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「文化活動の日」を開催
5学科から成る総合女子短期大学である本学は、若い女性たちがそれ
ぞ
ぞれの学科で専門分野ごとに日進月歩の知識や技術の修得に励んでいます。
一方、大学の使命はそれまでの「教育」
「 研究」の二本 柱に加え、
「地 域

開催日：平成26年10月23日（木）
場 所：大垣女子短期大学 みずきホール

身振り、ジョークを交えながら熱演していただきました。日常生活ではなか
なか気付けなかった点を指摘いただき、大変感銘を受けました。
この講演の間に、社会人サークルによる大正琴の演奏が行われました。

貢
貢献」の項目が加わりました。今や大学で得た知識・技術が、いかに社会に

その音色やハーモニーの素晴らしさ

貢
貢献できるかが大きく問われる時代になっています。
この観点から本学では、

に感 動しましたが、演奏 者の大半

総
総合的な一般教養が身につくようにと、5学科があるからこそ開講可能な、

が大 垣 市民 病 院 の 看 護 師 など で

多
多くの教養科目が履修できるようになっています。

構成されたサークルであったことも

これら教養科目を補完する一環として「文化活動の日｣を初めて設定し、
当
当日は、社会で素晴らしい活躍をされている方々に、これからの人生に参考

研究室から ………………11

大変な驚きでした。
この ｢文 化 活 動 の 日 ｣ は 、大 変
有 意 義 な 時 間となったことで

となり得る講演等をしていただきました。
まず、大垣精工株式会社の代表取締役 上田勝弘氏に講演をお願いしま

しょう。また、こうした行事を通して

した。上田氏は長年にわたり金型工業に従事され、一 代で海外でも認め

教養 の幅 が広 がっていってくれる

られる超優良企業に育て上げられた方です。
また、
日本金型工業会の会長を

ことでしょう 。

メルトン・フィリップ氏

歴任され、業界では言わずと知れた方です。
上田氏は、若い時代の生き方がその人間の
一 生を決めるほど重要である、ということを
ご自身の経験も交えて話され、多くの教訓を
与えていただきました。
次に 、岐阜県 関 市 で 教 会 の 牧 師 をされて
おられるメルトン・フィリップ氏をお招きし、
外国人の目線から日本人の素晴らしい点、改善
してほしい点を実例を交え、流暢な日本語で

大垣精工株式会社
代表取締役 上田勝弘氏

心の安全基地
あなたのことを見守ってくれる人は誰ですか？ 困ったことが起きた
とき、あなたは誰に助けを求めますか？
子どもが困ったときや不安なときなどに安心させてくれる人を、

社会人サークルによる大正琴の演奏

総合教育センター 准教授

小林 佐知子

せん。壁に当たってマッサンが悩むたび、エリーは「ダイジョウブ」と
やさしく声をかけます。スコットランドから日本に来たエリーにも、
色々な難題が待ち受けます。そんなとき、近所の人達が相談に乗り、

心理学の“アタッチメント”という理論では“安全基地（secure base）”

励ましてくれます。ドラマでなくとも人生は苦難の連続ともいえます

といいます。通常その安全基地は、親から始まり、成長に伴って友達

が、こんなふうにいくつも安全基地を持っていることは大きな財産と

や恋人などへと変化していきます。大人にとって安全基地とは、新しい

いえるのではないでしょうか。

ことにチャレンジするときや失敗して落ち込んだときなどに、気持ち

この20年、阪神大震災、新潟県中越大震災、東日本大震災をはじめ、

を受けとめ、安心させてくれるところ（人）、と捉えることができるで

予想を超えるような天災が次々に起きました。
天災が起きるたびに大勢

しょう。安心できる人のそばで気持ちを建て直し、後押ししてもらう

の命が亡くなり、
残された大勢の方々の“安全基地”が奪われました。
何年も

ことで、私たちは前に進んでいくことができます。

何十年も時が過ぎたとしてもなお、
心の痛みが消えないことをメディアは

放映中のNHKの連続ドラマ『マッサン』では、主人公のマッサンと

伝えています。
日々の生活の中で、
残された方々にとって少しでも安心感

エリーに、うれしいときや苦難のときが次々に訪れます。日本で初めて

を得られる人が近くにいることを祈ってやみません。
人の
「絆」
が見直され

のウイスキーづくりを目指すマッサンですが、なかなかうまくいきま

ています。“安全基地”がますます大切な時代になったと感じています。

芸術の専門知識・技能と幅広い教養を併せもつ、
地域コミュニティの基盤となる人材の養成機能の充実を考えて
います。また5学科共に、短期大学の特色を生かした教養教育と、専門教育の提供による知識基盤社会に対応

加わり、平成27年度から看護学科の全学年が出揃うこととなり、名実ともに5学科から成る総合女子短期大学

となります。

が抱える課題を解決していく事を国レベルで支援するものです。本学としては、看護や歯科の領域からの地域
医療、音楽療法士の資格取得による介護サービスの向上に必要な人材の輩出、幼児教育科をはじめ全学あげて
の子育て支援や地域住民の学び直しの機会提供による地域コミュニティの振興をテーマとした「地域コミュ
ニティ再生型大学」
を目指していく事が、さらなる発展と飛躍を期すために大切であると思っています。

これらが開花するのは環境であるとの思いから、木々が茂り小川が流れるクリーンなキャンパス（CHARM-ing

Campus）が用意されており、5学科の学生は文化系、運動系の各クラブで自由に交流しています。生物が存続

できる要因の 一つに「多様 性」が 挙げられていますが、ユネスコのE SD（Educ atio n fo r Sus t ainab l e

Development）の精神から考えてみても、これからは専門性のみでなく、多様な環境変化に適応できる柔軟性

（平成27年 初春）

貢献」のすべてが整っている本学は、まさに時代が求めている教育に最も適している環境でしょう。

転換する必要があり、若い学徒には常に自分を高める自己鍛錬こそが極めて重要で、
「女性力」
「多様性」
「地域

のある教育が必要であると思います。今や、知識の集積のみの教育から、大脳前頭葉を刺激、活用する教育に

国策として打ち出されています。即ち、平成27年度において文部科学省が地（知）の拠点大学による地方創生
事業（COCプラス）を立ち上げ、本学のように地域を志向する大学が自治体や地域の中小企業等と連携し、地域

トーク」を行っています。一方、若い学生は自分ですら気付いていないような秘めたる遺伝子を有しており、

が修得できるよう、
「女性学」、
「子育て入門」、
「芸術入門」、
「音楽療法入門」、
「歯科衛生概論」という、5学科が

あるからこそできるカリキュラムを用意し、学生が一般教養を身に付けられるようにと、全教員により「教養ミニ

人口減少は喫緊の課題としてあり、本学は特に「生涯学習型」
「地域連携型」の高等教育機関に早急にシフトして
いくことが重要な鍵であると考えています。現在、この本学の課題を力強く後押ししていると考えられる事業が

ました。学生はそれぞれ、自分が選択した分野で専門的な学問・技術を学ぶだけでなく、全学科共通の一般教養

日本の人口動態として2020年から18歳人口が減少することが言われ、この大垣・西濃地域においても高齢化・

の具体的な実施が必要です。これらの実績を内外ともに「見える化」
していくことも大切だと考えています。

就職を目指す有資格者に対する学び直しプログラム、地域住民の様々なニーズに対応した生涯学習プログラム

豊かな人材の養成」に明記されているように、知性と感性を兼ね備え、自律心を持った女性の育成を行ってき

本学は、教育の基本である建学の精神「中庸を旨とし、勤労を尊び、職業人としての総合能力を有する人間性

重視するようになっている「地域貢献」を果たしてきました。

した人材養成が今、社会から求められています。さらに、国家資格取得やキャリアアップを目指す社会人や再

行っており、地域社会や他学科との連携強化で一層の飛躍が期待されます。そして、音楽・デザイン美術等の

美術科の2学科の4学科の総合女子短期大学でしたが、平成25年度から新しく修業年限3年の看護学科が

さて、本学は「若い女性は国の宝」であるとの認識で、46年前の開学以来2万6000人の卒業生を輩出し、国が

歯科衛生士、介護人材等の養成機能のさらなる充実です。特に幼児教育科は全国的にも数少ない３年制教育を

さて、本学は修業年限が3年の幼児教育科と歯科衛生科の2学科と、修業年限が2年の音楽総合科とデザイン

即ち、職業人としての汎用的な能力として必要となる豊かな教養的素養を持つ、幼稚園教諭、保育士、
看護師、

を伸長させてより発展していくためには、地方創生・地域活性化のリード役の人材養成が大事と考えています。

として、ここからの脱出のキーワードとして安倍内閣は
「地方創生」
と「女子力」
を挙げています。

360校ある短期大学の中でも数が少なく、本学の大きな特長であると言えます。この本学の特長的な教育機能

石川 隆義

と多くの市町村が消滅するというショッキングな報告が半年前になされました。これは国家存亡の危機である

大垣女子短期大学 副学長

一方で、日本では少子高齢社会は現実のものとなり、特にこのまま若い女性が減少し、さらに未婚率が増加する

哲

本学は教育系、医療系、芸術系の5学科からなる総合女子短期大学であり、このような学科構成は全国約

中野

これからの本学の
教育のあり方

近年、世界各地で未曾有の災害や宗教・人種や経済格差などの人工的な災害が多発するようになっています。

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

新時代に向けて躍進する
総合女子短期大学の
新しい船出

2年大きいシャボン玉づくりの授業

2．フランスのユーラジアム校から
研修生来校 9/22（月）

学科トピックス

今年もフランスのユーラジアム校から5名の研修生
が来ています。マンガ、絵本、モデリング等の授業に
参加し、卒業記念展に出品する作品も制作しました。

6．
第43回卒業記念展
（岐阜県美術館）
2/10
（火）
〜2/15
（日）

イラストレーターのromiy先生、くろのくろ先生、大神
サイ先生によるライブペインティングなどの実演講座
やイラスト制作過程の解説をしていただきました。

5．
イラストセミナー開講 11/4（火）、11/18（火）、12/9（火）

4．みずき祭学科企画
1年生による壁画作成
10/15
（水）

3．
「学外研修」古美術実地研修（東大寺・興福寺他）
9/27（土）

1．マンガ持ち込みツアー
9/1（月）
・2（火）

学科の取り組み・行事

各自卒業研究をポスターにして1年生・
2年生・教員を前にしてプレゼンテー
ションを行い、
質問を受け付けました。

7．子ども研究ポスターセッション
【3年生】1/14（水）

学内の子育てサロン“ぷっぷぁ”、
さらに大垣市内の赤坂地区
センターと南地区センターの子育てサロンにグループ3〜4名
で出かけ、親子支援の実際を体験して学びました。

6．子育て支援演習【3年生】9/25（木）〜1/29（木）

他

他

2年生58名が臨床・臨地実習を開始しました。

1年間の臨床・臨地実習を終えた3年生により、実習で得た学びや成長したことが報告され
ました。聴講した2年生は、先輩の言葉に耳を傾け、今後のために必死に記録をとる姿が
みられました。

4．学外実習報告会 11/21（金）

学外の臨床・臨地実習に旅立つ2年生が、学内外の列席者と1年生
の前で、その決意をクラスごとに語りました。
「 学外実習誓いの
言葉」を唱和する顔は、入学したときとは見違えるほど凛々しく
感じました。

3．決意を語る会 11/19（水）

「卒業研究」を選択した3年生6名により、各グループの研究成果
がパワーポイントを使用し、3題発表されました。聴講した1・2
年生からは多くの質問があり、活発な質疑応答が行われました。

石川 隆義

3年生

試験会場：名古屋女子大学 汐路学舎
合格発表：平成27年3月27日（金）

8．第24回歯科衛生士国家試験 3/1（日）

3年生：和食のマナー
平成26年11月21日（金）
1年生：洋食のマナー
平成27年１月７日（水）

7．
マナー講座

大垣歯科医師会専務理事の先生より、1年生
へ歯科医療における地域貢献とそこで活躍
する歯 科 衛 生士についてお話をいただき
ました。自分たちが目指す歯科衛生士像を
形作る一助となりました。

1年生

6．
キャリアセミナー「歯科医療における地域貢献」12/10（水）

5．Ⅰ期臨床・臨地実習開始 11/25（火）

学科長

専修クラスでの実習も3年目となりました。学生自身が選択した「総合歯科診療」
「審美歯科」
「専門的口腔ケア」
「病院歯科」
それぞれの専修クラスで実習を行い、
大きな学びを得て1年間
の臨床・臨地実習を終えました。

2．卒業研究発表会 10/2（木）

他

おり、
卒業生全員合格の吉報をお伝えできるよう頑張ります。
2年次生
は11月の「決意を語る会」で臨床・臨地実習へ向かう気持ちを新たに
して、
歯科臨床の現場に真摯な態度で臨んでいます。
1年生は学内での
勉学にも慣れてきて、日々の実習や講義で基本的な知識・技術等を
身につけているところです。
最後になりましたが、歯科衛生科の教員として長年教育にあたって
こられた村越由季子先生と長谷川純代先生が、大変惜しまれますが
この3月末をもってご退職されます。皆様方には今後とも何卒、歯科
衛生科へのご支援とご指導の程をよろしくお願い申し上げます。

12/24（水）老人保健施設西濃 クリスマス会

12/20（土）特別養護老人ホーム美濃里 クリスマス会

音楽療法コース
7/11（金）特別養護老人ホームパサーダ 施設実習

2/22（日）ウインドアンサンブル定期演奏会（大垣市民会館）

1.Ⅲ期臨床・臨地実習「専修クラス」9/24（水）〜11/14（金）

現在全国に156校の歯科衛生士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校です。大学人の使命と
して、短期大学士の学位にふさわしい教養と専門性が学生に身につく
ように日々頑張っております。
3年次生において、
一人ひとりの学生の卒業後の希望進路に合わせた
「専修クラス」
（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）も3年目を迎え、充実
して参りました。その3年生は現在、国家試験対策に必死に取り組んで

歯科衛生科

12/6（土）徳洲会病院クリスマスコンサート
（徳洲会病院）

7/7（月）大垣市立青墓幼保園七夕コンサート
（青墓幼保園）

ピアノコース・電子オルガンコース
5/19（月）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（大垣フォーラムホテル）

平成26年度音楽総合科各コース学外活動

12/1（月）南平野城西小学校依頼演奏
1/17（土）名古屋大学学友会大垣支部総会依頼演奏

11/25（火）多良小学校依頼演奏

11/15（土）城西小学校依頼演奏

11/14（金）宮地小学校依頼演奏

10/30（木）起工業高校依頼演奏

9/29（月）
（株）
ノナカ技術者による、セルマー修理技術講習

9/2（火）鵜沼幼稚園依頼演奏

8/3（日）音楽を楽しむ日依頼演奏

7/15（火）
（株）ビュッフェ・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

7/8（火）加納小学校依頼演奏

6/22（日）西濃地区 手をつなぐ育成会依頼演奏

5/31（土）中川小学校依頼演奏

5/23（金）名森小学校依頼演奏

ウインドアンサンブルコース・
管楽器リペアコース
4/13（日）さくら祭り依頼演奏

実務研修に備えて力を測り、次の学修に備えるため筆記と
実技の試験を行いました。

近年、音楽総合科では、各コースの出口を見据えた教育に
力を注いできました。
ピアノコース・電子オルガンコースでは、
グレード取得に向
けたカリキュラムを充実させたことにより、ヤマハ、カワイ講師
希望者全員合格といった結果を残すことができました。ウイン
ドアンサンブルコースでは、公務員音楽隊の中でも難関である
航空自衛隊音楽隊に2年生の井戸美沙さんが合格し、
ここ数年
力を注いできた公務員音楽隊試験への取り組みの成果が出ま
した。管楽器リペアコースでは、楽器店等に就職した卒業生が
現場での修理の相談に来学、
それに対しアドバイスをするなど、
卒業後のサポートも積極的に行っています。また、昨年11月
には、東京で行われた楽器フェアの見学に行き、貴重な経験を
積むことができたのではないでしょうか。音楽療法コースは、
数年ぶりに臨床実習施設の変更を行った結果、高齢者、成人の
デイサービスにおける実習が充実し、
より幅広い視点で経験を
積むことができました。また、9年ぶりに東海地方で日本音楽療
法学会全国大会が行われ、受付のボランティア、歓迎演奏など
で学会運営に貢献することができました。
音楽総合科では今後も学生、卒業生にとって有意義である
ことは積極的に取り入れていきたいと考えます。
学科長 服部 篤典

音楽総合科

5．保育総合試験【2年生】12/10（水）

今年度3年７名が公務員に合格するまでの体験を、1年生
に向けて話しました。

4．公務員合格体験を語る会
【1年生】12/3（水）

大垣市・浅草ひかり保育園の保育士柴田正子さん（2007年3月卒）
と吉田里菜さん（2008年
3月卒）。現場で活躍されている卒業生二人をお招きして、仕事の内容や人間関係のこと、
保育士としてのやりがいなどについてお話を聞きました。

3．
キャリアセミナー「卒業生による体験講話」
【1年生】11/12（水）

1泊2日、静岡県掛川市「ヤマハリゾートつま恋」
【1年生】保育実技クラス発表 【2年生】子ども基礎研究学年発表 【3年生】子ども研究ゼミ代表発表
2日目フリータイム

2．幼教合宿【全学年】9/18（木）〜9/19（金）

保育園（所）では、部分実習をさせて
いただきました。幼稚園では観察実習
が中心で、
後期に備え、
教職演習の授業
などで幼児教育技術を学んでいます。 保育所実習で

1.保育実習Ⅱ・幼稚園教育実習Ⅰ【2年生】8/4（月）〜8/23（土）9/1（月）〜9/12（金）
幼稚園教育実習Ⅱ 2/2（月）〜2/16（月）
保育実習Ⅰa【1年生】2/2（月）〜2/17（火）

学科の取り組み・行事

昨年の厳しい寒さの中での制作、
そして、
お正月休みも終わり、
美術館搬入まで4週間。
2年生は卒展に向かい一生懸命です。
暮れ
の28日まで制作を頑張っていた学生たちもいました。
2年間という短い期間で一つの作品を仕上げ、出品する。出品
できる喜びと、出品する不安など学生の心は様々です。見えない
もの、形のないものを人や自然の形を借りて表現する。学生は、
作品に対して気持ちは一杯、一杯です。しかし、少しでも今の自分
よりも魅力的な自分を感じられるように頑張って欲しいと思い
ます。この姿を毎年見ることができる私も感無量です。
4月には東山動物園でのスケッチ、
9月には東京の出版社へ作品
持ち込み、12月には講談社が本校で作品批評、また、学生個人の
出版社への持ち込みなど学生は自信と不安を持ちながら、自ら
の道を考え展開しています。危なっかしくも心強く思います。9月
からフランスのユーラジアム校から研修生が5名来校、
造形とコミック
イラストのコースに入り、
授業と卒制を頑張っています。
11月には、
舞台発表など楽しく過ごします。
みずき祭、
巨大壁画、模擬店、
教養講座では藤ちょこさんのデジタルイラストの展 覧会、
romiyさん、くろのくろさん、大神サイさんのイラストセミナーを
開催、ホームページ、フェイスブックで発信をしました。秋には、
古美術実地研修でフランスの研修生と共に東大寺、興福寺へ。
そして2月には、岐阜県美術館で第43回デザイン美術科卒業記念
展を行いました。
2年間の集大成。
今年の作品は空間構成も力強く、
カラフルな色調の作品が多く、
楽しめる展覧会となりました。
学科長 加納 秀美

デザイン美術科

昨年の世相を表す漢字は
「税」
でした。
この漢字の成
り立ちについて、相反する二つの意味が存在すること
をご存じでしょうか。
どちらの意味であっても、
「 禾」の意味は穀物など
収穫物を表しています。
問題は、
「つくり」
の部分です。
一つは、抜き取る･取り去るという意味の「脱」であり、
もう一つは、
喜ぶ･うれしがるという意味の
「悦」
なのだ
そうです。一方はいろいろと理由をつけて無理矢理
取られてしまう他律的・強制的な意味となり、
もう一方
は、
喜びと感謝の気持ちで、
収穫したものを進んで持ち
寄るという能動的･主体的な意味を表します。
幼児教育科の学びは、
「悦」
の世界観に支えられてい
ます。
保育者という夢を実現するために、
専門的な教養
を自ら進んで獲得しようと努力し、
自分自身が成長して
いくことを実感し悦ぶ学生達。
主体的に学ぶことを求める
学生一人ひとりの保育者観を育み、
必要な専門的技能や
知識獲得を支援し、
学生の成長を悦ぶ教員達。
この関係
性に、
46年もの歴史の中で、
地域の保育現場を支える
人材を輩出してきた原風景があると確信しています。
そんな幼児教育科の学生を、教員の先頭に立って
導いて頂いた高田全代准教授が3月をもって退職され
ます。
これまでのご指導に敬意と感謝を表するととも
に、これからの益々のご活躍を念じ申し上げます。
学科長 西川 正晃

幼児教育科

り
学科だよ

（平成26年12月〜平成27年11月）

新学友会委員

メンバー紹介

（副会長）

（会長）

（副会長）

馬渕 明日香 鈴木 唯夏子 大橋 瑠依

（書記）

（会計）

（会計監査）

児玉 有那 江﨑 聖花

和多野 真由 松田 怜奈

後藤 春菜

横山 瑠菜

（会計監査）

田畑 萌子

（左上から）

待ちにしています！
！

ですよ☆ 2年生があなたを心

学生と親友になれるチャンス

へ の 第 一 歩で す！他 学 科 の

だと思いますが、新しい自分

います。
初めは不安でいっぱい

学友会委員メンバーを募集して

そこで、1年生の中から新しい

を中心として活動しています。

ながら様々な行事の企画・運営

は、
互いに助け合い、
支え合い

会員です。私たち学友会委員

自治組織で、
学生一人ひとりが

学生生活を送るための学生の

学友会とは、
私たちが実りある

募 集

本学に在籍する全学生組織のことで、学友相互の親睦と教養の向上をはかり、
学生生活を豊かにすることを目的としています。

こんにちは、
新学友会委員です。
メンバーのほとんどが新たに委員に就任したばかりで、
不慣れなことも多く、まだまだ不安や緊張でいっぱいです。
しかし、行事を楽しむ立場から、楽しんでもらえるよう
企画・運営をする立場になることで、見えてくるものもある
と思います。
4月6日に行うクラブ紹介は私たち新委員にとって初めて
の大きな行事です。委員一同、春休み期間中に企画・準備を
進めてきました。
楽しんでもらえるとうれしいです。
これからは10月に開催する「みずき祭」に向けて活動して
いきます。
新たに加入する1年次生の委員と力を合わせて、
素敵
なみずき祭になるよう頑張りますので、
よろしくお願いします。
会長 鈴木 唯夏子

学友会だより

初めての臨地実習を行いました。看護の対象者の療養環境の理解やコミュ
ニケーションの取り方、病状の把握や日常生活援助を行うことを目的とし、
病棟看護師と共にケアを行いました。

6．臨地実習（生活援助実習）
【1年生】2/2（月）〜2/9（月）

看護学科は、
平成27年度に1年生から3年生まで全学生
及び全教員が揃うことになり、社会に向けての責任が
一層重くなることを意識し、学科づくりを進めていきたい
と思います。
さて、
1年次生は、
秋には徳育教育として、
京都に出かけ
友禅染の体験や舞妓さんの踊りを見学し、着物文化に
ふれ、友禅染のハンカチはお土産になりました。現在は、
基礎的な机 上の学修 や演習を終え、生活援助実習に
でる準備を進めています。
実習は、
初めて患者さんに触れ
看護を考える大きな機会になります。
不安が一杯ですが、
先ず生命徴候の観察技術や清潔・不潔を区別した行動
など、
看護の基本である技術を自主的に自分の身につける
努力を重ねています。また、2年次生はこの1月に成人式
を迎える学生が多く、これを話題に華やかな雰囲気を
かもし出しています。一方、12月から開始された成 人
（慢性期）看護学や老年看護学の実習の中間点にあり、
指 導 者や教 員から助言を得て、目的達 成に向け取り
組 んでいます。この実習では、対 象となる患者を受け
もち、
病態や生活を情報収集し、
アセスメント・看護診断・
看護ケア計画・実践・評価する看護学の各論実習になり
ます。自分の看護を創り出し、今後の各専門領域の実習
に繋がる土台となります。この学修の姿は、1年次の学生
とは取り組みが異なり、1年間の成長を頼もしく感じて
います。
また、
この実習を終えるといよいよ３年次になり、
各論実習に国家試験にと多忙になります。今後の成長
と国家試 験受験に備え、2月17日には徳育教育として
伊勢神宮に参拝に行きました。
在学生と共に本キャンパスに新たな1年次生を迎える
ことを楽しみにしています。
学科長 栗田 孝子

看護学科

「学友会」とは…

健康障害のある老年期の対象者を統合的にとらえ、老化や健康障害による問題を把握し、
健康回復に向けた看護の実践に必要な基礎的能力を養うことを目的として2週間の病院
実習を行いました。

5．臨地実習（老年看護学実習）
【2年生】
または1/19
（月）〜1/30（金）
12/1（月）〜12/12（金）

成人期において慢性期および慢性的な経過をたどり、健康障害を持ちながら生活する
成人期の対象およびその家族を理解し、看護が実践できる基礎的能力を習得することを
目的として3週間の病院実習を行いました。

4．臨地実習（成人看護学実習：慢性期）
【2年生】
または1/9
（月）〜1/30（金）
12/1（月）〜12/19（金）

西濃地域の5病院において実習を行いました。患者とのコミュニケーションを通して対人
関係を成立・向上させること、個別的な看護ケアに必要な看護過程を展開する基礎的
能力の習得を目的として実習を行いました。

3．臨地実習（看護過程実践実習）
【2年生】9/8（月）〜9/19（金）

伊勢神宮（内宮）参拝とかまぼこ工房での伊勢かまぼこ
手作り体験に行きました。かまぼこ工房では、見事なかま
ぼこが出来上がり早速出来上がったばかりのかまぼこを
味見しました。バス内では伊勢神宮に関する知識を深め、
その後内宮参拝を行いました。一昨年式年遷宮を終えた
神宮内では、スピリチュアルな空気に心が洗われました。

2．徳育教育−学外研修（伊勢）
【2年生】2/17（火）

看護学生としての幅広い視野と、知識・感性を育成することを
目的とし、京都の文化に触れました。午前中は友禅染体験、午後は京の伝統和菓子である
八ツ橋作りの体験、
そしてお抹茶を賞味した後は、
舞妓さんのおもてなしを受けました。
舞妓さんへの質問コーナーの中で、
その厳しい修行や生活の様子を聞き、目標とする職業
は異なるけれども看護師になるために私達ももっと頑張って学習しようと思いました。
研修を通して、
「 日本文化の美しさ・華やかさ」
「 職業人としての礼儀作法・おもてなしの
心・身だしなみ」
について学びました。

1．徳育教育−学外研修（京都）
【1年生】9/25（木）

学科の取り組み・行事

り
学科だよ

あいにくの大雪で、駆け足での進行となりましたが、学科
の垣根を超えた楽しいひとときとなりました。
フランス人
特別聴講生も参加し行ったプレゼント交換では、それ
ぞれの個性やアイデアが光りました。

12月18日（木） クリスマス会

様
前日祭は学内プレオープン、当日は多くのご来場者様
をお迎えし、
屋外のステージ発 模擬
擬
学科企画や屋内・屋外のステージ発表、
汗と涙の準備
を
店など、58企画を実施しました。汗と涙の準備期間を
達成感溢れるゴールを迎えることができ
経て、達成感溢れるゴールを迎えることができました。

タレント
スペシャルゲストのお笑い
瀧上伸一郎さん）、
流れ星（ちゅうえいさん、
ただきました！
てい
影し
まぁこさんと記念撮

[三笘雪美、見邉 綾香]

塚越 文香

（副会長）

坂梨 加奈 髙井 結衣

（会計監査）

（書記）

苅谷 未波

（会計）

渡部 真琴

みずき祭前日祭では、学内プレオープン終了後、一斉清掃を行いました。多くの
お客様をお迎えするにあたり、学科やクラスで分担して、掃き掃除・拭き掃除・草
取りなどを頑張り、普段は手が回らない場所も、
この機会にきれいになりました。

◆クリーンアップキャンペーン【10月】

学生生活に慣れた時期だからこそ、夏バテや夏風邪
に気をつけ、前期定期試験を元気に乗り切りたい！
という思いから、甘酒の効果を特集として取り上げ
ました。
また、食中毒への注意喚起をテーマとした、
メンバー力作のマンガも併せて掲示しました。

◆ヘルスアップキャンペーン【7月】

の
私たちの学生生活がより充実したものとなるよう、気持ちの
プ
良い集団生活を送るために、まずは今できるマナーアップ
に取り組もう！という趣旨で、キャンペーンを実施しました。
月ごと、学科ごとに定めた目標をチラシとして配布したり、
ポスターにして掲示したり、
クリアを目指して頑張りました。

【4月・6月・7月・10月・11月・12月】

◆
◆マナーアップキャンペーン

田中 玲香
（会計監査）

（副会長）

村 知紗 木下 加奈子 永冶 美由紀 牧 ゆかり
（会長）

山田 晶穂
堀部 朋美
鈴木 里奈
平井 綾奈
大橋 瑠依 ＜ちゅうえいさん＞ ＜まぁこさん＞ ＜瀧上伸一郎さん＞ 鈴木 唯夏子 田中 悠子

（左上から）

旧学友会委員
（平成25年12月〜平成26年11月）

キャンペーン活動

（土） （金）
・25日
10月24日
）
・25日
25日
日（土）
（土）
）
10月24日（金）
みずき祭 前日祭
みずき祭

新入生の学生生活が、課外活動の面でもより充実したものと
と
なるよう、クラブ紹介・学友会の活動についての紹介などを
行いました。
各クラブの趣向を凝らした演出に、みずきホールは
大いに盛り上がりました。

4月4日（金）
FSC（ファーストステップキャンパス）クラブ紹介

学友会主催 行事

2年 マ○メロ

1年 あつ子

を 知 ること が で きて
とてもおもしろい！！

他 学 科ではどんな
授業をしているのか

アニメ「ハイキュー！！」や

皆で 心のラリー
心
バドミントン

み 全日本選手などの身長比べ（展示）

活 練習

み 演劇（舞台発表）

歯科衛生科
野呂 千草

活 ダンス練習

み ダンス（舞台発表）

学生、
好きな曲に合わせて、楽しく体を動かします。共通の趣味を持った学生、
他学科の学生ともダンスを通して仲良くなれます。

楽しく踊って友達をつくろう！
楽しく踊って友達を

踊ってみた

看護学科
愛知 あかり

仲間と協力して台本や大道具、衣装を作り上げる
のは楽しいです。普段と違う自分になれることも
魅力です。
活 シナリオ製作・練習

手作り舞台を盛り上げよう
手作り舞台を盛

演劇部

歯科衛生科
早川 佳那

初心者の人も経験者の人も楽
初心者の人も経験者の人も楽しく自由に参加できます。
楽しく身体を動かしてリフレッ
楽しく身体を動かしてリ
楽しく身体を動かしてリフレッシュしよう！

バドミントン

活 練習・大会

みんなで楽しくテニスの輪を広げよう
みんな

活 練習

活 練習

み 計画中

み 演奏（舞台発表）

活 年40〜50回学外演奏・定期演奏会

幼児教育科
加藤 愛

活 月1回福祉施設訪問での音楽活動

一緒に楽しく活動しています！！幅広いジャンルの音楽
先輩後輩関係なく一緒に楽しく活動して
人前で話す力もつ
を知ることができるし、人前で話す力もつきますよ♪

みんなと一緒にトライアングル〜♪
さぁ！みんなと一緒にトライ

V.G.トライアングル

音楽総合科
服部 文香

大人数での合奏
学外演奏や定期演奏会等の練習をして
学外演奏や定期演奏会等の練習をしています。
を毎回楽しんで演奏しています。
を毎回楽しんで演奏しています

人に喜んでいただける音づくり!!
人に喜んでいただける音づ

ウインドアンサンブル

看護学科
原 知世

少ない人数ですが、みんなで集まってテニスしています。初心者の子も
たくさん居るのでぜひ気軽にきてください。
たくさん居るのでぜ

テニス

歯科衛生科
六鹿 沙紀

経験者も未経験者も気軽に参加
経験者も未経験者も気軽に参加して下さい！
上下関係もなく和気藹々と練習し
上下関係もなく和気藹々と練習しています。

初心者でも経験者でも大歓迎。上下関係もありません！！バレーに
興味がある方、一緒に気軽に楽しくバレーしましょう！！

看護学科
藤原 里帆

リフレッシュしましょう！

バスケットボール

み みずき祭（大学祭）での活動内容

2年 平部員B

配分のやりくりも少し上達した！

コミュニケー
ション能力が上がった！時間

入学当初より

1年 お米太郎

楽しいー☆

学科が違う先輩と友だち
になれた。みんな優しくて

2年 田中マイケル

まずは、一歩踏み出して
みたら・・・?キラッ

2年 アヤセハルカ

活 活動内容

1年 ちいちゃん

先輩が積極的に話しかけてくれて、
進路のことや演奏のことでアドバイス
先輩との仲が深まった。
をくれる。

1年 mnm

出来たんだー！！と新しい
発見をすることができる(笑)

入部する際に
「面接」
あり！

1年 部長

色んな作品ものぞけて楽しく
まったりできるよ！！

先輩とも気軽に話せたり、

自 分 ってこ ん なことも

2年 きーちゃん

自 分 の 好 き な ことや
趣味を、活動に活かし
楽しめる。

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！

1年 けーふぁい。

先輩が明るくて歓迎会やプチ運動会
などクラブ内で交流を深められた！
色んな相談に乗ってくださるよ！

自信が持てるようになった！
1年 部長

学外での演奏会を重ねることで、人前
で演奏することへの緊張が少なくなり、

好みの曲やダンサー等、クラ
ブ内で 話の合う学生をGet
し、１人ではできなかった曲を
皆で踊ることができた！

2年 浜里

達成感！

仲間と協力して一つ
の演劇を作り上げる

1年 ちくわ大名神

みんなで１つのものを作り上げる
大変さと達成感を知った！！

みんなで楽しく体を動かしましょう！
みんなで楽しく体

バレーボール

1年 キリミちゃん

もできて毎回楽しいよ！

こ と 勉 強 の こ と 等 教 えて
もらえる！勉 強 以 外 の お 話

同じ学科の先輩から、授業の

3年 ジャスタウェイ

が広がった。

他の学科の人たちと交流する
ことで、自分の 考え方や視野

1年 匿名希望

ができた。学科の科目のことや先生のこと、
不安なことなど親身になって聞いてくれた。

1年 納豆Jr

同級生や先輩方のイラスト
生や先輩方のイラスト
から新しい発見をしたり、
知らなかった技法 などを
話 し 合 え、毎 週 の 活 動 が
楽しいよ！まったり〜

合宿で先輩からいろいろな話を聞くこと

2年 あらい

将来に結びついた。

部 長に 就任し就 職 試 験 での PR
に繋 げる ことが できた。気 軽に
楽 し く 活 動 した クラブ 活 動 が 、

新し
しい
い「自分」の発見。仲間
との出会い！

写真を通して新しい発見

活 展示会・学外撮影会

み 写真展

広がる、貴女の世界
広がる

（舞台発表）
（舞
舞台発表）
外） み 人形劇
活 年3回地域交流（学外）

み ラシカ、ハガキ、缶バッチ（販売）

活 描画、Mix 録音、音源作成

自分で創ろう！未来への第一歩！
自分で創

幼児教育科
松岡 未来

デザイン美術科
堀部 朋美

み 部誌やポストカード（販売）

活 オリジナルのマンガ作品の制作

出版社への持ち込
出版社への持ち込みに向けて、
マンガ作品を制作します。初心者の
方も大歓迎！同じ夢を持つ仲間と、
刺激し合いつつ頑張ろう！
方も大歓迎！同じ夢

aim

みんなで2525

み 演奏（発表）

活 演奏練習・学外コンサート

一人ひとりが好きな様に活動し、それを成果としてみずき祭
で販売します。学外にもでかけたりと活動は様々です。

ニコ部

歯科衛生科
松岡 敦子

ピアノやエレクトーンでアンサンブルを楽しんでいます。音楽好き
とても楽しく活動しています。
の仲間たちが集まって、

たくさんの人で音楽の輪を広げましょう
たくさんの人で音楽の輪を広げまし

ピアノ・エレクトーンアンサンブル

デザイン美術科
小野木 香奈

わきあ
えて、わきあいあいとしたアット
を越えて、
学 科 を越
域
地域
ホームな雰囲気です！！人形劇を通じて、
！
の子どもたちやお年寄
の子どもたちやお年寄りと触れあえます！

人形部

み 子ども向けにストラックアウト

活 キャッチボール・バッティング

デザイン美術科
新井 里奈

かし
みんなでワイワイ盛り上がりながら体を動かし
初心者が集まり、みんなでワイワイ盛り上が
みずき祭では子どもたちと触れ合えて
みずき祭では子どもたちと触
ます。
ます みずき祭では子どもたちと触れ合えて楽しめますよ！

う！
ッチボールをしよう
夕焼けをバックにキャッチボー

夕焼けキャッチボール

看護学科
佐藤 伴美

展示会前には、それぞれに撮った
基本的にはフリーダ
基本的にはフリーダムに活動。
写真を見せ合う中で新しい発見ができますよ。
写真を見せ合う中で

写真

み ライブ（舞台発表）

活 演奏練習・コンサート

音楽総合科
見邉 綾香

活 テーマ決め・イラスト発表
み グッズ（販売）

活 楽器練習・コンサート
み 演奏（発表）

活 歌の練習・コンサート

み グッズ（販売）

山
山歩き会
会

Dance
晴れのち畑〜The ﬁeld Cloudy〜

フッ
ットサル

み カレンダー・部誌（販売）

音楽隊 パタポン
世界文化研究部
世界文化
化研
化
研究部

活 毎月の交通安全4コママンガ、絵描き交流

デザイン美術科
河本 夏希

て
気軽に参加できます！アット
気軽に参加できます！アットホームな活動を目指して
います。ぜひ！

ぺるっ子
子

体爽部

秋は関ケ原へ学外研修

活 春は一夜城へ、

♪
一緒にまったりお絵かきしましょ♪
一緒にまったりお絵

漫画研究部

デザイン美術科
田畑 萌子

歴史好きが集まり楽しくお話ししたり、
歴史的にゆかりのある地を訪れます！

キミは何時代が好き？
キミは

み 歌（舞台発表）

地域歴史文化探訪会

デザイン美術科
大石 梨央

歌う事が好きなら大丈夫！！
自信が無くても、歌う事が好きなら大
更に人前で何かを
思う存分歌う事が出来て、更に人前
発表する事に少しでも耐性がつくよ！

私たちと一緒に好きな歌を歌いませんか？
私たちと一緒に好きな歌

song & song

音楽総合科
新井 ちひろ

メンバーも先生もお
メンバーも先生もおもしろくて楽しい人ばかり。
演奏するのも楽しく
演奏するのも楽しくできます。初心者大歓迎！！
一緒に演奏しましょ
一緒に演奏しましょう♪

みんなでswingしようぜ(*^̲^*)★
みんな

デザイン美術科
河村 明音

を描くことが 好 きな人 、就 職 に活 かしたい人
絵 を描く
大歓迎！ポートフォリオ制作や画力向上にとても
大歓迎！ポ
大
役立ちます
役
役立ちます♪ぜひ遊びに来てね！

煮えた
煮
煮えたぎる情熱コンテンツ

み 着ぐるみショー（舞台発表）

製作活動

活 学外での着ぐるみショー・

幼児教育科
福永 絵美

が
コミュニケーション力や保育技術が
る
学べます。子どもとたくさんかかわる
ことができるのでとても楽しいです。

愛であふれる
愉快な着ぐるみ
愉快な着ぐるみショー

児童文化

イラストコンテンツ部

JAZZ

好きな曲を持ち寄り、素敵な仲間と楽しく練習しよう♪初心者大歓迎！
敵な仲間と楽しく練習しよう♪初心者大歓迎！！
一緒にROCKしよう！！

音楽でみんな笑顔になろう
音楽でみんな笑

軽音部

頃は、自分の課題と向き合い続ければ許されていましたが、社会

に出て仕事をするようになると、自分の仕事をこなすことよりも
自分以外の人に対し「気を遣う」ということが当然になります。
社会人としては当たり前のことではありますが、自分の世界に

入り込みやすいというデザイン美術科の特性上疎かになりがち

で、でも意識をするだけで同じ仕事や行動でもずいぶん感じ方
も学ぶことも多くなると思いました。
在学生の皆さんへ。
少しでも興味のあることは多少面倒でも思い
切り取り組んでください。
学校は
「出会い」
の宝庫です。
新しい活躍
の場や世界、
全く考えの違う人とコミュニケーションをとることが自身
の可能性を広げます。
何より様々な楽しみを覚えるという経験は、
社会人で仕事に取り組む際に様々な武器になると思います。

安心して生活できるよう心掛けて保育しています。子どもと同じ

目線に立って楽しんだり、考えたりし、子どもたちと同じ時間を
共有し楽しく過ごしています。
また保護者の方にも安心して預けて
いただけるよう、コミュニケーションを大切にし、少しでも子育て

のお手伝いができたらなと思っています。時には悩みや感動を

話しながら、胸が熱くなることもあります。その時々の子どもの
表情や子どもの日々の成長を間近で見ることができるこの仕事
に、私はとてもやりがいを感じます。
大変なことや辛いことも働く上でありますが、子どもたちや
保護者の方、先生方等、周りの方々に助けられ楽しく保育する
ことができています。在学生の皆さんも人との繋がりを大切に…
目標に向かって頑張ってください！

側にいてくれた先生方や友だちは今でも大切な存在で、仕事を
するようになった今も続く「宝物」になっています。
学生時代の3年という期間は、
長いようであっという間です。
その

3年間で学ぶことや、
いろいろな出会いは、
かけがえのないものになる
はずです。
悔いのない学生生活を送って一生の宝物にしてください。

ず、色々な面でレベルアップしていけるように努力していきたい
です。

平成26年3月卒業
中瀬歯科医院 勤務

今後も、様々な仕事をしていく上で大変なことも数多くある
かとは思いますが、現状に満足することなく、今の自分には何が
できるかを慎重に考え、常に目標を持ちチャレンジする心を忘れ

森田 彩美

昨年の4月より歯科衛生士として働くようになりました。まだ
慣れないことばかりで、
一日の仕事が終わるとぐったりしてしまう
毎日です。患者さん一人ひとりの症例も異なり、治療の方法も
違います。短大で学んだことの応用が多くあり、今でも教科書を
読み返して日々勉強を積み重ねています。
それでも、
患者さんから
感謝の言葉をいただいたり、笑顔で帰られる姿を見ると疲れも
吹き飛んでしまいます。
学生時代は、歯科という専門的なことを学ぶだけでなく、礼儀
作法も学びました。患者さんとのコミュニケーションが自然に
できるようになり、あのとき学んだことが実戦でも役に立つこと
がよく分かりました。実習日誌を毎日苦労して仕上げていたこと
や、国家試験の勉強を何度も復習していたことが思い出され
ます。そのことが役に立ち、今の自分自身につながっていると
実感しています。くじけそうになったときや悩んでいたときに

平成16年3月卒業
大垣女子短期大学
音楽総合科指導助手

私は卒業後研究生として研鑚を積んだ後、現在は大垣女子
短期大学音楽総合科の指導助手として「ウインドアンサンブル」
の補助、学外からの依頼演奏打ち合わせ、管楽器リペアコース
の「楽器奏法」レッスン等週3日程勤務しています。また、クラリ
ネットアンサンブルや吹奏楽などの演奏活動の他、
個人や中学校、
高校の吹奏楽部指導等を行っています。
学生時代は、ウインドアンサンブルで学外演奏に出かける
機 会が多く、それまで人前で演奏する経験があまりなかった
私にとって、
数多くの曲を短い期間で仕上げなければいけなかった
ことがとても大変であった記憶があります。
今振り返ると、
それら
の貴重な経験が現在の演奏活動に活かされていると実感してい
ます。また、学生としての集大成でもある卒業演奏会にたくさん
の方々のおかげで出演することができたことも強く心に残って
います。

佐溝 佳奈

3年間を振り返って

現在はデザインの仕事をしています。短大で学んだ色彩の
勉強、平面だけでなく立体についての感覚も文字の置き方や
紙面の構成を考えるのに役立っていると感じています。学生の

現在は保育士として働き4年目となります。日々の生活の中で
気付かされる事も多く、まだまだ勉強中ですが、子どもたちと
ともに成長していけるよう頑張っています。私は子どもたちが

学生時代を振り返って

でしたが、遅くまで先生や同じコースの友人と編集に取り組んだ
ことは良い思い出です。

と、本当に恵まれた環 境の中で生活できていたことに改めて
気付かされます。周りの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

歯科衛生科

性格だったのもあり、
授業内だけでなく、
作品を学生上映会で発表
しました。
作品制作は根気のいる作業が続くものでしたので大変

大変なこともありましたが、同じ夢を持つ仲間に助けられたり、
先生方の支えもあり、
充実した学生生活が送れました。
今思い返す

音楽総合科

短大ではアニメーションを専攻して学んでいました。
短大に来て
初めてアニメーションを制作しはじめましたが、好奇心が強い

村上 海

卒業してから4年が過ぎました。学生時代は、初めて聞くこと
や体験することばかりでとても刺激的でした。実習や研修など

近澤 晴香

平成25年3月卒業
株式会社スリー企画 勤務

短期大学で学ぶということ

人との繋がりを大切に

平成23年3月卒業
社会福祉法人安養福祉会
むつみ保育園 勤務

科
デザイン美術

幼児教育科

主な全学行事

伊藤 麻子

してみませんか？

います。みなさんも一度参加

を行 っていきたいと考えて

高めていけるような保健活動

少しずつ 健 康への関心度を

や技法、アイデアの探求はもちろんのこと、人との出会いを大切に、豊かな実り多き人生になるよう、種蒔きしていきたいと思っています。

でしょう。もし小さな芽が出てきたら、順調に育つように努力しましょう。私もグラフィックデザインの仕事やモノづくりをする中で、素材

人に聞いてみるなど、色々な方法があります。種にも色々あります。なかなか芽の出ないものや、思わぬところから芽が出てくることもある

前に、自分の力でたくさんの種を蒔きましょう。種の蒔き方、育て方は人それぞれです。本を読む、インターネットで探す、うまくいっている

種を蒔く努力もしていないのに、愚痴や不満を言って自分の不運を嘆いていませんか？
か？ 嘆く

咲かず、実もならないことがわかります。時には種を蒔いても芽が出ないことだってあります。
ります。

成果や結果を出すことは難しいでしょう。自然を観察していると、種がなければ芽が出ず、
ず、花は

私たちは夢を抱き、それを追い、そしてその成果を求めます。しかし、何もしないでいては、
いては、

収穫があるはずもない。努力もせずに良い結果を期待することなど無駄だという教えです。
です。

す！
ます
い
いま
てい
て
もして
もし
と
とも
こと
な
なこ
んな
ん
こん
こ
ター作成の
保 室サポー
保健
り」
「保健室だよ
「保

ですが、皆さんに参加してもらえるような企画を提供して、

できるものです。セミナーの認知度はまだまだ低い状況

でのディスカッションといった楽しみながら学ぶことが

教室を開催しています。内容はエクササイズやカフェ形式

アップセミナー」と名付けた生活習慣改善を目的とした健康

この調査結果を受けて、保健室では昨年度から「ヘルス

忙しく、
健康への配慮は少し後回しになっているようです。

健 康 生 活 調 査によると 、学 生の 生 活 は 課 題やバイトで

「健康」は重要なキーワードなのです。しかし、昨年実施した

学 生 生 活を 送るため の 基 盤となります 。学 生にとって

光景ですが、元気に1日をスタートできる健康が充実した

「蒔かぬ種は生えぬ」ということわざがあります。種を蒔かなければ、花や実がなるはずもなく、
もなく、

春―色とりどりの花が咲く華やかな季節ですね。

保健室の朝は、ドア越しから聞こえる「おはよう」と挨拶

保健室より
し合う学生たちの元気な声で始まります。何気ない朝の

デザイン美術科講師

平成27年度卒業証書・学位記授与式 ・・
・3月13日
（日）

・2月9日
・
デザイン美術科卒業記念展 ・
（火）〜14日
（日）

・・
・
・・・
・
・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・1月17日
（日）
こども祭 ・

（金）
・24日
（土）
みずき祭前日祭・みずき祭・・10月23日

・・
・・
・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・10月11日
（日）
十万石まつり・

・・
・・
・
・・・・1月22日
（金）〜1月28日
（木）
後期定期試験・

・・
・・
・・
・
・・・・9月24日
（木）〜1月21日
（木）
後期授業 ・・

・
・・
・
・・・・7月24日
（金）〜7月30日
（木）
前期定期試験 ・

（木）
前期授業 ・・
・
・・
・・
・・・
・・・・4月7日
（火）〜7月23日

FSC（ファーストステップキャンパス）・
・
・
・
・
・4月6日
（月）

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

健康診断 ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・4月1日
（水）
・2日
（木）

オリエンテーション ・・
・・・
・・・・
・4月1日
（水）〜3日
（金）

● 平成27年度

12

平成26年2月1日 岐阜新聞

平成26年2月〜
平成27年2月

平成26年3月26日 中日新聞

平成26年2月12日 岐阜新聞

平成26年2月10日 中日新聞

平成26年4月 短期大学教育 第70号

平成26年3月17日 岐阜新聞

平成26年2月21日 岐阜新聞

新聞・雑誌に掲載された
本学の記事・本学のスナップ

平成26年6月29日 岐阜新聞

平成26年6月10日 岐阜新聞

平成26年5月13日 岐阜新聞

平成26年6月30日 朝日新聞

平成26年6月6日 中日新聞

平成26年6月29日 中日新聞

平成26年5月25日 岐阜新聞

13

14

平成27年1月20日 岐阜新聞

平成26年10月4日 中日新聞
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新聞・雑誌に掲載された本学の記事・本学のスナップ

平成27年2月12日 岐阜新聞

平成26年10月24日 中日新聞

平成26年12月1日 広報おおがき

平成26年10月16日
平成26
6年10月16日 岐阜新聞

平成26年7月19日 岐阜新聞

平成26年2月〜
平成27年2月
中野 哲

学科長

西川 正晃

教授

加藤 有子

教授

松村 齋

教授

少徳 仁

准教授

高田 全代

准教授

光井 恵子

講師

中野由香里

講師

今村 民子

講師

水谷 聡美
発達教室 もも 卒業生交流会 工作ワーク
ショップ【8月27日】
主催：羽島市発達支援センター
会場：羽島市福祉ふれあい会館
北方町「よちよち教室」
「ぴよぴよ教室」親子
造形あそび【10月30日、平成27年1月22日】
主催／会場：北方町生涯学習センター
養基保育園 家庭教育学級【11月8日】
主催：養基保育園 保護者会
会場：養基保育園

幼児教育科

東海北陸地区私立幼稚園教育研究石川大会
第１分科会“幼児の健康な心と体を育む”【8月8日】
主催：全国私立幼稚園連合会
会場：石川県立音楽堂
地域の子育て・孫育て講座「現代の子育て
中の親との関わり方について」
【11月18日】
主催：瑞穂市社会福祉協議会
会場：瑞穂市総合センター
各務原市私立幼稚園研修会「保護者支援〜
よりよい関係づくりをめざして〜」
【11月20日】
主催：各務原市私立幼稚園
会場：各務原市立図書館

幼児教育科

「幼児の運動あそび」
【6月〜】
主催：NPO法人Letʼsたるい
会場：垂井町立 各保育園・幼稚園
少子高齢化社会の課題とレクリエーション【7月12日】
主催：岐阜県レクリエーション協会
会場：岐阜聖徳大学
関ヶ原町保育園職員研修会【7月22日】
主催：関ケ原町
会場：関ケ原町立北保育園

幼児教育科

大垣市留守家庭児童教室運営委員会委員【4月】
主催：大垣市教育委員会
海津市保育協会0・1・2・歳児部会研修会【11月15日】
主催：海津市保育協会
会場：海津市総合福祉会館
ロンドブリランテ定期演奏会招待演奏【9月15日】
主催：ロンドブリランテ
会場：大垣市スイトピアセンター

幼児教育科

安八町子ども子育て会議
主催：安八町
会場：安八町役場
大垣市幼保職員研修会「5歳児担当保育者ー
保護者への支援」
【10月31日】
主催：大垣市保育研究会
会場：中川ふれあいセンター
幼児期家庭教育セミナー 幼児期に本物の
自然と出会うことの大切さ
【12月5日】
主催：一宮市教育委員会
会場：尾西市生涯学習センター

幼児教育科

平成26年度就学相談に係る研修会（専門研修）
【8月22日】
主催：滋賀県教育委員会
会場：滋賀県総合教育センター
平成26年度彦根市発達支援者（保育園・
幼稚園）研修会【10月21日、10月28日】
主催：彦根市
会場：彦根市中地区公民館、南地区公民館
特別支援教育事例研修会【5月20日、11月11日】
主催／会場：高島市立新旭南小学校

幼児教育科

大垣市教育支援員会 委員
【4月1日】
主催：大垣市教育委員会
滋賀県総合教育センター【5月29日、6月2日、9月4日】
主催：滋賀県教育委員会
会場：滋賀県総合教育センター
岐阜県発達障がい児者支援実地研修
【11月1日、11月11日、12月13日】
主催：岐阜県障害福祉課
会場：美谷の里

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会 委員
主催：大垣市
大垣市指定管理予定候補者選定評価委員会 副委員長
主催：大垣市
ソフトピアジャパンセンター等指定管理者評価委員会 委員
主催：岐阜県

幼児教育科

大垣市子育て支援会議委員
【9月〜】
主催：大垣市
平成26年度「もうすぐ1年生」体験入学
推進事業実践フォーラム
【12月5日】
主催：京都府教育委員会
会場：京都府総合教育センター
著書「子どもとともに学びあう演習･保育内容総論」
【4月15日】
主催：株式会社みらい

幼児教育科

大垣市地域保健推進協議会座長
【8月6日】
主催：大垣市保健センター
「高齢社会に生きる」
【9月11日】
主催：神戸町老人大学講座
会場：神戸中央公民館
「現在の医療環境下における漢方医学の
意義と役割」
【11月31日】
主催：西濃漢方薬剤師研究会
会場：ソフトピアジャパンセンター

学長
加納 秀美

教授

渡辺 浩行

教授

田中 久志

准教授

黒田 皇

講師

伊藤 麻子

教授

渡辺 博夫

准教授

小西 文子

准教授

横井 香織

准教授

遠藤 宏幸
遠藤宏幸サクソフォンリサイタル
【3月22日】
会場：電気文化会館 ザ・コンサートホール
ルロウブラスオルケスター
第21回定期演奏会【6月15日】
主催：ルロウブラスオルケスター
会場：小牧市市民会館
スイトピアワンコインコンサートVol.2
アリオンサクソフォンカルテット
【8月28日】
主催：大垣市文化事業団
会場：スイトピアセンター文化ホール

音楽総合科

大垣市男女共同参画推進審議会委員【2月27日】
主催：大垣市男女共同参画推進審議会
会場：大垣市役所
（公財）大垣国際交流協会評議員【6月18日】
主催：
（公財）大垣国際交流協会評議員会
会場：大垣市スイトピアセンター
第30回ロンドブリランテ演奏会
【9月15日】
主催：ロンドブリランテ
会場：大垣市スイトピアセンター

音楽総合科

日本音楽療法学会
第14回大会研修委員長
【9月19日〜21日】
主催：日本音楽療法学会
会場：名古屋国際会議場
「音楽療法に求められる即興・伴奏・作曲〜既成の楽譜
に書かれていない事を音にする力〜 」
【11月30日】
主催：大分音楽療法研究会
会場：アステム大分
音楽療法の必須100曲ノスタルジー編【9月30日】
主催：あおぞら音楽社

音楽総合科

ジョイントリペアクリニック
【1月11日・12日】
主催：バルドン楽器株式会社
会場：バルドン・フィルステージ
全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会
会場修理【8月8日・9日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：羽島市文化センター

音楽総合科

個人重奏コンテスト愛知県大会
大学一般の部審査員
【1月26日】
主催：愛知県吹奏楽連盟
会場：知多市文化会館
愛知淑徳学園吹奏楽部定期演奏会
客演指揮【3月24日】
主催：愛知淑徳学園
会場：日本特殊陶業名古屋市民会館
第4回オーモリウインドアンサンブル
定期演奏会客演指揮【6月21日】
主催：大森石油（株）
会場：一宮市尾西市民会館

音楽総合科 副学長・学科長 服部 篤典

人物を描こう講座【3月25日】
主催：デザイン美術科
会場：アクトシティ浜松
二人ノ図鑑展
【9月10日〜15日】
会場：ギャラリー同潤会

デザイン美術科

2014 ACT展【3月25日〜30日】
主催：act
会場：岐阜県美術館
第88回 国展【東京5月1日〜12日】
【名古屋5月27日〜6月1日】
主催：国画会
会場：国立新美術館 他
第52回中部国展【10月21日〜26日】
主催：国画会
会場：愛知県美術館ギャラリー

デザイン美術科

大垣市市民環境賞選考委員
【10月1日】
主催／会場：大垣市役所
親子ふれあい教室「マンガ表現教室」
【7月25日】
主催：池田町教育委員会
会場：池田町役場
歴史漫画「カコ＆ミライ歴史トラベル」
【通年連載（毎週土曜日発行）】
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

「知ってほしいな発達障がいのこと」
【2月15日】
主催：大垣市福祉課
「ともに生きる」
【11月1日】
主催：大垣市福祉課
「都築弥厚」
【11月28日】
主催：安城市学校教育課

デザイン美術科

大垣市都市計画景観審議会委員【8月1日】
主催：大垣市
会場：大垣市市役所
多治見市美術展審査員
【11月12日】
会場：セラミックパーク美濃
多治見市美術展審査員
【11月16日】
主催：多治見市学びの館
会場：セラミックパーク美濃

デザイン美術科 学科長

平成26年 社会的活動の記録

期間
講師

松永 幸宏

教授

岩田千鶴子

教授

久本たき子

准教授

村越由季子

准教授

水嶋 広美

准教授

阿尾 敦子

准教授

村田 宜彦

助教

飯岡 美幸

助教

長谷川純代
愛知県歯科衛生士会 委員
主催：愛知県歯科衛生士会
親子歯磨き教室
【5月22日】
主催／会場：養基保育園
「某市立幼稚園児と保護者に対する親子
歯磨き教室での取り組み」
【9月15日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：大宮ソニックシティ

歯科衛生科

親子歯磨き教室
【5月22日】
主催／会場：組合立養基保育園
親子歯磨き教室
【6月26日】
主催／会場：大垣市立東幼稚園
「某市立幼稚園児と保護者に対する親子
歯磨き教室での取り組み」
【9月15日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：大宮ソニックシティ

歯科衛生科

大垣女子短期大学公開講座・
第７回学術シンポジウム
「食べる！楽しむ！お口のリハビリ！」
【9月21日】
主催／会場：大垣女子短期大学
「5、6歳児のお口で気をつけて欲しいこと」
【6月26日】
主催／会場：大垣市立東幼稚園
子育てママ大学「虫歯０セミナー」
【7月3日】
主催：大垣市子育て総合支援センター
会場：大垣女子短期大学

歯科衛生科

岐阜県歯科衛生士会西濃支部役員
主催：岐阜県歯科衛生士会
親子歯磨き教室
【5月22日】
主催／会場：組合立養基保育園
「某市立幼稚園児と保護者に対する親子
歯磨き教室での取り組み」
【9月15日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：大宮ソニックシティ

歯科衛生科

岐阜県歯科衛生士会西濃支部役員
主催：岐阜県歯科衛生士会
親子歯みがき教室【6月26日】
主催／会場：大垣市立東幼稚園
「某市立幼稚園児と保護者に対する親子
歯磨き教室での取り組み」
【9月15日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：大宮ソニックシティ

歯科衛生科

第23回歯科衛生士・歯科技工士再チャレンジ・
スキルアップ研修会【11月13日】
主催：岐阜県歯科医師会・岐阜県歯科衛生士会
会場：岐阜県歯科医師会館
「某市立幼稚園児と保護者に対する親子
歯磨き教室での取り組み」
【9月15日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：大宮ソニックシティ
歯科衛生過程の教育への導入に関する
ニーズ
【10月31日】
主催：日本歯科衛生教育学会

歯科衛生科

全国大学歯科衛生士教育協議会
教育・研究委員、理事
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
岐阜県歯科衛生士会監事
主催：岐阜県歯科衛生士会
公開講座第7回学術シンポジウム
「食べる！楽しむ！お口のリハビリ」
座長
【9月21日】
主催／会場：大垣女子短期大学

歯科衛生科

東海口腔衛生学会幹事【8月】
主催：東海口腔衛生学会

歯科衛生科

全国大学歯科衛生士教育協議会会長
【5月10日総会、
8月23日20周年記念大会】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
会場：ミッドランドオフィスタワー、
大阪大学中之島センター
第33回日本歯科医学教育学会
「歯科衛生士養成教育における学生の就学
実態からみた学生支援に関する検討」
【7月5日】
主催：日本歯科医学教育学会
会場：北九州国際会議場
「某市立幼稚園児と保護者に対する親子
歯磨き教室での取り組み」
【9月15日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：大宮ソニックシティ

歯科衛生科 副学長・学科長 石川 隆義

助教

今井 藍子

講座・講師

学科長

栗田 孝子

発表

教授

伊藤 恒子

教授

林 由美子

准教授

本田可奈子

准教授

大内 隆

講師

武藤 英理

講師

清水 美恵

講師

谷 純子

小林佐知子
大垣市メンタルヘルス研修事業「メンタル
不調への対応と支援」
【通年
（月1回）
】
主催：大垣市役所人事課
会場：大垣市職員会館
子育てサポーター養成講座「子どもの
こころ育ちと大人の関わり」
【9月17日】
主催：大垣市社会福祉協議会
会場：大垣市総合福祉会館
「短期大学における学習意欲・適応促進に
向けた初年次基礎教養ゼミの展開」
【8月21日】
主催：日本リメディアル教育学会
会場：東京電機大学

総合教育センター 准教授

大垣市環境市民会議会長（継続）
【5月17日】
主催：大垣市環境市民会議
大垣地域レジ袋有料化協議会会長【7月30日】
主催：大垣地域レジ袋有料化協議会
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学FD･SD
研修会講演【12月10日】
主催：岡崎女子大学・岡崎女子短期大学
会場：岡崎女子大学

総合教育センター長 矢田貝真一

岐阜県助産師会 会計【〜4月】
第29回 日本保健医療行動科学会学術集会
【6月22日】
会場：筑波大学 文京校舎

看護学科

看護学生における看護職の
職業的アイデンティティと志望動機、
実習達成感との関係【11月10日】
主催：滋賀県立大学人間看護学部
地域交流看護実践研究センター
会場：滋賀県立人間看護学部
実習を経験した看護学生の看護に関する認識
調査 第3報−入学志望動機、領域別実習の満足感
と職業的アイデンティティとの関係−【11月30日】
主催：第34回日本看護科学学会学術集会
会場：名古屋国際会議場

看護学科

お仕事発見ガイダンス
【5月9日】
主催：昭栄広報
会場：大垣桜高校
第13回日本看護・社会・政策学会学術集会
【2月16日】
主催：日本看護・社会・政策学会
会場：淡路夢舞台国際会議場
第18回日本看護管理学会学術集会【8月30日】
主催：日本看護管理学会
会場：愛媛県ひめぎんホール

看護学科

第44回日本看護学会論文集 看護総合
主催：日本看護協会
第45回日本看護学会学術集会【9月】
主催：日本看護協会
会場：徳島県アスティ徳島
第34回日本看護科学学会学術集会
【12月】
主催：日本看護科学学会
会場：名古屋国際会議場

看護学科

滋賀県看護学校協議会 倫理審査委員
外部委員
【〜平成27年3月末】
主催：滋賀県看護学校協議会
会場：滋賀県立看護学校
日本救急看護学会評議委員 論文査読委員
主催：日本救急看護学会
第34回公益財団法人日本看護科学学会
学術集会【11月30日】
主催：公益社団法人日本看護科学学会
会場：名古屋国際会議場

看護学科

認定看護管理者教育委員会 委員
主催：岐阜県看護協会
会場：県民ふれあい会館
看護関連進路説明会【3月18日】
主催：岐阜県看護協会
会場：県民ふれあい会館

看護学科

民生委員・児童委員
主催：厚生労働省委託・県知事辞令
大垣市民病院倫理委員会 委員
主催：大垣市民病院
関西看護医療大学院
（倫理学・看護管理学）
【4月〜平成27年3月】
主催：関西看護医療大学 大学院

看護学科

岐阜看護学会委員長【6月21日】
主催：岐阜県看護協会
会場：ふれあい福寿会館
看護観育成の構造【8月30日】
主催：第8回 日本看護管理学会学術集会
会場：愛媛県松山市 ひめぎんホール
看護師長の看護観とその構造【11月19日】
主催：第34回 日本看護科学学会学術集会
会場：名古屋国際会議場

看護学科

親子歯磨き教室
【5月22日】
主催／会場：組合立養基保育園
親子歯磨き教室
【6月26日】
主催／会場：大垣市立東幼稚園

歯科衛生科

外部役員就任情報

全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会
会場修理【8月6日・7日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：羽島市文化センター
東関東吹奏楽コンクール
出場団体同行修理【9月21日】
主催：東関東吹奏楽連盟
会場：千葉県文化会館
アンサンブルコンサート＆講習会会場修理
【12月13日】
主催：豊橋中央高等学校
会場：豊橋中央高等学校

音楽総合科

凡例

平成26年1月〜平成26年12月

※今年度着任された教員
平成26年4月〜平成26年12月

15

O

W

トピックス
topic

1

mizuki
i ki topics
topi
p i cs spring
sprin
p i n g 2015
1

第4
46回 みずき祭 ―Brighten
g

Quintet― 開催

平成26年10月25日
日（土）、第46回みずき祭を開催しました。
た。
多くの学生や教職員の力の結集により続いて
本学開学以来、多くの
の
いて
きたみずき祭
のテ
奏＝
きたみずき祭。今年の
今年のテーマは
「Brighten Quintet（輝く5重奏＝
5学科）」。
「5学科それぞれの良いところを持ち寄ろう、学生一人
一人
祭を
ひとりの魅力を磨き合おう、キラキラぴかぴかのみずき祭を
実現させよう」という思いを込めました。
いた
お子様連れや高校生の方など、約2千名の方にご来場いた
屋外
だきました。秋晴れの空の下、クラスやクラブが、模擬店や屋外
しま
ま
ステージでのショーなど、
それぞれに力の入った企画を実施しま
キラ
ラ
した。学 科企 画では、子どもたちの 遊 び場「ドキドキ☆キラ
マに
に
キラ☆ふんわりびっくり箱」
（ 幼児教育科）、
「 輝き」をテーマに
、
40マスの絵を繋ぎ合わせた巨大壁画の展示
（デザイン美術科）
生
「マラソンコンサート」
（音楽総合科）、フッ化物塗布（歯科衛生
護
科）、そして「ナース服体験」
・
「体のつくりパズル＆クイズ」
（看護
も
学科）を実施しました。また同窓会によるホームカミングデイも
同時に開催されました
同時に開催されました。

topic

2

第1
11回 こども祭 ―ハッピーワンダーランド― 開催
平
平成27年1月18日
（日）
、
幼児教育科こども祭委員26名を中心に計画から準備まで話し合いを
重ね
重ね、
当日を迎えました。
今年度はⅠ号館で歯科衛生科が
「フッ化物塗布」
、
看護学科が
「からだ
の声
の声をきいてみよう」
が行われました。
音楽総合科は「参加型コンサート」
をエントランスで、
デザ
デザイン美術科は
「ドキドキ★妖怪ぬりえ」
を体育館で行い、
みずきホールで行われた劇と共に
地域
地域の親子の皆さま600人ほどが来校され、楽しんでいただきました。また大垣共立銀行
（OK
（OKB）
Lʼｓプロジェクトの皆さまのご協力もいただきました。
アンケートでは、
劇
「3びきのこぶた」
・
体育
（OKB）
が人気でした。
保育技
技術発表、
和太鼓、
器楽演奏、
体育館の遊びのコーナー・ビーズづくり
保育技術発表、
造形
形表現など将来保育者となる学生の
の力が結
結集した催しになりま
ました。
造形表現など将来保育者となる学生の力が結集した催しになりました。

・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。
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