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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

令和元年度 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本学なら
ではの各学科の専門性を生かした子育て講座です。令和元年
度は前期後期3回ずつ全6回の講義を実施しました。前期は幼
児教育学科（テーマ：子どものすこやかな育ちを願って）、歯科
衛生学科（テーマ：虫歯0歯育てセミナー）、デザイン美術学科
（テーマ：マンガの描き方講座）が講義を実施し、後期は幼児教
育学科（テーマ：子どものすこやかな育ちを願って）、看護学科
（テーマ：子どもの健康）、音楽総合学科（テーマ：ミュージック
ベルでクリスマスソングを演奏しよう）が講義を実施しておりま
す。本学の特性を生かし、毎期、多くの受講生の方から好評を博
しています。

　  行事日程
オリエンテーション
入学式
前期授業
前期定期試験

……………………………4月1日（水）～7日（火）
………………………………………………………4月3日（金）
…………………………………4月8日（水）～7月28日（火）

……………………………7月29日（水）～8月4日（火）

■令和2年度主な行事（前期分）

■オープンキャンパス

■授業見学会

……4月25日（土）、5月24日（日）、
7月5日（日）、7月26日（日）、

6月13日（土）
8月22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
【設置学科】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

佐藤弘道客員教授 来学
　本学の客員教授であり、NHK「おかあさんといっしょ」10代
目体操のお兄さんこと佐藤弘道先生が、10月17日（木）に来学
され、体爽部の学生を中心に、運動に関する指導を行いました。
普段の講義では学ぶことができない経験を積むことができ、学
生にとって貴重な学びの場となりました。令和2年1月19日（日）
の第16回こども祭でも、幼児教育学科の学生と一緒に、子ども
から大人まで多くの来場者を楽しませていました。

【歯科衛生学科】4月29日（水・祝）　　　【デザイン美術学科】7月20日（月）
【音楽総合学科】7月20日（月）～22日（水）　【幼児教育学科】7月22日（水）

16



大型絵本コーナー

こいし ゆうか 著、鈴木 知子 監修／サンクチュアリ出版

大垣女子短期大学には５つの学科が開設
されています。それぞれの学科の特徴を
持った蔵書で構成されている中、みなさん
に特におすすめしたい本を各分野のプロ
が選びました。必見です。

本学の図書館は、大型絵本の蔵書
が充実しています。大型絵本とは、
通常の絵本よりもサイズが大きなも
ので、広い会場での読み聞かせに向
いています。実習や子育てサロンで
行う「おたのしみ会」にもぴったりの
保育教材。保育現場でも多く活用さ
れています。そんな人気の保育教材
を、学生時代から思う存分使ってみ
ませんか？

大学図書館へ行ってみよう！大学図書館へ行ってみよう！

大学図書館は、小学校、中学校、高等学校の図書館や公共

図書館（市立・県立図書館）と何が違うのでしょう。

その答えは専門書が多いことです。一般的な小説や実用書
も豊富にありますが、専門書の充実度が違います。

特に大垣女子短期大学に開設されている5学科に関する専

門書は充実しています。

幼児教育学科では絵本や紙芝居、デザイン美術学科ではイ

ラスト・写真集やマンガ教材、音楽総合学科では楽譜や

CD、歯科衛生学科、看護学科は医療系専門書や雑誌が挙

げられます。

ここ10年くらいに芥川賞・直木賞・本屋大賞を受賞またはノミネートされた作家の作品を113点集めま
した。書店の店頭に平積みされていたり、公共図書館では借りたくても、なかなか順番が回ってこない
作品ばかりです。この機会に読んでみてはいかがですか。

人気作家を集めた小説イベント

DVD視聴スペースは個人視聴

できるように４つのブースに区

切られており、プライベートス

ペースが確保されています。授

業等の利用にも対応して４つ

のブースで同じ映像を視聴す

ることも可能です。

DVD視聴

https://owc.opac.jp

学生証に付いているバーコードと図書・CD等についている
バーコードをマッチングさせることによって貸出を行っています。

学生さんなら、誰でも利用可能です

上記のURLからアクセスしてください。
スマートフォンからも閲覧可能です。

図書等の検索は大垣女子短期大学の
ホームページから行うことができます。

巻頭特集

図書館の利用方法

『カメラはじめます！』

SNSに写真をアップする時、もっと上手くいかないかな？と
思ったら一眼レフはいかが？かわいいマンガエッセイ形式
で、カメラを選ぶところから、レンズのこと、設定、構図などの
コツを作者の目線で一緒に勉強できます。推薦図書にはそ
の他にも、グッズ制作についてやイラストの描き方、画集、マ
ンガなど手に取って読みたい本がいっぱい！丁寧に編集さ
れたよい本と出会うとパラパラするだけで近道になります。

辻 秀一 著／ヤマハミュージックメディア
『演奏者勝利学』

国家試験、コンクール、コンテストの当日、プ
レッシャーに負けてしまう人、本番に弱い人
必見の著。「揺らがず、とらわれず、のよい心
の状態」＝「フローな心の状態」を作ること！
そのためには、心のトレーニングが必要で
す。「好き」という感情に満ちあふれていると
き、人間は、「揺らがず、とらわれず、のよい
心の状態」になります。「不快対策」をするの
ではなく、「快」を創るという考え方が大切
なのです。さぁ、今日から始めましょう！！！

中尾 篤典 著／羊土社

『こんなにも面白い医学の世界
からだのトリビア教えます』

医師である著者が医学や歯科学に関する、
1から40のトリビア（雑学的な豆知識）に
ついて、誰にでも分かりやすく、丁寧に解説
しています。項目ごとの読み切りなので、一
気読みしたくなること間違いナシ！「へぇ～
なるほど」とついつい言ってしまうような面
白さがギュッと詰まっています。

川島 みどり 著／医学書院
『キラリ看護』

「あなたは、なぜ看護の道を選んだのでしょう。」
本の冒頭から始まるこの言葉にドキッとする人も多いので
はないでしょうか？さらに「看護の魅力はどこにあるので
しょうか。本当に一生続ける価値がある仕事なのでしょう
か。また、看護という仕事は将来性があるのでしょうか。」
と看護歴50年以上の巨匠が、読み手である看護学生や新
人看護師に問いかけます。その中で看護の魅力を著者の
実体験からたっぷり語り、読み終える頃には「看護を目指し
てよかった」という思いが自然と芽生えてくることでしょ
う。看護の道に迷ったときにお薦めの1冊です。

図書館を利用していますか？図書館はC号館2階フロアにあります。学生さんならいつでも、誰でも利用できますので、
空いた時間に寄ってみてください。登録をされた一般（卒業生・地域住民等）の方も利用可能です。新しい発見があるかもしれません。

デザイン美術学科

音楽総合学科

幼児教育学科

歯科衛生学科 看護学科

専門書が充実 DVD・CDも視聴できる

CD視聴スペースは５台の機器を

用意しています。それぞれに新し

く、性能の優れたヘッドフォンを

準備しています。自身で持ち込ん

だCDや図書館所蔵のCDを自由

に視聴することができます。

CD視聴

開催期間
令和2年1月14日（火）～5月15日（金）

各学科の
おすすめ図書の

紹介

※DVD等一部貸出不可のものもあります。

貸出冊数上限 図書 ５冊／CD 3点
貸出日数 図書 15日間／CD 8日間

利用の際は必ず学生証を携帯してください。

大学図書館へ行ってみよう！
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●8月3日（土）・4日（日）
　ぜんため参加

野中貿易（株）による特別講義

●10月26日（土）
　【みずき祭】
　巨大壁画、カーペインティング

●10月5日（土）
　天下無双
　東西痛車決戦
　参加

●9月19日（木）【学外研修】
　京都国立近代美術館（京都）

神戸町北幼児園「おたのしみ会」〈3年〉
「子育て支援演習」授業として3年生
13名が1歳～5歳児約100名に向
けて、歌遊び、ペープサート、劇あそび
などで一緒に楽しい時間を過ごしまし
た。在園児保護者様からの依頼で出
演させて頂く機会を得ることができ、
学生のよい学びとなりました。

幼教合宿 神戸市〈全学年〉
1日目：神戸市ポートピアホテルで学年ごとに学修成果
発表を行い、夕食を挟んで縦割りグループで「実習交流
会」をしました。レクリエーションゲームで楽しむ時間もあり、
学年を超えての
有意義な時間と
なりました。

2日目：神戸市王子動物園
を見学して神戸南京街中華
街を散策しました。

学科トピックス

幼児教育学科

前半は中西氏によるセルマーサックスのタンポ合わせの
方法やラッカーの特性など、後半はずらりと並んだバック
トランペットについての商品説明を講義いただきました。
カタログ上ではなく実際
の楽器を手に取って違
いを感じ取れる良い機会
でした。来年度もメーカー
様のご協力で特別講義
を行っていきたいと思い
ます。

■定期演奏会 令和2年10月10日（土） 17：00開場／17：30開演【大垣市スイトピアセンター音楽堂】

■卒業演奏会 令和3年1月31日（日） 13：00開場／13：30開演【大垣市スイトピアセンター音楽堂】

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

学 科 だ よ り 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

■iPhoneケース展2019 in 名古屋

■地域安全ニュース
　4コマ連載中

■週刊少年マガジン
　「イラストGP」

学科トピックス

9月19日（木）・20日（金）（1泊2日） 

9月26日（木）～10月6日（日）

学外研修旅行 【（株）モリタ工場見学＆京都市内散策】〈2年〉
京都へ日帰り研修旅行に行って
きました。

　今年度も多くの演奏の機会を頂き、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演
奏し、社会貢献にも取り組んでおります。
　また、岐阜県で開催されるねんりんピックのレコーディングにも
参加させていただきました。

学科の取り組み

学科の取り組み

令和２年度のスケジュール予定

第16回 こども祭
「マジックファンタジー～魔法にかけられて～」〈全学年〉
1,000人を超える来場者に学生全員が心からのおもてなしで盛り上げました。
3年音楽劇「アラジンと魔法のランプ」では、会場と一体となって楽しむことが
できました。体育館ではごっこあそび、体あそびなど体験型のブースに子ども達
がいっぱい。客員教授佐藤弘道先生による親子体操の実演もありました。

第25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２５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、多くのお客様にお越しいただき、大盛況のもと終了
いたしました。今年は25回記念ということで多くのOGの方々にもお集まり
いただき、在学生にとっても、たくさんの思いのつまった演奏会となりました。

ウインドアンサンブル

令和2年1月8日（水）、大垣商工会議
所主催の新春議員懇談会にて、ピアノ
と電子オルガンを演奏しました。新年に
ふさわしく「春の海」を電子オルガンによ
る箏などの音色で演奏したり、幅広い曲
目をソロやアンサンブルで演奏して新年
をお祝いしました。昨年に引き続き２回目
の演奏でしたが、今回も電子オルガンの
多彩な音色に大変興味を持っていただ
けました。

ピアノコース・電子オルガンコース

在学生の活躍

学科トピックス

学科トピックス

■第45回 現創展
金　賞

　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。

山口 さくら〈1年〉

学生優秀賞 松元 杏珠〈1年〉

銀　賞 坂口 里菜〈1年〉
佐名 亜弥音〈1年〉

銅　賞 熊田 彩乃〈1年〉

■第69回 大垣市美術展
優秀賞 中山 唯〈2年〉

議長賞 宮田 析歩〈2年〉

奨励賞 大坪 実央〈2年〉

■自転車屋さんの
　高橋くん 1巻
松虫あられ

■生きぬけ!爆走!
　クソハムちゃん
NORICOPO

1月19日（日）

11月7日（木）

9月12日（木）

市民の健康広場〈3年〉
大垣市で開催された健康展におい
て、地域住民の方へ個別のブラッシン
グ指導を行いました。

10月20日（日）

第29回 歯科衛生士国家試験〈3年〉
名古屋女子大学で第29回歯科衛生士国家試験を受験しました。
合格発表：3月26日（木） 

3月1日（日）

洋食マナー講座〈1年〉
洋食のマナーを学び、コース料理を堪能してきました。

1月8日（水）

宣誓式〈2年〉
11月下旬より学外実習に臨む宣誓を行いま
した。

大垣商工会議所
新春議員懇談会 依頼演奏

　後期になり、３年生は３月に実施される国家試験に向けて、一生懸命、勉学に取り組みました。２年生は初めての臨床・臨地実習を
迎え、歯科医療の現場で手技を磨いています。１年生は、学内実習や講義での基礎的な技術や知識を、日々修得しています。

みなさん、おめでとうございます！！

卒業生の活躍

■Graphic Days Torinoで
　個展「Big in Japan」開催

その他

高齢者施設でのボランティア活動
音楽療法コースは今年も様々な施設でボランティア
活動を行いました。ろう学校での音楽授業の支援で
は、手話の大切さを知り音楽療法コースの学生を中
心とした手話サークルを立ち上げて勉強会を行ってい
ます。高齢者施設のクリスマス会でボランティアを行
い、利用者さんたちと交流しました。 

音楽療法コース

7月期奨励賞 松久 栞〈1年〉

11月12日（火）

■岐阜スズキ販売（株）と
　コラボ

■「スノウトーク」掲載
　［読切48ページ］
　（コミック百合姫2020年3月号）
純玲

■ウインドアンサンブル定期演奏会 令和2年12月27日（日） 13：00開場／13：30開演【大垣市民会館】

〈講師〉
 宮川 友子
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看護学科
学科トピックス

学 科 だ よ り 「学友会」とは…

4月5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。

6月28日（金）
健康促進のため卓球大会
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、スポーツを通して新た
な交流も生まれました。

7月3日（水）

短冊いっぱいの笹飾りの下で、クラブや岐阜
協立大学のバンド計9組が歌や楽器演奏を
披露。ペンライトを振りながら共に楽しみ、会
場が温かい空気に包まれ、約120人が一体
となりました。

七夕ミニライブ

参加者は73名！ 楽しいゲーム
にビンゴ大会、美味しいケーキ
で盛り上がりました。　

学友会企画「OWCミスコンテ
スト」を開催しました。各学科
から出場してもらい個性をア
ピールしました。その後のゲス
トライブには、しゅんしゅんクリ
ニックPさん、オワラインさんが
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。

令和元年度 活動のあしあと

当日、卒業生や家族、地域の方など
1,039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。

10月25日（金）　

みずき祭10月26日（土）　

クリスマス会

10月13日（日）　

卓球大会

1年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 令和元年度 大垣女子短期大学 学友会委員

松村 明香里
［音楽総合学科］（会長）

柴田 結羅
［幼児教育学科］（書記）

林 穂乃佳
［歯科衛生学科］（会計監査）

佐藤 祐里
［歯科衛生学科］

横井 美里
［幼児教育学科］（副会長）

松元 杏珠
［デザイン美術学科］（会計）

松久 由磨
［デザイン美術学科］

永井 祐衣
［音楽総合学科］（副会長）

都築 悠花
［歯科衛生学科］（会計監査）

柿沼 雛
［歯科衛生学科］

看護研究発表会〈3年〉
４月から取り組んできた看護研
究の成果を看護研究発表会
として披露しました。研究テー
マは、死生観やダイエットなど、
実習を通して感じたことや日頃
の疑問など幅広く、どのグルー
プも興味深い内容でした。 

ホームカミングデイ
看護学科としては4回目のホームカミングデイを開催しました。午前の座談会では看護師
1年目・2年目となる卒業生12名が交流し、新人看護師は先輩から1年目を乗り切るスキ
ルを学ぶことができました。午後は臨床看護師30名も加わり、「新人看護師の育て方・育
ち方～信頼しあえるチームとは～」のテーマで、日本看護コーチ協会講師による研修を行
いました。参加者からは「相手を認め、それを伝えることの大切さが学べた」、「研修で学ん
だことを活かし、職場内で承認しあえる風土作りをしていきたい」などの声が聞かれました。

11月16日（土） 

市民公開講座
大垣女子短期大学看護学科棟において看護学科主催の市民公開講座を開催しまし
た。地域の参加者は127名。本学の看護学生が茶道の師匠直伝の作法で参加者に
抹茶をもてなし歓迎。岐阜清流病院委員長 菅哲徳先生の講演では健康長寿を目指す
「丈夫な足腰を保つ」について学びました。最後は本学の音楽総合学科ウインドアンサン
ブルによる演奏で締めくくり、今後も生き生き健康であるための活力となった講座でした。

11月30日（土） 

 総合教育センター長・教授  茂木 七香

学科間交流で、
FD活動や初年次教育の充実を

本学における学修成果の検証

徳　育

名古屋四季劇場で「パリのアメリカ人」を鑑賞し
ました。テレビや映画と違い、観劇ではダイナミッ
クな演技を体感することができ、感情表現の豊
かさに魅了されました。12月から始まる臨地実
習前に、幻想的で楽しいひと時を過ごすことが
できました。

ＩＲセンター

　現在、大学は、社会に対して教育の質を保証し、学生に対しても
卒業までに達成すべき内容を明示するために、学修成果（ラーニン
グ・アウトカム）を明確に示すことが求められています。
　このため、本学では平成25（2013）年度から目標や学修成果を
示した「教育に関する基本方針」を学生要覧などで周知していま
す。さらに、平成29（2017）年度からは、学修成果をどのような手立
てで検証するのかを示した「学修成果等の検証に関する方針（アセ
スメント・ポリシー）」もあわせて明示しています。
　本学の情報収集・分析と活用にあたるＩＲセンターは、学生の学
修成果とその検証に関しても役割を担っています。令和元（2019）
年度には、教育活動の組織と実施の体系を示した「教学マネジメン
ト」の可視化と、それを基盤とした「アセスメント・ポリシー」の再編・拡
充に努め、大幅な改訂を実現することができました。
　ＩＲセンターは、今後とも学修成果の明示や検証について、そのしく
みづくりと効果的な実施に向けて努め、それによって本学が社会に
有為な人材を送り出していくことに寄与していきたいと考えています。

総合教育センター

　2019年度には認証評価が行われ、これまで総合教育センター
が継続的に行ってきたFD活動や教養教育、学生支援などの各種
取組を様々な角度から振り返る機会となりました。8月には、外部講
師を招いて全教員がTPC（ティーチング・ポートフォリオ・チャート）を
作成するFD研修会を実施し、学科混成ペアワークにより自らの教
育活動を振り返りました。学生の実態に即したより質の高い授業を
実現できるよう、今後も継続的にTPCを活用していきます。
　初年次教育では、全教員の協力により4学科混成小グループでの
基礎ゼミを通年で実施することができました。2019年度は複数の教
養科目において4学科混成のグループワークを通年に渡って数回取
り入れており、回を重ねるにつれて学生同士の協同学習もスムーズに
行われ、コミュニケーション能力の向上が見られました。後期基礎ゼミ
での学修成果の振り返りにおいても、他学科の教員や学生と有意義
な交流が行われました。2020年度は新たに4学科合同の演習を増や
し、引き続き学生のコミュニケーション能力向上への取組を行います。

 IRセンター長・教授  矢田貝 真一

しゅんしゅんクリニックPさん、オワラインさんと
一緒に記念撮影

　こんにちは。新学友会委員です。昨年からの継続メンバー3人、
新規メンバー7人で構成されています。12月に新規メンバーを迎
えクリスマス会というイベントを成し遂げました。はじめて自分た
ちでイベントを企画から行い、参加者の学生と成功させたこと
で、改めてこういった活動の大切さを感じました。
　4月にはFSCという大きなイベントがあります。大垣女子短期
大学の良さをたくさんアピールできるようメンバーと考えていきたい
です。その後は、皆さんと盛り上がることのできる企画を考えて
いこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
　そして10月には最大イベント『みずき祭』があります。現在は
10人のメンバーで企画を考えますがその後新たに1年生メンバー
を迎えます。FSCよりさらに学生の皆さんに楽しんでいただける
よう学友会委員全員で一致団結し頑張っていこうと考えており
ます。皆さんに期待していただけるよう努力していきます。

会長　松村 明香里

10月31日（木） 

11月2日（土） 大垣市民病院トリアージ訓練〈2年〉　
今年度は看護学科の2年生が模擬患
者として訓練に参加しました。役どころ
は、地震で負傷した患者、父親を探しに
来院し過換気を起こした娘、肺炎が悪
化した高齢者などなど。それぞれが震災
時をイメージし、熱演しました。その中で
多職種連携の大切さ、災害時の看護
の役割について身をもって学びました。

よろしくお願い
します！

※寄付金:80,739円（被災地義援金として令和元年12月2日に寄付）

FSC（ファーストステップキャンパス）クラブ紹介

テーマ「礼和～真心込めたおもてなし～」

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。

十万石まつり

11月16日（土） 
劇団四季鑑賞
〈2年〉

愛知県体育館ドルフィンズアリーナで
開催されたディズニーオンアイスを鑑
賞しました。ディズニーキャラクターによ
る華麗なアイスショーにすっかり魅了さ
れました。実習や国家試験のことを忘
れ、しばし現実逃避ができた素敵な時
間でした。さて、また明日から頑張るぞ。

8月9日（金）ディズニーオンアイス鑑賞〈3年〉

12月18日（水）　
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❶毎週水曜日／17時50分～

❷リズム室

❸YouTubeから自分たちの好きなダンス動画を参考に練習しています。ボカロから
K-POP、J-POPまで様々なジャンルを楽しく踊ることができます！

踊ってみた

❶毎週金曜日／昼休み

❷体育館

❸年間を通して多くのボランティアに参加し
たり、レクリエーションスポーツのキン
ボール大会にも出場し、楽しく練習に取り組んでいます。キンボールは
気軽に体を動かせるし、楽しいだけではなく熱くなれるスポーツです。

体爽部

各クラブ長が「思い出の出来 事」や「催し」をお伝えします！

❶毎週火曜日／昼休み・放課後

❷B404

❸ろう学校の子どもたちと手話で会話したいという思
いから発足しました。みんな初心者なので、誰でも大
歓迎です！月1で外部講師を招いて楽しく勉強して
います。興味のある方は気軽に来てください。

手話コミュニケーション

❶毎週金曜日／16時30分～

❷体育館

❸同じ学科の人はもちろん、他学科の人とも仲良く楽しくバドミ
ントンをしています。初心者の方も大歓迎です。一緒に楽しく
バドミントンをしましょう。体育館でお待ちしております。

バドミントン

❶不定期

❷H号館

❸手遊びやわらべうた、絵本や紙芝居など
の児童文化財を使って子どもたちの笑顔
に出会える活動を目指しています。楽しく
保育スキルを高めることができます！

児童文化

❶毎週水曜日／16時～

❷体育館

❸部員は少ないですが、仲良く活動しています。経験者はもちろん、
初心者も大歓迎です。活動日が週に1日程度なので勉強やバイト
とも両立できるクラブです。ぜひ入部してください。

バレーボール

❶隔週月曜日／16時30分～

❷D304、D305

❸部員みんなでテーマを決め、そのテーマに沿って絵を描き上げま
す。お互いに見せ合うので画力を高めあうことができ、ポートフォ
リオに入れることができます。

イラストコンテンツ

❶毎週月曜日／16時30分～

❷D301、D302

❸みずき祭を中心に活動を行っています。制作
したイラストをポストカードに、マンガを冊子
にして販売しています。ぜひ自分の作品を本
格的に描きたい人は入部してください。

ａｉｍ

❶毎週金曜日／16時20分～

❷B401

❸ジャズの名曲やポップスのアレンジを演奏しています。みず
き祭やクリスマスコンサート等での発表を目標に、週1回集
まってみんなで楽しく練習中です！少しでも興味のある方
は、ぜひ見学に来てください！

ＪＡＺＺ

❶毎週金曜日／昼休み

❷リズム室

❸歌うことが好きな人が集まる場所です。自信あるない関係なく
やりたいと思う気持ちが大切です。みずき祭やクラブ紹介時に
人前で歌います。あなたの声をいろんな人に届けてみませんか。

song&song

❶毎週木曜日／16時20分～

❷B404

❸ボカロ好きが集まって、楽しく活動しています。みずき祭では、ス
テージでボカロ曲を歌ったり、グッズを製作して販売します。コス
プレもできるかも！？

ボカロ部

❶毎週水曜日／16時40分～

❷みずきサロン

❸カードゲームやテーブルゲームな
どのスマホ、ゲーム機等を使わな
いゲームを皆で集まって行っています。お菓子などを持
ち寄って、学科学年関係なく交流ができるクラブです。

アナログゲーム

❶不定期／昼休み

❷A号館南、I号館西

❸野菜を育て、グリーンカーテン
を作っています。令和元年度は
グリーンカーテンコンテストで
最優秀賞を頂きました。育てた
野菜を調理し、親睦を深め、楽
しく活動しています。

グリーンサークル

❶隔週火曜日／17時50分～

❷H303

❸初めてのみずき祭では、「令和」というテーマ
のもと、全員でアイディアを出し協力して素敵
な作品ができ上がりました。練習は大変でし
たが、頑張った分達成感を得ることができま
した。興味のある方はお待ちしています。

美文字書道

テニス

❶隔週金曜日／16時30分～

❷みずきサロン

❸現在11人でゆったりとした雰囲気で活動しています。今年度は秋に日帰り撮影旅行を行い、1年次生と2
年次生で京都駅周辺・八坂神社に行きました。スマホで写真を撮影する部員も多くいるので気軽にどうぞ！

写　真

バスケットボール

❶毎週水・金曜日／16時20分～

❷K103

❸楽器経験者も初心者も一緒になって楽しく活動してい
ます。憧れていた楽器が演奏できるようになる喜びと、
曲ができ上がる達成感が味わえます。バンドに興味の
ある方はぜひ！

軽音部

❶活動日時　❷活動場所　　 ❸アピールポイント

❶毎週水曜日／16時40分～

❷B302

❸ピアノとエレクトーンでアンサンブル
をし、一人では経験できない「感動」
や「喜び」を味わうことができます。
とても楽しいクラブです。プラネタリ
ウムや七夕ミニライブでの演奏を
行っています。

ピアノ・エレクトーンアンサンブル
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リーンカーテンコンテストに参加し、団体の部で最優
秀賞を3回いただきました。A号館の南にグリーンカー
テンを設置し、朝顔やゴーヤ、きゅうりなどのつるの植
物を育てていますので、エコで自然にやさしい涼やか
な環境を是非体感してみてください。
　将来、ママとして保育者として、緑豊かな自然に囲
まれて生活することの心地よさ、さらには命の大切さ
を実感できる素敵な場所となっている本学のこの環
境が、いつまでも続くように、今後も本学にかかわっ
ていきたいと願っています。

　幼稚園教諭として、子どもたちと一緒に花や野菜
を育て、ままごとごっこやジュース屋さんなどのいろい
ろな遊びに発展させたり、収穫してカレーや焼き芋な
ど調理して味わったりする活動を永年楽しんできまし
た。子どもたちと植物の成長を発見したり、感動したり
して共感し、収穫したものを味わうなど、五感を通した
直接体験を一緒に行えたことがとても幸せでした。
　本学でも、街の中のオアシスである『みずきの郷』
等の自然に恵まれたすばらしさを実感できるように、
授業の中やサークルで取り組んできました。特に、
サークルでグリーンカーテンを育成して、大垣市グ

幼児教育学科
講師

内藤 敦子

緑豊かな自然環境をいつまでも研究室から

短大を卒業後、大垣市立中川幼稚園を初任園として、市内の幼稚園・幼保園に40年間勤務。大垣市立興文幼稚園園長を
最後に退職し、平成27年から本学に勤務。幼稚園教諭時代から、子どもたちとともにグリーンカーテンの育成に
取り組む。趣味で自宅の畑でもさまざまな野菜を育てる。

Profile

〈出身校〉岐阜県立各務野高校
　　　　（岐阜県各務原市）

コミックイラストレーションコース ピアノコース

就職内定先 職種、仕事内容各務原市

就職内定先
株式会社コムズ

保育士

職種、仕事内容
印刷・デザイン

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。

別宮 聡佳

〈出身校〉
岐阜県立加茂農林高校
（岐阜県美濃加茂市）

井戸 花

在学生interviewインタビュー

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に行った時に本学の雰囲気が自分に合っていると感じたため入学しました。また、
自分の目指す保育士・幼稚園教諭の資格が取得できることも入学理由の一つです。期待していたこととして
は、様 な々資格を取得できることと他の短大に比べ多くの実習経験を積むことができるといった点です。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　大学での学びを通して、保育に関するより専門的な知識や様 な々保育技術を身に付けることができました。
また、それ以外にもずっと学びたいと思っていた特別支援教育についても学ぶことができました。大学で多くの
ことを学んだことで保育者として社会に出ていけるよう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
　私は、春から各務原市の保育士として働き始めます。やはり社会人1年目ということで不安も多くあります
が、夢だった保育士として働くことができるので楽しみという気持ちもあります。本学での学びと自分の個性
を生かし、“子どもたち一人ひとりに寄り添える保育者”として活躍し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
　私が本学に入学しようと思った理由は、きちんとした環境下
でイラストを学びたいという思いと、オープンキャンパスに参加し
た時の学生・教員の方々の雰囲気がとても良かったからです。
基礎的な美術の勉強からイラストの上達に向けた教育など、幅
広い授業の在り方に多くのことが学べそうだと期待しました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　大学では、デジタルツールやソフトの使い方など本格的に学
び、自分のイラスト制作の幅が広がりました。絵の構図の工夫
や背景の座りの良い描き方など、今まで何となく描いていたも
のを理論として理解し、描くことができるようになりました。また、
人に見てもらうことを視野に入れたイラスト制作を行うことがで
きました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　卒業後は、商品のパッケージデザインなどを行う印刷会社で働
きます。大学で学んだことを生かし、お客様のニーズに応じたもの
を提供できるよう、日々努力をしていきたいです。任された仕事に
責任を持って取り組み、積極的に自分から動くことを大切に頑張
ります。不安もありますが、自分のやりかった仕事なので、精一杯
勤めます。

就職内定先
ヤマハ音楽振興会

職種、仕事内容
ヤマハ音楽教育システム講師

〈出身校〉
三重県立桑名高校
（三重県桑名市）

日紫喜 美咲

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　私は3歳からヤマハ音楽教室に通い始め、音楽の魅力をレッ
スンを通じてたくさん学んでいく中で、「私もこの魅力を伝えてい
きたい」と思い、講師を目指しました。本学では、技術面に限らず
講師に必要な資格試験対策が充実しており、現役で講師をさ
れている先生から直接学ぶことができることを知り、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
　練習に対する意識・姿勢が変わりました。授業が詰まって
いた分、練習に使える時間は限られていましたが、ほんの少し
の空き時間でも楽器に触れ、その積み重ねが大きな成長に
繋がることを実感しました。特にアンサンブルの授業では、責
任感と協調性をもって練習することで、他にはない達成感も
味わうことができました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　目標としていたヤマハ音楽教室の講師として働くことになりま
した。レッスンはただ教えるだけではなく、生徒さんやその保護者
の方 を々はじめ、たくさんの人とのコミュニケーションが大切で
す。私自身が音楽を楽しみ、それを共有し、一人ひとりに寄り添
いながら少しずつ信頼関係を築いていきたいです。向上心を
持って就職後も学び続けていきます。

就職内定先
たけむらファミリー歯科

職種、仕事内容
歯科衛生士

〈出身校〉
長野県立飯田女子高校
（長野県飯田市）

島岡 玲菜

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　私は、学校を選ぶにあたり専門学校ではなく短期大学で幅広
い知識を身に付け短期大学士の学位を取得したいと考えてい
ました。また本学のオープンキャンパスに参加した際、先生と学
生の距離の近さに一番衝撃を受け、地方から下宿することに不
安を感じていたため、親身になってサポートしてくださる安心感に
魅力を感じました。さらに、この学校でなら知識を修得できると同
時に、充実した学生生活を送ることができると思い決めました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　授業では、実習環境が整っており個別指導や相互実習があ
ることで実践的な技術を身に付けることができました。また、臨床・
臨地実習では歯科医院、保育園、学校など様 な々場所で技術を
磨き向上しました。さらに実際の患者さんとの関わりの中で対応
力や観察力、コミュニケーション力を養うことができました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
　この3年間で歯科衛生士になるための知識や技術を修得し
てきました。これからは自分自身が主体となっていくため、あらゆ
る事に対して責任を持ち、患者さんとの信頼関係を築いていき
たいと思います。また、初めての社会人生活で不安もあります
が、持ち前の笑顔を武器にいつも明るく取り組める姿勢で臨も
うと思います。

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　高校生の頃に看護師に興味を持ち、本学のオープンキャ
ンパスに参加しました。その際、先生と学生との距離が近く、
相談しやすく、学びを深められる環境であると感じました。ま
た、チューター制度があり、一人ひとりの学生に密に関わって
くださる先生がいることも魅力に感じました。校舎も新しく設備
が整っていたことも選んだ理由の一つです。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
　大学では授業や実習を通して多くのことを学びました。特に
実習では実際の患者さんと関わり、看護師の姿を見る中で自
分の行動に責任を持つことの重要性を強く感じました。患者さ
んの現在の状況を把握し、看護につなげることは難しく悩むこ
とも多くありましたが、一緒に学ぶ仲間とともに3年間を乗り越
え成長す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
　4月から看護師になります。今は自分の働く姿が想像でき
ず不安も多いですが、自ら学ぶ姿勢を大切に、病院の看護
チームの一員として活躍できるよう頑張ります。また、大学で
の学びを最大限に発揮するとともに豊富な知識、高い技術
を身に付け、患者さんに信頼される看護師を目指します。

就職内定先
長良医療センター

職種、仕事内容
看護師

〈出身校〉
岐阜県立岐阜総合学園高校
（岐阜県岐阜市）

安田 佐也香
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岐阜新聞 平成31年3月11日付掲載

岐阜新聞
平成31年4月4日付掲載

中日新聞 令和元年6月9日付掲載

岐阜新聞 令和元年7月3日付掲載 岐阜新聞 令和元年10月25日付掲載

岐阜新聞 令和元年10月31日付掲載

岐阜新聞 令和元年7月12日付掲載

新聞掲載記事拝見
平成31年3月～令和2年2月

新聞に掲載された本学の記事

中日新聞 令和元年11月29日付掲載
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新聞掲載記事拝見
平成31年3月～令和2年2月

新聞に掲載された本学の記事 幼児教育学科  学科長・教授  松村 齋

平成31年・令和元年 社会的活動の記録
〈期間〉平成31年1月～令和元年12月 ※今年度着任教員／平成31年4月～令和元年12月

岐阜県生徒指導推進会議 副委員長
【平成31年4月～令和2年3月】
主催：岐阜県
岐阜県発達障がい児童生徒支援事業 専門支援員
【平成31年4月～令和2年3月】
主催：岐阜県
大垣市子育て支援会議 会長
【平成31年4月～令和2年3月】
主催：大垣市

幼児教育学科  准教授  中野 由香里
第2回OGAKIスポーツフェスティバル
ラジオ体操指導
【6月9日】
主催：大垣市体育協会
会場：大垣総合体育館
「親子で運動遊び」【6月15日】
主催：池田町養基保育園保護者会家庭教育学級
会場：池田町養基保育園
ミナレク運動推進リーダー養成講習会
【8月11日】
主催：岐阜県、岐阜県レクリエーション協会
会場：高山市民会館

デザイン美術学科  学科長・教授  田中 久志
第４７回岐阜広告協会賞 審査委員長
【5月29日】
主催：岐阜新聞
ぎふけん・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26日】
主催：岐阜県図書館企画課企画振興係
公民マンガ「オープン！！ 社会のとびら」
【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

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
【継続】
主催：岐阜県後期高齢者医療広域連合
大垣市廃棄物減量等推進審議会 会長
【継続】
主催：大垣市
教員免許状更新講習
「幼児期の環境教育を考える」
【8月4日、8月6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  センター長・教授  茂木 七香
大垣市健康相談事業 相談員及び
メンタルヘルス研修事業 講師
【平成31年4月1日～令和2年3月31日（月1回）】
主催：大垣市役所企画部人事課
会場：大垣市役所
関ケ原町保育園職員研修会
「保護者とのコミュニケーションの取り方」
【9月13日】
主催：関ケ原町保育園職員研修会
会場：関ケ原町立西保育園
大垣市大杼共同参画推進審議会 委員
【令和元年11月29日～令和3年11月30日】
主催：大垣市

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　講師　飯岡 美幸
歯科衛生科卒業生の就業者及び
未就業者の実態調査（第1報）
【5月31日】
大垣女子短期大学 紀要 第60号
歯科衛生学科の1年次生の口腔衛生に関する
知識と歯科保健行動に関する意識調査研究
【5月31日】
大垣女子短期大学 紀要 第60号
市民の健康広場【10月20日】
主催：岐阜県歯科衛生士会西濃支部
会場：大垣城ホール

歯科衛生学科　講師　今井 藍子
歯科衛生科卒業生の就業者及び
未就業者の実態調査（第1報）
【5月31日】
大垣女子短期大学 紀要
歯科衛生学科学生の学内相互実習レポートの
ルーブリック評価活用における教育効果の研究
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館
歯科衛生学科学生による歯科保健指導を受けた
看護学科学生の意識変化に関する調査報告
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館歯科衛生学科  学科長・教授  石川 隆義

全国大学歯科衛生士教育協議会
理事
【令和元年～令和2年度】
大垣市個人情報保護審議会
会長
【令和元年度】
日本歯科心身医学会
評議員
【令和元年～令和2年度】

歯科衛生学科　講師　川畠 智子
市民の健康広場【10月20日】
主催：岐阜県歯科衛生士会西濃支部
会場：大垣城ホール
歯科衛生学科学生の学内相互実習レポートの
ルーブリック評価活用における教育効果の研究
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館
歯科衛生学科学生による歯科保健指導を受けた
看護学科学生の意識変化に関する調査報告
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館

歯科衛生学科　准教授　水嶋 広美
歯科衛生学科の1年次生の口腔衛生に関する
知識と歯科保健行動に関する意識調査研究
【5月31日】
大垣女子短期大学 紀要 第60号
市民の健康広場【10月20日】
主催：西濃支部歯科衛生士会
会場：大垣城ホール

岐阜新聞 令和元年12月4日付掲載

岐阜新聞
令和元年12月12日付
掲載

岐阜新聞 令和2年1月21日付掲載

岐阜新聞 令和2年2月14日付掲載

中日新聞
令和2年2月12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。

幼児教育学科　准教授　今村 民子
マインドアップ講座【2月15日】
主催：岐阜県
会場：OKBふれあい会館
大垣市保育研究会3歳児担当者会【9月9日】
主催：大垣市
会場：中川ふれあいセンター
キッズピアまちなかカレッジ【10月8日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき

幼児教育学科　教授　光井 恵子
ポスター発表【1月14日】
主催：保育教諭養成課程研究会研究大会
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
ピアノグループえすぷりデュオコンサート【6月2日】
主催：ピアノグループえすぷり
会場：電気文化会館 ザ・コンサートホール
ふれあい遊びで楽しもう【9月5日】
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　立崎 博則
保育と青森（表現）【6月1日、2日】
主催／会場：青森中央短期大学
第10回幼児教育実践学会
【8月19日、20日】
主催：全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
会場：常葉大学静岡草薙キャンパス
教員免許状更新講習
「子どもの造形表現とこころ」
【8月22日、23日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学

幼児教育学科　講師　名和 孝浩
大垣市保幼小連携協議会代表者会委員
【平成31年4月1日～令和2年3月31日】
主催：大垣市教育委員会、大垣市子育て支援課
池田町保育研究会講師講演会
【4月13日】
主催：池田町保育研究会
会場：池田町立西保育園
大垣市保幼小連携事業 幼児教育講演会
【8月21日】
主催：大垣市子育て支援課

音楽総合学科　教授　鈴木 孝育
第5回管楽器ソロコンテストin東海2019
審査員
【3月25日、26日】
主催：「管楽器ソロコンテストin東海」実行委員会
会場：金城学院大学
令和元年度東三河地区講師派遣事業
講師
【7月13日、14日、20日】
主催：愛知県吹奏楽連盟東三河支部
会場：ライフポートとよはし他
令和元年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会 審査員
【12月26日】
主催：愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
会場：日本特殊陶業市民会館

デザイン美術学科  准教授  黒田 皇
第22回羽島市美術協会洋画部展
【7月4日～7日】
主催：羽島市美術協会洋画部
会場：不二羽島文化センター（羽島市文化センター）
　　 展示室円空
第69回大垣市美術展（一般の部）審査
【10月12日】
主催：大垣市・大垣市教育委員会
第33回NHK厚生文化チャリティー展
【11月7日～12日】
主催：社会福祉法人NHK厚生文化事業団中部支部
会場：三越名古屋栄

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15日】
主催/会場：ドリームシアター岐阜

音楽総合学科　准教授　松永 幸宏
岐阜バンドクリニック
【4月30日】
主催：岐阜バンドクリニック実行委員会
会場：各務原産業文化センター
全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会
会場修理
【8月8日～10日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター

音楽総合学科　准教授　横井 香織
第52・53回カワイ音楽コンクール
カワイこどもピアノコンクール
岐阜地区オーディション審査員
【1月13日、12月28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
大垣音楽人クラブ会員によるコンサート
～春への誘い～
【2月11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
大垣市環境審議会委員
【令和元年7月1日～令和3年6月30日】
主催：大垣市

音楽総合学科　教授　菅田 文子
翻訳出版
「コミュニティ音楽療法への招待」
（第6章、第8章を担当）
【6月28日】
風間書房
高齢者の音楽療法／
音楽療法で使える伴奏と即興アレンジ
【8月18日】
主催：富山県音楽療法協会
会場：高岡市ふれあい福祉センター
音楽療法における即興と伴奏／
音の使い方ワークショップ
【11月17日】
主催：宮城音楽療法研究会
会場：仙台市宮城野区文化センター

音楽総合学科　教授　渡辺 博夫
岐阜バンドクリニック
【4月30日】
主催：岐阜バンドクリニック実行委員会
会場：各務原産業文化センター
中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会
中学校部門会場修理
【8月3日、4日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター

歯科衛生学科　准教授　阿尾 敦子
西濃地区における小学校歯科保健指導の活動報告
【10月31日】
主催：岐阜県小児保健協会
会場：岐阜市文化センター
歯科衛生学科学生による歯科保健指導を受けた
看護学科学生の意識変化に関する調査報告
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館
歯科衛生学科学生の学内相互実習レポートの
ルーブリック評価活用における教育効果の研究
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館

歯科衛生学科　教授　久本 たき子
全国大学歯科衛生士教育協議会総会
理事・教育委員
【5月11日】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
2019年度歯科衛生士専任教員講習会Ⅱ　　　　
臨床・臨地実習教育法
【8月6日】
主催：全国歯科衛生士教育協議会
会場：朝日大学
介護予防における口腔のケア【11月29日】
主催：サンヴェール大垣
会場：ソフトピアジャパン１Fセミナーホール

歯科衛生学科　教授　海原 康孝
講演会「子どもの歯と健康について」
【10月17日】
主催：揖斐川町保育研究会
会場：揖斐川町立やまと・きたがた幼児園
第38回日本小児歯科学会中部地方会大会
教育講演会「児童虐待防止に向けた取り組み　
－小児歯科の立場から－」
【10月20日】
主催：日本小児歯科学会中部地方会
会場：フレンテみえ
障がい者等歯科医療技術者養成研修会
「歯科からの気になる子どもたちへの支援
－発達障害児に対する対応と児童虐待への
取り組み－」
【12月8日】
主催：岐阜県歯科医師会
会場：岐阜県歯科医師会館

音楽総合学科  学科長・教授  服部 篤典
愛知淑徳学園吹奏楽部
第32回定期演奏会
【3月26日】
主催：愛知淑徳高校・中学校
会場：日本特殊陶業市民会館フォレストホール
喜迎建国70周年江西愛楽管楽団
首演音楽会
【4月6日】
主催：江西省芸術音楽家協会
会場：江西省南昌市江西中心音楽ホール
大森石油（株）
オーモリウインドアンサンブル
第9回定期演奏会
【5月12日】
主催：大森石油（株）
会場：一宮市民会館

歯科衛生学科　助教　藤澤 さち子
歯の健康フェスティバル
【6月9日】
主催：岐阜県歯科衛生士会西濃支部
会場：垂井文化会館
市民の健康広場【10月20日】
主催：岐阜県歯科衛生士会西濃支部
会場：大垣城ホール
歯科衛生学科学生による歯科保健指導を受けた
看護学科学生の意識変化に関する調査報告
【12月7日】
主催：日本歯科衛生教育学会
会場：福岡県歯科医師会館

看護学科　助教　戸村 佳美
有職高年初産婦の産前休業に入るまでの体験
【3月3日】
主催：日本助産学会 学術集会
会場：福岡国際会議場
母親が男児に性教育を行う事への困難さの要因
【8月25日】
主催：日本思春期学会 学術集会
会場：大田区産業プラザPIO
一つのいのちが生まれるまで
【12月2日】
主催：大垣市立小野小学校
会場：小野小学校 体育館

看護学科　講師　野網 淳子
看護学生の援助的人間関係形成のための
コミュニケーション技術向上における
模擬患者活用の学修効果と課題
【8月4日】
主催：日本看護学教育学会
会場：国立京都国際会館
2019年度岐阜県専任教員養成講習会 講師
【2019年9月～10月】
主催：岐阜県看護協会
会場：岐阜県県民ふれあい会館
タブレット端末を用いた
模擬患者参加型コミュニケーション演習における
看護学生の気づきに関する検討
【11月30日】
主催：日本看護科学学会
会場：石川県立音楽堂

看護学科　助教　北村 美恵子
特定分野における保健師助産師看護師
実習指導者養成講習会
【7月9日、16日、22日、29日】
主催：岐阜県看護協会
会場：岐阜県県民ふれあい会館
在宅看取りを可能にする要因の文献検討
【9月14日】
主催：日本エンドオブライフケア学会
会場：名古屋大学
岐阜県専任教員養成講習会
【12月5日、10日、17日、20日】
主催：岐阜県看護協会
会場：岐阜県県民ふれあい会館

看護学科  講師  柴田 由美子
成人看護学実習におけるペア体制実習での学生評価
【11月30日】
主催：日本看護科学学会
会場：石川県立音楽堂

看護学科　講師　清水 美恵
中学生の教師への信頼感の評価の違いと
レジリエンスとの関連
【9月12日】
主催：日本心理学会第83回大会
会場：立命館大学いばらきキャンパス
子育てママ大学
【11月7日】
主催：大垣市
会場：大垣女子短期大学
子育てまちなかキャンパス
【11月19日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき

看護学科  教授  棚橋 千弥子
成人看護学実習におけるペア体制実習での学生評価
【11月30日】
主催：日本看護科学学会
会場：石川県立音楽堂

歯科衛生学科　教授　小原 勝
広島大学歯科衛生士教育研究センター講演会
「こんな器具あったらいいな？
ー日常臨床で開発・工夫すべき歯科機器ー」
【11月28日】
主催：広島大学歯科衛生士教育研究センター
会場：広島大学歯学部B棟6階デンタルスキルスラボ
Microbiology ＆ Immunology誌
論文査読
【4月4日、7月12日、9月9日】
英文雑誌Microbiology ＆ Immunology
Oral Diseases誌
査読者
【2019年通年】
英文雑誌Oral Diseases

デザイン美術学科  講師  宮川 友子
みらい芸術文化基金 評議員
【平成27年3月～】
主催：みらい芸術文化基金
Big in Japan（個展）
【9月26日～10月6日】
主催：Graphic days Torino（イタリア）
ポスタートーク
【10月19日、11月16日】
主催：日本国際ポスター美術館

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
神戸町南平野幼児園園内研・町教育研究会 講師
【2月21日、6月14日、6月24日、11月29日】
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
【7月１日、10月7日】
主催：大垣市
会場：大垣市南部子育て支援センター
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