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特集

こども祭

巻頭特集

第12回 こども祭

開催

学 科 取 り 組 み 紹 介
幼児教育学科
3年生 劇
「こびととくつや」

1・2年生

「ピーターパン」
ミュージカル

平成28年1月17日（日）、
毎年恒例の一大イベント「こども祭」を開催しました。

「保育総合表現」の授業の
一環として3年生全員で取り
組みました。繰り返し話し
合いを重ね、細かい動き、
言葉や表情を工夫して作り
上げました。

今年のテーマは、
「どきどき わくわく ドリームワールド」。
12回目を迎えた今年も、数多くの地域の皆様に
お越しいただきました。当日の各学科の取り組みに加え、
本学の地域貢献に関する取り組みをご紹介します。

き くわく
ど
わ
き
ど
ーム ワールド
学長・学科長メッセージ

どきどき わくわく
ドリームワールド

体育館の遊びブースには、迷路、魚釣り、パズル、玉入れ、ボウリング、
宝探し、カプラ、ジェンガ、ままごと遊びなど、工夫を凝らしたたくさんの
コーナーを設置しました。
発 表では、2年生が 和太 鼓、パラバ
ルーン、指人形など、1年生がリズム
ダンスを学修成果として披露しました。
来場者からは「手作り感いっぱいで、
いつまでも遊んでいたい」といううれ
しい声をいただきました。

ドリ

学 生 の 声
幼児教育学科1年

本学の地域貢献について

学長 曽根 孝仁

少子高齢化 社会の到来とともに、地方再生の要として、地 域密着型大学の存 在がクローズアップされて
います。言うまでもなく大学の本分は教育・研究にありますが、それがひいてはあるいは積極的に地域貢献に深く

山本 舞依

参加してくれる子どもたちが安全に楽しむこと
ができるよう、
おみやげの品物に力を入れて手作り
で準備しました。
当日、
私たちのクラスは段ボール
迷路の遊び場を提供しました。繰り返し迷路に
来てくれる子もいてとてもうれしかったです。

幼児教育学科2年

牧田 玲央奈

一番力を入れたのは、保育教材研究で
作った 段ボールハウスです。来てくれた
子どもたちはまるで本当に住んでいるかの
ように楽しくままごと遊びをしていたので、
私たちまでいっしょに笑顔になりました。

幼児教育学科3年

髙田 朱音

体育館の中はブースごとに共通の看板を設置し、
あそびのコーナー、OKBコーナーなどわかりやすく
しました。遊びに来た子どもたちが全部の企画を
やってみたくなる工夫も盛り込みました。とても
賑やかな会場設定になったので満足しています。

結びついたものとなることが期待されています。情報化社会の進展とともに、どこにいてもグローバルな視点を
もってローカルの課題を考えるとともに、ローカルからグローバルへの発信が期待される時代となってきました。
本学はいずれの学科も実技・実学主体であり資格の取得を重視していますが、それに止まることなく知識基盤
社会に対応した教養的素質を有する人材の育成に力を入れています。次代の地域コミュニティの基盤となりうる
若手人材を、地域が自らの手で責任を持って養成することは、その持続可能性を担保するうえで極めて大切なこと
です。遠くまで出かけずとも近くで学びたい 、自分を育んでくれた地域に貢献したい とする要望は少なからず
あると信じています。まずはそのニーズに真摯に応えることこそ本学の最大のミッションであると考えています。

こども祭の意義

デザイン美術学科

音楽総合学科

ぬりえ「愉快な動物園」

体験型演奏会

デザイン美術学科1年生が手描きのオリジナル動物ぬりえを制作しま
した。動物ぬりえをクレヨンで自由に塗ってもらい、完成したぬりえは
動 物園に見立てた大きな展示
コーナーに飾って愉快な動物園
ができあがりました！

子どもたちが自分たちで楽器に触れて演奏する企画を行いました。受付
横のエントランスホールが会場だったのでどれだけの方が足を止めて
くださるかなと思って
いましたが 、音 楽を
耳にした親子連れが
自然と集まってきて、
最後には親さんも含
めた全員で合奏する
ことができました。

幼児教育学科 学科長 西川 正晃

2015年度開催された第12回こども祭には、
地域の皆様やご家族など約1000人の参加を得ることができました。
こども祭は、
開催当初は幼児教育学科の学修成果の発表を目的とする小規模なものでした。
その後、
全学科が参画
し、
教育･保育、
保健･医療、
音楽･芸術など学際的な本学の学びの成果を発表する場へと広がりを見せてきました。
こども祭の意義について、大きく挙げて二つ考えられます。第一に、学生にとっては、学修成果の発表を通して
近隣の子どもやその保護者との交流を深め、将来子どもに接する成人としての資質と能力の向上を図ること
です。第二に、地域に貢献する短期大学としての役割を果たすために、子育て支援の一環として、地域の子どもや
保護者が安心して参加でき、
子どもの成長に役立つ場を提供し、住民との連携を深めることです。
こども祭が象徴するとおり、本学は学際的な学修を、地域に還元し貢献していく「知の拠点」として今後も歩み
続けたいと考えています。
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歯科衛生学科

歯みがき指導・フッ化物塗布
２年生が４つのコーナーに分かれて、
「受付・ゲーム」、
「歯みがき指導」、
「フッ化物塗布」
、
歯ブラシや歯みがき剤などの
「ケアグッズの紹介」
をしま
した。保護者や子どもたちに、歯みがきの大切
さ、フッ化物塗布によるむし歯予防効果を一人
一人に伝えること
ができました。塗
布後に、輪 投げ・
魚釣りゲームで、
楽しんでいただき
ました。

看護学科

ママと一緒にナースに変身
子どもたちが、
ナースユニホームに着替え、
聴診器を首にかけてナースに
変身しました。
子どもたちは少し恥ずかしそうにしながらも、
プチナース気分
を味わい、
良い表情できょうだいやご家
族の方と記念撮影を楽しんでいました。

3

学 科 だ よ り

5学科からの旬な情報を
お届けします。

幼児教育学科
子ども研究ポスターセッション〈3年〉

学科の取り組み・行事
●10月24日
（土）………………… みずき祭学科企画

ちびっこパイレーツ（体育館）
福祉施設職員講話
（2年）
●12月24日
（木）………………… 子育てサロン ぷっぷぁ クリスマス会
（3年）
●2月8日
（月）
〜22日
（月）………… 保育実習Ⅰａ
（1年）保育所保育園36か所
幼稚園教育実習Ⅱ
（2年）幼稚園27か所
●11月25日
（水）………………… 就職支援

1月20日（水）

1年間自分のテーマに沿って研究した成果をポスター形式にして発表し
ました。
後輩や先生方からの質問を受けて答えるセッションでは、
相手に
わかるよう説明することができ、
緊張の
中にも卒業生らしい姿がありました。

音楽総合学科
音楽総合学科では、新たなカリキュラムの導入や、
より専門性を
高めた教育に力を注ぐとともに音楽を通しての地域や社会貢献にも
取り組んでおります。平成27年度もピアノ・電子オルガン・ウインド
アンサンブルコースが中心となり地域の学校や施設、
イベント会場に
於いて演奏を行ってきました。年間40回を超える演奏で地域を
はじめ多くの方々に音楽の素晴らしさをお伝えできたかと思います。
平成28年度もより積極的に演奏活動を行い地域・社会貢献に努め
ます。
また、音楽療法・管打楽器リペアコースでは、
より専門技術を
高める為、学外実習や特別講義などの授業も取り入れています。

平成27年度学外演奏

平成27年度学外実習・特別講義

● 8月5日
（水） ヤマハ
（株）
豊岡工場・浜松市楽器博物館見学
（R）
●10月19日
（月）
（株）
ノナカ技術者による、
セルマー修理技術講習
（R）
●11月15日
（日）NPO法人ぎふ音楽療法協会と共催で
「音楽を使って介護予防」講座を開催
●12月13日
（日）博愛長寿苑美濃里のクリスマス会にて音楽療法活動
（MT）

第39回全国育樹祭式典演奏
「手から手へ 豊かな緑で ぼくらの未来」
をテーマに第39回
全国育樹祭が昨年10月11日に揖斐川町谷汲名礼の谷汲
緑地公園で開かれました。式典には皇太子さまをお迎えし、
オープニングファンファーレや式典中の演奏を行いました。

● 7月7日
（P）
（ 火 ）大垣市立青墓幼保園依頼演奏

9月17日（木）〜18日（金）
（1泊2日）

● 7月31日
（金）大垣駅前祭り依頼演奏

駅前大通り
（W・R）

●10月11日
（W・R）
（日）第39回全国育樹祭式典演奏

1日目は
「コスモスクエア国際交流
センター」
にて学年発表、
実習交
流会を行い、2日目は
「ユニバー
サル・スタジオ・ジャパン」
でテー
マパークの魅力を学びました。

●10月13日
（火）大垣市民病院

院内コンサート
（P・Or）

● 11月3日
（W・R）
（火）郡上市吹奏楽合同演奏会依頼演奏
● 11月5日
（W・R）
（木）神戸町立下宮小学校依頼演奏
●11月18日
（水）海津市立南濃中学校・城南中学校

9月13日（日）
・23日（水）

レクリエーション・インストラクター資格を目指す学生たちが、岐阜県民スポーツ大会「キン
ボールスポーツ競技」
・岐阜県「レクリエーションフェスティバル2015」
に参加しました。元気
いっぱい、笑顔あふれる1日となりました。

ピアノ・電子オルガン・
ウインドアンサンブルコース

卒業演奏

●11月13日
（W・R）
（金）養老町立日吉小学校依頼演奏

レクリエーション関連イベントへの参加〈1・2年〉

合同演奏会依頼演奏
（W・R）

保育総合試験〈2年〉

12月9日（水）

保育実務研修に向けて、
自分の力を把握して今後の学修に活かす
ために筆記・実技の試験が行われます。実技試験は、現場で即戦力と
なるピアノ、
手遊び、
すばなしなどを実演
して評 価を受けま
した。

●11月28日
（W・R）
（土）各務原市立八木山小学校依頼演奏
● 12月5日
（W・R）
（土）大垣市立小野小学校依頼演奏

10月11日（日）

ウインドアンサンブルコース

（一部抜粋）

● 6月13日
（W・R）
（土）海津市立城山小学校依頼演奏

幼教合宿・大阪市〈全学年〉

他

学科トピックス

● 5月30日
（土）大垣市立中川小学校依頼演奏
（W・R）

学科トピックス

（一部抜粋）

● 6月15日
（月）特別養護老人ホームパサーダで施設実習
（MT）

他

1月23日（土）

1月23日
（土）
スイトピアセンター音楽堂で
2年間の集大成の
「卒業演奏発表」
を行いま
した。
会場にはお客様もお越しになっての公開
演奏で、学生最後の演奏を各自が2年間
学んできた成果を存分に披露していました。

平成28年度のスケジュール予定
■定期演奏会

平成28年10月2日
（日）時間未定
【岐阜清流文化プラザ長良川ホール】

■卒業演奏発表

平成29年2月1日
（水）時間未定
【大垣市スイトピアセンター音楽堂】

■ウインドアンサンブル定期演奏会

平成29年2月19日
（日）13：00開場／13：30開演【大垣市民会館】

歯科衛生学科

デザイン美術学科

平成28年度をもって歯科衛生学科は保健科第一部の開設以来43年目を迎える
ことができました。
これまでご支援を賜りました多くの関係者の方々に厚く御礼申し
上げる次第です。現在全国に159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。平成17年に創設された
短期大学士の学位にふさわしい教養と専門性が身につくよう頑張っております。
3年生において、一人ひとりの学生の卒業後の希望進路に合わせた
「専修

学科の取り組み・行事
●9月2日
（水）
・3日
（木）
………… マンガ持ち込みツアー
●9月24日
（木）
…………………フランスのユーラジアム校から研修生来校
●10月3日
（土）…………………「学外研修」古美術実地研修

学科の取り組み・行事

（嵐山他）

●10月14日
（水）……………… みずき祭学科企画１年生による壁画作成
●2月9日
（火）
〜14日
（日）
……… 第44回卒業記念展
（岐阜県美術館）

学科トピックス

第44回卒業記念展

2月9日（火）〜14日（日）

岐阜県美術館にて第44回卒業記念展を開催しました。
マンガ・コミックイラスト
レーション・造形デザイン・情報デザインの4コースの卒業制作作品が個性豊か
に並びました。

嵐山での学外研修

みずき祭学科企画の壁画

在校生の活動

■岐阜基地自衛隊
ポスターコンクール

演題「審美歯科治療に関する意識調査」

第20回市民の健康広場〈3年〉

■平成27年度 四字熟語人権マンガ
京都市長賞 竹中千尋〈2年〉
最優秀賞

松久歩〈2年〉

卒業生の活躍
ハル―角川 クリアコミックス
「25次元のダイス」発売中
松虫あられ―月刊COMICリュウ
「鬼娘恋愛禁止令」2015.12月号〜連載中

「決意を語る会」
〈2年生62名〉

11月20日（金）

学外での臨床・臨地実習を終えた
3年生から2年生に自分たちの
経験してきたことを伝え、挨拶・
返事などの大切さなどの指導を
し、
これから始まる実習にエールを
送っていました。

10月20日（火）

第20回市民の健康広場が開催されました。健康にかか
わる様々な催しがあり、多くの市民の方が来場されま
した。3年生がブラッシング指導を担当し、子どもから
高齢の方まで集団や個別で対応し、貴重な経験を得る
ことができました。

河本夏希〈2年〉

■大垣市PRステッカーデザイン

学外実習報告会〈2・3年〉

10月1日（木）

3年生による研究成果の発表がありました。同級生や
後輩からも活発な質問があり、発表者は、落ち着いて
対応していました。

■中日本自動車短期大学との連携講座にて
エアブラシアートでペイントカーを塗装

本部長賞

卒業研究発表〈全学年〉

「口唇形態と口唇閉鎖力との関係について」

〈大学・専門学校生の部〉

4

クラス」
も4年目を迎え定着して参りました。2年生は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、
歯科医療の現場に臨んでいます。
1年
生は日々の学内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、
歯科衛生学科教員の足立治美先生が、
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、歯科衛生学科へのご指導の程をよろ
しくお願い申し上げます。
学科長 石川 隆義

11月18日（水）

岐阜県歯科医師会副会長、岐阜県歯科衛生士会会長、
大垣歯科医師会副会長、
大垣市保健センター所長、
彦根市立
病院歯科口腔外科部長が列席をされる中、
引き締まった表情
で、今後の実習に対しての決意と誓いの言葉を語りました。

就職支援講座〜先輩から学ぶ〜〈2年〉

1月7日（木）

本学卒業生4名を講師に招き、
「挨拶
と笑顔はとても大切で、患者さんの
心をなごますことができる。
「
」国家試験
対策と就職活動は早めがいい。
どん
どん遅くなると大変。」
など、臨床実習
や就職活動に役立つアドバイスに
真剣に耳を傾けていました。

第25回歯科衛生士国家試験
試験日：3月6日
（日）
・会場：名古屋女子大学
合格発表：3月28日
（月）午後2時
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学 科 だ よ り

学友会だより

看護学科
学科長就任挨拶

学科長・教授

昨年10月より看護学科の学科長を拝命いたしました
伊藤です。
早いもので学科開設からもう3年が経過し、
この3月には
初めての卒業生を送り出します。毎年春になると別れと
出会いの季節となりますが、
あらためて
「みずき春号」発刊
に接して、昨年の3月には日本中央看護専門学校の最後
の卒業生を送り、学校閉鎖したことがまだ昨日のことのよう
に思い出されました。
看護師養成の環境は近年大きく変化しています。疾病
構造の変化や、医療の高度化、加えて2025年問題を
抱える今、高齢者の医療は病院から在宅へと大きく舵を
きりました。
そしてますます看護師には、
チーム医療の中核
をなすべく役割と個々人の力量が、大きく問われるように
なりました。
この自然豊かな学びの環境で、既存の4学科
とも交流を深め、感性豊かで総合能力を持った看護師を
地域に送り出せるよう教員一同頑張っています。皆様の
温かいご指導・ご支援をよろしくお願いいたします。

❶第105回 看護師国家試験
第１期生が2月14日
（日）
、中京大学名古屋校で受験しました。合格発表：3月25日
（金）午後2時

服部 直子

基礎看護学は、成人・小児・母性・老年看護学
等の基礎となる領域で、主に1年次に学んでいきま
す。先だって2月上旬に地域の4病院で1年生が初
めての病院実習を終えました。初めて白衣を着て患
者様の前に立ち、血圧を測ったり看護師とともに清
潔や排泄のケアを実施したりしました。緊張の面持ち
でスタートしましたが、5日間の実習が終了する頃に
は患者様ともよいコミュニケーションがとれ、看護師
になる決意を新たにしました。

平成27年12月

患者様を受け持ち看護実践能力を高め、看護とは何であるかを
考えました。次年度にむけて各自の目標が明らかになりました。

平成28年11月

（左上から）

松浦 晴香

石神 舞

田中 千晶

三好 麻友

田中 小百合

［音楽総合学科］
（監査）［看護学科］
（監査）［幼児教育学科］［歯科衛生学科］［デザイン美術学科］

長畑 絢花

［デザイン美術学科］
（副会長）

山田 智子

［看護学科］
（書記）

髙木 さくら

［幼児教育学科］
（会長）

長尾 真奈

［歯科衛生学科］
（副会長）

八木 優奈

［音楽総合学科］
（会計）

●１年生… 2月１日
（月）
〜５日
（金）
生活援助実習
●２年生… 11月30日
（月）
〜1月29日
（金）

成人・老年看護学実習Ⅰ

❸トリアージ訓練への参加
11月28日
（土）
大垣市民病院で行われた地域災害連携訓練
に参加し、災害時に関わる医療職者としての役割を学びました。

〈小児看護学領域〉 講師

清水 美恵

小児看護学は、子どもの成長発達、子どもの権利
の学びから子ども観を形成します。成長発達を続ける
子どもを理解し、発達段階に応じた援助方法につい
て学びます。小児看護の対象は、
あらゆるレベルの健
康に障害をもった子どもとその家族です。子どもとそ
の家族が適応した生活を送るための支援、子どもの
安全、子どもの生命、子どもの最善の利益を守ること
を大切にしたいと考えています。

〈母性看護学領域〉 講師

谷

教養教育とキャリア教育のための新しい科目の開講

昨年からの継続のメンバー6名、新規のメンバー4名で構成されています。行事の企画・運営で
は、どのようなことでも全員で協力し合って取り組んでいます。
まず4月に行うＦＳＣは、私たちにとって初めての大きなイベントです。新入生のみなさんにとって、
充実した学生生活の第一歩となることを目標に、
企画と準備を進め作り上げてきました。
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、新たに加入する1年次生の
委員を合わせた計20名で活動していきます。学生はもちろん、参加してくださった全ての方々に
とって有意義なものとなることを目指します。
学友会は、大学の伝統を守りつつ、新たな変化も取り入れ、進化し続けていけるよう努めていきま
すので、みなさんよろしくお願いします。
会長 髙木 さくら

純子

母性看護学は、性と生殖という視点を通して、人
としての価値観や倫理観の形成を深く追求します。
私はこの学びをとおして、学生が家族関係を振り返
り、将来の理想の家族像が豊かになることや、学
生自身が健康について考えてもらうことを求めてい
ます。
あらためて自身の存在意義を考える学生もい
ます。成人期へと成長する悩みや迷いを持つ学生
の支えになれるよう、私自身も学び成長できることが
とても嬉しく、楽しく関わらせていただいています。

平成27年度 活動のあしあと
4月6日（月）
FSC（ファーストステップキャンパス）クラブ紹介
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。

6月5日（金）
卓球大会

総合教育センター
総合教育センター長・教授 矢田貝 真一

本学では平成23年度に｢大垣女子短期大学教育に関する基本

キャリア教育を充実する｣ことを求めました。加えてこの答申は、大学・

方針｣を定め、
それまで建学の精神のもとにそれぞれ定めてきた学位

短期大学が教育課程の内外を通じて社会的・職業的自立に向けた

11月27日（金）

7月7日（火） 七夕茶会
エントランスホールの笹の葉は、
みんなの願
い事を書いた短冊で日々重みを増していきま
す。保健室サポーターのみなさんと一緒に、
お抹茶と季節のお菓子を提供しました。多く
の学生が参加し、楽しい会になりました。

10月23日（金）
みずき祭前日祭

保健室では、
日常的な運動習慣づくりのための、
さまざまな
取り組みが行われています。
その一環として、6月と11月に
卓球大会を開催し、学友会も積極的に関わりました。
さら
に、2度とも、学友会委員が優勝してしまいました…。

授与の方針
（DP：ディプロマ・ポリシー：卒業するために身につけるべき

指導等の取組や養成する人材像・能力を明確化した職業教育の充実

ことの目標）
や教育課程編成・実施の方針（CP：カリキュラム・ポリ

と実践的な教育を展開していくことも強く求めています。
この答申直後

おばらよしおさん、
まちゃあきさんを囲んで記念撮影

シー：建学の精神とそれに基づくDPを達成させるための授業内容や

の4月から本学ではすでに、基本方針で養成すべき人材像や能力を

順序等の方針）
などを一つにまとめて、本学教育の柱が専門教育・

明らかにするとともに、
キャリア教育を教育課程にも取り入れ、教養

教養教育・キャリア教育であることをより明確に示しました。

科目のひとつの授業として開講し、現在まで継続してきたところです。

本年度は、看護学科がスタートして3年目、学生数もここ
数年のうちで最大となりました。前日祭では、何か記念となる
イベントを行いたいと思い、
ファッションショーを開催しました。
その後のゲストライブには、
エグスプロージョンさんが出演して
くださいました。

これを受けて、教養科目として開講されてきた全学科必修の｢総合
教養演習｣とともに、
平成23年度から同じく必修の｢キャリア・セミナー」

そしてこうした取組を発展させるため、平成28年度入学生からは、
教養教育としての授業である｢総合教養演習｣とキャリア教育として

という科目を開講しました。
この科目では、
社会生活の基本となる知識・

の授業である｢キャリア・セミナー｣を統合して、1年生に対して｢教養・

技能や行動様式を身につけ活用できるようにする、社会人として求め

キャリア基礎演習｣（ 前期にⅠと後期にⅡ）
を開講することとしました。

られる正しいマナーを身につける、必要な社会人基礎力を身につけて

これによって、年間をとおした教養教育とキャリア教育の取組が可能

主体性やコミュニケーション能力を身につけるなどを到達目標とし、

となり、
また教養としての汎用的な能力などと結びつけながら自己の

社会経験が豊富な職員で構成される本学キャリアサポートセンターの

適性や能力等に対する認識を深めることで、社会的・職業的な自立

支援を受けながらキャリア教育の中心となる授業を展開してきました。

に向けた学びも一層深められることが期待されます。
さらに、
これまで

ところで、平成23年1月31日に文部科学省中央教育審議会は、
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新学友会委員

❷病院実習

教員より
〈基礎看護学領域〉 准教授

本学に在籍する全学生組織のことで、学生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おり、
学生一人ひとりが会員です。

メンバー紹介

学科の取り組み・行事

伊藤 恒子

「学友会」とは…

行ってきた5学科学生の交流をキャリア教育にもいかしていくことと、

「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について
（答申）
｣

学科の特性に応じた支援や指導が可能になるものと考えております。

を発表し、
その中ですべての学校種におけるキャリア教育の必要性を

社会的な要請もふまえながら、専門教育とともに教養教育とキャリア

明示し、高等教育機関にも｢学校から社会・職業への移行を見据え、

教育の充実に向けて教職員が一丸となり、
今後とも真摯に取り組んで

教育課程の内外での学習や活動を通じ、高等教育全般において

いきたいと考えております。

10月24日（土） みずき祭
テーマは
「輪」。
それぞれの学科の良いところを持ち寄り、年次や学科の小さな繋
がりを超え、一輪の大きな花を咲かせよう という思いを込めました。
正門前に設置したゲートにも、
お花のモチーフを多く使い、女子力
の高い仕上がりになりました。

12月18日（金）
クリスマス会
オープニングでは、
ピアノ・エレク
トーンアンサンブルクラブさんに
演奏をお願いしました。
クリスマス
にちなんだ曲を中心に、一気に雰囲気が盛り上がりました。
参加者は80名近く、季節感たっぷりの賞品を懸けたビンゴ大会
や、美味しいお料理で、楽しい時間を過ごしました。

募 集

集しています。初めは不安
学友会委員メンバーを募
1年次生の中から新しい
です！他学 科の学生と
一歩
、新しい自分への第
でいっぱいだと思いますが
！
待ちにしています！
よ☆ 2年次生があなたを心
親友になれるチャンスです
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フットサル

テニス

ピアノ・エレクトーンアンサンブル
みんなで楽しくアンサンブル!

初心者の人でも大丈夫!基礎の練習を行っているので
打てるようになるはずです!一緒に頑張りましょう!

プラネタリウムコンサートやランチタイムコンサートに
向けてみんなで楽しく演奏しています！

看護学科
井川 恵里奈

音楽総合学科
本間 梨央

活 楽しくテニスプレイ

Honeys Futsal 明るく！元気に！

皆で楽しく野菜を作ろう!!

日頃の運動不足を解消できます!
他学科との交流で仲を深め、
楽しく活動しています。

野菜を作って、
自由に持ち帰ることができます。
皆で集まってわきあいあいと作業をします!!

幼児教育学科
今井 ジェシカ 夏美 堀野

テニスをしたことがない人でも大丈夫

晴れのち畑〜The ﬁeld Cloudy〜

看護学科
清水 舞子

活 パス・シュート・ゲーム

みずき祭準備中

畑の整備・

活 野菜を育てる み さつまいもスティック（販売）

ウインドアンサンブル

ピアノ・エレクトーン演奏、
み コンサート（舞台発表）
活 ランチタイムコンサート

軽音部

響け!!OWCウインドアンサンブル!!

明るく元気な軽音部!
バドミントン

バレーボール

初心者大歓迎!一緒に音楽をやりませんか?
毎週水曜日に活動しています。
見学だけでもOK!

バスケットボール

楽しんでプレーする!

絆の輪とボールをつなげよう

バスケ部大歓迎祭!! セール実施中〜

初心者も経験者も大歓迎です!
皆で楽しくラリーをしませんか?

先輩や他学科との交流の輪が広がり楽しく運動不足の
解消にもなる。人数不足のため即レギュラーになれる。

バスケだけでなく、
いろいろな事をして体を動かしています。
また、
趣味の話をしたりと盛り上がっています。

楽しくプレーして

歯科衛生学科
長尾 真奈

幼児教育学科
渡辺 千晶

活 ストレス発散

歯科衛生科
六鹿 沙紀

活 サーブ・スパイク練習・ゲーム

学年、学科を越えて集まった大人数で共に高め合いながら、
多くの本番を通じて成長していくことができます!

デザイン美術学科
樋口 涼子

発表に向けての
活 練習

音楽総合学科
松山 雛乃

POPSや邦ロック等
み 演奏（舞台発表）

活 吹奏楽曲の演奏・学外演奏

美文字書道

活 シュート練習、3対3

美しい字を手に入れよう!!
このクラブに参加することで、美しい字が書けるよう
になり、
学校生活や就職活動などに活用できます。

イラストコンテンツ部

歯科衛生学科
蒲 沙里亜

好き勝手にたくさん描いていこう!

活 毛筆・硬筆

み 作品展示・パフォーマンス（人数が増えれば行う予定）

絵を描くことが好きな人、就 職 活動で活用したい人大歓 迎 !ポートフォリオ制作や画力向上に
とても役立ちます。
デザイン美術学科
東海 あかり

活 週ごとにテーマを決め、制作したイラストを発表

み グッズ（販売）

ボカロ部
ボカロと共に自由に過ごす!

［クラブ紹介］

ａｉｍ

ボカロと結びついた上で歌ってみたり曲を作ってみたり絵を
描いてみたり、自分だけのものを作り上げることができます。

一緒にマンガ家目指しましよう!

幼児教育学科
川口 悠佳

大変な原稿制作も一緒にやれば怖くない!!
夏には合宿を行い、
9月の持ち込みに向けてラストスパート!
デザイン美術学科
髙田 茅

活 出版社への持ち込みに向けての

入りたいクラブがあればすぐ連絡してみてね！

原稿制作

分からなければ学生支援課へたずねてみよう！

み aim誌・ポストカード等（販売）

勉強やアルバイトとの両立が
できるか不安だと思うけれど、
クラブの時間は『自由』です。
好きなように１人もくもくと練習
してもいいし先輩と笑いながら
練習してもいい、
「 今日は楽し
かったな」と、週に一度思える
時間を作りませんか（*^̲^*）
踊ってみた 辻 紗莉奈

児童文化

幼児教育学科
𠮷村 美穂

企画の準備・

活 パフォーマンスの練習

踊りたい曲を
活 踊る

思う存分好きな歌を歌おう!

楽しく、のんびり写真を撮っています!

自信がなくても、
歌うことが好きなら大丈夫!
いつでも気軽に参加できます。
一緒に歌を楽しみましょう♪

カメラや携帯で自分が好きなものを
気ままに撮影しています。

幼児教育学科
平居 礼

活 歌の練習

み 合唱（舞台発表）

看護学科
西中 淳樹

活 学外写真撮影会

み 写真展

あなたらしさを表現しよう!

ＪＡＺＺ

先輩や学科の違う学生と一緒に踊り仲良くなれます。
また自分の知らない曲とも出会うことができます!
幼児教育学科
辻 紗莉奈

写 真

ｓｏｎｇ＆ｓｏｎｇ

み みずき祭（大学祭）での活動内容

グッズ（販売）

み 歌唱（舞台発表）

演劇部

好きなだけ踊ろう!!

着ぐるみを着て違う自分になれます!
人前で話をしたり、物づくりのスキル
を高めることができます。

活 活動内容

クラブを通じて他学科の先輩と出会え、
「色々
な事に挑戦してみよう!」と思うようになりま
した。大学に入ってから楽器を始めた先輩の
素敵な演奏を聴いて私もギターを始めるきっ
かけになったり、音楽療法士の資格について
教えてもらったりと、充実しています♥
JAZZ 藤村 遥香

踊ってみた

楽しく保育スキルを
高められる!

部長

ボーカロイドソフトでの

活 作曲・作詞、絵を描く

み ダンス（舞台発表）

み 着ぐるみショー（舞台発表）

誰にもまねできない、
個性を表現することができます。
未経験者も大歓迎です!好きな台本で演技できるかも!

Let's Swing!!
初心者さんでも楽しく楽器演奏ができます。毎週一緒に演奏することで、
友だちや先輩などの輪が広がります!
幼児教育学科
藤村 遥香

楽器練習・

活 ランチタイムコンサート

み コンサート（舞台発表）

看護学科
髙山 慶子

活 発声・台本作り・演技練習

み 演劇（舞台発表）

漫画研究部
社会に出たら「子ども」と
直接的・間接的にでも必ず
関わる仕事に 就くと思い
ます。様々な施 設へ行き、
子どもとの関わり方や接し
方が学べるので、幼児教育
学科以外の学生さんも入
部して得意分野を持ち寄っ
て活動したいです♪
児童文化 向井 雅美
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人との関わり方は、授業で
習うだけでなく、実際現場
に出て理 解が深まる事が
多くあります。今まで先輩
たちの堂々とした姿や礼儀
正しさ、
事前の準備力に刺激
を受けてきましたが、
今度は
私たちが中心に進めていく
番!!不安ですが頑張ります!!
児童文化 𠮷村 美穂

すべてはイメージから始まる。
表現することが好きな学生が集まっています。
少しでも絵が好きならば、
是非！楽しく交流していきましょう！
デザイン美術学科
後藤 美裕

絵の交流（ワンドロ）
・

活 マンガ制作等

部誌、ラシカ、キーホルダー等の

み グッズ制作（販売）
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在学生interview
インタビュー

幼児教育学科

就職内定先

岐阜県職員

卒業を迎える在学生に、大学生活を振り返り、
卒業後の抱負を語ってもらいました。

職種、仕事内容

保育士

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
オープンキャンパスで幼児教育学科の先生方に会い、
その人柄に惹かれたからです。自分のことを
理解してくれる言葉や素敵な保育者になれるという励ましを受け、決めました。全く保育についての知識
がなかったので、一から学ぶことのできる環境、豊富な実習期間における知識・技術の向上を期待して
いました。

❷大学での学びを通して成長したこと、
身についたこと
保育技術全般です。児童文化クラブにも入って授業や実習に加えて子どもたちの前で保育技術を
生かす機会が多くあったため、人前で話すことに慣れ、自信を持てるようになりました。
さらに保育者や
保護者の方とかかわる中で、基本的な敬語や挨拶の仕方なども身についてきたと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負

松波 香帆里
〈出身〉
岐阜県立各務原高等学校
（岐阜県各務原市）

仕事内容もまだ明確でないため楽しみより不安が大きいですが、任されたことはきちんとこなし、分からない
ことだらけなので質問して積極的に学ぶ姿勢をもって充実させていきたいです。
さらに、常識ある行動をこれ
まで以上にすること、
常に責任感を持って過ごしていきたいと思います。
自分らしく前向きに頑張っていきます。

歯科衛生学科

看護学科

駒月 千紘
〈出身〉
岐阜県立池田高等学校
（岐阜県揖斐郡）

酒井 那於
〈出身〉
岐阜総合学園高等学校
（岐阜県岐阜市）

就職内定先

公益社団法人
岐阜県歯科医師会

就職内定先

松波総合病院

職種、仕事内容

事務、障がい者歯科診療、
けんし
「8020」巡回歯科
保健診療

職種、仕事内容

看護師

❶本学へ入学した理由、期待していたこと

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと

デザイン美術学科
情報デザインコース

管楽器リペアコース

横山 瑠菜

岩附 遥

〈出身〉
長野県田川高等学校
（長野県塩尻市）

〈出身〉
光ケ丘女子高等学校
（愛知県岡崎市）

就職内定先

就職内定先

ヨツハシ株式会社

株式会社 石森管楽器

職種、仕事内容

職種、仕事内容

印刷・デザイン

楽器製造・販売

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
美術の基礎力がなかったので、美術の基礎を一から学べ、
また一般的な教養も社会に出てから必要だと思ったため、
その
両方が学べる本学に入学しました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
自分の作品を人に見せるということがなかったので、
自分は
何が得意なのか、何の分野に向いているのかが分かりません
でした。
大学では毎日プロの先生方に自分の作品を見てもらえる
機会があり、
そこで自分の可能性を見出していくことができま
した。
また作品を評価してもらうことにより、
自分に自信を持てる
ようになりました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
これまでは自分の好きなように作品を作っていましたが、
これ
からはお客様の希望を聞いてデザインをすることになります。
ちゃんと希望に応えられるか不安ですが、自分の力を信じて
頑張っていこうと思います。
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音楽総合学科

❶本学へ入学した理由、期待していたこと

将来の夢は歯科衛生士になることでした。
そこで本学の
オープンキャンパスに参加した際、様々な体験をさせていただい
て、
とても楽しい時間を過ごせたことを覚えています。
また、教養
科目も学ぶことができることや、学校の雰囲気がとても魅力的
で本学に入学することを決めました。
自分の世界が広がる楽しい
キャンパスライフに期待し入学しました。

幼い頃からの看護師になりたいという夢を叶えるために
進学先を探していたところ、大垣女子短期大学に新しく看護
学科ができるということを知りました。オープンキャンパスに
参加し、他学科との交流があることや設備が整っていること、
また教科書を持ち歩かなくてもいつでもどこでもタブレット端末
で学習できることに魅力を感じ入学を決めました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと

専門的な知識・技術はもちろん、1年間の臨床・臨地実習を
通して、
小児から高齢者まで幅広い年齢層の方々とのコミュニケー
ションのとり方や、
医療従事者としての責任の持ち方を学ぶこと
ができました。
また、
何事も自分から挑戦して、
失敗や成功を積み
重ねて成長していく大切さや、
面白さを身につけることができました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
歯科衛生士 という立場から、患者さんの口腔状態の改善
や増進に全力を尽くしたいです。常に上を目指して腕を磨いて
いき、
たくさんの患者さんやスタッフの方々に信頼され、頼られる
人材になれるよう努力していきたいです。
また、家族や学校の
先生方への感謝の気持ちを持ち続け、学校生活で学んだこと
を生かしていけるよう頑張ります。

学生生活を振り返ってみると、勉強や臨地実習がとても
大変でした。特に臨地実習では、患者さんとの関わり方で悩ん
でいる私に同じ実習グループのメンバーや先生が一緒に悩み
考えてくださり、乗り越えることができました。
また、患者さんから
も実習最終日に
「ありがとう」
との言葉をいただきとても嬉しかっ
たことを今でも覚えています。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
4月から看護師として働きます。
この大垣女子短期大学
で身につけた知識や技術を生かし、患者さんに笑顔で安心
感を与えられる看護師を目指して頑張っていきたいと思い
ます。

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
他のリペア専門学校などいろんな学校を見学させていただき
ましたが、大垣女子短期大学に見学に行ったとき、授業がない
日にも関わらず先輩達がリペアの作業をしていて、先生も自習
に立ち会っていました。私の質問や様々な話を笑顔で話して
くださったことがとても印象的で私もここで学びたいと思い大垣
女子短期大学に進学を決めました。

研究室から

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
リペアの授業以外にも教養科目や吹奏楽について学べる
ことです。特に、
ウインドアンサンブルの授業では、学外演奏や
定期演奏会などに向けポップス・クラシックなど様々なジャンル
の曲に取り組むことができます。今までやってきた吹奏楽も
続けることができリペア技術だけではなく、自分自身の演奏
技術や知識も学べて充実しています。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
地元での就職も考えましたが、長年続けてきたサックスの専門
店で働きたいと思い、夢が叶い4月から地元愛知を離れ都内で
就職することができました。
お客様の喜ぶ笑顔がみたい、
お客様
のお役に立ちたいという気持ちをしっかりと持って一日でも早く
立派な職人になりたいです。

学生相談との出会い

こと等で誰もが悩む時期です。卒業までの限られた

私が心理学と初めて出会ったのは約30年前の

時間の中でどこまでできるのか、私自身の力不足を

ことですが、臨床心理士を目指して再び学び始めた

感じることもありますが、一人でも多くの人をサポート

のは約20年前、子育て真っ最中の頃でした。
それ

できたらいいなと思います。

から臨床や研究に明け暮れる日々を過ごし、大垣に
来て早や4年が過ぎようとしています。

総合教育センター 准教授

小林 佐知子

Profile

個別相談だけでなく、
ピア・サポーター活動や保健
室のヘルスアップセミナーを通じていろいろな学生

臨床心理士としては医療や福祉領域で活動する

と話ができることも楽しみのひとつです。
セミナーは

ことが多かったのですが、本学で初めて学生相談に

途中から女子会になることもありますが、
普段の授業

携わることになりました。相談に来た人は何回か話

の時とは違う交流ができ、有意義な時間だなと感じ

をするうちに、
自分自身の力でその状況を乗り越えて

ています。健康教育の一環として、一人でも多くの

いきます。
そのお手伝いをできた時には深い安堵と

学生に参加してもらえるよう、現在は来年度の計画

喜びを感じます。大学生の頃は人間関係や進路の

をあたためているところです。

大学非常勤講師や大学附属相談室助手を経て本学へ。 子育て支援 をテーマとした研究にも取り組んでいる。
好きな言葉は「Cool Head but Warm Heart（冷静な頭と、温かい心）」。気分転換法はガーデニングと映画鑑賞。
今年はハーブに挑戦する予定。映画はほのぼの系をよく見る。犬を飼うのが夢だが、なかなか実現できない。
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平成27年3月〜平成28年2月

新聞掲載記事拝見
新聞に掲載された本学の記事

平成27年9月19日 岐阜新聞

平成27年8月20日 中日新聞

平成27年3月17日 中日新聞
平成27年3月26日 岐阜新聞

平成27年3月19日 岐阜新聞
平成27年4月7日 中日新聞

平成27年9月25日 岐阜新聞
平成27年9月18日 中日新聞

平成27年4月5日 岐阜新聞
平成27年4月19日 岐阜新聞

平成27年9月26日 中日新聞

平成27年10月14日 岐阜新聞
平成27年5月2日 岐阜新聞

平成27年10月6日 岐阜新聞
平成27年10月6日 中日新聞
平成27年6月10日 岐阜新聞

平成27年6月9日 岐阜新聞

平成27年11月27日 中日新聞
平成27年5月6日
中日新聞
12

平成27年11月28日 岐阜新聞
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平成27年3月〜平成28年2月

新聞掲載記事拝見
新聞に掲載された本学の記事

平成27年 社会的活動の記録
幼児教育学科 学科長・教授 西川 正晃
大垣市子育て支援会議 会長【平成27年度】
主催：大垣市
平成27年度保育所保育士等職員研修【7月31日】
主催：岐阜県保育研究協議会
会場：岐阜県福祉･農業会館
日本保育学会第68回大会
「保育の専門性を活かした社会人基礎力
育成の取り組み」
【5月9日】
主催：日本保育学会
会場：椙山女学園大学

幼児教育学科

教授

加藤 有子

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
会場：大垣市役所
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
会場：大垣市まちづくり市民活動支援センター
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
会場：ソフトピアジャパンセンター

幼児教育学科

教授

松村 齋

岐阜県早期からの一貫した教育支援体制
構築事業スーパーバイザー
【4月1日】
主催：岐阜県教育委員会
会場：岐阜県庁
大垣市教育支援委員
【4月1日】
主催：大垣市教育委員会
会場：大垣市
垂井町児童発達支援指導専門員
【4月1日】
主催：垂井町健康福祉課
会場：垂井町

平成27年11月21日 岐阜新聞

平成27年12月21日 岐阜新聞

平成27年12月21日 中日新聞

幼児教育学科

教授

少徳 仁

就学相談に係る研修会
（専門研修）
【7月31日】
主催：滋賀県教育委員会
会場：滋賀県大津合同庁舎
幼・保・小・中・高連携講座【8月3日】
主催：可児市教育研究所
会場：可児市総合会館
大垣市保育研究会
特別支援教育担当者研修会【9月1日】
主催：大垣市保育研究会
会場：大垣市中川ふれあいセンター

幼児教育学科 准教授 光井 恵子
大垣市男女共同参画推進審議会委員
【7月】
主催：大垣市
音とリズムを感じよう
【6月16日】
主催：北方町教育委員会
会場：北方町生涯学習センター
早春コンサート
【2月20日】
主催：大垣音楽人クラブ
会場：大垣市スイトピアセンター音楽堂

平成28年1月19日 中日新聞
平成28年1月24日 中日新聞

幼児教育学科

講師

中野由香里

チャレンジ・ザ・ゲーム普及審判委員
養成講習会
【6月14日】
主催：岐阜県レクリエーション協会
会場：大垣女子短期大学
レクリエーションインストラクター養成講座
「ライフスタイルとレクリエーション」
【8月22日】
主催：大垣市レクリエーション協会
会場：大垣青年の家
神戸町学校連盟幼児部実技研修会【12月15日】
主催：神戸町学校連盟幼児園部
会場：神戸町立下宮幼児園

幼児教育学科

幼児教育学科

平成28年2月11日 岐阜新聞
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講師

水谷 聡美

絵画・造形講座「かぼちゃを作ろう」
「アジ
の干物を描こう」
【9月15日】
主催／会場：岐阜県立岐阜盲学校
「造形あそび・造形表現の指導方法」全6回
【6月27日他】
主催／会場：駒野保育園
第７回 臨床美術学会大会【10月4日】
主催：臨床美術学会
会場：京都造形芸術大学

幼児教育学科

平成28年2月10日 中日新聞

今村 民子

垂井町いずみ園研修会講師
【5月19日、10月1日、11月26日】
主催／会場：垂井町いずみの園
杉山学園・杉山第三学園研修会講師【6月17日】
主催：杉山学園
会場：各務原市うぬま第二幼稚園
東海北陸地区私立幼稚園
教育研究岐阜大会第1分科会
幼児の健康な心と体を育む 講師
【7月31日】
主催：全国私立幼稚園連合会
会場：岐阜グランドホテル

平成28年1月19日 中日新聞

平成28年1月20日 岐阜新聞

講師

講師

内藤 敦子

大垣市墨俣児童館運営委員長【2年間】
主催：大垣市子育て支援課
会場：大垣市墨俣さくら会館
海津市「子育て・親育ち講座」
【10月16日・19日】
主催：海津市教育委員会
会場：海津市立下多度小学校、
海西小学校
職務研修園長研修会
「活力ある園経営を考える」
【6月4日】
主催：大垣市園長会
会場：子育て総合支援センター

デザイン美術学科 学科長・教授 加納 秀美
大垣市美術展審査委員
主催：大垣市文化事業団
会場：大垣市スイトピアセンター
多治見市美術展審査委員
主催：多治見市学習館
会場：セラミックパークMINO
大垣市都市計画景観審議会委員
主催：大垣市都市計画課
会場：大垣市役所

デザイン美術学科 教授 渡辺 浩行
「遥かなる時空の声が聞こえる」
マンガ制作【11月29日】
主催：大垣市
会場：大垣市社会福祉会館
マンガ教室【8月7日】
主催：池田町
会場：池田町公民館
特別展「台地を拓く都築弥厚の夢」
イラスト制作【11月7日〜1月24日】
主催：安城市
会場：安城市歴史博物館

デザイン美術学科 教授 田中 久志
子供たちの職業体験講座
「漫画家になりたい！」
【6月27日】
主催：岩倉市生涯学習市民の会
会場：岩倉市生涯学習センター
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：中日新聞社中日こどもウイークリー

デザイン美術学科 准教授 黒田 皇
岐阜市信長公450プロジェクト
業務委託プロポーザル審査委員会
【7月29日】
主催：岐阜市信長公450プロジェクト実行委員会
会場：岐阜市
第47回羽島市美術展
（一般の部）
審査・講評【10月14日〜18日】
主催：羽島市・羽島市教育委員会
会場：羽島市文化センター 展示室
（円空）
第89回国展
【4月29日〜5月11日他】
主催：国画会
会場：国立新美術館 他

デザイン美術学科 講師 伊藤 麻子
海津市城南中学校 校章デザイン
【2月4日】
主催：海津市
会場：城南中学校
子育てママ大学
【10月1日】
主催：大垣市

音楽総合学科 副学長・学科長・教授 服部 篤典
岐阜工業高等専門学校吹奏楽部
定期演奏会客演指揮【1月17日】
主催：岐阜工業高等専門学校
会場：羽島市文化センター
愛知淑徳学園吹奏楽部
定期演奏会客演指揮【3月23日】
主催：愛知淑徳学園
会場：名古屋市民会館
㈱大森石油オーモリウインドアンサンブル
定期演奏会客演指揮【7月4日】
主催：大森石油
（株）
会場：一宮市民会館

音楽総合学科

教授

渡辺 博夫

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

音楽総合学科 准教授 小西 文子
東日本大震災被災地域の
医療・福祉従事者向け音楽療法セミナー
in陸前高田市【7月12日】
主催：一般社団法人 東北音楽療法推進プロジェクト
会場：あしなが育成会レインボーハウス
（陸前高田市）

音楽総合学科 准教授 横井 香織
大垣市日本昭和音楽村運営協議会委員
【2月23日】
主催：大垣市教育委員会
会場：日本昭和音楽村
第49回カワイ音楽コンクール
ピアノ部門審査員
【12月26日】
主催：カワイ音楽コンクール委員会
会場：
じゅうろくプラザ
コンサートinアクアウォーク
【11月3日】
主催：ロンドブリランテ
会場：アクアウォーク

音楽総合学科 准教授 遠藤 宏幸
ルロウブラスオルケスター
第22回定期演奏会指揮【6月20日】
主催：ルロウブラスオルケスター
会場：小牧市市民会館
アリオンサクソフォンカルテット
ロビーコンサート
【7月18日】
主催／会場：飯田病院
アリオンサクソフォンカルテット
with雲井雅人【10月17日】
主催：㈱ヤマハミュージックリテイリング
会場：伏見ヤマハホール

〈期間〉平成27年1月〜平成27年12月
※今年度着任された教員
平成27年4月〜平成27年12月

音楽総合学科

講師

凡例

外部役員就任情報

松永 幸宏

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
千葉県吹奏楽コンクール参加団体同行修理
【8月9日】
主催：千葉県吹奏楽連盟
会場：君津文化ホール
東関東吹奏楽コンクール
出場団体同行修理【9月20日】
主催：東関東吹奏楽連盟
会場：よこすか芸術劇場

歯科衛生学科 副学長・学科長・教授 石川 隆義
新・歯科衛生士教育マニュアル
「歯科臨床の基礎と概論」
【4月10日】
主催：クインテッセンス出版株式会社
第34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
−支援対策による効果･影響−
【7月10日】
主催：日本歯科医学教育学会
会場：かごしま県民交流センター
日本歯科医学教育学会雑誌31巻2号
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
−就学状況と学生支援の現状ー
【8月20日】
主催：日本歯科医学教育学会

歯科衛生学科

教授

教授

久本たき子

全国大学歯科衛生士教育協議会
教育・研究委員、理事【4月1日〜
（2年間）
】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
出前講座：
「介護予防における口腔ケアと
お口のトレーニング」
【1月23日】
主催：北方町生涯学習センター きらり
会場：北方町公民館2F大ホール
公開講座：
「簡単で美味しいおやつづくり」
水谷美香子氏と共同
【9月27日】
主催：大垣女子短期大学歯科衛生学科
会場：大垣女子短期大学みずき会館

歯科衛生学科 准教授 水嶋 広美
岐阜県歯科衛生士会西濃支部役員
【平成26年4月〜
（2年間）
】
主催：岐阜県歯科衛生士会
親子歯磨き教室【5月14日】
主催／会場：石山保育園
小学生歯磨き指導【11月24日】
主催／会場：神守小学校

看護学科 学科長・教授 伊藤 恒子
大垣市民病院倫理委員会 委員
主催：大垣市民病院
揖斐支援学校教職員研修【7月8日】
主催／会場：揖斐支援学校
大垣市幼保園 園長研修【11月24日】
主催：大垣市立幼保園
（園長会）
会場：安井幼稚園

看護学科

岐阜県歯科衛生士会西濃支部役員
【平成26年4月〜
（2年間）
】
主催：岐阜県歯科衛生士会
親子歯磨き教室【5月14日】
主催／会場：石山保育園
小学生歯磨き指導【11月24日】
主催／会場：神守小学校

歯科衛生学科 准教授 村田 宜彦
5、6歳児のお口で気をつけて欲しいこと
【5月14日】
主催／会場：石山保育園
子育てママ大学「虫歯０セミナー」
【7月2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
岐阜県教員免許更新講習
「保育者が知っておきたい子どもの歯と口の病気」
【8月4日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学

講師

助教

飯岡 美幸

親子歯磨き教室
【5月14日】
主催／会場：石山保育園
小学生歯磨き指導
【11月24日】
主催／会場：神守小学校

歯科衛生学科

助教

今井 藍子

親子歯磨き教室
【5月14日】
主催／会場：石山保育園
小学生歯磨き指導
【11月24日】
主催／会場：神守小学校

歯科衛生学科

助教

林 由美子

看護学科

講師

清水 美恵

「看護学生の志望動機と実習達成感、看
護職の職業的アイデンティティとの関係」
主催：人間看護学研究13，
1-8，
2015.
「看護系大学の地域貢献を考えるー病院
看護師ニーズ調査からー」
（共同）
【12月5日】
主催：日本看護科学学会 第35回学術集会
会場：広島県

看護学科

講師

武藤 英理

出前講義 テーマ：
「看護研究とは」
【5月17日】
主催：医療法人大誠会
会場：情報工房
「看護観育成の構造
（第2報）
」
【8月29日】
主催：日本看護管理学会 第19回学術集会
会場：郡山市
「看護系大学における一人一台所有iPad
導入の取り組みー情報セキュリティ調査
からー」
【11月4日】
主催：医療情報学会 第35回医療情報連合大会
会場：宜野湾市

看護学科

助教

鍬原 直美

幼児期・学童期にある慢性疾患児の
自己理解【9月19日】
主催：日本特殊教育学会 第53回 大会
会場：東北大学
看護教育機関と臨地指導者の意見交換会
【12月3日】
主催：大垣市民病院 看護師確保に関する委員会
会場：大垣市民病院

助教

清水 八恵子

「看護学生の移乗動作技術習得に向けた
タブレット動画活用学習の効果」
【8月18日〜19日】
主催：日本看護学教育学会第25回学術集会
会場：徳島県
学び塾「看護の魅力を知って看護技術を
体験してみよう」
【11月6日】
主催／会場：海津明誠高等学校

看護学科

助教

戸村 佳美

青少年命のふれあい講座
テーマ：
「いのちの輝き」
【8月5日】
主催：北方町教育委員会
会場：北方町生涯学習センター
企業内家庭教育研修
テーマ：
「ライフサイクルをふまえた生き方を見つめる」
主催：岐阜県教育委員会
会場：株式会社バイパス給食センター
ひびきあいの日 講話
テーマ：
「いのちってすごい」
主催：本巣市立土貴野小学校
会場：土貴野小学校体育館

縄田 理佳

市民の健康広場 ブラッシング指導
【10月18日】
主催：大垣市
会場：大垣城ホール

歯科衛生学科

教授

認定看護管理者教育委員会委員
【平成26年6月〜平成27年6月】
主催／会場：岐阜県看護協会
QCサークル活動報告会【6月13日】
主催／会場：博愛会病院
看護進学フェア2015【6月27日】
主催：東京アカデミー
会場：博愛会病院

看護学科
歯科衛生学科 准教授 阿尾 敦子

歯科衛生学科

発表

岩田千鶴子

東海口腔衛生学会幹事【7月〜】
主催：東海口腔衛生学会評議委員会
会場：朝日大学

歯科衛生学科

講座・講師

足立 治美

親子歯磨き教室
【5月14日】
主催／会場：石山保育園

総合教育センター センター長・教授 矢田貝真一
大垣市廃棄物減量等推進審議会 会長
主催：大垣市
大垣市環境市民会議 会長
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
主催：大垣地域レジ袋有料化協議会

総合教育センター 准教授

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
心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
親の抑うつが発達初期の子どもに
およぼす影響について
【9月19日】
主催：日本心理臨床学会
会場：神戸国際会議場
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TOPICS
幼児教育学科 学術シンポジウム
平成28年1月17日（日）に本学Ⅰ号館で、幼児教育学科主催の学術シンポ
ジウムが開催されました。基調講演では「子ども・子育て支援新制度について」
長田浩志氏に平成27年度から開始された新制度の特徴や今後の見通しに
ついてご講演をいただきました。パネルディスカッションではパネリスト4人
のそれぞれの立場から意見をいただきました。参加された方全員が新制度の
「今」と「これから」について深く考える良い機会となりました。
長田 浩志 氏（前内閣府子ども・子育て本部参事官）
【基調講演】
【パネリスト】
【パネリスト】
鈴木 裕子氏（大垣市子育て総合支援センター長）
【パネリスト】
所 紗也香氏（大垣共立銀行L sプロジェクト担当部長）
【パネリスト】
神山 忠 氏（岐阜市立岐阜特別支援学校教諭）
【コーディネーター】
松村 齋氏（本学幼児教育学科教授）

基調講演

パネルディスカッション

特別講演

平成27年度 子育てママ大学

全 学 科1・2年次 生 対 象に授業の一 環として野田聖 子客員教 授と
小川敏客員教授による特別講演が本学みずきホールで開催され、学生
たちは終始真剣な面持ちで聴講しました。

平成27年10月5日（月）

野田 聖子客員教授（自由民主党 衆議院議員）
講演テーマ「女性の生き方」

平成27年11月17日（火）

子育てママ大学は、本学と大垣市との連携事業で子育て中の母親
の知的好奇心を刺激しながら子育てに関する学びの機会を提供して
きました。また本学の5学科の特性を生かし専門性の高い子育て学習
プログラムを展開、受講生から好評を博しています。全5講座中、4講座
以上受講すると修了証が授与されます。

第3回講座
第4回講座
「フェルト玉を使ったかわいいモビール作り」「発熱時の対処方法」
デザイン美術学科 伊藤 麻子講師 看護学科 清水 美恵講師

小川 敏客員教授（大垣市長）
講演テーマ「若い女性に期待すること」

託児の様子
おままごと遊び

Information

修了式の様子
曽根学長から修了証を受け取る受講生

行事日程

■法人からのお知らせ

学校法人大垣女子短期大学と学校法人岐阜経済大学との
法人合併協議開始について

学校法人大垣女子短期大学と学校法人岐阜経済大学は、平成28年1月28日
両学校法人の理事会において、両法人間で合併協議を開始することを議決しま
した。これにもとづき、両法人は合併協議開始に係る基本合意書を交わしました。
今後、法人合併を目標に協議をすすめてまいります。
この両法人合併に向けた協議開始は、大学の合併をするというものではなく、
経営基盤の強化さらには教育の質向上を図るために大学を運営する経営母体で
ある学校法人の合併を目指すものです。したがって、協議が結実し両法人が合併
しても、大垣女子短期大学及び岐阜経済大学は、現状の学校名や学部・学科の
変更はありません。
在学生、入学生の皆さんは、在籍、入学の学科で変わりなく学んでいただきます。
また、平成29年度入学生の募集についても従来通り実施します。
学校法人 大垣女子短期大学

■平成28年度主な全学行事（前期分）
オリエンテーション …………………4月1日
（金）
・4日
（月）
〜7日
（木）
入学式 ……………………………………………………4月2日
（土）
FSC（ファーストステップキャンパス）……………………4月6日
（水）
前期授業 ………………………………4月8日
（金）
〜7月28日
（木）
前期定期試験 …………………………7月29日
（金）
〜8月4日
（木）

人事短信

●採用

（平成27年10月1日付）（平成28年2月1日付）

看護学科 准教授

服部 直子

看護学科 助手

徳田 春代
●退職
（平成27年11月30日付）看護学科 准教授 大内 隆

〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1-109 TEL.
（0584）
81-6811
（代）FAX.
（0584）
81-6818 http://www.ogaki-tandai.ac.jp
【学科構成】幼児教育学科・デザイン美術学科・音楽総合学科・歯科衛生学科・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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