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第44回みずき祭 テーマ「みずき〜Inﬁnity」
平成24年10月27日（土）晴天の空の下「みずき祭」を開催し、約２千

みずき祭オープニングは卒業生でシンガーソングライターのkazumi

人の方にお越し頂きました。
また、同窓会主催「第２回ホームカミング

さんのライブから始まりました。在学生や地元の子どもたち、高校生ら

ディ」
も同時に開催しました。

から集めた“幸せへのメッセージ付きの折り鶴”をつなぎあわせ、ゲート

今回は『大垣市』
と
『東日本大震災の被災地』
との関わり方に焦点を

いっぱいに飾り来場者を迎えました。

あて、“人と人とのつながりを今一度見つめ直し共感することから、みん

学科企画として、幼児教育科では「みずっきーランド」
と題し、子ども向

なの心を１つにして、
「絆」を深めていきたい”という想いで企画されま

けの遊び場を作りました。デザイン美術科では「宙（そら）」をテーマに学

した。みずき祭実行委員は、宮城県気仙沼市を訪れボランティア活動

生41枚の絵を貼り合わせて１つの「巨大壁画」を完成させました。音楽

を行いました。そのとき感じたことを「大垣市元気ハツラツ市」や「みず

総合科では音楽が途切れることなく流れる伝統の「マラソンコンサート」

き祭」において、人形劇で伝えたり、活動の写真や記録の展示をするなど、

を開催、そして歯科衛生科では「フッ化物塗布・歯科保健指導」を行い、

現地の方々の気持ちを理解することに努めました。

怖がる子どもたちに寄り添って丁寧に教えることができました。その他、
クラス企画やクラブ企画等で模擬店やステージ発表を行いました。
きっと、学生たちそれぞれの心に残る良い思い出となったことでしょ
学
う。

漢字の入った時間表記
漢字は表意文字であり、英語で用いるアルファベットなどとちがって、
文字そのものに意味がある。そこから
「今年の漢字」
という恒例行事も

総合教育センター長

矢田貝 真一

平成になって、わが国のマスメディアは生年やできごとの年などを
西暦のみで報道することが多い。政治的主張からわが国の元号をあえ

行われ、
これは漢字を用いた言葉にそれぞれの人の思い入れがある

て使わない一部の人もいるが、欧米の植民地拡大とともに西暦が普及

ことも意味している。漢字２文字を組み合わせたわが国の元号を考え

した事実はともかく、キリスト教国家を中心に世界で最も広く使われる

てみると、やはりそれぞれの思い入れがある。たとえば「昭和」
という

紀年法となり、学術論文でもほぼすべて西暦を用いる約束である。わが

文字を見ると、年齢によってさまざまな思いが去来し、それに年代を

国では、年数の計算の利便性や西洋の事物への「何となくオシャレ」的

組み合わせるとさらに具体的な思い出になるにちがいない。

憧れから、西暦を用いる人も見受けられる。

「昭和」の元号名は四書五経の『書経尭典』にある
「百姓昭明、協和萬

世界に発信する文書なら致し方ないが、自国の日常生活でなら、

邦」
（国民の平和と世界各国の共存繁栄）の一節に由来するが、
「昭和」

「東海道新幹線開通」は「1964年」よりも「昭和39年」であり、今年は

という文字の中には、時代への思い出も数多く埋め込まれている。

「平成25年」だから
「平成も25年たつのか…」なのである。
どの紀年法

だから、
「昭和50年」
というのと
「1975年」
とキリストの生年に起因した

によるかは私的な部分では自由なのだろうが、
「1950年代」
という言い

数字だけの西暦でいうのとでは、時間軸上では同じでも、心象風景の
豊かさがかなり異なる。
これは「明治生まれ」
と
「1900年頃の生まれ」
でも同じであろう。

方は何とも情緒がないように思われる。115歳まで長生きした暁には、
「すごい！昭和30年代生まれだ！
！」
と元号で驚いてほしい。

中野

哲

貢献できる人間に成長してくれることを期待している。

の活発な交流を介して、知性と感性を兼ね備えた、
「自律性をもった品性のある女性」となり、地域社会に

専門的な知識や技術を習得し、さらに専門性を超えた一般教養を学びつつ、さらには学生間の若者同士

こうして5学科学生が、チャーミングキャンパスと名付けられた、クリーンで明るい教育環境のもとで

再出発することになった。

これで教育系、美術系、医療系という多彩な学科が揃うことになり、まさに本学は総合女子短期大学として

このようなユニークな教育をしてきた4学科にこの4月から、新しく看護学科が加わることになった。

広い教育をするなど、4学科は何れも特色ある総合女子短大として発展してきた。

3年制度を導入し、全身医学やリハビリテーションの授業を取り入れ、口腔ケアのスペシャリストとして幅

人材を育ててきたが、近年は外国からの留学生を引き受けている。歯科衛生科も非常に早い時期から

デザイン美術科や音楽総合科などの美術系の学科も、その熱血教育により遠隔からの学生を集め多くの

入れるなど、多くのユニークな授業や実習を行い、他の学校ではできない教育を行ってきている。また、

できる人材育成を行っている。幼児教育科は早くから3年制度を導入し、医学や芸術などの教育をとり

技能、社会性を身に付け環境と生命を大切にするという教育方針に基づいた教育によって、地域社会へ貢献

すなわち、学生個々の主体性と自立性を培い、徳育を中心に知育・体育のバランスがとれ、専門知識や

変わっていない。

従来から建学の精神に基づ いた教育理念を掲げて教育をしているがその精神は従来のものと一貫して

体育を重視し、生涯学習の重要性を説き、外国の大学との交流を促進することを掲げている。現在、本学は

紀に向けて飛躍する大学をめざして」で、本学は短期大学ではあるが中身は総合的な大学であると、徳育、

今から20数年前、本学の20周年を迎えた際、当時の理事長・学長の言葉がある。そのタイトルは「21世

短期大学となり充実し、将来に向けて大きく飛躍する年を迎えた。

大垣の地に誕生して44年目にあたる本学は、今春から新しく看護学科を増設し、5学科から成る総合女子

学長

さらに躍進を目指す新生大垣女子短期大学

中野

哲

〜看護学科Ⅰ号館建設中の様子〜

「自律性を持った品性のある女性」
として巣立ってくれることを期待している。
自律性を持った品性のある女性」
として巣立ってくれる
とを期

こうして学生諸君は人間性、社会性を身に付け、最終的には本学の建学の精神に基づいた

ティア活動などの積極的参画なども推奨している。

内での異なる5学科の科を超えた学生の交流や課外活動、さらには地域社会に貢献するボラン

時代であるからこそ、本学では専門的な学問以外に様々な教育課程が組まれており、キャンパス

師には人間性が求められており、従来よりは幅広い一般教養の習得も必要である。
このような

するのみでは国民に満足を与える看護は不可能になってきている。特に尊い人命を預かる看護

今や、社会は複雑になり医療環境も大きく様変わりしているので、単に医学知識・技術を獲得

など西濃圏の医療関連施設が充実しており、看護師の研修教育にも恵まれている。

一方、実習施設としても県下最大の大垣市民病院をはじめ、多くの医療施設や老人保健施設

衛生の知識を持つ、人間性豊かな知性と感性を兼ね備えた看護師教育ができるのである。

いる。
こうして女性の優しさを醸成しながら、子育ての知識や、音楽や美術に関心をもち、口腔

「歯科衛生概論」や、
「女性学」など、総合短期大学であるからこそできるカリキュラムが組まれて

具体的には一般教養の教育もさることながら、
「子育て入門」、
「音楽療法入門」、
「芸術入門」、

出すことが可能であるなど多くのユニークな教育が可能である。

圧倒的に女性が多い職場である看護師の優位性、すなわち、女性の優しさなどの長所を引き

様な幅広い知識・技術を持つ看護師教育が可能である。
また、本学は女子短期大学であるので、

デザイン美術科、歯科衛生科の既存の4学科があるので、単科の看護師教育機関ではできない

に本年4月から5番目の看護学科が増設されることになった。本学には幼児教育科、音楽総合科、

このような環境下で、開学以来女性のみの高等教育を担当し、44年の星霜を重ねてきた本学

例外ではない。

な役割を果たす看護師の不足が深刻なものになっており、大垣市をはじめ西濃地方の医療圏も

されてきている。
このような状況の中で、近年は医療を担当するチームの中で医師と共に中心的

医学の進歩は素晴らしく、それと歩調を合わせるように医療機器もより精度が高いものが開発

日本は少子・高齢社会となり、医療環境も著しく変貌してきている。西洋医学を中心とした近代

学長

新しい時代に役立つ
看護学科教育の創設に向けて

●ウインドアンサンブルコース・管楽器リペアコース

学科長 加納 秀美

幸せを感じて欲しい。一番好きなものが出来る二年間を大切に、作品も、また人としても成長してほしいと思います。

一つの壁を乗り越えた時の充実感、そしてまた次に来る壁に対する自分の強さなど、美術で自分が育って行ける事に

具体化するにはたくさんの壁を体験する事と思います。それに対する自分の力になるものを勉強し蓄えてほしい。

てゆく。そんな考え方もあるのではと思います。新しく入学する学生には自分の大きく強い夢を持ってほしい。それを

制作活動へと繋がるものと思います。10代で頑張ったものは20代へと繋がり、20代で頑張ったものは30代へと繋がっ

は1年のまとめとして忙しい日々を送っている事と思います。1年生で勉強出来た事は2年生に繋がり、卒業制作、就職、

中でしか得られないものを見つけることと思います。ただそれは今なのかもう少し先の事かも知れません。在校生に

作も提出日まであとわずか。いろいろな思いを込めて各自の表現をしてほしいと思います。それぞれの一生懸命さの

今年の卒業生は、今その制作の真っただ中、自分なりの考えを発表したプレゼンテーション、それを具現化する制

そして、今では「卒展」という言葉は懐かしく響くものと思います。

す。そして皆、一生懸命であった。楽しみ、苦しんだものとして自分の中に何か蓄積されたものがあった事と思います。

しての卒展、2年間の集大成として、また新しい展開を求める為など、それぞれにいろいろな考え方があったと思いま

2月5日から11日まで岐阜県美術館で第41回卒業記念展が行われます。卒業生の方々には短大卒業という区切りと

●大垣市美術展

入選3名
入賞

●第3回ポスターグランプリコンペティション

在校生・研究生の活動

少年サンデーＳ 2012.11〜

●伊藤しろ―新連載
「夏色エンドラン」

卒業生の活躍

学科トピックス

第41回卒業記念展 （岐阜県美術館）

2013. 2/5（火）〜2/11（月）

をよろしくお願い申し上げます。
学科長 石川 隆義

いきたいと考えています。今後とも何卒、歯科衛生科へのご支援とご指導の程

す。チーム医療の観点からも、両学科の教員交流・学生交流を積極的に進めて

4月からは歯科衛生科と同じ保健衛生分野である「看護学科」が設置されま

板についてきて、入学時と比べ明らかに一回り成長したように思います。

地実習に日々元気に取組んでいます。1年生も学内実習でのユニフォーム姿も

場の厳しさに直面していますが、先輩や友達、教員に励まされながら臨床・臨

合格の吉報をお伝えできるようにしたいと思っています。現在2年生は臨床現

強に必死に取組んでおり、この春のみずき号が発行される頃には卒業生全員

ている姿に成長と頼もしさも感じました。その3年生は現在、国家試験対策勉

臨むにあたっての心構えや実際の注意点などを、先輩として丁寧に教え伝え

たと評価しております。臨床・臨地実習報告会の中で3年生は2年生に実習に

してもらいました。将来歯科衛生士としての専門性を大いに高めることができ

後の希望進路に合わせ、
「総合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」のいずれかを選択

修クラス」を実施致しました。この専修クラス制では一人ひとりの学生の卒業

平成24年度後期において、3年生を対象にした臨床・臨地実習において「専

力、自律性といった４つの能力を身につける事ができるよう努力しています。

短期大学士の学位にふさわしい知識・思考力、技術能力、コミュニケーション能

に立って貢献できるように頑張っていきたいと思っております。特に本学では、

衛生士教育協議会の会長校となり、大学における歯科衛生教育の向上に先頭

校です。平成25年4月より本学が短期大学・大学の15校からなる全国大学歯科

養成校がありますが、本学のような短期大学は13校のみでほとんどは専門学

その伝統の維持・発展に努めています。また現在、全国に152校の歯科衛生士

平成24年11月22日
（火）

平成24年11月26日
（月）

平成25年3月3日
（日）
試験会場：国立大学法人 名古屋工業大学
合格発表：平成25年3月27日
（水）

７．第21回歯科衛生士国家試験

平成24年12月12日
（水）3年生：和食のマナ−
平成25年 1月16日
（水）1年生：洋食のマナ−

６．マナー講座

2年生Ⅰ期臨床実習開始

５．臨床・臨地実習開始

臨床・臨地実習を終えた3年生の代表者が、
これから臨床・臨地実習を
開始する2年生に、各実習施設ごとに報告を行いました。

４．臨床・臨地実習報告会

11月末から開始する臨床・臨地実習に臨む決意を、2年
生、43名が学内外の列席者と後輩の前で表明しました。
2年生はこれから約1年間の臨床・臨地実習にでます。

３．決意を語る会 平成24年11月21日
（水）

「卒業研究」
という科目を選択した3年生による、
研究成果の発表会を全学年が参加して行いまし
た。
「ATPふき取り検査を用いた手洗い評価の検
討」など、４題の発表がありました。

２．卒業研究発表会 平成24年10月3日（水）

＊総合歯科診療専修クラス（歯科診療所）
：歯科衛生士の業務全般を学びます。
＊審美歯科専修クラス（矯正歯科診療所）矯正で使用させる、器具、器材の名称、用途
を実践的に見学、実習することで矯正歯科をより理解することができます。
＊専門的口腔ケア専修クラス（大垣徳洲会病院、大垣特別支援学校、特別養護老人
ホーム友和苑）、対象者に合わせた、口腔ケアプラン作成と実施をおこないます。
＊病院歯科専修クラス（大垣市民病院）歯槽骨形成術、膿瘍切開、外傷などの外科治
療に対する処置や患者への全身管理など学びます。

3年生による第1回専修クラス実習（４コース）を実施しました。

１．Ⅲ期専修クラス実習開始 平成24年9月24日（月）〜11月30日（金）

学科の取り組み・行事

ともに大垣市スイトピアセンター音楽堂で開催し、学修の成果を存分に発表しました。

10月6日
（土）定期演奏会 ／ 2月11日
（月・祝）卒業演奏会

平成24年度に行われた学科行事

アとの音楽活動など24回

設西濃、大垣特別支援学校などでのボランティア演奏、学内においてダウン症の会ピュ

サービス、デイサービス木もれ日などでの音楽活動、デイサービス美濃里、老人保健施

中野デイサービス、ほっと大垣デイサービス、特別養護老人ホームパサーダ、林町デイ

●音楽療法コース

学校などでの音楽鑑賞会、各種イベントでのゲスト演奏など51公演

北方町、羽島市、各務原市、山県市、岐阜市、一宮市の保育園、小学校、中学校、高等

ぎふ清流国体・清流大会総合開会式式典演奏をはじめとした国体関連行事、大垣市、

平成25年度をもって歯科衛生科は保健科第一部の開設以来39年目を迎え、

歯科衛生科

11月の臨床実習では2年生が貴重な現場の体験を積み
ました。また、幼児教育科で音楽療法士の資格取得を希
望する学生と一緒の授業を行っています。それぞれの科
の特性や違いがあり、互いに刺激を受けていると感じ
ます。ボランティアの依頼にも積極的に応じています。

音楽療法コース

学科長 服部 篤典

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など6公演

●ピアノコース・電子オルガンコース

〈平成24年度コース毎の主な学外活動〉

一丸となって取り組んでいます。

卒業生との交流が活発になり、活気ある音楽総合科となるよう学生、卒業生、教員が

また、昨年度「大垣女子短期大学音楽総合科（音楽科）同窓会」が新たにスタートし、

みならず、実践的な能力を培う意味においても、学生にとって極めて有意義であると考えます。

一環として、各コース学外演奏、学外活動（下記）を積極的に行っています。これは地域交流の

臨床実習、ボランティア活動に力を入れ、より実践的な教育を行っています。更に地域交流の

身につける接遇認定を行うなど、カリキュラムの充実を図ってきました。音楽療法コースでは

技術認定の他、更にレベルの高い本学独自の管楽器修理技術認定、接客に必要なマナー等を

では、個人レッスン、資格取得に向けた科目の充実、管楽器リペアコースでは、ヤマハ（株）

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の演奏実技中心のコース

管楽器リペアコース、音楽療法コースの5コースが独自の教育を行っています。

音楽総合科では、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、

音楽総合科

普段通りの雪が山々に積もった自然な形でした。

11/14（水）
キャリアセミナー
篠田英男客員教授による講義

9/29（土）
「学外研修」
古美術実地研修
（東大寺・興福寺）

9/3（月）
・4（火）
マンガ持ち込みツアー

西川 正晃

本学独自の高い水準を持った「管楽器修理技能認定」も2年が経過し
ましたが、各企業を訪問してオーナーさんからの声の多くが、
「挨拶が
出来ない」
「電話応対が出来ない」等と、社会人として必要とされる部
分が欠落していると言われます。修理技能の成績が良くてもコミュニ
ケーション作りが苦手では企業は難色を示します。キャリアセミナー中
に接遇に対しての授業もありますが、管楽器リペアコースでは、修理技
能評価を継続しながら、新たに電話応対や接遇に対しても評価を行い、
優秀な学生には認定書を技能同様に発行する事になりました。

管楽器リペアコース

ウインドアンサンブルでは24年度も様々な場所で演奏させて頂く機会
に恵まれました。小学校、中学校での音楽鑑賞会や合唱との共演、地域
でのイベント演奏、各務原吹奏楽アカデミーでの演奏会、日中友好記念
コンサートの出演など50回を超える公演を行いました。中でも10月に
開催された国体での式典演奏では貴重な経験を得ました。3月20日に
は1年の集大成として大垣市民会館において定期演奏会を行います。

ウインドアンサンブルコース

10月に行われたみずき祭では、ピアノコースの学生とともに、電子オル
ガンの華やかな演奏を繰りひろげました。電子オルガンはメロディーか
らハーモニー、リズム、音色etc.まで全てのことを１台で演奏することが
可能な楽器です。そのため音楽に使われる全ての楽器についての知識
やそれらを電子オルガンで１人で演奏する技術が必要であり、大変では
ありますが、豊富な授業によって知識・技術の修得を目指しています。

電子オルガンコース

９月に行われた学外研修では、電子オルガンコースと合同で、自分達の専
攻楽器とは違うオーケストラ鑑賞をしたいとの希望により、名古屋フィルハー
モニー交響楽団演奏会を鑑賞しました。研修後は、オーケストラの素晴らし
さや音楽性・表現力などを自分の演奏にも活かしたいと今後の学修への意
欲となり、充実した研修となりました。その他、学内外の演奏に向けても日々
鍛練を積み、また、将来の進路・各々の目標に向かって取り組んでいます。

ピアノコース

目の当りに見て、また大垣に楽しみなところが一つ増えました。次の日にはもうあのような明解で美しい造形はなく、

分かれた所が雲によって一直線に見えたのだろう。見たときにはそんな事は考えず、ただ驚いていました。この造形を

て考えてみると、複雑に隆起した山々に雪が積もってもあのようにきれいな一直線に分かれることは、たぶんない。

思った。広大な自然が織り成す造形の様は、時折我々に自然の偉大さと力強い感動を与えてくれるものです。後になっ

雪と濃い緑の木々との境を、長く一直線に山々を見事に分けていた。そのスケールある造形に圧倒され、また美しいと

先日、高速道路を走っていた時、前日の雪雲が、養老の山々に雪を降らせ白く積もっていました。中腹あたりの白い

今年の冬は全国的に寒さが厳しく、この大垣でも雪は少なかったが寒さが続いています。

デザイン美術科

1月16日、1年間かけて行った「子ども研究」について、全員がポスター
形式の発表を行いました。製作物の展示も交えながら、研究の内容に
ついて各々が発表し、1，2年生からの質問や意見を基にセッションを
行いました。今年度初めての試みでしたが、3年生全員の研究成果を
見せることができ、1，2年生にとっても大きな学びとなりました。

学科の取り組み・行事

子ども研究（卒業研究）発表会（3年生）

学科長

1年生は、お面ときせかえ、宝探し、雪合戦の遊びコーナーを作りました。2年
生は「もも太郎」をテーマにして、桃釣り、きびだんご作り、犬・猿・キジ・もも
太郎のお面作り、鬼退治ボーリングの3つのゲームコーナーを、3年生は巨大
ぬりえとおにごっこを行いました。また、後期授業の成果として、3年生は劇
発表、2年生は和太鼓、1年生は音楽リズム表現を行いました。

季節を幼児教育科は過ごしていきます。

春がやってきました。新しい出会いに心ときめかせ、新たな学びの

人間としてもたくましく成長していきます。そしてまた、今年も
「蠢く」

が次の経験へと有機的につながっていき、保育者としてはもちろん

いろいろな、それぞれの季節を蠢いた学生は、心ときめいた経験

をほんの少しですが感じることができる実りの季節を過ごします。

乳幼児の成長を実感するとともに、保育者としての自分自身の成長

第9回こども祭（全学年）

12月13日、たくさんの参加者がありました。サンタクロースの登場で盛りがっ
て、3年生数名が歌やダンスをして楽しみました。

子育てサロンぷっぷぁ クリスマス会（3年）

11月21日、H19年度卒業生で岐阜市内の保育園に勤めている保育士の方
から体験談を聞きました。将来を身近に感じることができ、
また保育士という
職業のすばらしさを実感することができました。たくさんの質問に答えて
いただく中で、立派な先輩を持つ誇りも感じることができました。

キャリアセミナー「卒業生の体験講話」
（1年）

3年生になると、5月から12月までの月、火曜日は保育実務研修として

後期、今年度も大垣市内の赤坂、南の地区センターで行われている子育てサロン
に数名のグループになって出かけました。参加親子とのふれあいの中で子育て支
援の必要性や支援者としての接し方を学ぶことができました。絵本の読み聞かせ
と手遊びなどのあそびコーナーも担当させてもらいました。

保育現場で、ほぼ一年を通しての園での活動や行事を経験します。

験し、自身の保育観や子ども観を形成していく季節を過ごします。

の親子から学び取っていくのです。また、幼稚園現場での実習も経

親子とかかわり、子育ての実際と支援のあり方について、現在進行形

ごします。2年生になると、大学の子育てサロン「ぷっぷぁ」
で、現実の

援助者としての難しさや子ども理解の深さに気づいていく季節を過

を行います。今まで「かわいい」だけだった子どもの存在が一変し、

1年生は、夏の保育現場でのボランティアに続き、保育所での実習

大垣市を中心とした地域全てがキャンパスとなっているのです。

艶と深みを加えていきます。キャンパスだけが学びの拠点ではなく、

子どもたちとかかわり地域の方々と協働し、大学での机上の学びに

しれません。大学での学びに加えて、地域や保育実践現場に飛び出し、

幼児教育科の学びは、
この「蠢く」姿に例えることができるのかも

に溢れ、主体的で活動的な営みであることを感じさせてくれます。

いく景色を描写しています。そうとらえると、
「蠢く」
とは、生命の輝き

する虫たちが土から這い出してきて、季節の彩りに活気を生み出して

かもしれません。でも、春になると季候のすばらしさを謳歌しようと

「蠢く」
（うごめく）
という文字は、一見した印象はあまりよろしくない

幼児教育科

子育て支援演習（3年）

体育館では人気のふわふわと、おばけやしき、おめん、折り紙、プラパン製作、パック
つみ木の遊びコーナーを作りました。大ぜいの親子の参加があり、大変盛況でした。

みずき祭「みずっきーランド」
（2年）

9月20、21日、静岡県掛川市「ヤマハリゾートつま恋」に1泊し、学年ごとの学
習成果発表を行い、
またフリータイムではレジャーを楽しみ親睦を深めまし
た。全学年98名が参加しました。

幼教合宿（全学年）

9月3日から14日まで、保育所保育園、幼稚園実習に出かけました。観察実習が中心で
したが、部分実習もさせていただき大変勉強になりました。第2回の実習は2月4日
から行われ、参加実習を行って実践力を養ってきます。

保育所保育園実習（1年）
・幼稚園実習（2年）

学科トピックス

り
学科だよ

先輩が優しく教えます

ただバスケが好き！

幼児教育科
本田 真未

元部長

長江 美央

！
写真好きにはたまらない！

デザイン美術科

桂川 みなみ

踊りができない初心者でも、
この部はみ
すてたりしません！！とにかく、楽しいが
モットーなので気軽に来てください！

みすてたりしません！
！

踊ってみた

幼児教育科
元部長 太田 純令

月1回の談話、年数回の撮影会、ギャラリー
みずきへの展示やみずき祭での写真展示
をしています。

写真

デザイン美術科
小島 芽采

みんなでのんびり台本を作ったり、発声
したりして劇を作り上げていってます。
自分たちで作り上げた劇を発表した時
の達成感はとても気持ちがいいです。
興味のある方はぜひ！一緒に劇を作り
ませんか?

一緒に劇を作りませんか?

幼児教育科

とって
休みを使って試合をしたりもします。
も楽しく運動できます。皆でわいわいキャッ
チボールやろうぜ！

！
キャッチボールやろうぜ！

夕焼けキャッチボール

みんなで楽しく♪

走れ走れ走れ！
！

幼児教育科

元部長 明田 真夕子

若野 汐里

良い作品を目指す

大山 美沙紀

デザイン美術科

元部長

村上 海

自分
テーマを決め、イラスト・企画を発表。
のイラスト等を生かしたポートフォリオを
作成します。絵が大好きで形にしていき
たい人、将来に活かしていきたいという
人、大募集しています！

コンテンツ産業部

デザイン美術科

大山 美沙紀

デザイン美術科

今中 美樹

6月にみずきギャラリーにて展示会を開催
しました。
これからはみずき祭に向けて作る
作品を考えていこうと思っています。

楽しくスキルアップしたい人に
おすすめ

パソコン

デザイン美術科

歴史が好きな子もそうでない子も、一緒
になって歴史を身に感じてもらいたいと
思っています！色んな人と一緒に歴史の
地に出かければ、知らなかった発見など
があるかも?

知らなかった発見があるかも?

地域歴史文化探訪会

テニスもマラソンも何でもやっちゃうクラブです。
（諸事情でテニスクラブとトライ
アスロンクラブを合体させました）運動好きな子、
とりあえずクラブに入りたい子
あつまっちゃえー（*´ ｀*）

幼児教育科

走って、走って汗流すクラブです。運動不足の
子は是非クラブに入ろう！

フットサル

定期的に集まりダンス練習をしています。みんなで楽しく
でも、ON・OFFはしっかりしてますよ
自由に活動しています。
ノ
（^^）
歯科衛生科 服部 未穂

Dance

各々での作品完成はもちろん、分からない事
は聞いてもよし！1人でやってる時は分からな
い、気づけない事も皆がいるからより上を目
指せるかも！アドバイスも学年関係なく、良い
作品を目指す人はぜひ来てください！
！

体爽部

のんびーり★

自由きままに、試合形式で打ち合いをしています。
のんびーり、気楽〜♪にやっているのでみんな
どんどん入ってきてね★
歯科衛生科 久村 真子

運動好き集まれ！

小椋 由理

現在バスケ好きの経験者在住中（・ω・´）高校の部活は厳しくて
できなかったけど…、ただバスケが好き、体動かしたい、など理由は
気にしない！先輩は2年だけだからこわくない！
歯科衛生科

バスケットボール

先輩後輩関係なく楽しくやっています。みんなとても
仲良しです（*＾∀＾*）
ノ先輩が優しく教えてくれます。

バレーボール

山に登って自然や風景を楽しみます。山登りを通じて、
、
地域の自然の美しさを知ったり人と触れ合うきっかけ
け
にもなります。
デザイン美術科 元部長 野原 美里

地域の自然の美しさ

！
出会おう！
新しい自分に出会おう

澤頭 真美

清水 麻美

世森 紗也香

幼児教育科
川瀬 万梨乃

ラ
好 きな 時 に 来 てイラ
を
ストを描いたり、曲を
に
聴いたりマイペースに
作
詞作
やっています。作詞作
ぜ
もぜ
曲に興味のある人もぜ
指導
ひ！顧問の先生も指導
してくださいます！

ボーカロイド
素人でも
大歓迎！

ボカロ部

デザイン美術科

イラストを描いたり漫画を読んだりしています。
地域の某協会からの四コマ漫画作成の依頼を
受けることもあります！
！自由が好きな人はぜひ！
！

漫画研究 イラスト・漫画好き集まれ！

幼児教育科

音楽が好きな子、バンドやりたい子
はぜひ！初心者大歓迎！
！みんなで音
を合わせて1曲にするのはとっても
楽しいですよ♪趣味の合う仲間が
きっと見つかります☆気楽に入部し
てください（*゜∀゜*）♥

バンドやりたい子、ぜひ！

幼児教育科

た
アンパンマンショーをして子どもた
レ
ちと触れ合っています。みんなフレ
良
先輩後輩関係なく仲良
ンドリーで、
み
く楽しく活動しています。着ぐるみ
！
を着て新しい自分に出会おう！

児童文化

音楽が大好きな仲間達と一緒に様々なジャンルの曲を
演奏します。先輩、後輩とも仲が良く楽しく活動しています。

音楽が大好きな仲間達と一緒♪

ウインドアンサンブル

岩井 香澄

弾けなくても大丈夫！

幼児教育科

纐纈 綾

手話でコミュニケーションを

清水 美輝

ボランティア

好きなようにワイワイ

元部長

河合 尚子

各クラブ、部員を大募集しています
！
ています！

デザイン美術科

みんなで世界各国調べたい国や作りたい料理を
を
決めて、わいわい楽しく活動してます！

世界文化研究部

歯科衛生科
村越先生

特別な支援を必要とする子どもたちのためのクラブ
「障がい」について深く学ぶことができます。
です。

ぺるっ子

幼児教育科
元部長 近藤 楓夏

挨拶や自己紹介、簡単な日常会話などを学ぶ事で、戸惑わず
自分の思いを「伝えよう！」
とすることができるでしょう。手話の
先生に教えてもらいみんなで楽しく学びましよう。

手話

幼児教育科

お手前の練習を行ってい
ます。おいしいお茶とお
かしを楽しくいただいて
います。

経験者
大歓迎です。

一緒に歌いませんか
幼児向けの曲を歌ったり、ペープ
サートを作ったりしています。

音楽隊 パタポン

上下関係は緩く、気楽に活動できます。ピアノ・
エレクトーンが弾けなくても大丈夫！得意な
楽器と一緒に演奏を楽しみましょう。

幼児教育科 中西 美咲希

音楽総合科 元部長 丹羽 未雪

唱歌・季節の歌など様々な曲に触れることができます。
また、身体活動もあり高齢者施設等の利用者の方々と
一緒に楽しく活動することができます。そして、たくさん
の笑顔に出会うことができとてもやりがいを感じられ
ます。顧問の加藤先生はとても楽しく明るい先生なので、
とてもアットホームなクラブです
ホ ムなクラブです（*´∀｀*）
（ ∀ ）

V.G.トライアングル たくさんの笑顔に出会う

音楽総合科

JAZZ初心者の方でも安心して楽しく演奏できます。今どき
の曲でもJAZZ風にアレンジして演奏したりもしています。

ピアノ・エレクトーンアンサンブル

音楽総合科
森田 彩愛

村井 桃華

初心者の方でも安心

幼児教育科

！みんなでゆる〜く
歌うことが好きな人大歓迎！
おしゃべりしながら、先生のピアノに合わせて合唱
曲を主に歌っています。J-POPでもOK！メンバー
でカラオケに行くこともあるかも（笑）

カラオケに行くかも（笑）

song & song

JAZZ

！
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

学友会活動

学友会
だより

12 月

11 月

10 月

10 月

９月

８月

４月

4／5

8 ／７〜 8 ／ 9

９／ 2

10 ／ 7

10 ／ 27 (10 ／ 26 前日祭）

11 ／ 13

12 ／ 18

おいしい料理を囲み、学友会の先輩である音楽総合科の研究生の演奏を
聴いたり、ゲームなどをして、他学科の学生や留学生と交流を深めました。
学友会の先輩のお疲れさま会も行いました。

クリスマス会

フランスユーラジアム校からの留学生(4名)を歓迎しました。
学生は味噌煮込みうどん、留学生はオムレツやアップルクランブル等
お互いの国の料理を振る舞い、交流を楽しみました。

留学生歓迎会

学友会最大のイベントであるみずき祭。今年は東北の被災地と大垣への
貢献に焦点を当て、多くの人同士の絆が深まることを願い、
「みずきInﬁnity」をテーマに行いました。おかげさまで多くの方々に
ご来場いただきました。また、模擬店の収益の一部(65,126円)を
東日本大震災への義援金として寄付しました。

みずき祭

大きな御輿を引っ張り、ウインドアンサンブルの演奏を響かせながら
大垣駅前通りを学生約150名でパレードし、みずき祭のPRも行いました。

十万石まつり

岐阜経済大学のマイスター倶楽部・大学祭実行委員会の方々と協力して、
大垣駅前で行われる元気ハツラツ市に参加しました。地域の方々に街中で
「学園祭」を楽しんでもらえるよう、児童文化クラブ、踊ってみたクラブ、
夕焼けキャッチボールクラブ、漫画研究部、そして歯科衛生科のみんなと
一緒にイベントを盛り上げました。

元気ハツラツ市「元気爆発フェスティバル」

東日本大震災から１年5ヶ月、学友会は気仙沼市を訪問しました。
気仙沼市の被災状況を見学、児童福祉施設や仮設住宅に行き夏祭りの手伝
いや楽器演奏・絵本の読み聞かせ等を行い、多くの方々と触れ合いました。
また同窓生（幼児教育科卒業生）にお会いすることができました。

宮城県気仙沼市訪問

新しい学友会メンバーとなってからの初めての大きなイベントでした。
先輩たちのように上手くできるか不安でしたが、クラブ長さんをはじめ周
りの方々の協力もあって、無事に終えることができました。

FSC( ファーストステップキャンパス )

交流を大切に有意義な学生生活にしていきましょう！

企画・運営をしていきます。先輩・後輩・他学科との

私たち学友会役員は学生のリーダーとして、行事などの

デザイン美術科

花井 沙奈絵

松本 芙多葉

川瀬 眞理奈

幼児教育科

音楽総合科

佐藤 ありさ

会計
書記

横井 愛実

委員
歯科衛生科

いします。

私たちにできること…それは二つあると思います。まず一つ目は、
「忘れない事」です。私たちには家があります。そこには、自分を
迎えてくれる人がいます。しかし、被災地では震災から2年がたっ
ても一向に、復興のめどがたたず、今も寒い仮設住宅での生活をよ
ぎなくされている方が大勢いらっしゃる現実を、忘れない事です。
そして二つ目は、「支援を続ける事」です。現地の方と顔を見て
直接話をすることで、お互いの心が通じあえる事が分かりました。
子どもたちとの話の中で「私は音楽に興味があります」と言って
いた子がいました。私たちは今自分の夢に向かって勉学に励んでい
ます。夢があると辛い事も乗り越えられると実感しています。だか
らこそ私たち学生が接することで、悲しい気持ちからふっと、顔を
あげ、夢に向かって進める気持ちを持ってもらいたいと思うのです。
（筆 川瀬眞理奈）

川瀬 万梨乃

幼児教育科

副会長

清水 麻美

幼児教育科

会計

布目 もえ美

デザイン美術科

広報

宮下 千瑛

デザイン美術科

広報

会長
音楽総合科

千々石 詩歩

会計監査
歯科衛生科

渡邊 真奈美

柿原 由梨

音楽総合科

会計監査

黒川 栞

歯科衛生科

書記

（平成 24 年 12 月〜平成 25 年 11 月 )

新学友会役員

様々な行事の企画・運営を行っています！

友会では、皆さんが楽しく学生生活を送れるよう、

いっぱいかもしれないけれど、一歩踏み出せば

こで1年生のみなさん！初めのころは不安で

ぜひ学友会に入ってみてください！！！

新一年生の皆さん、

ユニークな先輩たちが、あなたを心待ちにしていますよ☆

学友会に入ってみませんか？

新しい世界が見えてきますよ！…というわけで、

そ

昨年度よりもさらに行事を盛り上げていくことです。

今後の目標は、学友会、および学生全体の士気を高め、

することを第一とし、達成に向けて努力しています。

私たち学友会メンバーは、互いに支えあいながら活動

学

☆学友会メンバー募集☆

渡邊 真奈美

思いますが、これからも学友会をよろしくお願

いです。たくさんの方に迷惑をかけてしまうと

で成功できるように精いっぱい努力していきた

10月のみずき祭では、１年生新メンバーと全員

きな 行 事 、力を合わせて頑張ります！さらに

4月には新入生を迎えてのFSC。初めての大

仲間で活動出来ることを嬉しく思います。

主導となる新学友会役員として、今までと同じ

がら活動してきました。12月になりこれからは

務の方、友だち、先輩等多くの方に支えられな

緒に行事を運営してきました。仲間、先生、事

私たちは1年生の5月から、２年生の先輩と一

私たち２年生は、１年生から続きで役員となっ
た学生やくじ引きで役員になった学生もいて、
最初は皆の意識がバラバラでした。しかし行事
を企画・運営するうち、何度も壁にぶち当たっ
ていくことで、１人１人が今何をやるべきかを
考えまとまっていく事ができました。
今年は学友会初めての企画、東日本大震災へ
の復興支援や、大垣市の元気はつらつ市に参加
しました。多くの方々と触れ合い絆を深めてい
くことが出来ました。またそれを通して作り上
げたみずき祭は、とても深く温かいものとなり
ました。
後輩には大学の伝統をしっかり守りつつも、
常に「新しい大垣女子短期大学」を作り上げて
ほしいです。何が大切か、目的を持つことで成
功につながっていくので、学生全員の力を信じ
て頑張ってください!
力 紫湖

被災地出身の同窓生は約300名。私たち学生に何ができるか、現
状を知り伝えたい、そんな想いで気仙沼市を訪問しました。
被災地の方々は私たちの事を快く迎え入れて下さいました。夏祭
りを手伝うと「助かるよーありがとね」と皆が喜んで下さいました。
また子どもたちと鬼ごっこやゲームで遊んだ時も、とても元気そう
で楽しい気持ちになりました。しかし、実際は地震や津波の恐怖を
持ち、住む家が無く家族や大切な人、故郷の景色などを喪った悲し
みで心の中に暗い影を落としたままだと知りました。

〜これからも、繋がっているよ〜

宮城県気仙沼市を訪問して

高橋 香澄

幼児教育科

副会長

会計監査
歯科衛生科

会計監査

力 紫湖

中村 文香

音楽総合科

委員
デザイン美術科

会長

（平成 23年 12 月〜平成 24年 11 月 )

がんばりました！

旧学友会役員

メンバー紹介

います。

います。
この仕事に就くため一緒に悩んでくださった先生方に感謝して

して毎月イベントがあり大変ですが、
とてもやりがいのある仕事です。
音楽は日々練習ですので、今でも先生方に怒られながら頑張って

来てくれると頑張ろうと思えます。毎日レッスン案を考えて、
それに並行

トータル90人近い生徒を持たせていただいています。時には失敗
して落ち込む事もありますが、生徒が「ゆみ先生」
と呼んで笑顔で

そんな私もそれなりに練習をして、現在システム講師として週6日で

ました。そんな先生方に相談をたくさんして、
「あなたがヤマハ行かなくてど
うするの？」
という一言で、
ピアノを専攻として卒業することを決心しました。

選択にしました。2コースは本当に毎日忙しく、両方の授業を受ける
ため空き時間もなく、通学も片道2時間位かかっていたのを理由にし
て練習をさぼり、先生にはいつも怒られていました。先生からはピアノ
の演奏方法はもちろんですが、社会人になるために必要な心得や
立ち居振る舞い、恋愛相談、
バイトのことなど、本当にお世話になり、
お母さん、お姉ちゃん、友達として、
いろいろな顔で接していただき

があるのなら両方勉強した方がお得！」
とすごく軽い気持ちで2コース

私が大垣女子短期大学に入学した当初の夢は音楽療法士で
した。
しかし、
ピアノを演奏する事は大好きだったので、
「2コース選択

平成22年度卒業
松原歯科クリニック 勤務

ばならないことはたくさんありますが、研修や実際の患者さんとのコミュニケーションを大事
にし、経験を増やし信頼されるように頑張っていきたいと思います。

でした。同じ夢を持つ友達と一緒に勉強して、その夢が叶い、同じ仕事の話ができる友達
がいるということも素敵なことだなと思います。
現在私は就職して3年目になろうとしています。まだまだ歯科衛生士として成長しなけれ

私は大垣女子短期大学に入って本当によかったと思っています。在学中の思い出の
一つは、国家試験対策期間です。クラス一丸となって国家試験合格という目標に向けて
楽しく協力し合いました。国家試験は初めての経験で全員が不安な気持ちでいっぱいで
したが、友達同士で協力するのはもちろん、先生方も授業外の時間でも私達の質問
に答えてくださいました。私達のためにいろいろとアドバイスをいただき、本当に感謝をして
います。普段の授業や臨床実習で得た経験を生かし、全員が合格することができました。
もう一つの思い出は、自分達で使用した教室を清掃していたことです。これがとても
大事なことだと仕事をするようになった今、感じられるようになりました。歯科衛生士という
仕事は患者さんへの保健指導、
ドクターへのアシストをするだけではなく、医院全体で
使用する器械や器材の清掃やメンテナンスまでこなさなくてはなりません。常に清潔感を
持って、よりよい環境を自分達で作り上げるという習慣が今の仕事に生かされていると
感じています。
短大生活を振り返ってみると、毎日の授業や実習は本当に大変でした。国家試験に
合格するために勉強することも大切なのですが、それ以上に友達との時間もとても大切

淺川 瑛子

大垣女子短期
大垣女子短期大学を
卒業して今思うこと

最後まで丁寧にご指導してくださった先生や、切磋琢磨し合える仲間のおかげだと
思います。大垣女子短大を卒業したことに誇りをもっています。漫画とは全く違う業
界に就職しましたが、会社のキャラクターや、ホームページデザイン・会社広報誌の
構成を考えたり、大学で学んできたものが活かされています。
学生の皆さん！短大生活はあっという間です。悔いのないように、
１日１日を大切に
過ごしてください。

恩師と出会えた

平成21年度卒業
（株）
岩田楽器店
ヤマハ音楽教室 勤務

C 号 館 1 階 食 堂 内と

ました。設置場所は

を設置していただき

学生なら誰でも無料で利用できるWi-Fiスポット

●平成24年度卒業生(予定)から卒業記念品として、

渡辺 博夫

になりました。

した。
より快適な環境で利用していただけるよう

ンを寄贈していただき、旧パソコンと入れ替えま

多目的室とG403サロンルームに各4台のパソコ

●みずき会よりB303コンピュータ室に10台、H206

いた事が今に繋がっている様にも思え苦笑している。

現在、管楽器リペアについて指導を行っているが、幼い頃のもの作りに興味を持って

ウトに興味を持っただけの少年であった様である。

について深く入って行くのだが、そうはならず、単に、部品の形や溶接されているレイア

ば欲しくなる。
しかし、何に使うのか全く分からない。普通であれば、それから、回路等

名前の分からない部品がびっしりと並んでおり、誰かが「これは貴重な部品だ！」
と言え

れる事が多かった様である。
こういった時に同じ空気を感じる友達がいる事も自然だった。

廃品回収は絶好のチャンスであった。
リサイクル法も無く、テレビやラジオが捨てら

た様である。暗くて見えにくいが中の複雑さに目をギラギラさせていたのかも知れない。

を持って自宅に来てくれる。作業を近くでずっと見ているから、やりにくくて仕方がなかっ

ていた。テレビは真空管式で、良く切れて映らなくなる。そうすると、電気店から交換部品

小学校時の話になるが、
ラジオやテレビの中がどうなっているのか？非常に興味を持っ

音楽総合科 教授

平成25年度卒業証書・学位記授与式 ・
・・3月16日
（日）

音楽総合科卒業演奏会 ・・
・・・・
・・・・
・・・・2月中旬予定

デザイン美術科卒業記念展・・2月11日（火・祝）〜2月16日（日）

・・
・・
・・
・・・
・・・・
・・・
・・・・
・・・・
・1月19日
（日）
こども祭 ・・

（金）
・26日
（土）
みずき祭前日祭・みずき祭・・10月25日

予定です。

※運営時間については
平日9:00〜18:00頃の

・・
・・
・・
・・・
・・・
・・・・
・・・・
・・・10月13日
（日）
十万石祭り・

松田 仁志

佐久間 英規

NEWS

総務課課長

歯科衛生科准教授

みずきサロンです。

・・・・
・・・11月23日
（土・祝）
音楽総合科定期演奏会 ・・・

・
・・・
・
・・・
・1月27日
（月）〜1月31日
（金）
後期定期試験・

（金）
後期授業・・
・・
・・
・・
・・・9月23日
（月・祝）〜1月24日

前期定期試験 ・・
・・
・・・
・・・7月29日
（月）〜8月2日
（金）

前期授業 ・
・
・・
・・
・・
・・・
・・・4月8日
（月）〜7月26日
（金）

健康診断 ・
・・
・・
・
・・・
・・・・
・・・・
・4月2日
（火）〜4日
（木）

ファーストステップキャンパス
（FSC）
・
・・・・
・4月5日
（金）

退職

● 人事短信（平成25年3月31日付）

知りました。また、漫画以外の分野にも挑戦して自分の知識や表現力を広げていき
たいと思い、
クレイアニメーションや、
クロッキー、立体なども積極的に勉強しました。
2年間を振り返ると、技術や知識をたくさん身に付けることが出来ました。それは、

歯科衛生科

平田 弓美

主な全学行事

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

● 平成25年度

るぞ！という気持ちになりました。何事にも恐れずにチャレンジしていくことの大切さを

のは初めてのことだったので、かなり苦労しましたが、分からないことはすぐに友人や
先生に質問して、技術を身に付けていきました。また、漫画持込みツアーにも参加し
ました。編集者の方に厳しいことをたくさん言われましたが、そのおかげでさらに頑張

大学生活は毎日がとても充実していた2年間でした。小さなころから「漫画家にな
りたい」という夢があったので、ほとんどが漫画の授業でした。本格的に漫画を描く

音楽総合科

また、短大にはいつでも相談にのって下さる先生や、笑顔で話を
聞いて下さる事務の方々がいて、
そんな温かい雰囲気が好きでした。
悩んだときは、友だちや先生に話を聞いてもらったり相談できると、
また頑張れる力になりますよね。働き始めると戸惑うことが多いので、
今のうちから授業や実習を通してたくさんのことを学んで、保育の
引き出しを増やしておけると良いと思います。
短大生活、楽しい思い出たくさん作って下さい！
！

ない経験ができる仕事だと思います。憧れの保育士になれ、本当に
幸せです。

の一言や、初めて何か出来た瞬間に出会えた時、子どもの成長を
感じた時…など、
たくさんの嬉しいこと、楽しいことがある、
かけがえの

ですが、
それ以上に楽しいことの方が多いです。
「せんせい、
だいすき」

この仕事をしていると同じことをする日がなく、子どもによって対応
が違ったり、毎年違うクラスを担任するので、悩みも辛いことも多い

と、話してくれる子どもたち。話を聞いていると3歳児らしい面白い会話
が繰り広げられるので、私も笑顔になり毎日元気をもらっています。

活動もしています。お客様や学生と関わる機会が多いので、毎日笑顔で一生懸命
仕事ができるように心がけています。

ています。毎日一人一人とじっくり関わることができ、
「せんせい、
あのね」

平成24年度卒業
河上薬品商事
株式会社 勤務

私は、デザイン美術科を卒業し、現在は河上薬品商事㈱の総務人事課で働いて
います。電話応対や、会社行事のお手伝い等をしながら、人事課として新卒採用の

石川 由唯

小さいころからの憧れであった 保育園の先生 になり、6年が経ちま
した。今は、人数の少ない保育園に勤めていて、3歳児7人の担任をし

平成18年度卒業
安八町立
森部保育園 勤務

大学生活で学んだこと

憧れの先生

坂 恵理子

科
デザイン美術

幼児教育科

12

平成24年3月〜
平成25年1月

平成24年6月10日 岐阜新聞

平成24年5月2日 岐阜新聞

平成24年4月2日 岐阜新聞

平成24年3月18日 岐阜新聞

新聞に掲載された
本学の記事・本学のスナップ

平成24年7月5日 中日新聞

平成24年5月20日 中日新聞

平成24年4月13日 岐阜新聞

平成24年4月10日 中日新聞

平成24年3月22日 岐阜新聞

平成24年9月26日 岐阜新聞

平成24年8月17日 中日新聞

平成24年7月8日 岐阜新聞

平成24年10月7日 岐阜新聞

平成24年9月24日 岐阜新聞

平成24年9月5日 中日新聞

平成24年8月12日 岐阜新聞

13

14

平成25年1月29日 岐阜新聞

平成24年10月28日 中日新聞

平成24年10月24日 岐阜新聞

平成24年10月26日 岐阜新聞

新聞に掲載された本学の記事・本学のスナップ

平成25年1月31日 中日新聞

平成24年11月10日 中日新聞

平成24年10月28日 岐阜新聞

平成24年3月〜
平成25年1月
中野 哲

教授

西川 正晃

教授

加藤 有子

教授

松村 齋

准教授

高田 全代

准教授

光井 恵子

講師

今村 民子

講師

勝野 愛子

講師

中野由香里
「昔あそび」
【11月3日】
主催：本田小学校家庭教育運営委員会
会場：瑞穂市本田コミュニティーセンター
「子どもが楽しむ運動あそび」
【9月8日】
主催：大垣市スポーツ少年団事務局
会場：大垣市総合体育館
「親子運動＆体操」
【11月10日】
主催：社会福祉法人 安養福祉会 むつみ保育園
会場：社会福祉法人 安養福祉会 むつみ保育園
「コミュニケーション授業」
【11月20日】
主催：三重県桑名北高校
会場：三重県桑名北高校

幼児教育科

「子どもの傍らにいる保育者の専門性
とは何か」
【5月4日】
主催：日本保育学会
会場：東京家政大学
「子どもの思いに添った保育環境を目
指して」
【9月7日】
主催：全国保育士養成協議会
会場：京都文教短期大学

幼児教育科

演習で学ぶ子育て支援【9月12日】
主催：東濃地域子育て支援センター連絡会
会場：土岐市妻木公民館

幼児教育科

大垣市留守家庭児童教室運営委員会
委員
【5月1日】
保育と音楽について
【7月21日】
主催：養老町保育研究協議会
会場：養老中央公民館

幼児教育科

多文化共生推進計画策定委員会（大垣
【2月9日】
市）
大垣市墨俣児童館運営委員会【3月22日】
大垣市公営企業等審議会【6月27日】
互恵性を感受することができる子育て
施策に関する調査研究【3月】
主催：大垣市委託事業
会場：調査研究冊子

幼児教育科

大垣市適正就学指導小委員【7月13日】
一人ひとりの子どもを「大切」にすること
の意味・
・
・
【6月2日】
主催：南平野幼児園
会場：南平野幼児園
一人ひとりを大切にした保育のあり方
【7月21日】
について
主催：瑞穂市
会場：別府保育園
個別の指導計画、教育支援計画の作成
【10月28日】
主催：日本乳幼児教育学会
会場：西宮市大学交流センター

幼児教育科

大垣市まちづくり市民活動育成支援
推進委員【5月20日・27日】
ソフトピアジャパン評価委員【7月13日】
大垣市指定管理予定候補者評価選定
委員副委員長【8月29日・30日】
「学び塾」
こども学講座【11月2日】
主催：岐阜県立海津明誠高校
会場：岐阜県立海津明誠高校

幼児教育科

大垣市立日新小学校区幼小連携協議会
【4月10日】
草津市幼保一体化検討委員会委員長
【7月1日】
大垣市子育て支援会議副会長【9月24日】
全国保育士養成協議会
中部ブロック第17回セミナー提案【12月7日】
主催：全国保育士養成協議会

幼児教育科

全国音楽療法推進協議会監事
大垣市保健推進協議会会長
大垣市文化事業団理事
小川科学技術財団理事

学長

講師

水谷 聡美

教授

加納 秀美

教授

田中 久志

教授

渡辺 浩行

講師

黒田 皇

教授

服部 篤典

教授

渡辺 博夫

准教授

小西 文子
J-POPやワールドミュージックのアレンジ【2月5日】
主催：滋賀県音楽療法研究所
会場：大津市民会館小ホール
はじめよう即興−即興的関わりのコツ−【8月5日】
主催：櫻林記念音楽療法研究会
会場：シアター1010（東京都足立区）
音楽療法の評価について
【8月28日】
主催：伊賀音楽療法研究会
会場：上野ふれあいプラザ（三重県伊賀市）
即興演奏の相互作用が人の感情に及ぼ
す影響について
【1月23日】
主催：岐阜県音楽療法研究所
会場：中部学院大学各務原キャンパス

音楽総合科

管楽器メンテナンスについて解説
【5月3日】
主催：飯田文化会館事業部
会場：飯田文化会館

音楽総合科

岐阜県吹奏楽連盟顧問
音楽鑑賞会(演奏会指揮者)【6月2日】
主催：大垣市立中川小学校PTA
会場：大垣市立中川小学校
各務野吹奏楽アカデミー(演奏会指揮者)
【6月17日】
主催：各務原市教育委員会
会場：各務原市民会館
ぎふ清流・国体清流大会
総合開会式・閉会式(式典音楽指揮者)
【9月29日・10月9日・13日・15日】
主催：岐阜県
会場：長良川競技場

音楽総合科

人物を描こう講座【3月29日】
主催：大垣女子短期大学デザイン美術科
会場：滋賀県立文化産業交流会館
第86回 国展【5月2日〜5月14日】
主催：国画会
会場：国立新美術館 他
2012 act展【3月20日〜3月25日】
主催：act
会場：岐阜県美術館

デザイン美術科

マスコットキャラ選定委員会委員長
【7月27日】
マンガのキャラクターの描き方講座
【3月10日】
主催：ポンピドゥ美術館
変わりますゴミの分別方法【3月10日】
主催：大垣市
飯沼慾斎 他5作品【4月6日】
主催：大垣市
会場：むすびの地記念館

デザイン美術科

大垣市市民環境賞選考委員【12月26日】
マンガの構成要素【7月19日】
主催：起工業高等学校デザイン科
会場：起工業高等学校
マンガという表現【8月9日】
主催：一宮市ライオンズクラブ
会場：一宮市商工会議所
カコ＆ミライ歴史トラベル【通年、毎週土曜日】
主催：中日新聞社
会場：中日こどもウイークリー

デザイン美術科

大垣市景観審議会委員
【4月】
人物を描こう講座【3月】
主催：デザイン美術科
会場：多治見、浜松
国画会彫刻部小品展【10月】
会場：大黒屋画廊

デザイン美術科

「おがくず粘土で鉛筆を作ろう」
【7月21日】
主催：下町子ども会
会場：垂井町下町集落センター
夏の水遊び・手作りおもちゃ
【7月27日】
主催：笠松町ことばの教室
会場：笠松町福祉会館
Ｔシャツ・スカーフを色々な模様に染め
よう
【7月31日】
主催：下多度小学校附属幼稚園
会場：海津市立下多度小学校附属幼稚園

幼児教育科

平成24年 社会的活動の記録
期間
准教授

傍島 香織

講師

遠藤 宏幸

教授

石川 隆義

教授

畔地 美紀

准教授

佐久間英規

准教授

久本たき子
岐阜県歯科衛生士会役員監事【4月〜】
歯科衛生科学生の学内相互実習におけ
るグローブの穿孔発生状況に関する調査
第2報 穿孔発生の誘因【9月16日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：岩手県盛岡市

歯科衛生科

Analysis of VH gene rearrangement
and somatic hypermutation in type 1
autoimmune pancreatitis.【2月27日】
主催：Pathol Int
Endoscopic-assisted resection of peripheral
osteoma using piezosurgery.【5月10日】
主催：Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol
IgG４関連疾患における分子病理学
的検討【10月19日】
主催：日本口腔外科学会
会場：横浜国際会議場
口腔悪性黒色腫におけるp53,p16,
Ki67の検討【12月15日】
主催：日本口腔科学会
会場：愛知医科大学

歯科衛生科

39.Prevalence of oral aphthous
ulcers and oral health-related
quality of life in BD patients and the
Japanese population【7月14日】
主催：第15回国際ベーチェット病学会
会場：横浜市：パシフィコ横浜
歯科衛生科学生の国語力と学業成績に
基づく学習支援策の検討【9月16日】
主催：日本歯科衛生学会第7回学術大会
会場：盛岡市：盛岡市民文化ホール
基礎的国語力の修得に関する学年間
の比較分析【12月1日】
主催：日本歯科衛生教育学会第3回学術大会
会場：名古屋市：愛知学院大学

歯科衛生科

特色ある歯科衛生士学生教育と効果
的な受験生獲得の事例報告【5月19日】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
会場：日本歯科大学
歯科医療と福祉の連携 ー特に在宅医療と
介護の課題と問題点についてー【5月27日】
主催：日本歯科医療福祉学会
会場：じゅうろくプラザ
歯科衛生士養成大学・短期大学におけ
る教員の専門性並びに研究への認識
について
【7月20日】
主催：日本歯科医学教育学会
会場：岡山コンベンションセンター
大学課程における歯科衛生士養成教
育の質保証に関する研究【8月20日】
主催：日本歯科医学教育学会雑誌

歯科衛生科

アリオンサクソフォンカルテット
春色コンサート
【3月23日】
主催：下呂交流会館アクティブ
会場：下呂交流会館
ナゴヤサックスフェスタ2012【4月8日】
主催：ナゴヤサックスフェスタ実行委員会
会場：青少年文化センターアートピアホール
ルロウブラスオルケスター定期演奏会【6月17日】
主催：ルロウブラスオルケスター
会場：小牧市民会館
アリオンサクソフォンカルテットワーク
ショップ【11月5日】
主催：金沢開進堂
会場：金沢開進堂楽器ホール

音楽総合科

准教授

発表

村越由季子

出前講座

講師

阿尾 敦子

講師

三田 智子

講師

水嶋 広美

助教

長谷川純代

矢田貝真一

小林佐知子
大垣市メンタルヘルス研修事業講師
「メンタルヘルスを良好に保つために」
他【月1回】
子育てサポーター養成講座「子どもの
発達と関わり方」
【10月16日】
主催：大垣市社会福祉協議会
会場：大垣市総合福祉会館
職場復帰準備セミナー「子どもと一緒
に歩む−親と子のこころ育ち−」
【9月6日・11月6日】
主催：名古屋市男女平等参画推進センター
会場：名古屋市男女平等参画推進センター

総合教育センター 准教授

大垣市環境市民会議会長【5月19日】

総合教育センター 教授

愛知県歯科衛生士会臨床委員【4月1日】
愛知県歯科衛生士会愛知西支部役員
（学術）
【4月1日】
「当センター新館完成までの診療への
取り組み−仮センターでの創意工夫−」
【9月29日】
主催：日本障害者歯科学会
会場：札幌コンベンションセンター

歯科衛生科

「歯科衛生科学生の学内相互実習に
おけるグローブの穿孔に関する調査
第２報穿孔発生の誘因」
【9月16日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：盛岡市民文化ホール

歯科衛生科

歯みがき教室【6月1日】
主催：赤坂幼保園
会場：赤坂幼保園
歯科衛生科学生の学内相互実習に
おけるグローブの穿孔に関する調査
【9月16日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：盛岡市民文化ホール

歯科衛生科

「ハッピースマイル」
【4月26日】
主催：愛知県立起工業高等学校
会場：愛知県立起工業高等学校
「ブラッシング指導」
【6月1日】
主催：赤坂幼保園
会場：赤坂幼保園
「歯科衛生科学生の学内相互実習に
おけるグローブの穿孔に関する調査
第2報穿孔発生の誘因」
【9月16日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：盛岡市民文化ホール

歯科衛生科

園児への歯科保健指導【6月1日】
主催：赤坂幼保園
会場：赤坂幼保園
ネパール、首都近郊農村の高齢者の
口腔に関する質問調査の一考察
【5月27日】
主催：日本口腔衛生学会
会場：神奈川歯科大学
歯科衛生科学生の学内相互実習に
おけるグローブの穿孔に関する調査
【9月16日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：盛岡市民文化ホール
歯科衛生過程についての教員の理解
度と教育実践上の課題【12月2日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：愛知学院大学

歯科衛生科

外部役員就任情報

大垣国際交流協会評議員
【6月20日】
大垣市男女共同参画推進協議会委員
【8月30日 1月23日】
2012大垣音楽祭〜音楽の泉〜【5月6日】
主催：大垣市・大垣市教育委員会
会場：大垣市スイトピアセンター 音楽堂
傍島香織ピアノリサイタル
【9月30日】
主催：カワイ名古屋
会場：カワイ名古屋 コンサートサロン“ブーレ”

音楽総合科

凡例

平成24年1月〜平成24年12月

※今年度着任された教員
平成24年4月〜平成24年12月
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開設4年目を迎えた子育てサロン
「ぷっぷぁ」
大垣女子短期大学に子育てサロン「ぷっぷぁ」が開設され、今年で4年目を迎え
ました。地域の皆さんに愛され、今までに、延べ3,500組以上の親子に利用してい
ただきました。子育てサロンは、
コーディネーターを中心に、地域のボランティア、
幼児教育科の学生、教員がスタッフとして加わり、
「学びのある居場所づくり」を
目指し、取り組んできました。
今年度は、更に学びと内容を充実させるために、第1木曜日と第3木曜日も形を
変えて開設しました。第1木曜日は、講座を6回行いました。内容は、食育・子どもの
発達・親子遊び・わらべうた・指人形作りなどで、
どれも親がお話を聞いている
後方で幼児教育科の学生が託児をするという形式でした。少しざわつきましたが、
和気あいあいとした雰囲気で、安心して講話を聞くことができたようです。また、
親子一緒に参加するものは、我が子とのスキンシップが十分楽しめたと好評でした。
第3木曜日は、学生の企画・運営による取組でした。あるグループが企画した「音
あそび」では、様々な楽器に触れた子ども達が、音やリズムの美しさ、不思議さに
驚き、満面の笑顔で体ごと表現していました。学生や参加した親子にとってよい
体験になりました。
しかし、参加者が少なかったことと、運営していくには十分な
準備時間、学生の熱意、教員のサポートが必要であることなど、課題も残りました。
25年度は、子育て日本一を目指す大垣市との共催で、後期に4回の講座を予定
しています。講師は本学の幼児教育科・音楽総合科・デザイン美術科・歯科衛生科
の教員と学生です。もちろん託児は幼児教育科の学生が行います。大垣女子短期
大学の子育てサロン「ぷっぷぁ」は、
これからも地域の親子と共に学び育ち合える
居場所を提供していきたいと思っています。

第9回 こども祭
「こどもたちー！ぜんいんしゅうごーう！
！」
1月27日、駐車場には雪が積もっていたにもかかわら
ず、大勢の地域の親子の皆様にお越しいただきました。
幼児教育科の“こども祭委員”の学生を中心にして秋から
繰り返し話し合い、企画を練り上げました。３年生は最後
の行事となるため、今までの学びの力をすべて出し切りた
いと張り切りました。みずきホール、体育館を中心に、エン
トランスホールを会場にして、デザイン美術科の子ども水
族館、音楽総合科のサックス演奏、歯科衛生科のフッ素
塗布が行われ全学の協力のもと盛大に催されました。
また、本学客員教授絵本作家サトシンの「おてて絵本」の
読み聞かせがあり大勢の親子が楽しみました。

大垣女子短期大学通信
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