テーマ

いやしの空間で自分磨きを

今回初めてテーマを決め、イベントを企画しました。
楽しかったとの感想が多く寄せられイベントも好評でした。
多数の方にご参加いただきありがとうございました。

ホームカミングデイの様子

販売

ソシオエステ
ティック

（保健科第三部卒）

野村 江美さん

川添 由紀さん

（デザイン美術科卒）

大垣女子短期大学

イベント

白須 あけ美さん

展示

ガ
イスに座ってヨ

本部 徳子さん

（保健科第三部卒）

（デザイン美術科卒）

ポイントメイク
演奏 会

冨田 美由紀さん（歯科衛生科卒）

ボラ

似 顔絵

ソプラノ
サックス

カホン

節目の年を迎えるホームカミングデイ
大垣女子短期大学同窓会

に

喫茶コーナー

アの方と
ティ
共
ン

マリンバ

バス
クラリネット

ジ
ハンドマッサー

姉妹で出店

松井 祐佳さん（音楽総合科卒）他4名

同窓生の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し

今年のテーマは、
『美…いつまでも』
です。イベントを通して、

今年度も皆様と同窓会通信でお逢いすることができ、大変

山内 麻楠さん

（デザイン美術科卒）

ピアノ

各川 まこさん（デザイン美術科卒）

ご協力ありがとうございました。

福岡 拡美さん（デザイン美術科卒）

同窓会役員の 活動紹介
1年の流れ
4月
6月
7〜8月
9〜10月

●

●
●

●

●

今年度事業計画と予算
ホームカミングデイ 企画
同窓会通信 企画・制作
同窓会通信 制作

●

ホームカミングデイ 反省

2月

●

次年度事業計画案、検討

●
●

同窓会入会式
次年度決算・監査、
予算案作成

なごやかな
雰囲気です♡

役員は16名で構成されており、役員会は
年に6 回程行っています。同窓 会運営に
関わる事項ならびに母校の発展のために、
同窓会が関われる事などについて話し合って
います。
主な活動は、
ホームカミングデイと同窓会
入会式の開催、同窓会通信の発行です。

ホームカミングデイ
打ち合わせ、準備、運営

12月

3月

来年度、
役員が改選されます。
同窓会役員は実際どんなことをしているのか、
ご紹介してみたいと思います。

ホームカミングデイ
定
イベント予

テーマ

美

2015年10月24日（土）

… い つまでも

喫茶コーナー

飲み物などご用意しております。
懐かしい方々と楽しいひとときをお過ごしください。

イスに座ってヨガ

ハンドマッサージ
似顔絵

は無料です。

ングデイは5回目の節目の年となり、本部役員一同喜びと共に、

県からお越しくださった方、10年ぶりに母校に足を運んでくだ

より一層の緊張を覚えます。回を重ねるにつれて、同窓生の方々

さった方、卒業して数年の仲良しグループ、ご家族そろって

に多く参加していただく為の内容について意見を出し合い検討

おいでくださった方など、遠方や年代も様々な方が母校に集い

をしてまいりました。
これまでは、テルミン＆マトリヨミニコン

ました。和やかな雰囲気の中、短い時間でしたが喫茶コーナー

サートやヘアーメイクショーなど、
普段、
触れ合う機会のない私は

でゆっくり過ごされた様子を拝見し、役員一同嬉しく思いま

とても感動しました。
支援施設のバザーや掲示、
押し花の豪華で

した。ぜひ、今年も足をお運びくださることを楽しみにしており

華麗な作品の展示も沢山ありました。
昨年は
「いやしの空間で自分

ます。

磨きを」のテーマで、ハンドマッサージ・ポイントメイク・ヨガ・

まだまだ暑い日が続きますが、
どうぞ皆様ご自愛ください。

似顔絵・ピアノ演奏や楽器演奏・クラフト・アクセサリーの販売

母校の益々のご発展と皆様方のご活躍を祈念申し上げます。

ホームカミングデイ

只今、喫茶コーナーでの発表・展示作品などを募集しております。
趣味で始めた事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
但し、多数の応募があった場合は抽選となります。

同窓会事務局／大垣女子短期大学内 学生支援課 吉田・小松
TEL 0584-81-6820 E-mail komatu@ogaki-tandai.ac.jp
申込締切

9月25日（金） ※すべて無報酬となります。

テーマ

交通費や運搬費なども自己負担となります。

第3回役員会の様子

同窓会入会式の様子

来年度は役員改選の年です。任期は
3年間です。
同窓会活動に興味のある方や協力
してくださる方の立候補をお待ちして
おります。
同窓会事務局までお問い合わせ
ください。

お待ちして
おります。

多目的ホール C館 3F にて開催！

駐車場に限りがございますので、公共交通機関を
ご利用ください。大垣駅（北口B乗り場）から
短大までは無料送迎バスが運行されています。

〒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

日時
会場

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、
マスコットキャラクター
みずっきー

平成17年度に続き、
「適格」
と認定されました。

大垣女子短期大学
発行日／平成27年9月8日
編集・発行／大垣女子短期大学 同窓会
E-mail gakuseisien@ogaki-tandai.ac.jp

… い つまでも

（土）
2015年10月24日
C号館3F 多目的ホール
受付

※平成27年4月より学科名称を変更しました。

第三者評価

美

AM10：00〜PM3：00

【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

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。

■同窓会決算・予算報告・同窓会奨学金制度についての詳細は、ホームページをご覧ください。
■住所・氏名に変更があった場合は、短大ホームページ様式をご利用の上、同窓会事務局までお知らせください。

しております。
これまでの参加者の中には、
遠くは、
新潟県や山形

のイベントはお手頃価格で
体験ができます。
但し、
人数に限りがあります。

●その他のイベントや販売も計画中です。

この機会に、卒業後のご活躍を披露してみませんか？

皆様にいつまでも美しく輝いていただきたいという想いを込め
ました。昨年にひき続き、皆様に楽しく参加いただけるよう企画

嬉しく思います。
今年10月に母校の大学祭と同時に開催されますホームカミ

合掌 かおりさん（歯科衛生科卒）
倉橋 寿恵子さん（幼児教育科第三部卒）
椎名 麻里子さん（歯科衛生科卒）
高木 智恵子さん（保健科第三部卒）

北村 君子

など、
盛り沢山で、
参加された方々もリラックスされた様子でした。

上げます。
押し花

会長

内容

同窓生受付テント
（正面入口付近）
へ
PM2：30までにお越しください。
【記念品贈呈】

喫茶コーナー

■各種イベント用意しております。

友人、知人、ご家族の皆様もご一緒に参加いただけます。

みずき
祭 同時
開催

同窓会の皆様へ

魅力あふれる4つのコース

3年制でなきゃ、ダメなんです！〜3年制の歴史を振り返る〜
大垣女子短期大学 学長

曽根 孝仁

平成17年 幼児教育科第三部を廃止。

本年から学長を拝命いたしました曽根と申します。同窓会通信には初めての投稿となりますが、
お見知りおき下さい。創立47年という歴史を将来につないでいく責務に改めて身の引き締まる思い
です。
くしくも本学創設年は私が大学に入学した年でもあり、第一回生の方々は同級生となるので

平成19年 3年制に変更

幼児教育
学科

合格しても体験不足から保育者への就職に不安感をもつ学生が見受けられはじめ

平成20年 子育てサロン
「ぷっぷぁ」
開設

ました。そこで、保育現場での学びと大学での振り返りを往還させた

平成22年 定員50名へ変更。
保育実務研修開始

クラス」を柱に、より充実した幼児教育科をめざした3年制課程が

長期間の「保育実務研修」
と、得意な分野を伸長させるための「専修

3年制に移行後、私たちには確信と共に不安もありました。
3年の学修成果は確実に保育観の育成や資質能力の向上に

有能で人間性豊かな人材を養成することです。幸いにして本学は特色ある5学科を擁しています。いずれの学科においても
死守することが基本です。
まずは「地元に学び、地元に還す」の精神を大切に共有していきたいと思っています。
大垣市では関係諸団体との連携のもと、
市民の健康の保持・増進のための総合的な地域保健計画が策定・実施されています。

なく実践力と実務能力として発揮してくれるだろうかと。

なく、
生き残りをかけて社会の変化に対応していきたいと考えています。
ホームカミングデイでお会いできることを楽しみにしています。

魅力

言えます。
「3年制でなきゃ、
ダメなんです！」
と。

保育実務研修

ご寄付をいただいた卒業生の皆さん（お名前の掲載を承諾された方）

魅力
おう

「往還」

（日）
こども祭 ………………………………1月17日

…………10月3日
（土）

（金）〜1月28日(木）
後期定期試験 ………1月22日

客員教授 野田聖子衆議院議員による
（月）
特別講義 ………………………………10月5日

デザイン美術学科
（火）〜2月14日
（日）
卒業記念展 ……………2月9日

（日）
十万石まつり …………………………10月11日

音楽総合学科
（日）
ウインドアンサンブル定期演奏会 ……2月21日

音楽総合学科 定期演奏会

（金）
・24日
（土）
みずき祭前日祭・みずき祭 …10月23日
（水）
歯科衛生学科 決意を語る会 ………11月18日

（日）
卒業証書・学位記授与式 ………………3月13日

■オープンキャンパス ……………9月26日
（土）
■平成28年度入学試験

指定校推薦・推薦入試第一次他 …11月8日
（日）
推薦入試第二次他 …………………12月6日
（日）
一般入試第一次他 ……………………2月7日
（日）
一般入試第二次他 …………………2月26日
（金）
一般入試第三次他 …………………3月15日
（火）

看護
学科

短大 での
授業
3年次に、
継続的に週の前半

●３年生…4月2日
（木）劇団四季

新名古屋ミュージカル劇場「マンマ・ミーア！」

2.各病院や施設での学外実習
実際に患者様を受け持って必要な看護を考え、実践力を養っていきます。
●１年生…2月1日
（月）
より生活援助実習
●２年生…9月7日
（月）
より看護過程実践実習、11月30日
（月）
より成人・老年実習
●３年生…5月11日
（月）
より領域実習開始

3.解剖見学実習
学内演習の様子

5月26日（火）に岐阜大学付属病院にて人体解剖見学の実習を行い、
実際に臓器や器官に触れて特徴を学びました。同時に、命の重みと
看護師を目指す目的を再確認することができました。

5.公開講座
テーマ：
「知っておきたい東洋医学の知識」
講師：大垣女子短期大学 理事長 中野哲
日時：9月26日
（土）15：00〜16：30
場所：
Ⅰ号館１階104教室
対象：一般市民および学生（参加無料）

平成26年
平成26年

9/2（水）
・3（木）

平成27年

2/10（月）〜15（土）

10/25（土）

第43回卒業記念展
（岐阜県美術館）

平成27年

10/3（土）

平成27年

「学外研修」古美術実地研修（嵐山他）

5/10（日）

「学外研修」
スケッチ研修
（中津川・馬籠宿）

2/9（月）〜2/14（土）

第44回卒業記念展（岐阜県美術館）

子育てサロン “ぷっぷぁ”

ての 準 備をします。4月〜 1 2月（ 8・9月

毎週木曜日、
前期は2年生、
後期は3年生が参加
し、
保護者とのかかわりについて学びます。

地域に根差す保育者になります！
！

●花フェスタ2015ぎふ 6/13(土)~6/21(日）

●平成27年度
芭蕉蛤塚忌全国俳句大会ポスター・チラシ原画募集にて

花フェスタ2015 ぎふ実行委員会とイラスト

デザイン美術科から最優秀賞1名、優秀賞4名、

コンテンツ部員とのコラボレーション企画で

入賞14名が受賞

トリックアートを制作。
トリックアート2作品、
ストリートアート2作品の原画を出品しました。

（最優秀賞―平成26年度入学 三笘雪美）

法輪保育園・沖ノ橋保育園・天使みつばち保育園・特定非営利活動法人あゆみの会・レイモンド大藪保育園・ウエルネス医療クリニック・社会福祉法人ひかり会（行政職員は臨時職員も含む）

学科トピックス
歯科衛生教育にご尽力いただいた先生方が退職されました。

前期学科トピックス

USJ研修

平成28年2月14日
（日）
受験会場：愛知学院大学（予定）

学科の取り組み・行事

大垣市社会福祉事業団
（ひまわり学園）
・岐阜県多治見市社会福祉協議会・はなぞの北幼稚園・愛知文教女子短期大学附属幼稚園・大垣ひかり保育園・浅草ひかり保育園・なかざわ保育園・

音楽総合
学科

4.第105回看護師国家試験

コンテンツ制作について学びます。

学科トピックス

後半は短大の授業で振り返り次回にむけ

●平成26年度 畔地美紀教授（平成15年3月1日〜平成26年3月31日）11年1ケ月

歯科衛生
学科

◆ピアノ・電子オルガンコース

各学年で芸術・文化・科学に触れる経験を通じで感性を養います。
●１年生…8月7日
（金）京都研修「株式会社京都科学の工場見学」、
「八ッ橋づくり体験」
●２年生…7月3日
（金）
ユニバーサルスタジオジャパン

デジタルペインティング、アニメーション、HP制作、Webアプリ企画等、デジタル

幅広い分野が学べます。

岐阜県大垣市（保育士）
・岐阜県大野町（保育士）
・岐阜県山県市（保育士）
・愛知県一宮市（保育士）
・滋賀県彦根市（保育士）
・滋賀県長浜市（保育士）
・長野県南箕輪村（保育士）
・岐阜県

学科の取り組み・行事
1.徳育

◆情報デザインコース

グラフィックデザイン技能の習得や、絵本制作、立体造形力の養成など、

マンガ持ち込みツアー

に保育現場で研修を行い、

平成26年度卒業生就職状況

（木）〜1月21日
（木）
後期授業 ……………9月24日

◆造形デザインコース

平成27年

夏休み）の長期間行います。

INFORMATION

子育て支援

かん

寄付件数合計：34件

◆コミックイラストレーションコース

みずき祭 学科企画巨大壁画「輝き」

キーワードは

経験と知識をつなげる
確かな保育の力

安藤裕子、伊藤敦子、伊藤美恵子、稲澤裕子、稲田智恵美、上村けい子、葛谷由美子、栗田孝子、島田靖子、清水さくら、田路初美、
牧野桂子、水谷奈保美、村越由季子、横井江美子、渡辺博美（敬称略）

寄付金合計：289,000円

50年近くの歴史の中で先輩たちが培ってくださった幼児教育
の学びの蓄積があって今があります。私たちは今、胸を張って

保育者といると、私たちすごく力があると感じます」
という言葉

保育現場

集計期間：平成26年4月1日〜平成27年3月31日

が、現場で花開いているのです。

現場で即戦力になる保育士を育てる3年間。特徴あるカリキュラムで学生を育てて9年目。

来年はそのバージョンアップが予定されていますが、
その中には子育て、
医療、
歯に加え心の健康づくりも重点項目として取り上げられて
います。
芸術系2学科には従来からある地域へのプチ文化の提供に加えこの方面での活躍が期待されます。
現状に満足すること

その不安は、卒業生が毎年口にする
「同期の2年制短大卒の

平成24年度〜
学科長 西川 正晃教授

マンガの絵とストーリーの両面を基礎から応用まで幅広く学び、描く力を
身に付けます。

CG、手描きによるイラストレーション及びデザイン表現を身に付けます。

にかき消されました。在学中には見えなかった3年制の学び

つながっているはずです。
その学びを基盤に保育現場でいかん

様々な領域での社会的貢献が可能であり、
また大いに期待されています。
ライフラインの根幹となるものは自らの手でしっかりと

デザイン
美術学科

始まったわけです。 平成19年度〜20年度学科長 矢田貝 真一教授

しょうか。
さて、時代は移ろい高度成長期はとうに過ぎ、
少子高齢化社会が到来いたしました。
そんななか本学に期待される最大
のミッションは地域創世です。岐阜県西濃地方唯一の短期大学として、
それぞれの専門性を生かし地域社会の基盤となれる、

◆マンガ コース

数多くの優秀な保育者を送り出した三部も、
わが国の産業構造の変化によって入学者
が減少し、惜しまれつつ廃止されることとなりました。
この頃一部では、採用試験に

6月19日
（金）
大垣市民病院院内コンサート出演
音楽総合学科同窓会「みずきの会」主催の
コンサートに在学生も参加し、先輩の方々
と一緒に、ピアノソロやピアノ連弾、電子
オルガンソロ、ピアノ＆電子オルガンの
アンサンブルで、多くの病院利用者の方々
に楽しんで頂ける曲目を演奏しました。

◆管楽器リペアコース
7月6日
（月）
（株）
ビュッフェ・グループ・ジャパン技術者による、
修理技術講習を2年生対象に実施。
商品知識の講義をはじめ、
技術実習では真剣な眼差しで作業に取り組んでいました。

前期の取り組み
●3/29（日）みずきの会 第5回ロビーコンサート出演
【スイトピアセンター（P・Or・W）】
●4/24（金）大垣共立銀行全国支店長会依頼演奏
【大垣フォーラムホテル（W）】
【大野町バラ公園
（W）
】
●5/17（日）バラ祭り大野2015依頼演奏
●5/18（月）大垣センチュリーロータリークラブ依頼演奏
【大垣フォーラムホテル（P）】
●5/30（土）大垣市立中川小学校依頼演奏（W）
●6/6（土）大垣市立安井小学校依頼演奏（W）
●6/13（土）海津市立城山小学校依頼演奏（W）
●6/15（月）特別養護老人ホームパサーダで施設実習（MT）
●6/15（月）㈱グローバル、㈱アルタス技術者による、
アルタスフルート修理技術講習（R）

今後のスケジュール
（P・Or）
●6/18（木）本学にてランチタイムコンサート
●7/2（木）大垣市立赤坂幼保園依頼演奏（W）
● 7 / 6（月）㈱ビュッフェ・グループ・ジャパン技術者による、
クラリネット修理技術講習（R）
●7/7（火）大垣市立青墓幼保園依頼演奏（P）
【名古屋国際会議場
（W）
】
●7/9（木）全国形成外科学会依頼演奏
（W）】
●7/31（金）大垣駅前祭り依頼演奏【駅前大通り
●8/5（水）ヤマハ㈱豊岡工場・浜松市楽器博物館見学（R）
●8/8（土）博愛会病院依頼演奏（W）
● 8 / 9（日）楽田町夏祭り依頼演奏【八幡神社（W）】
他
●9/21（月）鷲山地区敬老会依頼演奏【鷺山小学校（W）】

■定期演奏会
平成27年10月3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

■卒業演奏会
平成28年1月23日
（土）
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28年2月21日
（日）13：00開場
大垣市民会館

13：30開演

三田智子講師（平成12年4月1日〜平成26年3月31日）14年
●平成27年度 村越由季子准教授（平成15年4月1日〜平成27年3月31日）12年
長谷川純代助教（平成24年4月1日〜平成27年3月31日）3年
●平成27年3月1日
（日）第24回歯科衛生士試験【55名受験、全員合格】
●平成27年3月15日
（日）卒業式 55名卒業
●平成27年4月4日
（土）入学式 55名入学

平成27年4月より
「歯科衛生士法」が改正されました。
平成27年4月より
「歯科衛生士法」
が改正され、
歯科予防
処置における
「歯科医師の直接の指導の下に」
が
「歯科医師
の指導の下に」へと改められ 、歯科衛生士が主 体 性を
もって歯科保健指導並びに歯科予防処置業務を展開する
ことが認められたと思います。
また
「歯科衛生士はその業務
を行うに当たっては、歯科医師その他の歯科医療関係者
との緊密な連携を図り、
適正な医療の確保に努めなければ
ならない」という条項が追加され 、チーム歯科医療に
おける歯科衛生士の重要性が明確なものになりました。
今、歯科医療は「疾病モデル」から
「生活モデル」へと
変換し、食べる・話すなどの生活の中の口腔機能の観点
から歯科衛生士の専門性を発揮することが求められ 、
歯科衛生士学生教育に取り組んでいるところです。
副学長・学科長 石川 隆義

前列教員 足立広美・今井藍子・飯岡美幸・水嶋広美・岩田千鶴子
石川隆義・久本たき子・阿尾敦子・縄田理恵・村田宣彦

公開講座
【事前申し込み有】
ホームページにて、
ご確認ください。

卒業式の様子

開催日 平成27年9月27日
（日）
テーマ 「簡単で美味しいおやつ作り」ー砂糖と虫歯の関係についてー
講 師

水谷美香子（外部講師） 歯科衛生学科 教授 久本たき子他
大垣女子短期大学 学生会館みずき調理室
対象者 親子30組 ※お子様は、
小学生以上になります。
場 所

