お かえりなさい。 懐 かしいキャンパスへ

は受付へ
ず

同窓生の皆様に懐かしい母校にお集まりいただき、母校の近状に触れ、

受付

恩師や級友との再会・交流を楽しんでいただくための集いです。
当日は大学祭「みずき祭」の日です。皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

ショップ・販 売
リボンワーク

日時

冨田 美由紀さん

売
工作品 展 示・販

(歯科衛生科第一部卒)
姉妹で出店

（土）
2017年10月28日

みずき
祭 同時
開催

AM10：00〜PM3：00

会場
刺 繍展示

内容

岡部 沙也香さん（デザイン美術科卒）

「学校法人大垣総合学園」として
スタートしました！

C号館3F 多目的ホール
受付

販

大垣女子短期大学 2017 同窓会通信

！

ま

喫 茶コーナー

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

大垣女子短期大学同窓会

カラフル

「彩」にちなんだイベントを計画中です。
■今年はみずき祭のテーマ

売

●ポイントメイク

多数の方にご参加いただき
ありがとうございました。
石金 みえ子さん（幼児教育科第三部卒）

児玉 はる香さん（デザイン美術科卒）

ー
カラーセラピ

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。

ていただきますのでぜひ、
皆様のご活躍の披露の場となりますよう、

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

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
また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

大変嬉しく思います。
全国各地で台風や梅雨前線の影響で自然災害など被災された

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。

方々に謹んでお見舞い申し上げます。

暑い日が続きますが、

さて、本年4月には大垣女子短期大学と岐阜経済大学は法人合併

友人、知人、ご家族の皆様もご一緒に参加いただけます。

し
「学校法人大垣総合学園」
としてスタートしました。創立当初、先輩

今後益々の皆様方のご

方は学びの舎が完成するまで、岐阜経済大学内の校舎へ通学され

健勝と母校の発展を祈

大変ご苦労されたことを私の学生時代にお聞きしました。6月には

念申し上げます。

岐阜経済大学は創立50周年を迎えられ 、私たちの母校も2年後
には50周年を迎えます。

募 集

今年も10月には「第7回ホームカミングデイ」を大学祭と同時に
開催いたします。
イベントや展示、販売を全国の同窓生に募集させ

昨年度の同窓会入会式の様子

◆喫茶コーナーでの発表・展示作品など

ジ
ハンドマッサー
日比野 亜沙美さん（音楽科卒）

福岡 拡美さん(デザイン美術科卒)

● 小物作り体験・販売 など

北村 君子

▲

物 作り体 験
押し花 展 示・小

●カラーセラピー

会長

白須 あけ美さん（保健科第三部卒）
本部 徳子さん（保健科第三部卒）

G
踊ってみた O
ンス
マ
ー
ォ
フ
ダンスパ

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・奥村
TEL 0584-81-6820 E-mail gakuseisien@ogaki-tandai.ac.jp

◆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。

バル ーンアート

大垣女子短期大学卒業生並びに教員による演奏会があります！
！

お問い合わせ先

申込締切

9月29日（金）

※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。

お待ちしております！

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。

場所

大垣女子短期大学みずきホール

INFORMATION

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、
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

2017 同窓会通信
発行日／平成29年9月1日
編集・発行／大垣女子短期大学 同窓会
E-mail gakuseisien@ogaki-tandai.ac.jp

【平成29年度主な全学行事（後期分）】

多くの同窓会の皆様から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28年4月1日から平成29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

【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

入場
無料

（日）
オープンキャンパス …平成29年9月16日
（土）
、12月17日
（日）
、平成30年3月17日
（土） こども祭 ……………………平成30年1月21日
（日）
十万石まつり…………………………………………………平成29年10月8日
（日） 卒業証書・学位記授与式 …平成30年3月11日
みずき祭 ……………………………………………………平成29年10月28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 http://www.ogaki-tandai.ac.jp

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)

ボランティアスタッフの皆様 ありがとうございました

平成29年9月10日（日）14：00〜16：00（13：30開場）

昭和45年より平成2年まで音楽科、幼児教育科で教員をされていた中野 雅之先生が主宰するマンドリンオーケストラ
「プレットロ・ロマンティコ」
を中心に
「青春の地 大垣を謳う」
と題し、演奏されます。たくさんのご来場お待ちしております。

■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。

荒木 仁美さん、塩谷 恵実さん、伊藤 楓さん、渡部 実穗さん、
野村 眞貴子さん、大田 紗季さん、遠山 晶子さん(看護学科卒)

日時

ご寄付者
芳名録

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。
河野 栄子、杉平 利佳子、佐久間 絹江、清水 悦子、牧野 桂子、稲澤 裕子（敬称略）

集計期間：平成28年4月1日〜平成29年3月31日

寄付金合計：231,000円

寄付件数合計：27件

同窓会の皆様へ

魅力あふれる4つのコース
学科の取り組み
・行事

地域子育て支援
大垣女子短期大学 学長

子育てサロン「ぷっぷぁ」

曽根 孝仁

本年4月に学校法人岐阜経済大学と法人合併し、学校法人

広げ、
ベスト8進出の原動力にもなり

大垣総合学園のもとでの新生
「大垣女子短期大学」
となりました。

ました。今までは見られなかった

このことは、一層進む少子化に向けた法人としての体力強化、

青春ドラマが各所で繰り広げられています。殻に閉じこもって

教育資源の有効利用に加え、看護学部（仮称）
（4年制）の新設が

いるだけでは、
決して味わうことができない経験です。
また、
活動

当面の目標であり、きっかけでもありました。

の幅を広げることは大学自体の魅力を向上させることにも繋がって

法人合併から半年が経過し、同窓生の皆様におかれましては

います。

「何が変わったのか」
と大いに興味を持たれていることと推察いた

当初、看護学部を設置する女子大学を新設する計画でしたが、

します。現実には「まだまだこれから」といったところではあり

様々な面で無駄やムラが生じる公算が高いことから、現在では

ますが、教職員の交流が深まるにつれ、当初抱いていた様々な

設置形態を変更した上で平成31年4月開設に向けて準備を進め

不安は、
徐々に薄らぎつつあります。

ています。

幼児教育
学科

●5月13日
（土）…………「学外研修」写生研修

（2年前期子ども基礎研究・3年後期子育て支援演習）

デザイン
美術学科

平成20年に開設以来、幼児教育学科が中心となって
学 び のある居 場 所 づくりをめざし子 育ての サポート
をしています。地域の子育て中の保護者を対象に定期的に開催しており、学生はさまざま

研修」の一つです。描くだけでなく

「全国一斉あそびの日ｉ
ｎ 大垣」に参加

宇佐美 まりな

本学は県内のレクリエーション活動に積極的に取り組む「岐阜県レク

卒業生の声

リエーション推進団体」
として認定されています。春のレクリエーション
フェスティバル2017には、
「スポーツレクリエーション」
（ 2年）受講生

に伝達させる。
これも絵を描く上で

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

一番に記憶に残っているのは美術館での卒業展です。

の支援をしています。日々の中で大変な事はあります

■在校生の活躍

硬式野球部が初出場した全日本大学野球選手権では、
本学ウイ

して、地域のあらゆる層の人々に認知される学園に育ってくれる

が、学びがあったり、利用者の方の笑顔に元気を頂い

●平成29年度

ンドアンサンブルが大挙して東京へ乗り込み、見事な応援を繰り

ことを願っています。

安心した生活を送って頂ける様、知的障がいについて

平成28年度卒業生就職状況

音楽隊などの説明会を数多く開催し、
キャリア教育にも力
を入れています。

たいです。

「LaLaDX」
5月号掲載 タイトル

●大垣市立青墓幼保園依頼演奏

●岐阜県警察音楽隊説明会

●クラレプラスチック株式会社サマーパーティ

●愛知県警察音楽隊説明会

◆音楽療法コース

歯科衛生学科は昭和49年の保健科開設以来43年目を迎え
ることができ、卒業生である同窓の方々からの日頃のご支
援のおかげと心より感謝しております。
本年6月に本学歯科衛生学科が主催校となり、
「日本歯科

●自衛隊音楽隊説明会

●特別養護老人ホームパサーダで施設実習

●
（株）ビュッフェ・クランポン・ジャパンによる特別講義

学生を含め各方面から多数のご参加を頂き、盛会裡のうち

●林町デイセンターで施設実習

●ヤマハ吹奏楽団説明会

に学会大会を終了することができました。
次世代の歯科医療
福祉を担う学生にとっても良い経験になったと思います。

今後のスケジュール

現在3学年総勢で159名の学生が在籍し、1年生は歯科衛
生士になるための基本的知識と技術の修得に取り組み、2年

■卒業演奏会

■ウインドアンサンブル定期演奏会

平成29年10月15日
（日）13：30開場／14：00開演
大垣市スイトピアセンター音楽堂

平成30年2月2日
（金）時間未定
大垣市スイトピアセンター音楽堂

平成30年2月18日
（日）13：00開場／13：30開演
大垣市民会館

八木 優奈（写真／左）

看護
学科

懸命に取り組んでいます。
様々な行事においては、
先輩・後輩
の枠を超えて交流しています。
将来歯科衛生士を目指そうと思われているご息女、知人
の高校生・社会人の方がいらっしゃいましたら、国際的にも

幸いです。
最後になりましたが、本年5月に永年本学に勤務されま
した村越 由季子先生がご逝去され、
ご功績を偲び心から
ご冥福をお祈り申しあげます。

島野 愛南音

管楽器リペアコース
平成27年3月卒業
株式会社久米 勤務

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標
毎日、
とにかく楽器に触れていた2年間でした。同じ志を持った仲間たち

ばかりです。また本来の目的である学習も手を抜かず、努力して

と、共に悩み、泣き、笑いあった日々は、今でも私の頑張る糧になっています。

きました。結果、夢だった楽器店に就職でき、楽器修理もやらせて

現在は、クラリネットを中心に管楽器の修理をしています。今後も益々の

もらえています。今後もこのチャンスを逃さず、腕の立つ技術者
になれるよう、努力していきたいです。

卒業生の声
（前列左より）
阿尾 敦子、岩田 千鶴子、
石川 隆義、久本 たき子、
水嶋 広美

G201模型実習室

平成29年3月卒業
豊川市民病院 勤務

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標
私は現在、豊川市民病院の歯科口腔外科に勤務

（後列左より）
飯岡 美幸、村田 宣彦、
今井 藍子、三角 洋美、
縄田 理佳

しています。就職したばかりで技術も知識も未熟な
ため毎日覚える事も多く緊張した日々を送っています。

による特別講義を受け、全員合格に向け一生懸命勉強をしてい
ます。
また、
自分の学修状況を全国レベルで確認する模擬テスト
を受け、弱点を知り教員に質問に行くことも増えました。学生・

徳 育
1年生

通用する短期大学士の学位と歯科衛生士国家資格が取得
できる本学の歯科衛生学科を是非ご推薦、
ご紹介頂ければ

3年生は、夏休みも国家試験対策に特化した予備校の外部講師

教員が一丸となって国家試験対策に取り組んでいます。

専念し、3年生は学外実習と併行して国家試験対策勉強に

歯科衛生学科 学科長 石川 隆義

杉原 万祐子（写真／右）

管楽器リペアコース
平成29年3月卒業
株式会社久米 勤務

いきたいです。

学科トピックス

生は後期から始まる臨床・臨地実習のための準備学修に

歯科衛生学科から同窓の皆様へ

医療福祉学会」
の全国大会を開催致しました。
本学科の教員や

■定期演奏会

設計者だけど、
マルチに活躍
できるような人材になって

社会人一年生。
よろしくお願いします。

学科トピックス

歯科衛生
学科

●浜松航空自衛隊音楽隊による技術指導

●博愛会病院院内コンサート

に頑張っています。今後は、

看護師国家試験合格に向けて！

●岐阜経済大学野球部東海大会応援
（長良川球場）

●鷺山地区敬老会依頼演奏
（鷺山小学校）

違いますが、
日々勉強を目標

（平成28年度入学 横山 ゆきな）

●大垣市立中川小学校依頼演奏

●大垣駅前夏祭り依頼演奏
（駅前通り）

の仕事は、機械設計で、全く

「さよならのその先へ」

●岐阜経済大学創立50周年記念式典
（岐阜経済大学）

●大垣市立赤坂幼保園依頼演奏

おもてなし演奏（大垣市船町川湊）

学生生活は寮生活だった事もあり、とても楽しかった思い出

「ベストルーキー賞」
受賞

●アワーズ株式会社アトラクション
（大垣フォーラムホテル）

●たるいふれあいのつどい
（垂井町文化会館）

●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）

卒業生の声

更に知識を身につけ、健康面についても知識を深め

保育園・ひまわり学園・誠心寮・大野慈童園・乳幼児ホームまりあ・大阪乳児院

●岐阜経済大学野球部全国大会応援
（東京ドーム、神宮球場）

◆ピアノ・電子オルガンコース

れるという生の体験ができたのは本当に貴重でした。現在

5月号月例マンガ

長野県飯田市（保育士）
・揖斐幼稚園・みつづかこども園・豊木認定こども園・桜保育園・ひろみ保育園・龍華保育園・レイモンド長浜保育園・白百合保育園・アスク保育園・アイン

皆様に多くの音楽をお届けして参ります。また、公務員

私の作品は、等身大の人物像でしたが、人に作品を見ら

「月刊LaLa」

岐阜県大垣市（保育士）
・岐阜県輪之内町（保育士）
・岐阜県垂井町（保育士）
・岐阜県大野町（保育士）
・岐阜県池田町（保育士）
・滋賀県長浜市（保育士）
・岐阜県瑞穂市（保育士）
・

の場をいただきありがとうございました。今後とも地域の

●水の都おおがき たらい舟

たり、やりがいを感じています。利用者の方に、心身共に

造形デザインコース
平成28年3月卒業
株式会社トウメイエンジニアリング 勤務

必要不可欠な学問なのです。

平成25年3月卒業
社会福祉法人 あゆみの家 勤務

入所施設という事で、食事・入浴・排泄等生活全体

守屋 早耶香

「良い物」
を目で観て、脳を通して手

は両大学の統合に向けて舵を切っていこうと考えています。そう

◆ウインドアンサンブル、
管打楽器リペアコース

卒業生の声

2回本学科で行われている「学外

学生が岐阜経済大学硬式野球部のマネージャーに志願し、その

音楽総合
学科

学科トピックス

学科トピックス

このように、限りある教育資源の有効利用を図るため、今後

今年度前半期も多くの依頼演奏をいただき、学生に演奏

（岐阜県美術館）

この一見贅沢なイベントは、毎年

学生同士の交流も徐々に増え、
自然発生的な成果なのか、
本学

前期の取り組み

●平成30年2月6日
（火）
〜12日
（月）
… 第46回卒業記念展

■世界遺産「白川郷」にてスケッチ研修

な出会いや企画を通して、保育技術と子育て支援技術の力を付けています。

が参加し、様々な種目を体験しスタッフとして活躍しました。

学 科 だ よ り

●10月7日
（土）
………………………「学外研修」

（白川郷）
●9月7日
（木）
・8日
（金）… マンガ原稿持込研修

看護学生として幅広い視野と、知識・感性を育成することを目的として徳育教育を実施しています。

座禅修行と精進料理体験

6月3日
（土）
京都の妙心寺で座禅と精進料理体験をして
きました。静かな禅寺で心を整え、食物の命
と作って用意してくれた人への感謝を感じる
貴重な体験となりました。その後は嵐山散策
へ。初夏の京都を満喫できました。

3年生

テーブルマナー講座

2年生

5月12日
（金）
長良川うかいミュージアム見学と長良
川鵜飼観覧をしてきました。岐阜の
伝統文化の歴史や、支える技術を知る
ことができました 。観覧船では鮎や
飛 騨 牛 などの 地 元 食 材 の お 弁 当を
食べ、篝火に映される情景や川から
見る景色は一味違う風情があり、非
日常の雰囲気を味わえました。

7月28日
（金）
名古屋国際ホテルでフランス料理を味わいながら、
テーブルマナー
レッスンを受けてきました。
大人の女性として、
スマートな作法に
ついて楽しく学んできました。
国家試験全員合格を祈り、
乾杯！

長良川鵜飼

熊田 真奈

卒業生の声

平成29年3月卒業
大垣市民病院 勤務

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標
私は、3つの科の混合病棟で働いているので、毎日覚え

今はアシスタント業務や口腔ケア、保健指導などを

ることが多く、就職してからも大変です。それでも、今は早く

スキルアップに努め、私が修理した楽器で、お客様に音楽が出来る喜びや

行っています。
これからもっと勉強して誰にでも信頼

一人前の看護師になり、助産師の資格を取りたいという目

楽しさを感じて貰いたいです！

して頂けるような歯科衛生士になりたいです。

標があるので、
これからも少しずつですが一歩一歩成長できるように頑張ります。
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