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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。

第三者評価

平成29年度 子育てママ大学
　子育てママ大学とは、本学と大垣市の連携事業で大学ならではの
各学科の専門性を生かした子育て講座です。平成29年度は前期後期
3回ずつ全6回の講義を実施しました。受講中の託児は幼児教育学科
学生が行いました。

第14回 こども祭
　平成30年1月21日（日）
に第14回こども祭を開催
し、約1,000人の方が来場
されました。体育館では、
テーマ「大変身！～きみは
ヒーローだ！～」に合わせた
10種類以上の遊びが行われ、
また幼児教育学科の学修
成果発表も行われました。
さらに全学科行事としての
取り組みは地域貢献の一つ
となっています。

●採用 ●退職
デザイン美術学科 講師
伊藤 麻子
（平成29年11月30日付）

事務局
林 裕起
（平成30年2月28日付）

　 人事短信

（平成29年11月1日付）

看護学科 講師
柴田 由美子

　  行事日程
入学式
オリエンテーション
前期授業
前期定期試験

………………………………………………………4月1日（日）
……………………………4月2日（月）～6日（金）

…………………………………4月9日（月）～7月30日（月）
……………………………7月31日（火）～8月6日（月）

■平成30年度主な行事（前期分）

■オープンキャンパス…………………4月28日（土）、
6月16日（土）、
7月22日（日）、
9月15日（土） 

5月27日（日）
7月1日（日）

8月25日（土）

〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1-109
 TEL.（0584）81-6811（代）  FAX.（0584）81-6818  https://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2回講座 歯科衛生学科「虫歯0歯育てセミナー」

第3回講座 デザイン美術学科「似顔絵制作」

●学長の就任（再任）
平成29年12月20日（水）開催の学校法人大垣総合学園
理事会において、下記の方が選任されました。

大垣女子短期大学  学長（再任）  曽根 孝仁
〈任期：2018年4月1日から2021年3月31日まで〉

法人からのお知らせ
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学修の集大成

平成30年2月6日（火）～平成30年2月12日（月）

岐阜県美術館

&

デザイン美術学科

デザイン美術学科2年 造形デザインコース  香田 侑香
私は卒業制作で作品を完成させる
ことの難しさを知りました。早い時
期に作りたいものは固まっていたの
で作りたい物を好きなように作れ
ばいいのですが、完成後に展示する
という圧に何度も手を止めました。作品に正解
や不正解はありませんが、納得できる作品を作
るために沢山悩んだ思い入れの深い作品です。

デザイン美術学科2年 情報デザインコース  藤田 梨緒
私は2Dアニメーションを卒業制作
にしました。1年生でアニメーション
の基礎を学び、その基礎をもとに
制作に励みました。作品のテーマは
少女と愛犬の出会い、楽しい生活、
別れと悲しみ、そして感謝です。私の愛犬が物語の
モデルになっているので、作品に親近感をもち、悩み
ながらも楽しく制作することができました。

学 生 の 声

　平成30年2月6日（火）～12日（月）の7日間、岐阜県美術館において、
第46回卒業記念展を行いました。マンガ、コミックイラストレーション、
造形デザイン、情報デザインの各コースの卒業年次生が、アイデア出しから制作まで、約1年かけて
完成させたものです。もちろんどの作品も、個々の学生が２年間の集大成となるものにしようと、
精いっぱい制作した作品でしたが、今回は造形デザインコースから立体造形作品が
多く出品されたことで、例年とはひと味違う趣の展示となりました。

　平成30年2月2日（金）、大垣市スイトピアセンター音楽堂にて、
平成29年度卒業演奏発表会を開催しました。この演奏会は、
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
の演奏系コースの卒業年次生が、試験も兼ね、２年間の学修の
集大成をコンサートホールで発表するものです。各々演奏曲を
選曲し、作曲家、時代背景、作品内容、演奏法などのさまざまな
アプローチで楽曲を研究し、修得した知識と技術を生かしな
がら完成に向けて取り組みました。緊張の中、一音一音に心を
込め演奏し、自分の力を精一杯出しきった演奏会となりました。

卒業記念展

卒業記念展
音楽総合学科

卒業演奏発表会

卒業演奏発表会
　大垣女子短期大学は、「品格をもとにした豊かな人間性
と専門的な知識や技能を身につけ、それらを生かして積極
的に社会に貢献できる女性の育成」を教育理念とし、日々
の教育活動を行っています。
　今回は、本学の学修成果発表に関する取り組みとして、
デザイン美術学科 第46回卒業記念展と、音楽総合学科 
卒業演奏発表会をご紹介します。

音楽総合学科2年 ピアノコース  若杉 美穂
大学の2年間で学んだことを舞台
に立って演奏する事は、興奮や不
安、緊張と様々な気持ちがありまし
た。演奏を終えた後に、拍手をいた
だき、良かったよと言っていただけ
た事はとても嬉しく、また、先生方
や支えてくれた人に感謝の気持ち
でいっぱいです。

音楽総合学科2年 ウインドアンサンブルコース  山本 優衣
2年間の集大成であるこの卒業演奏会に向
けて練習などを頑張ってきました。本番では
今までお世話になった先生への感謝や大学
生活を振り返り、来場者に想いが伝わるよう
演奏しました。広く綺麗なホールで気持ちよく
演奏することができ、とてもいい経験をする
ことができました。

学 生 の 声

開催期間

会　場

平成30年2月2日（金）

大垣市スイトピアセンター

開催日

会　場

巻頭特集

デザイン美術学科 音楽総合学科

展示
作品

当日の
様子

『まなざし』 『ありがとう』
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●9月7日（木）・8日（金）

打楽器リペア演習

マンガ原稿持ち込み研修
毎年恒例の編集部へのマンガ原稿持ち込み研修へ
有志の学生が参加しました。

「卒業研究」を選択した3年生によるグループ研究の成果を発表。
1・2年生から質疑応答も行われました。

1年間の臨床・臨地実習を終えて3年生の報告
これから臨床・臨地実習に向かう2年生への指導

11月下旬より臨床・臨地実習に臨む決意を誓う

大垣歯科医師会 稲垣祐成先生による講演

大垣歯科医師会との連携、ブラッシング指導

市民の健康広場

大垣市との連携、ブラッシング指導

株式会社ワコムとのコラボ企画として大型27インチの
液晶タブレットの体験会を行いました。

…

●10月7日（土）
●10月28日（土）

学外研修（伊勢神宮等）
みずき祭 WACOM新型ペンタブ体験

……
…

…

●10月  5日（木）

●10月15日（日）
●10月28日（土）
●11月15日（水）
●11月16日（木）

●11月16日（木）
●12月  6日（水）

●12月13日（水）
●  1月18日（木）

卒業研究発表〈全学年〉
　

市民の健康広場〈3年生〉
みずき祭／模擬店〈1年生〉、フッ化物塗布・ブラッシング指導〈2、3年生〉
決意を語る会〈2年生〉
学外実習報告会〈2、3年生〉

和食マナー講座〈3年生〉
教養・キャリア基礎演習Ⅱ「歯科医療における地域貢献」〈1年生〉

洋食マナー講座〈1年生〉
赤坂中学校にて歯科保健指導〈2年生〉

…

…
…
…
…

…
…

…
…

キッズピアおおがきフェスティバル参加〈3年〉
大垣市子育て総合支援センターキッズピアおおがき開設1周年記念行事に連携協力
しました。ふれあい動物園や巨大ジェンガなどに参加し、中でも学生が幼児向けに行った
「フェイスペイント」はとても人気のコーナーでした。

幼教合宿 鳥羽市、伊勢市〈全学年〉
1日目は三重県鳥羽市「戸田家」に
宿泊し、各学年の前期成果発表、
実習交流会を行い、その後バイキング
や温泉を楽しみました。2日目は、鳥羽
水族館見学、伊勢神宮、おかげ横丁
を散策しました。

学科トピックス

幼児教育学科

今年度後期より、選択授業とし
て打楽器リペア演習を開講しま
した。就職後、学校販売等現場
での対応ができるよう基礎知識
から簡単なメンテナンスまで打楽
器の知識を学びます。受講した
学生は、初めて触れる打楽器に
戸惑いながらも熱心に受講し、
多くの知識や技術を身につける
ことができました。

■定期演奏会 平成30年10月6日（土） 13：00開場／13：30開演【大垣市スイトピアセンター音楽堂】
■卒業演奏発表会 平成31年1月27日（日） 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31年2月17日（日） 13：00開場／13：30開演【大垣市民会館】

管打楽器リペアコース

音楽総合学科

歯科衛生学科

デザイン美術学科

5学科からの旬な情報を
お届けします。

学科の取り組み・行事

■おすすめの1冊コンクール

■第43回 現創展

金　賞

学科トピックス

9月21日（木）・22日（金）（1泊2日） 

10月1日（日）

子ども研究ポスターセッション〈3年〉
3年生全員が１年間の研究
成果をポスターにして、1、2年
生や教職員の前で口頭発表
を行いました。卒業研究の内容
は実務研修で検証した事例
や自分で製作し実際に使用
した保育教材など多彩で興味
深いものが多くありました。

1月24日（水）

試験日：3月4日（日）　会場：名古屋女子大学 汐路学舎
合格発表：3月28日（水）

臨床・臨地実習
３年生 ● 臨床・臨地実習Ⅲ「専修クラス」…9月25日（月）～11月15日（水） 

● 臨床・臨地実習Ⅰ…11月21日（火）～1月19日（金）
● 保育園実習（わかたけ保育園・みそぎ保育園）…11月28日（火）～12月13日（水）
● 高校実習（大垣工業高校・大垣商業高校）…12月12日（火）
● こども祭（歯科衛生指導）…1月21日（日）

　平成２８年度から、音楽総合学科はウインドアンサンブルコース
と管打楽器リペアコースの２コース選択を導入し受験生の選択の
幅を増やしたことにより、多くの学生を迎え入れることができました。
　また、今年度も多くの演奏の機会があり、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、地域の学校や施設で

学科の取り組み

学科の取り組み・行事

第27回歯科衛生士国家試験

　平成30年度をもって歯科衛生学科は保健科第一部の開設以来45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各位に厚く御礼申し上げる
次第です。
　 国の高等教育施策により平成31年度より専門職大学・短期大学が新たにできて
参りますが、本学科は「短期大学士」の学位にふさわしい教養と専門性を身につけた
歯科衛生士の人材育成に今後も邁進する所存です。

　3年次生は国家試験合格に向け、必死に勉学に取り組んでおります。2年次生
は初めての臨床・臨地実習を迎え、歯科医療の現場に臨んでいます。1年次生は
学内実習・講義等で基本的な知識・技術を身につけているところです。
　最後に歯科衛生学科で永年、教育にあたってこられた岩田千鶴子教授と縄田理佳
講師が、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よろしくお願い申し上げます。

学科長　石川 隆義

決意を語る会

学外実習報告会1年生マナー講座

卒業研究発表

平成30年度のスケジュール予定

第23回ウインドアンサンブル定期演奏会
大垣市民会館にて第23回ウインドアンサンブル定期演奏会を行いました。
老若男女を問わず、多くの方が来場し、大盛況のもと終了しました。
2年生にとっては学生最後の演奏会、各々たくさんの思いを込めて演奏しま
した。卒業後は、全国各地でそれぞれ活躍されることを祈念します。

ウインドアンサンブル

臨床実習
音楽療法コースは11月に2年次生の臨床実習
を終えました。実習直前の週末には1、2年全員
で学外研修として日本昭和村を訪れ、昔の人
の暮らしぶりを学ぶためにこんにゃくと豆腐作り
体験をしました。

音楽療法コース

博愛長寿苑 美濃里 訪問演奏、
第37回大垣市文化連盟祭
電子オルガン演奏
11月4日（土）に垂井町にある博愛長寿苑
美濃里へ訪問演奏に行きました。利用者に
あわせた曲を約１時間演奏し、一緒に歌って、
楽しい時間を過ごしました。また、11月23日
（木・祝）には、第37回大垣市文化連盟祭
きらめきステージ（大垣市スイトピアセンター 
文化ホール）にて電子オルガン演奏をしま
した。その日の講演「戦国井伊氏と女城主
直虎」にちなみ、NHK大河ドラマのテーマ曲
をメドレーで演奏し、迫力ある電子オルガンの
音色を披露することができました。

ピアノコース・電子オルガンコース

保育園研究 保育園との交流会〈1、2年〉
就職支援講座において、岐阜県保育研究協議会との連携事業として
保育園との交流会を行いました。現場だからこその話題を園の先生方
から聞くことができ貴重な
体験となりました。

1月20日（土）

●10月1日（日）
●10月28日（土）

●10月5日（木）・11月2日（木）・12月7日（木）
●11月8日（水）
●12月13日（水）
●2月1日（木）～15日（木）

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル」参加〈2、3年〉
みずき祭学科企画
「集まれ！元気な子どもたち！秋の運動会！」（体育館）
子育てママ大学託児（子育て支援演習）〈3年〉
就職支援・福祉施設職員講話〈2年〉
保育総合試験〈2年〉
保育実習Ⅰa〈1年〉、幼稚園教育実習Ⅱ〈2年〉

…………………………
………………………

…
………………………
………………………

……………

学科の取り組み・行事

学科トピックス

学科トピックス

デザイン美術学科は学生の作品をより多くの方々に知っていただくため、コンクール等に意欲的に参加しています。
今年度は例年にも増して学生たちの活躍が目立ち、多くの受賞実績をあげることができました。

銅　賞 銅　賞 高林写真賞

岐阜県図書館主催の「おすすめの１冊コンクール」のイラストPOP部門で、
デザイン美術学科2年生の本間茉奈さん、三浦仁恵さんが受賞しました。

■自衛隊ポスターコンクール

金　賞

現創会主催の「第43回 現創展」で、デザイン
美術学科1年生の木村里菜さん、中島瑚都さん、
村瀨友香さんと、フランスユーラジアム校からの留学生クリステルさんが受賞しました。

演奏し、社会貢献にも取り組んでいます。
　今後も、新たなカリキュラムの導入や、より専門技術を高める
為の教育に力を注ぎ、学外実習や特別講義などの授業を積極
的に取り入れていきます。

2年生

本間 茉奈 『希望』

本間 茉奈ゴールドイラスト賞 奨励賞 三浦 仁恵

銅　賞
杉原 しおり 『自衛隊』 木村 里菜

『夢の中』
中島 瑚都

『ようこそ地球へ』
クリステル

『Grifon Awaken』
村瀨 友香

『ジンベイザメのいる水族館』

自衛隊岐阜地方協力本部主催の「自衛隊ポスターコン
クール」にて、デザイン美術学科2年生の本間茉奈さん、
杉原しおりさんが受賞し、12月20日（水）航空自衛隊
岐阜基地で表彰式が行われました。
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●9月7日（木）・8日（金）

打楽器リペア演習

マンガ原稿持ち込み研修
毎年恒例の編集部へのマンガ原稿持ち込み研修へ
有志の学生が参加しました。

「卒業研究」を選択した3年生によるグループ研究の成果を発表。
1・2年生から質疑応答も行われました。

1年間の臨床・臨地実習を終えて3年生の報告
これから臨床・臨地実習に向かう2年生への指導

11月下旬より臨床・臨地実習に臨む決意を誓う

大垣歯科医師会 稲垣祐成先生による講演

大垣歯科医師会との連携、ブラッシング指導

市民の健康広場

大垣市との連携、ブラッシング指導

株式会社ワコムとのコラボ企画として大型27インチの
液晶タブレットの体験会を行いました。

…

●10月7日（土）
●10月28日（土）

学外研修（伊勢神宮等）
みずき祭 WACOM新型ペンタブ体験

……
…

…

●10月  5日（木）

●10月15日（日）
●10月28日（土）
●11月15日（水）
●11月16日（木）

●11月16日（木）
●12月  6日（水）

●12月13日（水）
●  1月18日（木）

卒業研究発表〈全学年〉
　

市民の健康広場〈3年生〉
みずき祭／模擬店〈1年生〉、フッ化物塗布・ブラッシング指導〈2、3年生〉
決意を語る会〈2年生〉
学外実習報告会〈2、3年生〉

和食マナー講座〈3年生〉
教養・キャリア基礎演習Ⅱ「歯科医療における地域貢献」〈1年生〉

洋食マナー講座〈1年生〉
赤坂中学校にて歯科保健指導〈2年生〉

…

…
…
…
…

…
…

…
…

キッズピアおおがきフェスティバル参加〈3年〉
大垣市子育て総合支援センターキッズピアおおがき開設1周年記念行事に連携協力
しました。ふれあい動物園や巨大ジェンガなどに参加し、中でも学生が幼児向けに行った
「フェイスペイント」はとても人気のコーナーでした。

幼教合宿 鳥羽市、伊勢市〈全学年〉
1日目は三重県鳥羽市「戸田家」に
宿泊し、各学年の前期成果発表、
実習交流会を行い、その後バイキング
や温泉を楽しみました。2日目は、鳥羽
水族館見学、伊勢神宮、おかげ横丁
を散策しました。

学科トピックス

幼児教育学科

今年度後期より、選択授業とし
て打楽器リペア演習を開講しま
した。就職後、学校販売等現場
での対応ができるよう基礎知識
から簡単なメンテナンスまで打楽
器の知識を学びます。受講した
学生は、初めて触れる打楽器に
戸惑いながらも熱心に受講し、
多くの知識や技術を身につける
ことができました。

■定期演奏会 平成30年10月6日（土） 13：00開場／13：30開演【大垣市スイトピアセンター音楽堂】
■卒業演奏発表会 平成31年1月27日（日） 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31年2月17日（日） 13：00開場／13：30開演【大垣市民会館】

管打楽器リペアコース

音楽総合学科

歯科衛生学科

デザイン美術学科

5学科からの旬な情報を
お届けします。

学科の取り組み・行事

■おすすめの1冊コンクール

■第43回 現創展

金　賞

学科トピックス

9月21日（木）・22日（金）（1泊2日） 

10月1日（日）

子ども研究ポスターセッション〈3年〉
3年生全員が１年間の研究
成果をポスターにして、1、2年
生や教職員の前で口頭発表
を行いました。卒業研究の内容
は実務研修で検証した事例
や自分で製作し実際に使用
した保育教材など多彩で興味
深いものが多くありました。

1月24日（水）

試験日：3月4日（日）　会場：名古屋女子大学 汐路学舎
合格発表：3月28日（水）

臨床・臨地実習
３年生 ● 臨床・臨地実習Ⅲ「専修クラス」…9月25日（月）～11月15日（水） 

● 臨床・臨地実習Ⅰ…11月21日（火）～1月19日（金）
● 保育園実習（わかたけ保育園・みそぎ保育園）…11月28日（火）～12月13日（水）
● 高校実習（大垣工業高校・大垣商業高校）…12月12日（火）
● こども祭（歯科衛生指導）…1月21日（日）

　平成２８年度から、音楽総合学科はウインドアンサンブルコース
と管打楽器リペアコースの２コース選択を導入し受験生の選択の
幅を増やしたことにより、多くの学生を迎え入れることができました。
　また、今年度も多くの演奏の機会があり、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、地域の学校や施設で

学科の取り組み

学科の取り組み・行事

第27回歯科衛生士国家試験

　平成30年度をもって歯科衛生学科は保健科第一部の開設以来45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各位に厚く御礼申し上げる
次第です。
　 国の高等教育施策により平成31年度より専門職大学・短期大学が新たにできて
参りますが、本学科は「短期大学士」の学位にふさわしい教養と専門性を身につけた
歯科衛生士の人材育成に今後も邁進する所存です。

　3年次生は国家試験合格に向け、必死に勉学に取り組んでおります。2年次生
は初めての臨床・臨地実習を迎え、歯科医療の現場に臨んでいます。1年次生は
学内実習・講義等で基本的な知識・技術を身につけているところです。
　最後に歯科衛生学科で永年、教育にあたってこられた岩田千鶴子教授と縄田理佳
講師が、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よろしくお願い申し上げます。

学科長　石川 隆義

決意を語る会

学外実習報告会1年生マナー講座

卒業研究発表

平成30年度のスケジュール予定

第23回ウインドアンサンブル定期演奏会
大垣市民会館にて第23回ウインドアンサンブル定期演奏会を行いました。
老若男女を問わず、多くの方が来場し、大盛況のもと終了しました。
2年生にとっては学生最後の演奏会、各々たくさんの思いを込めて演奏しま
した。卒業後は、全国各地でそれぞれ活躍されることを祈念します。

ウインドアンサンブル

臨床実習
音楽療法コースは11月に2年次生の臨床実習
を終えました。実習直前の週末には1、2年全員
で学外研修として日本昭和村を訪れ、昔の人
の暮らしぶりを学ぶためにこんにゃくと豆腐作り
体験をしました。

音楽療法コース

博愛長寿苑 美濃里 訪問演奏、
第37回大垣市文化連盟祭
電子オルガン演奏
11月4日（土）に垂井町にある博愛長寿苑
美濃里へ訪問演奏に行きました。利用者に
あわせた曲を約１時間演奏し、一緒に歌って、
楽しい時間を過ごしました。また、11月23日
（木・祝）には、第37回大垣市文化連盟祭
きらめきステージ（大垣市スイトピアセンター 
文化ホール）にて電子オルガン演奏をしま
した。その日の講演「戦国井伊氏と女城主
直虎」にちなみ、NHK大河ドラマのテーマ曲
をメドレーで演奏し、迫力ある電子オルガンの
音色を披露することができました。

ピアノコース・電子オルガンコース

保育園研究 保育園との交流会〈1、2年〉
就職支援講座において、岐阜県保育研究協議会との連携事業として
保育園との交流会を行いました。現場だからこその話題を園の先生方
から聞くことができ貴重な
体験となりました。

1月20日（土）

●10月1日（日）
●10月28日（土）

●10月5日（木）・11月2日（木）・12月7日（木）
●11月8日（水）
●12月13日（水）
●2月1日（木）～15日（木）

「ぎふ清流レクリエーションフェスティバル」参加〈2、3年〉
みずき祭学科企画
「集まれ！元気な子どもたち！秋の運動会！」（体育館）
子育てママ大学託児（子育て支援演習）〈3年〉
就職支援・福祉施設職員講話〈2年〉
保育総合試験〈2年〉
保育実習Ⅰa〈1年〉、幼稚園教育実習Ⅱ〈2年〉

…………………………
………………………

…
………………………
………………………

……………

学科の取り組み・行事

学科トピックス

学科トピックス

デザイン美術学科は学生の作品をより多くの方々に知っていただくため、コンクール等に意欲的に参加しています。
今年度は例年にも増して学生たちの活躍が目立ち、多くの受賞実績をあげることができました。

銅　賞 銅　賞 高林写真賞

岐阜県図書館主催の「おすすめの１冊コンクール」のイラストPOP部門で、
デザイン美術学科2年生の本間茉奈さん、三浦仁恵さんが受賞しました。

■自衛隊ポスターコンクール

金　賞

現創会主催の「第43回 現創展」で、デザイン
美術学科1年生の木村里菜さん、中島瑚都さん、
村瀨友香さんと、フランスユーラジアム校からの留学生クリステルさんが受賞しました。

演奏し、社会貢献にも取り組んでいます。
　今後も、新たなカリキュラムの導入や、より専門技術を高める
為の教育に力を注ぎ、学外実習や特別講義などの授業を積極
的に取り入れていきます。

2年生

本間 茉奈 『希望』

本間 茉奈ゴールドイラスト賞 奨励賞 三浦 仁恵

銅　賞
杉原 しおり 『自衛隊』 木村 里菜

『夢の中』
中島 瑚都

『ようこそ地球へ』
クリステル

『Grifon Awaken』
村瀨 友香

『ジンベイザメのいる水族館』

自衛隊岐阜地方協力本部主催の「自衛隊ポスターコン
クール」にて、デザイン美術学科2年生の本間茉奈さん、
杉原しおりさんが受賞し、12月20日（水）航空自衛隊
岐阜基地で表彰式が行われました。
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看護学科
学科トピックス

在学生は今…。

1年生
初めての臨地実習となる
『生活援助実習』が2月
に行われます。実習に行く
前には、患者さんの前で
戸惑いを最小限にできる
よう学内でさまざまな状況
を想定し、実践さながらの
練習を行いました。

2年生
8月～9月の『看護
課程実践実習』を
終え、11月から『成
人看護学実習（慢
性期）』『老年看護
学実習Ⅰ』がスタート
しました。受け持ちの患者さんから学ぶことは
大きく、実習が終わるごとに成長しています。

3年生
2月18日に第107回看護師国家試験を受験します。
集中講義や模試だけでなく、友達と集まり学内の
いたるスペースで自習
をしていました。3年
間学んだ知識や技術
の成果が発揮でき
ますように！

「学友会」とは…

4月7日（金）
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。

FSC（ファーストステップキャンパス）クラブ紹介

卓球大会6月23日（金）

十万石まつり

クリスマス会

保健室で行われている、日常
的な運動習慣づくりのための
取り組みと連携し、卓球大会
を開催しました。白熱した戦い
が繰り広げられるとともに、ス
ポーツを通しての新たな交流
も生まれました。

10月8日（日）
かつての大垣藩十万石の城主
を祭る例祭を起源としたお祭り
です。各学科の有志のみなさん
とともに駅前通りを練り歩き
ながら、沿道の方々に、開催の
近づくみずき祭をＰＲしました。

7月5日（水）
みんなの願い事が書かれた短冊いっぱいの
笹の下で、お抹茶と季節のお菓子を振る
舞いました。多くの学生が参加し、風情を楽
しみました。

七夕茶会

学友会企画「MUSIC STATION OWC 
LIVE 2017」カラオケ大会を開催しました。歌を
通して自分のカラー（個性）を表現し、学生みん
なで感動を味わいました。その後のゲストライブ
には、フースーヤさんが出演してくださいました。

みずき祭前日祭

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。

平成29年度 活動のあしあと

12月22日（金）　
参加者は150名！ ウインドアンサンブル
コース学生の演奏にはじまり、楽しいゲー
ムにビンゴ大会、
美味しいお料理
や学生のデザイン
したケーキなどで
盛り上がりました。

10月28日（土）　

テーマは、「彩<カラフル>
～1000のカラーが創る
みずき祭～」。

当日は雨に見舞われましたが、卒業生や家族、
地域の方など約1,400名の方に来場いただき
賑わいのあるみずき祭となりました。

みずき祭

10月27日（金）　

1年次生の中から私たちと一緒に学友会活動を盛り上げる

学友会委員メンバーを募集しています。新しい自分への

第一歩です！ 2年次生があなたを心待ちにしています！！

募 集

学友会だより
メンバー紹介 平成30年度 大垣女子短期大学 学友会委員

伊藤 雄莉
［看護学科］（会長）

土方 香奈
［音楽総合学科］（書記）

島戸 真由美
［看護学科］

田上 彩音
［幼児教育学科］（会計）

杉本 優子
［歯科衛生学科］

佐々 綾乃
［デザイン美術学科］
（会計監査）

小林 桃子
［音楽総合学科］（副会長）

上村 紗里奈
［幼児教育学科］

中村 美季
［看護学科］

伊藤 さやか
［歯科衛生学科］（副会長）

木村 里菜
［デザイン美術学科］

布施 かおる
［幼児教育学科］
（会計監査）

大垣市民病院災害トリアージ訓練
大垣市民病院で行われた災害訓練に14名の学生が参加しました。特殊メイクを施した
患者役を相手にトリアージを行う本番さながらの訓練です。毎年、1・2年生を中心に
参加していますが今年初めて参加した学生は、腕や足に施されたリアルな痛 し々い傷跡
に驚いていました。体験を通し、災害時の医療者としての実際の対応や看護の役割を
学ぶことができました。

看護学科 ホームカミングデイ2017
「成長し続けるナースたちへ」をテーマに、第2回看護学科ホームカミング
デイを開催しました。今回は今年卒業した第2期生と第1期生の計
30名が集いました。午前の部は「新人看護師のやりがい・つまずき・
これから」、「2年目看護師の現状・成長・これから」というそれぞれの
テーマでグループワークを行いました。合同のグループ発表では、さま
ざまなつまずきはあるものの、やはり患者さんからの「ありがとう」の言葉
に日々元気づけられていること、これからも知識・経験を重ねナースと
しての自分を成長させたいという前向きな発言が聞かれました。また
先輩・後輩の姿に1年後・1年前の自分の姿を垣間見ることができた
ようです。午後の部は臨床施設の看護師と在学生（2・3年次生）も
加わり、パネルディスカッションを行いました。弁護士・医師・特定看護
師をパネリストに迎え、看護師として学び続ける意味について考える
機会となりました。在学生も、命を預かる看護師の責任の重さを実感
し、今後の学びの動機づけとなったようです。
今後も卒業生を応援する企画としてホームカミングデイを実施していき
ます。卒業生のみなさん、また学び舎で看護について語り合いましょうね！！

11月18日（土） 

 総合教育センター・准教授  茂木 七香
学生の充実した「学び」のために 本学のDPと学力の3要素

ＩＲセンター

　IRセンターの重要な役割に、教育と学生の学びの質向上を推進
することがあります。本学の目指す教育と学びを明示した全学と各
学科等の学位授与の方針（ディプロマ･ポリシー：DP＝育成する
人材像）は、｢知識･理解｣｢思考･判断･表現｣｢技能｣｢関心･意欲･
態度｣の観点ごとであり、これらは｢学力の3要素｣に準拠しています。
　平成に改元された（1989年）頃から、わが国では｢新しい学力観」
「ゆとり」などの言葉とともに｢学力｣がさかんに論議され、平成19
（2007）年には高等学校までの学校教育で培う｢学力｣は、｢基礎的な
知識･技能｣｢思考力･判断力･表現力等の能力｣｢主体的に学習に
取り組む態度｣（｢学力の3要素｣）であると学校教育法に明示されました。
　大学などの高等教育機関にも、｢学力の3要素｣を踏まえ、高等学校との
接続を重視した学びの充実を図ることが、社会的に強く求められています。
本学では平成28年度から、DPとすべての授業の到達目標を「学力の3
要素｣に準拠したものとし、学修成果の可視化とあわせて教育と学びの
質向上に努力しております。その一環としてIRセンターでも、学生による授業
評価や学生の学修行動調査等に積極的に取り組んでいるところです。

総合教育センター

　学生の大学生活の大部分を占めているのは「毎日の授業」ですが、
それをさまざまな形で支えるのが総合教育センターの役割のひとつです。
各教員が、どのように授業を行うかを決めたり（シラバス作成）、
教える技術や学生への理解を向上させたり（FD研修会、授業交流
会）、自らの実施した授業を振り返ったり（学生による授業評価）
する際に、網羅しておくべき点や具体的な方法を決定し周知してい
ます。また、取り組みで得られた結果を全体としてまとめ、前年度との
比較によって、今年度の成果と次年度に向けた方針を明らかにします。
　平成29年度に実施した初年次教育や教養教育の継続に
あたって見直しを行い、平成30年度には、本学が5学科を有すると
いう特色を生かして、5学科の教員による授業（教養科目「女性
学」）、５学科の学生が交流する授業（教養・キャリア基礎演習ⅠⅡ）
が、各教職員の協力のもとに実現する運びとなりました。　
　総合教育センターはこれからも、教職員だけではなく、学生たちにも
自分たちの学びを支える存在として意識してもらえるよう、活動して
まいります。

 IRセンター長・教授  矢田貝 真一

谷口理さん、田中ショータイムさんと
一緒に記念撮影

　今年の学友会委員のメンバーは、継続6人、新規6人で
構成されています。意欲的なメンバーばかりで、とても活気
ある雰囲気で楽しく活動しています。
　行事の企画運営は、委員全員で意見を出し合い、学生の
皆さんが「参加して楽しめること」を第一に考え、工夫を凝ら
した企画作りを行っています。季節を楽しむ行事も企画
しますので、ぜひ参加してほしいです！
　4月に開催するFSCは、クラブ長とともに新体制で行う
初めての大きな行事です。新入生の皆さんが有意義な学生
生活をスタートできるよう、春休み期間に企画・準備を進め
てきました。在学生の皆さんにも楽しんで聞いていただける
内容となっています。
　これからは、10月に行う大学祭に向けて活動していきます。
今年度は、本学が創立50周年となる節目の年の開催となり
ます。新たに加入する1年次生委員と全員で協力し、皆さんの
大学生活の思い出に残る最高の大学祭を作り上げたいと
思います。よろしくお願いします。

会長　伊藤 雄莉

11月11日（土） 

「目指せ！岐阜で輝く看護職フェスタ」事業
本事業は、学生が県内の多様な医療機関に視野を拡げ、自分の将来の看護師像を
描いて就職活動の契機とすることを目指し、県からの助成を受けて実施するものです。
2月20日（火）は、学内で「岐阜県内で活躍する看護師を知ろう」をテーマに、18カ所
の医療機関の紹介、交流ブース開設を行い、先輩看護師から日頃の看護実践の魅力
などが紹介されました。事業期間後半は、1・2年生の希望者を対象に10カ所の病院
を4コースに分け、見学します。

すべての学生が、看護師として自分が輝ける職場を選択できるように支援しています。

◆東濃コース：2月26日（月）　
◆東濃・中濃コース：2月28日（水）

◆郡上・高山コース：3月2日（金）　
◆美濃・岐北コース：3月8日（木）　

※寄付金:140,844円（被災地義援金として平成29年12月6日に寄付）
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看護学科
学科トピックス

在学生は今…。

1年生
初めての臨地実習となる
『生活援助実習』が2月
に行われます。実習に行く
前には、患者さんの前で
戸惑いを最小限にできる
よう学内でさまざまな状況
を想定し、実践さながらの
練習を行いました。

2年生
8月～9月の『看護
課程実践実習』を
終え、11月から『成
人看護学実習（慢
性期）』『老年看護
学実習Ⅰ』がスタート
しました。受け持ちの患者さんから学ぶことは
大きく、実習が終わるごとに成長しています。

3年生
2月18日に第107回看護師国家試験を受験します。
集中講義や模試だけでなく、友達と集まり学内の
いたるスペースで自習
をしていました。3年
間学んだ知識や技術
の成果が発揮でき
ますように！

「学友会」とは…

4月7日（金）
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。

FSC（ファーストステップキャンパス）クラブ紹介

卓球大会6月23日（金）

十万石まつり

クリスマス会

保健室で行われている、日常
的な運動習慣づくりのための
取り組みと連携し、卓球大会
を開催しました。白熱した戦い
が繰り広げられるとともに、ス
ポーツを通しての新たな交流
も生まれました。

10月8日（日）
かつての大垣藩十万石の城主
を祭る例祭を起源としたお祭り
です。各学科の有志のみなさん
とともに駅前通りを練り歩き
ながら、沿道の方々に、開催の
近づくみずき祭をＰＲしました。

7月5日（水）
みんなの願い事が書かれた短冊いっぱいの
笹の下で、お抹茶と季節のお菓子を振る
舞いました。多くの学生が参加し、風情を楽
しみました。

七夕茶会

学友会企画「MUSIC STATION OWC 
LIVE 2017」カラオケ大会を開催しました。歌を
通して自分のカラー（個性）を表現し、学生みん
なで感動を味わいました。その後のゲストライブ
には、フースーヤさんが出演してくださいました。

みずき祭前日祭

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。

平成29年度 活動のあしあと

12月22日（金）　
参加者は150名！ ウインドアンサンブル
コース学生の演奏にはじまり、楽しいゲー
ムにビンゴ大会、
美味しいお料理
や学生のデザイン
したケーキなどで
盛り上がりました。

10月28日（土）　

テーマは、「彩<カラフル>
～1000のカラーが創る
みずき祭～」。

当日は雨に見舞われましたが、卒業生や家族、
地域の方など約1,400名の方に来場いただき
賑わいのあるみずき祭となりました。

みずき祭

10月27日（金）　

1年次生の中から私たちと一緒に学友会活動を盛り上げる

学友会委員メンバーを募集しています。新しい自分への

第一歩です！ 2年次生があなたを心待ちにしています！！

募 集

学友会だより
メンバー紹介 平成30年度 大垣女子短期大学 学友会委員

伊藤 雄莉
［看護学科］（会長）

土方 香奈
［音楽総合学科］（書記）

島戸 真由美
［看護学科］

田上 彩音
［幼児教育学科］（会計）

杉本 優子
［歯科衛生学科］

佐々 綾乃
［デザイン美術学科］
（会計監査）

小林 桃子
［音楽総合学科］（副会長）

上村 紗里奈
［幼児教育学科］

中村 美季
［看護学科］

伊藤 さやか
［歯科衛生学科］（副会長）

木村 里菜
［デザイン美術学科］

布施 かおる
［幼児教育学科］
（会計監査）

大垣市民病院災害トリアージ訓練
大垣市民病院で行われた災害訓練に14名の学生が参加しました。特殊メイクを施した
患者役を相手にトリアージを行う本番さながらの訓練です。毎年、1・2年生を中心に
参加していますが今年初めて参加した学生は、腕や足に施されたリアルな痛 し々い傷跡
に驚いていました。体験を通し、災害時の医療者としての実際の対応や看護の役割を
学ぶことができました。

看護学科 ホームカミングデイ2017
「成長し続けるナースたちへ」をテーマに、第2回看護学科ホームカミング
デイを開催しました。今回は今年卒業した第2期生と第1期生の計
30名が集いました。午前の部は「新人看護師のやりがい・つまずき・
これから」、「2年目看護師の現状・成長・これから」というそれぞれの
テーマでグループワークを行いました。合同のグループ発表では、さま
ざまなつまずきはあるものの、やはり患者さんからの「ありがとう」の言葉
に日々元気づけられていること、これからも知識・経験を重ねナースと
しての自分を成長させたいという前向きな発言が聞かれました。また
先輩・後輩の姿に1年後・1年前の自分の姿を垣間見ることができた
ようです。午後の部は臨床施設の看護師と在学生（2・3年次生）も
加わり、パネルディスカッションを行いました。弁護士・医師・特定看護
師をパネリストに迎え、看護師として学び続ける意味について考える
機会となりました。在学生も、命を預かる看護師の責任の重さを実感
し、今後の学びの動機づけとなったようです。
今後も卒業生を応援する企画としてホームカミングデイを実施していき
ます。卒業生のみなさん、また学び舎で看護について語り合いましょうね！！

11月18日（土） 

 総合教育センター・准教授  茂木 七香
学生の充実した「学び」のために 本学のDPと学力の3要素

ＩＲセンター

　IRセンターの重要な役割に、教育と学生の学びの質向上を推進
することがあります。本学の目指す教育と学びを明示した全学と各
学科等の学位授与の方針（ディプロマ･ポリシー：DP＝育成する
人材像）は、｢知識･理解｣｢思考･判断･表現｣｢技能｣｢関心･意欲･
態度｣の観点ごとであり、これらは｢学力の3要素｣に準拠しています。
　平成に改元された（1989年）頃から、わが国では｢新しい学力観」
「ゆとり」などの言葉とともに｢学力｣がさかんに論議され、平成19
（2007）年には高等学校までの学校教育で培う｢学力｣は、｢基礎的な
知識･技能｣｢思考力･判断力･表現力等の能力｣｢主体的に学習に
取り組む態度｣（｢学力の3要素｣）であると学校教育法に明示されました。
　大学などの高等教育機関にも、｢学力の3要素｣を踏まえ、高等学校との
接続を重視した学びの充実を図ることが、社会的に強く求められています。
本学では平成28年度から、DPとすべての授業の到達目標を「学力の3
要素｣に準拠したものとし、学修成果の可視化とあわせて教育と学びの
質向上に努力しております。その一環としてIRセンターでも、学生による授業
評価や学生の学修行動調査等に積極的に取り組んでいるところです。

総合教育センター

　学生の大学生活の大部分を占めているのは「毎日の授業」ですが、
それをさまざまな形で支えるのが総合教育センターの役割のひとつです。
各教員が、どのように授業を行うかを決めたり（シラバス作成）、
教える技術や学生への理解を向上させたり（FD研修会、授業交流
会）、自らの実施した授業を振り返ったり（学生による授業評価）
する際に、網羅しておくべき点や具体的な方法を決定し周知してい
ます。また、取り組みで得られた結果を全体としてまとめ、前年度との
比較によって、今年度の成果と次年度に向けた方針を明らかにします。
　平成29年度に実施した初年次教育や教養教育の継続に
あたって見直しを行い、平成30年度には、本学が5学科を有すると
いう特色を生かして、5学科の教員による授業（教養科目「女性
学」）、５学科の学生が交流する授業（教養・キャリア基礎演習ⅠⅡ）
が、各教職員の協力のもとに実現する運びとなりました。　
　総合教育センターはこれからも、教職員だけではなく、学生たちにも
自分たちの学びを支える存在として意識してもらえるよう、活動して
まいります。

 IRセンター長・教授  矢田貝 真一

谷口理さん、田中ショータイムさんと
一緒に記念撮影

　今年の学友会委員のメンバーは、継続6人、新規6人で
構成されています。意欲的なメンバーばかりで、とても活気
ある雰囲気で楽しく活動しています。
　行事の企画運営は、委員全員で意見を出し合い、学生の
皆さんが「参加して楽しめること」を第一に考え、工夫を凝ら
した企画作りを行っています。季節を楽しむ行事も企画
しますので、ぜひ参加してほしいです！
　4月に開催するFSCは、クラブ長とともに新体制で行う
初めての大きな行事です。新入生の皆さんが有意義な学生
生活をスタートできるよう、春休み期間に企画・準備を進め
てきました。在学生の皆さんにも楽しんで聞いていただける
内容となっています。
　これからは、10月に行う大学祭に向けて活動していきます。
今年度は、本学が創立50周年となる節目の年の開催となり
ます。新たに加入する1年次生委員と全員で協力し、皆さんの
大学生活の思い出に残る最高の大学祭を作り上げたいと
思います。よろしくお願いします。

会長　伊藤 雄莉

11月11日（土） 

「目指せ！岐阜で輝く看護職フェスタ」事業
本事業は、学生が県内の多様な医療機関に視野を拡げ、自分の将来の看護師像を
描いて就職活動の契機とすることを目指し、県からの助成を受けて実施するものです。
2月20日（火）は、学内で「岐阜県内で活躍する看護師を知ろう」をテーマに、18カ所
の医療機関の紹介、交流ブース開設を行い、先輩看護師から日頃の看護実践の魅力
などが紹介されました。事業期間後半は、1・2年生の希望者を対象に10カ所の病院
を4コースに分け、見学します。

すべての学生が、看護師として自分が輝ける職場を選択できるように支援しています。

◆東濃コース：2月26日（月）　
◆東濃・中濃コース：2月28日（水）

◆郡上・高山コース：3月2日（金）　
◆美濃・岐北コース：3月8日（木）　

※寄付金:140,844円（被災地義援金として平成29年12月6日に寄付）
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先輩と後輩の仲が良くて、自分たちが好きな
バレーボールができます。1年間で2回、岐阜
県私立短期大学大会に出場しています。

みんなで楽しくバレーボール

バレーボール

音楽総合学科　松平 樹菜

アンサンブルをすることによって、１人では経験できない「感動」
や「喜び」を味わうことができる楽しいクラブです。プラネタ
リウムでの演奏やランチタイムコンサートを開催します。

みんなで楽しくアンサンブル♪

ピアノ・エレクトーンアンサンブル

幼児教育学科　小松 歩加

キンボール大会やレクリエーション大会、各種イベントを通
じて、部員同士（顧問の先生とも♪）の仲はもちろん、他大学
の方とも交流ができ、仲を深めることができます。

元気いっぱい体爽部！

体爽部

★卒業する先輩へのメッセージ

★卒業する先輩へのメッセージ

音楽総合学科　杉本 莉菜

踊るのが好き! 音楽がすき!な仲間が集まって活動して
います。好きな曲で踊れるのが楽しいです。

Let's enjoy 踊ってみた

踊ってみた

看護学科　川合 藍

毛筆・硬筆の練習や、書道の練習など、選択は自由
です。字がうまくなりたい方は是非入部してください。
初心者大歓迎です。

美しい字が書けるようになります！

美文字書道

看護学科　河村 佳奈

昨年は岐阜経済大学と交流会をする
予定でしたが、雨天で中止。残念でし
た。今年はできるかな！？

わきあいあい！！

テニス

歯科衛生学科　滝川 美羽

シュートを打ったりと誰もが楽しむこと
のできるクラブです! 体を動かすことの
好きな学生がたくさん（?）所属しています!

みんなで楽しむenjoyスポーツ！

バスケットボール

歯科衛生学科　黒河内 美月

オリジナルのボカログッズを作ったり、ボカロ曲の
歌ってみたを発表したりと仲良く活動しています!

描け！歌え！楽しむ少女は無我夢中！

ボカロ部

岐阜県警察の防犯チラシに載せる4コマ漫画を制作します。気の
合う仲間たちと、イラストを描いたり、マンガについて語り合おう!

1ページ読むのは一瞬、描くのは10日。

漫画研究部

夕焼けキャッチボール

歯科衛生学科　塩川 若菜

ジャズの名曲だけでなくジャズアレンジをした曲も演奏し
ます。和やかな雰囲気で初心者の方も楽しんでもらえます。

Let's !  Swing !

ＪＡＺＺ

幼児教育学科　大野 なな子

大きく綺麗なグリーンカーテンを皆で作る喜び、出来た野菜を収穫し、
わいわい楽しく調理し食べられる喜びが味わえます。

ゴーヤで彩るグリーンカーテン

グリーンサークル

デザイン美術学科　清水 凪

絵を描くことが好きな人、就職活動に活かしたい人大歓迎!
ポートフォリオ制作や画力向上に役立つクラブです。

オリジナルに、無限の可能性！

イラストコンテンツ部

幼児教育学科　加納 双葉

先輩、後輩関係なく楽しく話しをしながら
活動しています。

みんなで楽しく！

軽音部

デザイン美術学科　廣瀬 妙子

イラスト制作やマンガを描いています。
プロ志望の部員が多く、仲間同士で刺激
を受けあうことができます。

滾る！ 創作魂!!

ａｉｍ

幼児教育学科　中原 あずさ

たくさんの子どもたちの笑顔に出会えます。活動を通して
楽しく保育スキルを高めることができます!

着ぐるみを着て新しい自分を発見！

★卒業する先輩へのメッセージ

児童文化

幼児教育学科　今村 真衣佳

各クラブ長が「思い出の出来 事」や「催し」をお伝えします！

外で元気にキャッチボールしましょう!!

演劇部

晴れのち畑～The field Cloudy～

フットサル

song＆song

目的は様 ！々色々な曲を歌い、カラオケ大会を
開催するなど楽しみます。

★卒業する先輩へのメッセージ

★卒業する先輩へのメッセージ

★卒業する先輩へのメッセージ ★卒業する先輩へのメッセージ ★卒業する先輩へのメッセージ

歯科衛生学科　白﨑 茉奈

先輩後輩関係なく打ち合いして、楽しく活動して
います。体力とコミュニケーション力がつきます。

みんなで楽しくバドミントン

バドミントン

看護学科　小原 佑季

日常生活で自分の心に残った瞬間や残しておきたいと
思った風景などを撮っています。

楽しく気ままに活動してます！

写真

★卒業する先輩へのメッセージ

メンバーを募集して
います！

みずき祭（大学祭）での
活動内容

発表
（Jazzコンサート） 発表

（ダンスパフォーマンス）

展示
（写真で紹介）

展示
（活動の様子を写真で紹介）

販売（オリジナル缶バッジ、ラミカ等）
発表（仮装をして歌う）

発表
（書道パフォーマンス）

販売
（オリジナルグッズ）

発表
（着ぐるみショー）

販売
（aim誌・オリジナルグッズ）

販売
（オリジナルグッズ）

発表
（歌）

発表
（ライブ）

発表（ピアノとエレクトーンの
コンサート）

顧問の先生には授業よりも
さらに細かいご指導を
受けることができます。

特典

▲名古屋港水族館にいきました♪

音楽総合学科　平野 扇理

年に40回以上の学外依頼演奏にむ
けて、様々なジャンルの曲を合奏し練
習しています。楽しく音楽を学んでい
ます♪

アンサンブルの楽しさ

ウインドアンサンブル
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もみないモチーフなどに自分自身も新鮮な気持ちに
なり、とても刺激を受けています。
　クリエイティブな活動を通してこの先の人生が少し
でも豊かになるよう、より良い指導をしていきます。

　彫刻家として20年近く制作活動をしてきました。
　自分が教えることのできる技術面全てを学生たち
に伝えるべく指導している中でも1番教えたいことは
「とにかく自分が楽しむこと」です。
　自分が作る、と決めたものに対してどういう工程で
作品にしていくか、計画しなくてはなりません。そして
頭の中にあるイメージを3次元にうつして自分なりに
表現していきます。このような工程は社会に出てから
も自ら考えて行動に移すことに繋がると考えてい
ます。どんなものを作りたいか、という話し合いの時、
学生たちの発想にいつも驚かされています。思って

デザイン美術学科 講師
植田 努

彫刻家としての自分が伝えていけること研究室から

専門は彫刻。日展に1997年より出品。2度の特選を経て、以降17年間出品。主な作品は｢上野英三郎博士とハチ公像｣
（東大農学部）、「共助」（高野山奥之院慰霊碑）等。動物彫刻を得意とする。日展準会員。

〈出身校〉大垣日本大学高等学校
　　　　（岐阜県大垣市）

マンガコース ウインドアンサンブル
コース

就職内定先 職種、仕事内容大垣市職員

就職内定先
ジェイ・ワークス株式会社

保育士

職種、仕事内容
洋菓子販売

幼児教育学科

デザイン美術学科

歯科衛生学科 看護学科

音楽総合学科

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。

𠮷村 美穂

〈出身校〉桜花学園高等学校
　　　　（愛知県名古屋市）

日下部 詩乃

在学生 インタビュー

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　幼い頃から保育士になるのが夢でした。大垣女子短期大学では3年間学ぶことができ、子どもと関わった
ことのない私でもじっくりと学べると思い入学しました。またオープンキャンパスに来た時の温かな雰囲気に
魅力を感じたのを覚えています。この3年間で保育の技術と知識が身につくこと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
　児童文化クラブに入り、前より積極的になれました。子どもたちの前はもちろん、先生方や、部員、依頼先
の方 と々話をしていくなかで責任感や自信が持てるようになりました。それは、一緒に悩んで考えてくれる仲間
がいたからこそ成長できたことです。一人で抱えこまず、仲間と支え合い、何事も前向きに考えることの大切さ
を学びました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　今はまだ不安の方が大きいですが、子どもたちの笑顔をたくさん引き出していけるように、大学で学んだ
「子ども主体」を大切にしながら関わっていきたいです。任されたことに責任を持ち、挑戦するという前向き
な気持ちで頑張っていきます。

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　ホームページに掲載されている無料の通信添削講座や
オープンキャンパスに参加した時に、先生方からとても丁寧な
アドバイスをもらい、この大学でなら自分の力をもっと伸ばして
いけると思い、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
　今までただ好きなように絵を描いていたので、自分にどういう
力があるのか分かりませんでした。しかし大学では、自分がやった
ことのないデジタル機材の使い方からマンガ道具での作成、
さらに絵に意味を持たせて見た人に伝えるなどの工夫の仕方を
学んだことで、作品に自信が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
　以前から絵の職業とともに、接客業にも興味を持っていたこと
もあり、思い切って販売の仕事を選びました。会社担当の方には
「絵の勉強で磨いたセンスをディスプレイや包装などでも活かして
ほしい」と言っていただいたことが嬉しかったです。新しい分野に
飛び込んで行くことが今から楽しみです。

就職内定先
株式会社イケダ光音堂

職種、仕事内容
楽器販売

〈出身校〉滋賀県立長浜高等学校
　　　　（滋賀県長浜市）

野口 紗也香

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　中学校、高校での部活動で吹奏楽を一生懸命頑張っていた
ので、より吹奏楽や音楽について勉強したいと思い、大垣女子
短期大学への入学を考え始めました。オープンキャンパスで
楽器のレッスンを受け、先生と話すこともできました。そこで大垣
女子短期大学への入学を固めることができました。また、自宅
から通える距離だったことも決め手でした。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　音楽総合学科なので、音楽の知識はもちろん、専攻する
楽器についても専門の先生や学科の先生のレッスンを受ける
ことができ、成長しやすい環境だったと感じます。そのおかげで
入学以前よりも自分の演奏技術と音楽に関する知識が備わった
と思います。さまざまな地域出身の友達とたくさん会話をしたこと
で、社会性、協調性も身につきました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　この学校で身につけた音楽の知識を活かし、たくさんの人の
手助けをしたり、音楽を始めるきっかけになりたいと思います。地元
の楽器店に就職するので、生まれ育った長浜の町にいろいろな
形で貢献していきます。学科の先生にもお墨付きをいただいて
いる、明るさと社交性に自信を持って、接客を頑張ります。

就職内定先
各務歯科医院

職種、仕事内容
歯科衛生士

〈出身校〉岐阜県立武義高等学校
　　　　（岐阜県美濃市）

森 姫

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　母の勧めから歯科衛生士という職業に興味を持ちました。
大学を選ぶときにいくつかの学校のオープンキャンパスに
参加しました。大垣女子短期大学は、先生と学生との距離が
近く、学校の雰囲気が一番良いと感じて、ここでさまざまな
知識を学び、充実した生活を過ごしたいと思い入学しました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　学生生活では、学内・学外のさまざまな臨床臨地実習を
通して、自ら積極的に行動することの大切さを学ぶことができ
ました。積極的にスタッフの方に質問をすることで、知らなかっ
た知識を身につけることができ、充実した実習期間を過ごせま
した。またこの3年間を通してさまざまな方と交流することで、
自分自身成長できたと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　4月から歯科衛生士として歯科医院で働きます。まだまだ
未熟で不安なことばかりですが、3年間の学生生活で学んで
きた知識や技術を生かし頑張ります。また、就職してからも
たくさんのことを学ぶ努力を忘れずに、常に患者さんから信頼
される歯科衛生士になりたいと思います。

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　私はオープンキャンパスを通して、先生方の手厚い教育の姿勢
や大学の明るい雰囲気から、学びやすい環境であると感じました。
また、みずき祭では地域との結びつきが強く、さまざまな世代の
方と交流できることや、実習施設も地域の中にあり自分が希望
する就職先で実習ができるということにも魅力を感じ希望しました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　看護に対する考え、他者への感謝の気持ちから自分のある
べき姿に気づくことができました。座学だけでなく実習の中で
患者さん、看護師、教員、学生と関わる中で目指す看護師像
を確立することができ、家族を含めさまざまな人に感謝の気持ち
をもって大学生活を送ることができました。学生としてだけでは
なく、人として大きな成長ができました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　今までは学生として看護を実践してきましたが、これからは
病院の中の看護師という専門職となります。今までは学生
だからという甘い部分もありました。そのため、本学での学び・
成長したことに加え自分の反省も忘れず、これからは自分が
まず自発的に行動し、看護師に必要な力を常に探求・向上
できるよう努力することを忘れず働き続けたいです。

就職内定先
大垣市民病院

職種、仕事内容
看護師

〈出身校〉岐阜県立大垣西高等学校
　　　　（岐阜県大垣市）

水野 緒美

上野英三郎博士と
ハチ公像

（東大農学部）
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もみないモチーフなどに自分自身も新鮮な気持ちに
なり、とても刺激を受けています。
　クリエイティブな活動を通してこの先の人生が少し
でも豊かになるよう、より良い指導をしていきます。

　彫刻家として20年近く制作活動をしてきました。
　自分が教えることのできる技術面全てを学生たち
に伝えるべく指導している中でも1番教えたいことは
「とにかく自分が楽しむこと」です。
　自分が作る、と決めたものに対してどういう工程で
作品にしていくか、計画しなくてはなりません。そして
頭の中にあるイメージを3次元にうつして自分なりに
表現していきます。このような工程は社会に出てから
も自ら考えて行動に移すことに繋がると考えてい
ます。どんなものを作りたいか、という話し合いの時、
学生たちの発想にいつも驚かされています。思って

デザイン美術学科 講師
植田 努

彫刻家としての自分が伝えていけること研究室から

専門は彫刻。日展に1997年より出品。2度の特選を経て、以降17年間出品。主な作品は｢上野英三郎博士とハチ公像｣
（東大農学部）、「共助」（高野山奥之院慰霊碑）等。動物彫刻を得意とする。日展準会員。

〈出身校〉大垣日本大学高等学校
　　　　（岐阜県大垣市）

マンガコース ウインドアンサンブル
コース

就職内定先 職種、仕事内容大垣市職員

就職内定先
ジェイ・ワークス株式会社

保育士

職種、仕事内容
洋菓子販売

幼児教育学科

デザイン美術学科

歯科衛生学科 看護学科

音楽総合学科

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。

𠮷村 美穂

〈出身校〉桜花学園高等学校
　　　　（愛知県名古屋市）

日下部 詩乃

在学生 インタビュー

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　幼い頃から保育士になるのが夢でした。大垣女子短期大学では3年間学ぶことができ、子どもと関わった
ことのない私でもじっくりと学べると思い入学しました。またオープンキャンパスに来た時の温かな雰囲気に
魅力を感じたのを覚えています。この3年間で保育の技術と知識が身につくこと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
　児童文化クラブに入り、前より積極的になれました。子どもたちの前はもちろん、先生方や、部員、依頼先
の方 と々話をしていくなかで責任感や自信が持てるようになりました。それは、一緒に悩んで考えてくれる仲間
がいたからこそ成長できたことです。一人で抱えこまず、仲間と支え合い、何事も前向きに考えることの大切さ
を学びました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　今はまだ不安の方が大きいですが、子どもたちの笑顔をたくさん引き出していけるように、大学で学んだ
「子ども主体」を大切にしながら関わっていきたいです。任されたことに責任を持ち、挑戦するという前向き
な気持ちで頑張っていきます。

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　ホームページに掲載されている無料の通信添削講座や
オープンキャンパスに参加した時に、先生方からとても丁寧な
アドバイスをもらい、この大学でなら自分の力をもっと伸ばして
いけると思い、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
　今までただ好きなように絵を描いていたので、自分にどういう
力があるのか分かりませんでした。しかし大学では、自分がやった
ことのないデジタル機材の使い方からマンガ道具での作成、
さらに絵に意味を持たせて見た人に伝えるなどの工夫の仕方を
学んだことで、作品に自信が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
　以前から絵の職業とともに、接客業にも興味を持っていたこと
もあり、思い切って販売の仕事を選びました。会社担当の方には
「絵の勉強で磨いたセンスをディスプレイや包装などでも活かして
ほしい」と言っていただいたことが嬉しかったです。新しい分野に
飛び込んで行くことが今から楽しみです。

就職内定先
株式会社イケダ光音堂

職種、仕事内容
楽器販売

〈出身校〉滋賀県立長浜高等学校
　　　　（滋賀県長浜市）

野口 紗也香

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　中学校、高校での部活動で吹奏楽を一生懸命頑張っていた
ので、より吹奏楽や音楽について勉強したいと思い、大垣女子
短期大学への入学を考え始めました。オープンキャンパスで
楽器のレッスンを受け、先生と話すこともできました。そこで大垣
女子短期大学への入学を固めることができました。また、自宅
から通える距離だったことも決め手でした。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　音楽総合学科なので、音楽の知識はもちろん、専攻する
楽器についても専門の先生や学科の先生のレッスンを受ける
ことができ、成長しやすい環境だったと感じます。そのおかげで
入学以前よりも自分の演奏技術と音楽に関する知識が備わった
と思います。さまざまな地域出身の友達とたくさん会話をしたこと
で、社会性、協調性も身につきました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　この学校で身につけた音楽の知識を活かし、たくさんの人の
手助けをしたり、音楽を始めるきっかけになりたいと思います。地元
の楽器店に就職するので、生まれ育った長浜の町にいろいろな
形で貢献していきます。学科の先生にもお墨付きをいただいて
いる、明るさと社交性に自信を持って、接客を頑張ります。

就職内定先
各務歯科医院

職種、仕事内容
歯科衛生士

〈出身校〉岐阜県立武義高等学校
　　　　（岐阜県美濃市）

森 姫

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　母の勧めから歯科衛生士という職業に興味を持ちました。
大学を選ぶときにいくつかの学校のオープンキャンパスに
参加しました。大垣女子短期大学は、先生と学生との距離が
近く、学校の雰囲気が一番良いと感じて、ここでさまざまな
知識を学び、充実した生活を過ごしたいと思い入学しました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　学生生活では、学内・学外のさまざまな臨床臨地実習を
通して、自ら積極的に行動することの大切さを学ぶことができ
ました。積極的にスタッフの方に質問をすることで、知らなかっ
た知識を身につけることができ、充実した実習期間を過ごせま
した。またこの3年間を通してさまざまな方と交流することで、
自分自身成長できたと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　4月から歯科衛生士として歯科医院で働きます。まだまだ
未熟で不安なことばかりですが、3年間の学生生活で学んで
きた知識や技術を生かし頑張ります。また、就職してからも
たくさんのことを学ぶ努力を忘れずに、常に患者さんから信頼
される歯科衛生士になりたいと思います。

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　私はオープンキャンパスを通して、先生方の手厚い教育の姿勢
や大学の明るい雰囲気から、学びやすい環境であると感じました。
また、みずき祭では地域との結びつきが強く、さまざまな世代の
方と交流できることや、実習施設も地域の中にあり自分が希望
する就職先で実習ができるということにも魅力を感じ希望しました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　看護に対する考え、他者への感謝の気持ちから自分のある
べき姿に気づくことができました。座学だけでなく実習の中で
患者さん、看護師、教員、学生と関わる中で目指す看護師像
を確立することができ、家族を含めさまざまな人に感謝の気持ち
をもって大学生活を送ることができました。学生としてだけでは
なく、人として大きな成長ができました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　今までは学生として看護を実践してきましたが、これからは
病院の中の看護師という専門職となります。今までは学生
だからという甘い部分もありました。そのため、本学での学び・
成長したことに加え自分の反省も忘れず、これからは自分が
まず自発的に行動し、看護師に必要な力を常に探求・向上
できるよう努力することを忘れず働き続けたいです。

就職内定先
大垣市民病院

職種、仕事内容
看護師

〈出身校〉岐阜県立大垣西高等学校
　　　　（岐阜県大垣市）

水野 緒美

上野英三郎博士と
ハチ公像

（東大農学部）
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幼児教育学科  学科長・教授  松村 齋

平成29年 社会的活動の記録
〈期間〉平成29年1月～平成29年12月

※今年度着任された教員
　平成29年4月～平成29年12月

岐阜県発達障がい児者支援者実地研修【4月1日】
主催：岐阜県障害福祉課
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

幼児教育学科　教授　光井 恵子
大垣市留守家庭児童教室運営委員
【平成28年5月1日～平成30年4月30日】
主催：大垣市教育委員会
子育て講座｢ふれあいあそび｣【7月3日】
主催：大垣市子育て総合支援センター
会場：大垣市南部子育て支援センター
ピアノ・歌・クラリネットによる楽しい音楽会【9月17日】
会場：大垣市スイトピアセンター音楽堂

幼児教育学科  准教授  中野 由香里
岐阜県レクリエーション協会理事
【平成29年4月1日～平成31年3月】
主催：岐阜県レクリエーション協会
教員免許状更新講習
【8月6日～8月29日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学
活かす資格を目指して
（本学の特色を活かした取り組み）【6月4日】
主催：全国研究集会（日本レクリエーション
　　 協会公認指導者養成課程認定校）
会場：京都学園大学

幼児教育学科　講師　水谷 聡美
教員免許状更新講習【8月29日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学
神戸町文化祭 作品発表会
幼児作品の講評・総評【11月2日】
主催：神戸町
会場：神戸町中央公民館・町民体育館
視覚障がい者へのアートプログラム実践
報告【11月12日】
主催：臨床美術学会
会場：東京家政大学

デザイン美術学科  学科長・教授  田中 久志
市制100周年シンボルマーク選考委員
【4月18日】
主催：大垣市役所かがやき街づくり推進課
会場：大垣市役所
清流の国ぎふ おすすめの1冊コンクール
イラストＰＯＰ部門審査委員【10月22日】
主催：岐阜県図書館企画課企画振興係
会場：岐阜県図書館
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
平成29年度芭蕉蛤塚忌全国俳句大会
イラストコンテスト選考【2月25日】
主催：「大垣」全国俳句大会実行委員会
羽島市美術展（一般の部）審査【10月16日】
主催：羽島市・羽島市教育委員会
2017ACT展【11月21日～11月26日】
主催：ACT
会場：岐阜県美術館

音楽総合学科　准教授　横井 香織
大垣市環境審議会委員 　　　　　　　
大垣市市民環境賞選考委員会委員
【平成29年7月1日～平成31年6月30日】
主催：大垣市
第51回カワイ音楽コンクール
カワイピアノコンクール岐阜地区予選会
審査員【12月24日】
主催：カワイ音楽コンクール委員会　　
会場：岐阜市文化センター小劇場
ロンドブリランテオータムコンサート
賛助出演【9月24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堂

歯科衛生学科　教授　久本 たき子
大垣市まちづくり市民活動育成支援推進
委員会 第2回会議【9月30日】
主催：大垣市まちづくり育成支援推進委員会
会場：大垣市情報工房
介護予防における口腔ケア
【11月18日】
主催：コープぎふ訪問介護ステーション長良
会場：ながら虹の家
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

歯科衛生学科　准教授　水嶋 広美
親子歯磨き教室
【6月1日】
主催/会場：石山保育園
造血幹細胞移植中に歯ブラシによる傷か
ら血腫が生じ重症化した一例
【7月8日】
主催：日本外傷歯学会
会場：愛知学院大学 楠本キャンパス
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

IRセンター  センター長・教授  矢田貝真一
岐阜県後期高齢者医療広域連合
情報公開・個人情報保護審査会委員 会長
【平成29年3月23日～平成31月3月22日】
主催：岐阜県後期高齢者医療広域連合
大垣市地球温暖化対策推進協議会 会長
【6月29日～（1年間）】
主催：大垣市地球温暖化対策推進協議会
教員免許状更新講習「幼児期の環境教
育を考える」【7月30日、8月9日】
主催：文部科学省岐阜県教員免許状
　　 更新講習事務局
会場：大垣女子短期大学

総合教育センター  准教授  茂木 七香
大垣市地域創生総合戦略推進委員会 副委員長
主催：大垣市
大垣市メンタルヘルス研修事業講師・相談員
【通年（月1回）】
主催：大垣市役所企画部人事課
会場：大垣市北庁舎
すくすく子育てサポーター養成講座 講師【9月7日】
主催：大垣市社会福祉協議会
会場：大垣市総合福祉会館

歯科衛生学科　准教授　村田 宜彦
子育てママ大学「虫歯０セミナー」
【6月1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
小児の口腔外傷について
【8月21日】
主催：名古屋市保健所講習会
会場：名古屋市中保健所
口唇形態と口唇閉鎖力との関係について
【10月22日】
主催：第36回日本小児歯科学会中部地方会
会場：ホクト文化ホール（長野市）

歯科衛生学科　講師　縄田 理佳
みんなで学ぼう「実践口腔ケア」！
【10月12日】
主催：羽島歯科医師会
会場：羽島市民病院
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

外部役員就任情報凡例 発表・その他講座・講師

歯科衛生学科　教授　岩田 千鶴子
東海口腔衛生学会評議委員会
【平成29年4月～平成30年3月】
主催：東海口腔衛生学会
会場：愛知学院大学歯学部
　　 基礎教育研究棟第2講義室
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

看護学科　教授　佐々 敏
からだのしくみから生き方を学ぶ【10月19日】
主催：かがやきカレッジ2017（市民公開講座）
会場：岐阜経済大学

看護学科　助教　戸村 佳美
思春期講座【11月12日】
主催/会場：山県市立富岡小学校
いのちの授業【12月11日】
主催/会場：岐阜県立池田高校
「母性看護学実習のカンファレンスに影響を与
える要因の検討 ファシリテーション・グラフィッ
ク導入結果の報告」（共同研究）【12月12日】
主催：愛知県看護教育学会
会場：ウインクあいち

看護学科　准教授　古田 桂子
看護学実習のまとめにラベルワークを
活用した効果－図解作成過程と発表時に
おける感想の分析から－【8月17日】
主催：第27回日本看護学教育学会 学術集会
会場：沖縄コンベンションセンター
熟年世代向け講座－「老化だから・・」なんて言わ
せない。元気に暮らすための豆知識－【9月19日】
主催：岐阜経済大学、大垣女子短期大学
会場：岐阜経済大学

音楽総合学科　教授　渡辺 博夫
岐阜県吹奏楽コンクール
高等学校A編成部門 会場リペア【8月9日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター
岐阜県吹奏楽コンクール
中学校A編成部門 会場リペア【8月10日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター

デザイン美術学科  准教授  伊豫 治好
子ども土曜セミナー
プロから学ぶマンガの描き方入門【2月18日】
主催/会場：ドリームシアター岐阜

デザイン美術学科  教授  小西 文子
Clinical Improvisation: Relevance of the biological 
indications and subjects statements of music 
therapist【7月7日】
主催：The 15th World Congress of Music Therapy
　　  （第15回世界音楽療法大会）
会場：つくば国際会議場
音楽療法講座【8月6日】
主催：伊賀音楽療法研究会
会場：上野ふれあいぷらざ
コミュニティ音楽療法について【11月23日】
主催：ＮＰＯ法人音楽療法の会さざなみ
会場：彦根アル・プラザ

歯科衛生学科　准教授　阿尾 敦子
造血幹細胞移植中に歯ブラシによる傷か
ら血腫が生じ重症化した一例
【7月8日】
主催：日本外傷歯学会
会場：愛知学院大学 楠本キャンパス
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

歯科衛生学科　講師　飯岡 美幸
介護予防における口腔ケア
【11月18日】
主催：コープぎふ訪問介護ステーション長良
会場：ながら虹の家
親子歯磨き教室
【6月1日】
主催/会場：石山保育園
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

歯科衛生学科　助教　今井 藍子
親子歯磨き教室
【6月1日】
主催/会場：石山保育園
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）
岐阜県歯科衛生士会西濃支部
【平成29年4月1日～平成31年3月31日】
主催：岐阜県歯科衛生士会

歯科衛生学科　講師　三角 洋美
口腔機能向上サービスが口腔および身体
の機能に与える影響【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）
多職種で共同企画した口腔ケア研修会の
参加者の受講後評価について
【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

看護学科  教授  伊藤 恒子
岐阜県医療事故調査委員会調査員【～平成30年3月末】
主催：岐阜県看護協会
大垣市民病院倫理委員会委員【～平成30年3月末】
主催：大垣市民病院
医療安全教育協会理事【～2020年6月末】
主催：NPO法人医療安全協会

看護学科  准教授  緒方 京
幹事【平成28年9月～】
主催：愛知県母性衛生学会
資格・専門能力委員会助産師国家試験プール
問題ワーキンググループ委員【10月～】
主催：全国助産師教育協議会

看護学科  学科長・教授  我部山 キヨ子
周産期医療の動向【7月】
主催/会場：京都府看護協会
Effects on breastfeeding during delivery 
stress of newborn in Japanese【6月22日】
主催：31th ICM Triennial Congress
会場：トロント
A descriptive study of experiences of father 
after unexpected  diagnosis of fetal abnormali-
ties during prenatal ultrasound【1月】
主催：INRC（TNMC&WANS. International      
　　 Nursing Research Conference）
会場：アメリカ

看護学科　講師　野網 淳子
岐阜県専任教員養成講習会【9月4日～10月25日】
主催：岐阜県看護協会
会場：OKBふれあい会館
高大連携講座「学び塾」「看護師の役割を
知って、看護技術を体験してみよう」【11月8日】
会場：海津明誠高校

看護学科　講師　鍬原 直美
「幼稚園現場で発生する応急手当」【9月16日】
主催：コスモ幼稚園 園内研修会
会場：コスモ幼稚園
「冬に流行する感染症と食物アレルギー」
【10月13日・11月24日】
主催：大垣市保育者等研修会
会場：大垣市子育て総合支援センター

歯科衛生学科  学科長・教授  石川 隆義
歯科医療福祉における人材育成について
－歯科衛生士養成校の立場からー【6月30日】
日本歯科医療福祉学会雑誌
22巻、1－5、2017
次世代の歯科医療福祉の人材育成に
ついて（大会長講演）【6月11日】
主催：第24回日本歯科医療福祉学会大会
会場：大垣女子短期大学
小児歯科臨床における
behavior management（教育講演）【11月5日】
主催：第36回日本小児歯科学会
　　 中四国地方会大会
会場：広島県歯科医師会館

中日新聞 平成29年12月9日付掲載

中日新聞 平成30年1月19日付掲載

岐阜新聞 平成30年2月4日付掲載

岐阜新聞 平成30年2月7日付掲載

岐阜新聞 平成29年12月13日付掲載

岐阜新聞 平成30年1月19日付掲載

この記事・写真等は、岐阜新聞社・中日新聞社の
許諾を得て転載しています。

岐阜新聞
平成29年11月15日付掲載

幼児教育学科　准教授　今村 民子
垂井町いずみの園 研修会【6月、8月、10月】
主催：垂井町
会場：いずみの園
キッズピアまちなかカレッジ【10月17日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき
笠松町親子仲良し教室
【平成29年6月～平成30年3月（月1回）】
主催：笠松町
会場：笠松町保健センター

幼児教育学科　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
会場：大垣市墨俣さくら会館
神戸町南平野幼児園
園内研・町教育研究会講師【6月、11月】
主催：神戸町　　
会場：神戸町南平野幼児園　　　　　　
大垣市保育士等職場復帰支援セミナー
講師【6月、9月、12月】
主催：大垣市
会場：大垣市南部子育て支援センター

幼児教育学科　講師　名和 孝浩
保護者講演「保育園で育つ子どものちから」
【11月15日】
主催/会場：木の花保育園

音楽総合学科  学科長・教授  服部 篤典

デザイン美術学科  講師  植田 努
第26回椿賞表彰及び受賞者卓話【4月12日】
主催：名古屋 名駅ロータリークラブ
会場：名鉄ニューグランドホテル
第67回大垣市美術展（一般の部）審査
【10月21日～10月29日】
主催：大垣市教育委員会
会場：大垣市スイトピアセンター
改組 新 第4回日展【11月3日～12月10日】
主催：公益社団法人 日展
会場：国立新美術館 他

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第30回定期演奏会【3月22日】
主催：愛知淑徳学園
会場：日本特殊陶業名古屋市民会館
　　 フォレストホール
ぎふ羽島吹奏楽団第16回定期演奏会【7月16日】
主催：不二羽島文化センター
会場：不二羽島文化センタースカイホール
オーモリウインドアンサンブル
第7回定期演奏会【7月23日】
主催：大森石油（株）
会場：一宮市民会館

音楽総合学科　教授　鈴木 孝育
管楽器ソロコンテストin東海審査員【3月30日】
主催：「管楽器ソロコンテストin東海」
　　 実行委員会
会場：一宮市木曽川文化会館
第55回岐阜県高等学校吹奏楽発表会
講師【11月5日】
主催：岐阜県教育委員会
会場：不二羽島文化センター
東海吹奏楽連盟事務局次長【4月1日～】
主催：東海吹奏楽連盟

看護学科　講師　清水 美恵
「健康でない」と認識する中学生の心理的特徴【9月3日】
主催：日本健康心理学会
会場：明治大学
中学生のレジリエンスと対人関係との関連【9月22日】
主催：日本心理学会
会場：久留米大学
子どもの病気の予防と方法【11月2日】
主催：大垣市子育て支援センター
会場：大垣女子短期大学
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幼児教育学科  学科長・教授  松村 齋

平成29年 社会的活動の記録
〈期間〉平成29年1月～平成29年12月

※今年度着任された教員
　平成29年4月～平成29年12月

岐阜県発達障がい児者支援者実地研修【4月1日】
主催：岐阜県障害福祉課
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

幼児教育学科　教授　光井 恵子
大垣市留守家庭児童教室運営委員
【平成28年5月1日～平成30年4月30日】
主催：大垣市教育委員会
子育て講座｢ふれあいあそび｣【7月3日】
主催：大垣市子育て総合支援センター
会場：大垣市南部子育て支援センター
ピアノ・歌・クラリネットによる楽しい音楽会【9月17日】
会場：大垣市スイトピアセンター音楽堂

幼児教育学科  准教授  中野 由香里
岐阜県レクリエーション協会理事
【平成29年4月1日～平成31年3月】
主催：岐阜県レクリエーション協会
教員免許状更新講習
【8月6日～8月29日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学
活かす資格を目指して
（本学の特色を活かした取り組み）【6月4日】
主催：全国研究集会（日本レクリエーション
　　 協会公認指導者養成課程認定校）
会場：京都学園大学

幼児教育学科　講師　水谷 聡美
教員免許状更新講習【8月29日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学
神戸町文化祭 作品発表会
幼児作品の講評・総評【11月2日】
主催：神戸町
会場：神戸町中央公民館・町民体育館
視覚障がい者へのアートプログラム実践
報告【11月12日】
主催：臨床美術学会
会場：東京家政大学

デザイン美術学科  学科長・教授  田中 久志
市制100周年シンボルマーク選考委員
【4月18日】
主催：大垣市役所かがやき街づくり推進課
会場：大垣市役所
清流の国ぎふ おすすめの1冊コンクール
イラストＰＯＰ部門審査委員【10月22日】
主催：岐阜県図書館企画課企画振興係
会場：岐阜県図書館
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
平成29年度芭蕉蛤塚忌全国俳句大会
イラストコンテスト選考【2月25日】
主催：「大垣」全国俳句大会実行委員会
羽島市美術展（一般の部）審査【10月16日】
主催：羽島市・羽島市教育委員会
2017ACT展【11月21日～11月26日】
主催：ACT
会場：岐阜県美術館

音楽総合学科　准教授　横井 香織
大垣市環境審議会委員 　　　　　　　
大垣市市民環境賞選考委員会委員
【平成29年7月1日～平成31年6月30日】
主催：大垣市
第51回カワイ音楽コンクール
カワイピアノコンクール岐阜地区予選会
審査員【12月24日】
主催：カワイ音楽コンクール委員会　　
会場：岐阜市文化センター小劇場
ロンドブリランテオータムコンサート
賛助出演【9月24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堂

歯科衛生学科　教授　久本 たき子
大垣市まちづくり市民活動育成支援推進
委員会 第2回会議【9月30日】
主催：大垣市まちづくり育成支援推進委員会
会場：大垣市情報工房
介護予防における口腔ケア
【11月18日】
主催：コープぎふ訪問介護ステーション長良
会場：ながら虹の家
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

歯科衛生学科　准教授　水嶋 広美
親子歯磨き教室
【6月1日】
主催/会場：石山保育園
造血幹細胞移植中に歯ブラシによる傷か
ら血腫が生じ重症化した一例
【7月8日】
主催：日本外傷歯学会
会場：愛知学院大学 楠本キャンパス
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

IRセンター  センター長・教授  矢田貝真一
岐阜県後期高齢者医療広域連合
情報公開・個人情報保護審査会委員 会長
【平成29年3月23日～平成31月3月22日】
主催：岐阜県後期高齢者医療広域連合
大垣市地球温暖化対策推進協議会 会長
【6月29日～（1年間）】
主催：大垣市地球温暖化対策推進協議会
教員免許状更新講習「幼児期の環境教
育を考える」【7月30日、8月9日】
主催：文部科学省岐阜県教員免許状
　　 更新講習事務局
会場：大垣女子短期大学

総合教育センター  准教授  茂木 七香
大垣市地域創生総合戦略推進委員会 副委員長
主催：大垣市
大垣市メンタルヘルス研修事業講師・相談員
【通年（月1回）】
主催：大垣市役所企画部人事課
会場：大垣市北庁舎
すくすく子育てサポーター養成講座 講師【9月7日】
主催：大垣市社会福祉協議会
会場：大垣市総合福祉会館

歯科衛生学科　准教授　村田 宜彦
子育てママ大学「虫歯０セミナー」
【6月1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
小児の口腔外傷について
【8月21日】
主催：名古屋市保健所講習会
会場：名古屋市中保健所
口唇形態と口唇閉鎖力との関係について
【10月22日】
主催：第36回日本小児歯科学会中部地方会
会場：ホクト文化ホール（長野市）

歯科衛生学科　講師　縄田 理佳
みんなで学ぼう「実践口腔ケア」！
【10月12日】
主催：羽島歯科医師会
会場：羽島市民病院
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

外部役員就任情報凡例 発表・その他講座・講師

歯科衛生学科　教授　岩田 千鶴子
東海口腔衛生学会評議委員会
【平成29年4月～平成30年3月】
主催：東海口腔衛生学会
会場：愛知学院大学歯学部
　　 基礎教育研究棟第2講義室
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

看護学科　教授　佐々 敏
からだのしくみから生き方を学ぶ【10月19日】
主催：かがやきカレッジ2017（市民公開講座）
会場：岐阜経済大学

看護学科　助教　戸村 佳美
思春期講座【11月12日】
主催/会場：山県市立富岡小学校
いのちの授業【12月11日】
主催/会場：岐阜県立池田高校
「母性看護学実習のカンファレンスに影響を与
える要因の検討 ファシリテーション・グラフィッ
ク導入結果の報告」（共同研究）【12月12日】
主催：愛知県看護教育学会
会場：ウインクあいち

看護学科　准教授　古田 桂子
看護学実習のまとめにラベルワークを
活用した効果－図解作成過程と発表時に
おける感想の分析から－【8月17日】
主催：第27回日本看護学教育学会 学術集会
会場：沖縄コンベンションセンター
熟年世代向け講座－「老化だから・・」なんて言わ
せない。元気に暮らすための豆知識－【9月19日】
主催：岐阜経済大学、大垣女子短期大学
会場：岐阜経済大学

音楽総合学科　教授　渡辺 博夫
岐阜県吹奏楽コンクール
高等学校A編成部門 会場リペア【8月9日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター
岐阜県吹奏楽コンクール
中学校A編成部門 会場リペア【8月10日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター

デザイン美術学科  准教授  伊豫 治好
子ども土曜セミナー
プロから学ぶマンガの描き方入門【2月18日】
主催/会場：ドリームシアター岐阜

デザイン美術学科  教授  小西 文子
Clinical Improvisation: Relevance of the biological 
indications and subjects statements of music 
therapist【7月7日】
主催：The 15th World Congress of Music Therapy
　　  （第15回世界音楽療法大会）
会場：つくば国際会議場
音楽療法講座【8月6日】
主催：伊賀音楽療法研究会
会場：上野ふれあいぷらざ
コミュニティ音楽療法について【11月23日】
主催：ＮＰＯ法人音楽療法の会さざなみ
会場：彦根アル・プラザ

歯科衛生学科　准教授　阿尾 敦子
造血幹細胞移植中に歯ブラシによる傷か
ら血腫が生じ重症化した一例
【7月8日】
主催：日本外傷歯学会
会場：愛知学院大学 楠本キャンパス
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

歯科衛生学科　講師　飯岡 美幸
介護予防における口腔ケア
【11月18日】
主催：コープぎふ訪問介護ステーション長良
会場：ながら虹の家
親子歯磨き教室
【6月1日】
主催/会場：石山保育園
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

歯科衛生学科　助教　今井 藍子
親子歯磨き教室
【6月1日】
主催/会場：石山保育園
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）
岐阜県歯科衛生士会西濃支部
【平成29年4月1日～平成31年3月31日】
主催：岐阜県歯科衛生士会

歯科衛生学科　講師　三角 洋美
口腔機能向上サービスが口腔および身体
の機能に与える影響【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）
多職種で共同企画した口腔ケア研修会の
参加者の受講後評価について
【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）
日本歯科衛生学会第12回学術大会ポスター
発表「歯科関連科目受講前後における看護学科
学生の意識変化に関する調査報告」【9月17日】
主催：日本歯科衛生学会
会場：品川区立総合区民会館（きゅりあん）

看護学科  教授  伊藤 恒子
岐阜県医療事故調査委員会調査員【～平成30年3月末】
主催：岐阜県看護協会
大垣市民病院倫理委員会委員【～平成30年3月末】
主催：大垣市民病院
医療安全教育協会理事【～2020年6月末】
主催：NPO法人医療安全協会

看護学科  准教授  緒方 京
幹事【平成28年9月～】
主催：愛知県母性衛生学会
資格・専門能力委員会助産師国家試験プール
問題ワーキンググループ委員【10月～】
主催：全国助産師教育協議会

看護学科  学科長・教授  我部山 キヨ子
周産期医療の動向【7月】
主催/会場：京都府看護協会
Effects on breastfeeding during delivery 
stress of newborn in Japanese【6月22日】
主催：31th ICM Triennial Congress
会場：トロント
A descriptive study of experiences of father 
after unexpected  diagnosis of fetal abnormali-
ties during prenatal ultrasound【1月】
主催：INRC（TNMC&WANS. International      
　　 Nursing Research Conference）
会場：アメリカ

看護学科　講師　野網 淳子
岐阜県専任教員養成講習会【9月4日～10月25日】
主催：岐阜県看護協会
会場：OKBふれあい会館
高大連携講座「学び塾」「看護師の役割を
知って、看護技術を体験してみよう」【11月8日】
会場：海津明誠高校

看護学科　講師　鍬原 直美
「幼稚園現場で発生する応急手当」【9月16日】
主催：コスモ幼稚園 園内研修会
会場：コスモ幼稚園
「冬に流行する感染症と食物アレルギー」
【10月13日・11月24日】
主催：大垣市保育者等研修会
会場：大垣市子育て総合支援センター

歯科衛生学科  学科長・教授  石川 隆義
歯科医療福祉における人材育成について
－歯科衛生士養成校の立場からー【6月30日】
日本歯科医療福祉学会雑誌
22巻、1－5、2017
次世代の歯科医療福祉の人材育成に
ついて（大会長講演）【6月11日】
主催：第24回日本歯科医療福祉学会大会
会場：大垣女子短期大学
小児歯科臨床における
behavior management（教育講演）【11月5日】
主催：第36回日本小児歯科学会
　　 中四国地方会大会
会場：広島県歯科医師会館

中日新聞 平成29年12月9日付掲載

中日新聞 平成30年1月19日付掲載

岐阜新聞 平成30年2月4日付掲載

岐阜新聞 平成30年2月7日付掲載

岐阜新聞 平成29年12月13日付掲載

岐阜新聞 平成30年1月19日付掲載

この記事・写真等は、岐阜新聞社・中日新聞社の
許諾を得て転載しています。

岐阜新聞
平成29年11月15日付掲載

幼児教育学科　准教授　今村 民子
垂井町いずみの園 研修会【6月、8月、10月】
主催：垂井町
会場：いずみの園
キッズピアまちなかカレッジ【10月17日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき
笠松町親子仲良し教室
【平成29年6月～平成30年3月（月1回）】
主催：笠松町
会場：笠松町保健センター

幼児教育学科　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
会場：大垣市墨俣さくら会館
神戸町南平野幼児園
園内研・町教育研究会講師【6月、11月】
主催：神戸町　　
会場：神戸町南平野幼児園　　　　　　
大垣市保育士等職場復帰支援セミナー
講師【6月、9月、12月】
主催：大垣市
会場：大垣市南部子育て支援センター

幼児教育学科　講師　名和 孝浩
保護者講演「保育園で育つ子どものちから」
【11月15日】
主催/会場：木の花保育園

音楽総合学科  学科長・教授  服部 篤典

デザイン美術学科  講師  植田 努
第26回椿賞表彰及び受賞者卓話【4月12日】
主催：名古屋 名駅ロータリークラブ
会場：名鉄ニューグランドホテル
第67回大垣市美術展（一般の部）審査
【10月21日～10月29日】
主催：大垣市教育委員会
会場：大垣市スイトピアセンター
改組 新 第4回日展【11月3日～12月10日】
主催：公益社団法人 日展
会場：国立新美術館 他

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第30回定期演奏会【3月22日】
主催：愛知淑徳学園
会場：日本特殊陶業名古屋市民会館
　　 フォレストホール
ぎふ羽島吹奏楽団第16回定期演奏会【7月16日】
主催：不二羽島文化センター
会場：不二羽島文化センタースカイホール
オーモリウインドアンサンブル
第7回定期演奏会【7月23日】
主催：大森石油（株）
会場：一宮市民会館

音楽総合学科　教授　鈴木 孝育
管楽器ソロコンテストin東海審査員【3月30日】
主催：「管楽器ソロコンテストin東海」
　　 実行委員会
会場：一宮市木曽川文化会館
第55回岐阜県高等学校吹奏楽発表会
講師【11月5日】
主催：岐阜県教育委員会
会場：不二羽島文化センター
東海吹奏楽連盟事務局次長【4月1日～】
主催：東海吹奏楽連盟

看護学科　講師　清水 美恵
「健康でない」と認識する中学生の心理的特徴【9月3日】
主催：日本健康心理学会
会場：明治大学
中学生のレジリエンスと対人関係との関連【9月22日】
主催：日本心理学会
会場：久留米大学
子どもの病気の予防と方法【11月2日】
主催：大垣市子育て支援センター
会場：大垣女子短期大学
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春

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。

第三者評価

平成29年度 子育てママ大学
　子育てママ大学とは、本学と大垣市の連携事業で大学ならではの
各学科の専門性を生かした子育て講座です。平成29年度は前期後期
3回ずつ全6回の講義を実施しました。受講中の託児は幼児教育学科
学生が行いました。

第14回 こども祭
　平成30年1月21日（日）
に第14回こども祭を開催
し、約1,000人の方が来場
されました。体育館では、
テーマ「大変身！～きみは
ヒーローだ！～」に合わせた
10種類以上の遊びが行われ、
また幼児教育学科の学修
成果発表も行われました。
さらに全学科行事としての
取り組みは地域貢献の一つ
となっています。

●採用 ●退職
デザイン美術学科 講師
伊藤 麻子
（平成29年11月30日付）

事務局
林 裕起
（平成30年2月28日付）

　 人事短信

（平成29年11月1日付）

看護学科 講師
柴田 由美子

　  行事日程
入学式
オリエンテーション
前期授業
前期定期試験

………………………………………………………4月1日（日）
……………………………4月2日（月）～6日（金）

…………………………………4月9日（月）～7月30日（月）
……………………………7月31日（火）～8月6日（月）

■平成30年度主な行事（前期分）

■オープンキャンパス…………………4月28日（土）、
6月16日（土）、
7月22日（日）、
9月15日（土） 

5月27日（日）
7月1日（日）

8月25日（土）

〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1-109
 TEL.（0584）81-6811（代）  FAX.（0584）81-6818  https://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2回講座 歯科衛生学科「虫歯0歯育てセミナー」

第3回講座 デザイン美術学科「似顔絵制作」

●学長の就任（再任）
平成29年12月20日（水）開催の学校法人大垣総合学園
理事会において、下記の方が選任されました。

大垣女子短期大学  学長（再任）  曽根 孝仁
〈任期：2018年4月1日から2021年3月31日まで〉

法人からのお知らせ
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