,412

8,166,000
1,200,000
700,000
2,466,000
870,000
700,000
2,230,000
52,974
4,263,853
1,154,624
1,699,950
909,279
500,000
0
0
0
460,535
10,800
50,000
65,680
312,900
20,000
1,155
0
6,058,571
19,001,933

13,050,000
290,000
1,521
5,660,412
19,001,933

8,000
0
0
18,000
△5,000
0
△5,000
147,026
336,147
45,376
50
290,721
0
1,600,000
1,500,000
100,000
239,465
9,200
0
34,320
87,100
80,000
28,845
200,000
△2,551,159
△20,521

150,000
△170,000
△521
0
△20,521

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

900,000
1,300,000
2,200,000
150,000
100,000
500,000
150,000
100,000
150,000
51,653
2,202,000
7,803,653

3,543,653
7,803,653

2,760,000
1,000,000
500,000

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

千々石 詩歩
会計監査

■平成24年度 学友会 収支決算書

柿原 由梨
会計監査

平成25年4月26日

監査の結果、帳票等について
正確かつ適性であることを認めます。

O

W

M

ニュース
アメリカから短期留学生が来日
6月16日〜29日、
日本の文化、
アート、特に
マンガについての研修のため、米国・テキ
サス州のカレッジ・オブ・ザ・メインランド
から教員2名・学生4名が来日しました。
授業への参加、県内美術館等の見学、日本
文化の体験等をとおして学生との交流を
図りました。

大垣女子短期大学

地域感謝DAYを開催

8月24日、今までの地域の皆様からのご
支援に感謝の気持ちを込めて「大垣女子
短期大学地域感謝DAY」を開催しました。
「地域に貢献する女性力の育成に向けて」
と題したシンポジウムや、各科の特色を
活かした公開講座を開講しました。

● 平成25年度

主な全学行事

入学式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4月1日（月）

● 人事短信
採用（平成25年4月1日付）

・・・・・・・4月5日（金）
ファーストステップキャンパス（FSC）
前期授業・・・・・・・・・・・・・・・・4月8日（月）〜7月26日（金）
前期定期試験・・・・・・・・・・・・7月29日（月）〜8月2日（金）
後期授業 ・・・・・・・・・・・・・・9月23日（月）〜1月24日（金）
後期定期試験 ・・・・・・・・・・1月27日（月）〜1月31日（金）

歯科衛生科准教授

看護学科教授

看護学科准教授

村田 宜彦

伊藤 恒子

本田 可奈子

十万石まつり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月13日（日） 音楽総合科講師
・26日（土）
みずき祭前日祭・みずき祭・・・10月25日（金）

松永 幸宏

看護学科学科長・教授

看護学科教授

栗田 孝子

林 由美子

歯科衛生科 決意を語る会 ・・・・・・・・・・・・11月12日（火）
音楽総合科定期演奏会 ・・・・・・・・・・・・・・11月23日（土）
こども祭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月19日（日）
音楽総合科卒業演奏会 ・・・・・・・・・・・・・・・・2月9日（日）
デザイン美術科卒業記念展 ・・2月11日（火）〜2月16日（日）
平成25年度卒業証書・学位記授与式 ・・・・3月16日（日）

看護学科講師

看護学科講師

看護学科助教

武藤 英理

神谷 美香

大澤 伸治

看護学科講師

看護学科講師

看護学科助教

渡邊 清美

石黒 なぎさ

清水 八恵子

・看護学科

第三者評価
学校教育法に基づき、文部科学大臣認証評価機関により受ける認証評価。
平成24年度において認証評価を受けた結果、基準をすべて満たし、平成17年度に
続き、
「適格」
と認定されました。

大垣女子短期大学通信
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