
日 時

会 場

友人、知人、ご家族の皆様もご一緒に参加いただけます。

おかえりなさい。懐かしいキャンパスへ みずき祭 同時開催

AM10：00～PM3：00
2016年10月29日（土）

C号館3F 多目的ホール
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】

受付

〒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

ボランティアスタッフの皆様
ありがとうございました

看護学科第一期生含む258名が同窓会に
入会しました!

大垣女子短期大学 2016 同窓会通信

大垣女子短期大学同窓会　会長 北村 君子
　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上げ
ます。
　本年度も皆様と同窓会通信でお逢いすることができますことを
大変嬉しく思います。
　熊本地震にて被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
本会員の方で万が一被災された方には一日も早く復興されること
を願います。私の実家や親戚も、当初は通信不通となり心配しま
したが無事を知り安堵しました。まだ現在も余震などの報道を知る
たびに心が痛みます。
　さて、昨年度3月17日に、看護学科第一期生を含む258名の卒業
証書・学位記授与式に出席させていただき、同窓会入会式を開催
いたしました。看護学科同窓生は全員が国家試験に合格され、地域
に根差した医療機関に就職されたと聞き、大変嬉しく思います。
また、本部役員にも2名の方を迎えることができました。新しい風と
なり同窓会を盛り上げていただけることを期待しております。
　本年10月に「第6回ホームカミングデイ」を大学祭と同時開催
いたします。イベント、展示、販売、喫茶コーナーなどを企画しており

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

マスコットキャラクター
みずっきー
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発行日／平成28年9月8日
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喫茶コーナー

バルーンアート
●その他のイベントや販売も計画中です。

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

は無料です。

お待ちしております！

◆喫茶コーナーでの発表・展示作品など
この機会に、卒業後のご活躍を披露してみませんか？
趣味で始めた事でも結構です。

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

※すべて無報酬となります。交通費や運搬費なども自己負担となります。

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。

申込締切

お問い合わせ先

9月30日（金）
◆ボランティアスタッフ
私達と一緒にホームカミングデイを盛り上げませんか？
当日の受付のお手伝いなどをお願いします。

ハンドマッサージ
似顔絵
カラーセラピー
小物作り体験

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。

多数の方にご参加いただき
ありがとうございました。

新同窓会役員
紹介

会長

副会長

副会長

副会長

副会長

書記

書記

会計

幼児教育科第三部

保健科第三部

保健科第一部

デザイン美術科

音楽科

幼児教育科

デザイン美術科

歯科衛生科第一部

北村 君子

青木 真弓

関谷 智子

疋田 知鶴子

日比野 亜沙美

寺島 千春

福岡 拡美

冨田 美由紀

平成28年度から平成30年度の同窓会役員
が決定いたしました。
今期より看護学科の同窓生も役員に加わり、
母校の同窓会運営を行います。　

よろしくお願いいたします。

■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。

役 職 卒業学科 氏 名

イベント予定

　募　集

浅井 美友さん
伊藤 友希さん
臼井 雅代さん
倉橋 寿恵子さん
髙井 結衣さん
高木 智恵子さん
田中 里江さん
長谷川 千代さん
牧 ゆかりさん
山口 香蘭さん（50音順）

白須 あけ美さん
（保健科第三部卒）

平塚 美奈さん(デザイン美術科卒)

福岡 拡美さん
(デザイン美術科卒)石金 みえ子さん(幼児教育科第三部卒)

冨田 美由紀さん(歯科衛生科第一部卒)
姉妹で出店

上田 祐子さん（デザイン美術科卒）
各川 まこさん（デザイン美術科卒）
山下 美紀さん（デザイン美術科卒） 川添 由紀さん（デザイン美術科卒）

澤 光都枝さん(幼児教育科第一部卒)
二村 美和子さん(幼児教育科第三部卒)

バルーンアート

委員

委員

委員

委員

委員

委員

会計

会計監査

会計監査

国際教養科

幼児教育科第一部

保健科第三部

看護学科

看護学科

幼児教育科第三部

同窓会事務局

保健科第一部

国際教養科

小川 佳子

澤 光都枝

白須 あけ美

長谷川 恭子  

畑中 千紗都

二村 美和子

小松 由佳

杉山 里津子

柳瀬 浩恵  

役 職 卒業学科 氏 名

　毎年九州の地で開催していた仲間うちでの同窓会
を、1年先延ばしにして交通費を確保し「いざ、母校
へ!!」。数十年ぶりに飛行機や新幹線を利用し大勢で
お越しいただきました。
　短大を離れてもなお、お互いに交流し友好を深め
続けていること、そしてなによりも同窓生の母校に
対する熱い思いを感じることができました。

リラックスヨガ

ハンドマッサージ

似顔絵

本年度も当日スタッフの募集をしております。お気軽にお問い合わせください。

九州からいざ母校へ

あり
がと
うご
ざいま

した

年々イベントも増え、ボランティアで来てくださるスタッフの皆様のおかげで
ホームカミングデイを盛況に終えることができました。

ボランティア
スタッフの声 参加者の感想

展 示 販 売

イ べ ン ト

ますので、この機会にご家族や旧友の皆様とご来学いただき、学生
時代を懐かしみ、楽しい時間をお過ごしください。本部役員一同、
全国の皆様のご参加を心よりお待ちしております。
　暑い日が続きますが、今後益々の皆様方のご健勝と母校の発展
を祈念申し上げます。

喫 茶 コ ー ナ ー



　月日の経つのは早いもので、卒業生を送り出してから半年が過ぎようとしています。皆さんは
いかがお過ごしでしょうか？ 新しい環境に溶け込み、思い通りの未来予想図が展開されていま
すか？今春の特筆すべき出来事としては、看護学科が初めての卒業生を送り出したこと、さら
にはその記念すべき79名の第一期生全員が看護師国家試験にみごとに合格したことが挙げられます。新設学科ではほと
んどあり得ない快挙であり、全国的にも注目を集めることができました。さらには当地域における長年の看護師不足解消に
貢献すべく、地域中核病院である大垣市民病院39名を含む6割強が西濃地方に、また9割強が岐阜県内に就職いたしま
した。このような素晴らしいスタートとともに、新たな歴史が始まりました。卒業生ならびに教職員の努力にあらためて敬意を
表するとともに、同窓会としてもその喜びと誇りを分かち合おうではありませんか。
　さて少子高齢化時代を見据えた人材育成、研究、地域貢献こそがこれからの本学に課された重大な使命であります。その
期待に応えるべく、女子短大としての伝統を大切に、さらなる質の向上、再構築を目指していきます。地域における存在感を
増し、ブランド力をあげ、生き残るためには如何に進化すべきか。同窓生の皆様の忌憚のないご意見を期待しています。

同窓会の皆様へ
大垣女子短期大学 学長 曽根 孝仁

ご寄付者
芳名録 佐久間絹江、栗田京子、門馬きよ子、佐々木みえ、清水さくら、野崎博美、水野晴賀、広戸悦子、田路初美、稲澤裕子、

牧野桂子、松本孝子、伊藤敦子、星恵美子（敬称略）

◆マンガコース

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。

◆コミックイラストレーションコース
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。

◆造形デザインコース
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、
幅広い分野が学べます。

◆情報デザインコース
デジタルペインティング、アニメーション、Webデザイン、Webアプリ企画等、
デジタルコンテンツ制作について学びます。

平成27年度卒業生就職状況

3年制で大切にしている授業

幼児教育
学科

歯科衛生
学科

デザイン
美術学科

岐阜県職員（保育士）・岐阜県大垣市（保育士）・岐阜県多治見市（保育士）・岐阜県養老町（保育士）・岐阜県垂井町（保育士）・岐阜県池田町（保育士）・みのり幼稚園・羽島幼稚園・笠松幼稚園・
大野クローバー幼稚園・ながら幼稚園・市橋保育園・きど保育園・（株）こどもの森・庭田保育園・妙高保育園・ほいくえんももの家だいち・うれしの東保育園・清流みずほ保育園・どんぐり保育園・
能生保育園・大原保育園・みそぎ保育園・岐南さくら保育園・宝林保育園・木の花保育園・樹心寮・光陽福祉会・大野慈童園・Kラインケアセンター多治見・かがやきネットワーク・（有）フュージョン
アイホーム・放課後等デイサービスひかり・西濃向生園・デイサービスセンターうずら・ほり眼科・イオンリテール（株）東海・長野カンパニー・（株）・東海マツダ販売会社 （臨時職員も含む）

魅力あふれる4つのコース学科トピックス

学科の取り組み・行事

学科トピックス

平成27年 10/24（土） 平成28年 5/7（土）
「学外研修」
スケッチ研修 
（東山動植物園）

平成28年 9/7（水）・8（木） 平成28年 10/8（土） 平成29年

平成28年

2/9（火）～14（日）

●2016.7月号 コロコロコミック大賞　【佳作】ほりべべこ

●産学連携集中講座
　中日本自動車短期大学との連携授業として、
　夏期休暇中にブラシアートの集中講座を開講。
　エアブラシを使用して車体にペイントを施しました。

2/7（火）～12（日）
第45回卒業記念展（岐阜県美術館）

本年度も4月25日（月）から始まりました。毎週月・火曜と保育現場に
入り、研修生として保育現場を体験します。

大垣市との連携講座は本年度で3回目を迎えます。5学科の多彩な内容を学ぶ機会です。
参加された卒業生からは「学生の時には実感できなかったことが、ママになってみたら
本当によくわかる」という声を頂きました。（今年度の申し込みは終了しています）

「保育実務研修」

3月25日パソコン画面で卒業生全員の合格を確認したとたん、看護
学科の研究室には歓喜の声が沸き起こりました。模擬試験の結果に
一喜一憂し、幾度となく押し寄せる不安の波に苦しめられていたのは
受験生だけではありません。それだけにこの日は教員にとっても忘れられ
ない日となりました。合格率100％！！これは教員と学生が一丸となって
勝ち取った勲章です。今後も継続すべく取り組んでいきます。

水曜1限は、実務研修日誌の記録を基にグループカンファランス
（話し合い）を行います。子どもの発達の様子、先生方の保育技術に
ついてなど話題は尽きません。前期・後期と続けることで、保育士
の仕事の楽しさとやりがいを学生自身が見つけていきます。

「保育教職実践演習」

徳 育

1年生

看護
学科

5月14日（土）妙心寺で座禅修行と精進料理を頂き
ました。心を無にすること、命を頂く食の有難さを
実感する貴重な体験となりました。修行の後は嵐山
散策。新緑の京都を満喫できました。

国家試験全員合格！！

学科トピックス

「学外研修」古美術実地研修（滋賀県・金剛輪寺他）マンガ持ち込みツアー

みずき祭  デザイン美術学科企画
巨大壁画

第44回卒業記念展
（岐阜県美術館）

◆ピアノ・電子オルガンコース

前期学科トピックス

前期の取り組み 今後のスケジュール
■定期演奏会
平成28年10月2日（日） 13：30開場／14：00開演
岐阜清流文化プラザ長良川ホール

■卒業演奏会
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

平成29年2月12日（日） 13：00開場／13：30開演
大垣市民会館

■ウインドアンサンブル定期演奏会

音楽総合
学科

7月7日（木）
大垣市立青墓幼保園　七夕コンサート
毎年恒例となっている七夕コンサート
で本年も演奏させて頂きました。
ピアノソロやピアノ連弾の演奏に子ど
もたちも楽しんでいました。

◆ウインドアンサンブルコース
5月31日（火）
垂井町立表佐小学校依頼演奏
土屋教授指揮の下、新しいプロ
グラムでの演奏に小学生も喜び、
指揮者・楽器体験も大いに盛り
上がりました。

集計期間：平成27年4月1日～平成28年3月31日　　寄付金合計：199,000円　　寄付件数合計：23件

【平成28年度主な全学行事（後期分）】

本年度前半も多くの演奏依頼をいただき、学生に演奏の場を頂きありがとう
ございました。今後とも、地域の皆さまに多くの音楽をお届けしてまいります。

今年度の1年生は61名の学生（定員50名）が入学し、新入生
を歓迎するFSC（ファースト・ステップ・キャンパス）の行事
では、3学年総勢170名を超える学生同士がふれあい、とても
賑やかで楽しいものとなりました。2年生は後期からの
臨床・臨地実習に備え、学内での基礎実習に必死に取り
組んでいます。特に今年の8月には実習室の歯科用チェアー
ユニットを最新式のものに更新し、感染予防対策も施し
衛生的に安全な実習環境を整えました。3年生卒業後の

子育てママ大学

■卒業生の活躍

●平成28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
　デザイン美術学科から最優秀賞1名、優秀賞4名、
　入賞9名が受賞（最優秀賞―平成27年度入学  斎藤瑞紀）

■在校生・研究生の活動

多くの同窓会の皆様から学校法人大垣女子短期大学へご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
平成27年4月1日から平成28年3月31日までにご寄付いただいた方で、掲載をご了承いただいた方を受付順にご紹介させて
いただきます。現在、実施しております修学支援事業、教育研究活動支援事業、施設整備事業等を充実させるために、今後とも
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2年生
6月10日（金）鵜飼ミュージアム見学と長良川鵜飼の
観覧をしました。 岐阜県の自然と人々の生活について
学び、鵜飼の永い歴史についても理解できました。 
篝火に照らされる川と、美しい鵜飼の情景に感動
し、 岐阜県を代表するすばらしい文化・芸術に触れる
ことができました。

3年生
梅雨明け直後の7月19日(火)、大阪のなんばグランド
花月へ行きました。現在TVで活躍中の芸人から大
御所までの舞台を観劇し、会話で相手を楽しませる
技術や笑いが相手をリラックスさせるという効果を
学びました。観劇後は、大阪のミナミの雰囲気を味わい
ました。

希望進路に合わせて専門性を向上させるため、「病院歯科
専修クラス」「審美歯科専修クラス」「専門的口腔ケア専修
クラス」「総合歯科診療専修クラス」の4つの専修クラスに
分かれ最終期の臨床・臨地実習にのぞみます。

〈1年生〉教養・キャリア基礎演習「浴衣の着付け」 〈2年生〉介護技術演習｢80歳を体験する｣

〈2･3年生〉地域歯科保健活動
【大垣工業高校・大垣商業高校実習】

〈3年生〉地域歯科保健活動【中川小学校・北小学校実習】

INFORMAT ION

社会人一年生。よろしくお願いします。

子どもが育つ
魔法の「まなび」

ミュージックベルで
クリスマスソングを
演奏しよう

発熱時の対処方法

ガラスに描く
アクリル画

虫歯０歯育てセミナー

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

後期授業

後期定期試験

………平成28年9月26日（月）～平成29年1月23日（月）

………………平成29年1月24日（火）～30日（月）

みずき祭

卒業証書・学位記授与式

…………………………………平成28年10月29日（土）

…………………平成29年3月12日（日）

チャリティー輝きライブ【垂井文化会館（W）】

バラ祭り大野2016依頼演奏
【大野町バラ公園（W）】

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・Or）】

垂井町立表佐小学校依頼演奏（W）

大垣市立中川小学校依頼演奏（W）

特別養護老人ホームパサーダで施設実習（MT）

大垣市立宇留生小学校依頼演奏（W）

大垣市立赤坂幼保園依頼演奏（W）

●4/24（日）

●5/14（土）

●5/16（月）

●5/31（火）

●6/4（土）

●6/6（月）

●6/11（土）

●6/27（月）

特別養護老人ホームパサーダで施設実習（MT）

大垣市立青墓幼保園依頼演奏（P）

㈱ビュッフェ・クランポン・ジャパン技術者による、
クラリネット修理技術講習（R）

本学にてランチタイムコンサート（P・Or）

七夕キラキラコンサート依頼演奏
【一宮駅前東広場（W）】

大垣駅前祭り依頼演奏【駅前大通り（W）】

岐腎協記念コンサート【サラマンカホール（W）】

鷲山地区敬老会依頼演奏【鷺山小学校（W）】　　他

●7/4（月）

●7/7（木）

●7/11（月）

●7/14（木）

●7/30（土）

●8/5（金）

●8/21（日）

●9/19（月）

6月2日（木）

7月7日（木）

9月29日（木）

10月6日（木）

12月1日（木）

幼児教育学科 学科長・教授
西川正晃

歯科衛生学科  准教授
村田宣彦

デザイン美術学科  准教授
黒田  皇

看護学科 講師
清水美恵

音楽総合学科  准教授
小西文子


