創立 50 周年

お かえりなさい。 懐 かしいキャンパスへ

平成31年2月に創立50周年を迎えます。
みなさんの学生時代にタイムスリップして
みませんか？

特集

記念 館）
C号館（20周年
号館
新しくなったB

平成

大垣女子短期大学 2018 同窓会通信

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、
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。

日時

（土）
2018年10月27日

大垣女子短期大学
昭和

みずき
祭 同時
開催

AM10：00〜PM3：00

会場

C号館3F 多目的ホール
受付

内容

平成31年母校は創立50周年を迎えます

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】

大垣女子短期大学同窓会

喫茶コーナー

同窓生の皆様におかれましては、
ご健勝のこととお慶び

■飲み物などのご用意や、イベントなどを計画中です。
●ハンドマッサージ

学生ホール

新中庭

● 小物作り体験・販売 など

友人、知人、ご家族の皆様もご一緒に参加いただけます。

みずきの郷

◆ボランティアスタッフ

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。

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。

お問い合わせ先

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

申込締切

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。
昔は3部生の送迎のために使われていた
バスのロータリーが「みずきの郷」に変わり、
学生の憩いの場所に。近所の方々もおいしい
湧き水を汲みに通われています。

学科名称変更 現 デザイン美術科

平成 3年 4月

国際教養科開設

平成11年 2月

創立30周年

平成12年 3月

国際教養科・歯科衛生科三部廃止

平成13年 4月

学科名称変更 現 歯科衛生科

平成15年 4月

歯科衛生科修業年限を3年に変更

平成16年 4月

学科名称変更 現 音楽総合科

平成17年 3月
4月

幼児教育科第三部廃止
学科名称変更 現 幼児教育科

平成19年 4月
平成20年 4月
平成21年 2月
9月
平成25年 4月
平成27年 4月

シンボルマーク
平成3年
創立20周年を
記念して設定

平成29年 1月
4月

幼児教育科修業年限を3年に変更
20周年記念館をＣ号館と名称変更
創立40周年
講堂大規模改修 みずきホールと名称変更
看護学科開設
学科名称変更 現 幼児教育学科
現 音楽総合学科
現 デザイン美術学科
現 歯科衛生学科
学校法人大垣女子短期大学と
学校法人岐阜経済大学との法人合併認可
学校法人大垣総合学園設立

平成13年
創立30周年を
記念して制定

地震、
西日本豪雨で被災された方々に心よりお見舞い申し

今の愛と感謝を伝えよう」
です。是非、
この機会にご家族

上げます。

や旧友の皆様とご来校いただき、学生時代を懐かしみ

います。
私も卒業と同時に岐阜に住み、
家庭と仕事の両立
と共に母校の同窓会役員と法人評議員をさせていただ

母校の発展を祈念申し上げます。

旧中庭の様 子

お問い合わせ先
大垣女子短期大学 事務局 総務課
TEL：0584 - 81- 6811 FAX：0584 - 81- 6818
〒503 - 8554 岐阜県大垣市西之川町1-109
E-mail: soumu@ogaki-tandai.ac.jp

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

【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

2月

●

次年度事業計画案、検討

第三者評価
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。

大垣女子短期大学

2018 同窓会通信
発行日／平成30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

●

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、
ご紹介いたします。

同窓会入会式
今年度決算、監査、
次年度予算案作成

なごやかな
雰囲気です♡

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

校舎上 空写真
（昭和47年）

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

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、

みずきホール

同窓会新役員を募集しています！

〒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

平成17年度に続き、
「適格」
と認定されました。

暑い日が続きますが、今後、益々の皆様方のご健勝と

※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。

■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。

マスコットキャラクター
みずっきー

同窓生のご参加を心よりお待ちしております。

いております。現在も資格を生かし、支援員として児童会

【ご芳名】 河野 栄子、杉平 利佳子、金田 洋子、西森 由美、河野 安代、鈴木 梅、石本 路子、松原 恵美、稲澤 裕子、稲田 智恵美、安藤 裕子（敬称略）

みずっきー

楽しい時間をお過ごし下さい。本部役員一同、全国の

び舎
桜の美しい学

する
校舎前に集合
迎 バス
各社の3部生 送

広報委員会の様子

50

来年度は役員改選の年です。
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
ホームカミングデイ受付の様子
（ボランティアの方々と共に）

おります。
同窓会事務局までお問い合わ
せください。

茜寮 外観

年のあゆみ

創立20周年 20周年記念館竣工

平成 2年 4月

平成29年4月1日から平成30年3月31日までにご寄付をいただいた方で、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。
なお、
ご支援いただける方は、大垣女子短期大学 事務局 総務課へご連絡いただきましたら、
「払込取扱票
（振込用紙）
」
を送付させていただきますので、
お手元に届きましたら最寄りの郵便局から手続きお願いいたします。

キャラクター

同時に開催いたします。学友会のテーマは
「ＷＡ！
！
５０年

母校

平成 元年 2月

40周年記念事業として、校舎、設備の充実が行われ、
講堂の改修に、同窓会からも寄付をしました。

ことができますことを大変嬉しく思います。
また、大阪北部

9月28日（金）

お待ちしております！

みずきホール

に勤務させていただけます事に深く感謝いたします。
今年も１０月に
「第８回ホームカミングデイ」
を大学祭と

同窓生も25,000余名となり、全国各地で活躍されて

◆喫茶コーナーでの発表・展示作品など

北村 君子

申し上げます。本年度も皆様と同窓会通信でお逢いする

さて、母校も平成31年に創立50周年を迎えます。

募 集

会長

学章
昭和44年 2月
4月

学校法人大垣女子短期大学 設立認可
大垣女子短期大学幼児教育科第一部開設
第１回入学式を挙行

昭和45年 4月

幼児教育科第三部開設

昭和46年 3月

第１回卒業式を挙行

4月

音楽科・美術科開設

昭和49年 4月

保健科第一部開設

昭和52年 4月

保健科第三部開設

昭和54年 2月

創立10周年

昭和62年 4月

学科名称変更

母校の創立記念日は2月8日
現 歯科衛生科第一部・第三部

昭和44年 制定

魅力あふれる4つのコース
学科の取り組み
・行事

学科トピックス
学校法人大垣総合学園 副理事長

大垣の地に誕生し、今では5学科から成る女子の高等教育

学 生の交流が進み、一 体 化した

機関として発展してきた大垣女子短期大学は、
来年50周年を迎え

活気ある活動が 行われることを

ます。本学を支えて下さった卒業生の皆様方に深く感謝いたし

願っております。

ます。

郷土めぐり

中野 哲

幼児教育
学科

の見学を行いました。商店街では枡を持っておもてなしとして、
和菓子やアツアツのコロッケをいただきました。
「女子短大の学生さ
ん？」
と街中の方々からお声をかけてもらうこともあり、学生たちは
大垣市の温かい人柄にふれることもできました。

を迎えた岐阜経済大学と運営母体を１つにするべく学校法人の
合併を行いました。すなわち「大垣総合学園」という新しい学校
法人のもとに両大学を設置する構成に再編され、両大学の協調

レク体験ひろば参加

看護学部を設置し、
本学はその2年後に幼児教育学科、
デザイン

岐阜メモリアルセンターで「高橋尚子ハーフマラソン

美術学科、音楽総合学科、歯科衛生学科の4学科になります。

レクリエーション体験ひろば」が行われ 、2年「スポーツ
レクリエーション」授業受講生が補助員として参加しま

大学名称は「岐阜協立大学」と「大垣女子短期大学」と異なり

した。県内外の大勢の参加者をお迎えし、ゲームの楽し

ますが、今後は「学校法人大垣総合学園」のもと、両大学が一体

による高等教育機関として、
地域貢献を更に進める動きが始まり

となった、
地方における
「知の拠点」
を確立し、
さらなる地域貢献

ました。

が大いに期待されるところです。
両大学には、全国にそれぞれ約25,000人の卒業生の方々が

を変えて再出発することになりますが、
大垣女子短期大学はその

各分野で活躍されておられます。
従来にも増したご後援、
ご鞭撻

ままの名称で存続することを決定しました。
今後両大学の職員や

をお願いしたく存じます。

さを分かち合うことができました。

卒 業 生 の 声

遊ぶ中で、同じ目線に立って
発見や不思議に思うことに共
感したり、友達と一緒に遊ぶ

いうイメージが強いかもしれませんが、子ども達の成長をすぐ近くで感じ共に

楽しさを感じたりできるよう、

喜びあえるという視点から見れば素敵な仕事です。
初めて泣かずに登園できた日、

学科の取り組み

音楽総合
学科

中川ふれあいセンター

7月20日
（金）

や 事 前 に い た だ い たリクエ
スト曲などを演奏し、一緒に
大きな声で歌ったりして楽し
んでいただけました。

●岐阜県警察音楽隊説明会

●大垣市立中川小学校親子芸術鑑賞会

●愛知県警察音楽隊説明会

●海津市立城山小学校親子芸術鑑賞会

●自衛隊音楽隊説明会

●垂井町立府中小学校芸術鑑賞会

●ヤマハ吹奏楽団説明会

●大垣駅前夏祭り依頼演奏

（駅前大通り）

◆ピアノ・電子オルガンコース
■クラレプラスチック株式会社（垂井町）サマーパーティ演奏

●鷺山地区敬老会依頼演奏

8月3日
（金）

（鷺山小学校）

昨年度に引き続き、今年度も演奏することとなりまし
た。大勢の地域の方が来場され、お子様から大人まで

●陸上自衛隊第10師団による

でした。現在は子育てと仕事の側ら、作品をデザイン制作し、ハンドメイ
ドのマーケットに出店しています。お客様からリクエストやご感想を直接い
ただける事が楽しみになっています。

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 生 の 声
同 窓 会 役 員の

声

日比野 亜沙美

平成4年3月卒業

先日、
本校の学生の演奏を聴く機会がありました。
皆さん楽
しそうに演奏されている姿に､私も学生時代を懐かしく思い
出し、
はつらつとした若さに羨ましくも思いました
（笑）
。

学年全員が集い交流を深めました。1年生は、教養科
す。2年生は後期からの臨床・臨地実習に備え、学内
実習等に取り組んでいます。3年生は卒業後の進路
【3年次】
小学校歯科健康教育実習／
6月19日
（火）
・27日
（水）

【3年次】
高校歯科保健指導実習／
7月3日
（火）
・10日
（火）

1年生

冨田 美由紀

2000年に短大に入学し、歯科衛生士になり17年に

ウインドアンサンブルコース 平成26年3月卒業
大垣西高校非常勤講師／ヤマハ登録講師

し、
結婚、
出産を経て、
現在は大垣市の北村歯科医院で

ー
カラーセラピ

たい事項について説明し、希望された方には教員による個別相談を行ない

6月2日
（土）

同 窓 会 役 員の

声

長谷川 恭子

平成27年3月卒業

澤 光都枝さん(幼児教育科第一部卒)

短大を卒業し、大垣市民病院 整形外科・形成
外科病棟で勤務し3年目になりました。看護
師となった 今 は 、学 生 のとき以上 に覚える

来ました。ゴッホやモネなど世界的に有名な絵画や、ボストン

ことがたくさんあって日々勉強が必要です。

美術館のコレクション作品に触れ、感性を磨きました。鑑賞後

大変ですが、歩けなかった患者さんが自分

は、
お楽しみのランチビュッフェへ。
和気あいあいと、
新しく出来た

の 足で 帰っていく姿 に喜 びを感じ、日々頑

同級生と交流する機会となりました。

張っています。学生時代、実習でしっかり患

2年生

来たことが、看護師として働く上で自分の力

テーブルマナー講座

6月14日
（木）

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）

ショップ・販 売
リボンワーク

日比野 亜沙美さん（音楽科卒）

姉妹で
出店

G
踊ってみた O
マ
ー ンス
ダンスパフォ

物 作り体 験
押し花 展 示・小

になっています。

大垣のゲストハウスTHE SUITO HOUSEで洋食のテーブルマナー

卒 業 生 の 声

なろうとしています。短大卒業後は、正社員として勤務

お料理を頂きました。
「マナー」
は
「作法」
ではなく相手への思いやり

河合 由理（旧姓：藤木）

を表したもの。大人の女性として、看護師として、今後もマナーを
意識し行動していきたいと改めて感じることができました。

平成18年3月卒業
どんぐり歯科 勤務

勤務させていただいています。
家庭と子供を抱えながら

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

の勤務は、職場に迷惑もかけています。何とかスタッ

実習、実技の練習、指導の媒体作り、文化祭など仲間と取り組んだすべてがいい

吹奏楽部の非常勤講師として、
またヤマハインストラクターとして合奏や楽器指導

フの皆さんにご理解いただき仕事をしています。家事

思い出です。今は一般歯科で二度の産休を取り働いています。患者さんの想いに

協力のおかげです。
これからもたくさんの方々に音楽をする

をしています。
コンクールで良い結果を得ることも勿論ですが、何より部活動を通し

と子育てと仕事とで毎日クタクタですが、楽しく充実し

寄り添うようコーチングも学び会話を大事にしています。衛生士の楽しさややり

楽しさや喜びを感じてもらえるよう、
スキルアップに努め、
自

て生徒が成長していく姿にやりがいを感じます。
これからも生徒に寄り添い、
一緒に

た日々を送っています。
これからもこの仕事に誇りを

がいを伝える事にも興味があります。患者さんが落ち着いたり、元気のでる存在

持って、明るく元気に続けていけたらと思います。

でありたいです。

「吹奏楽をする楽しさや喜び」
を共有できる指導者になれるように頑張ります！

ジ
ハンドマッサー

を学びました。少しフォーマルな装いで緊張をしながら美味しい

平成14年3月卒業

（デザイン美術科卒）

バル ーンアート

名古屋ボストン美術館へ「ボストン至宝展」の鑑賞へ行って

【1年次】
教養・キャリア基礎演習
「浴衣の着付け」
／7月4日
（水）

声

酒井 由紀子さん

（幼児教育科第三部卒）

国家試験対策年間計画、看護師国家試験の概要、家庭で協力していただき

美術館鑑賞

【2年次】
高齢者擬似体験実習／
4月20日
（金）
・27日
（金）

卒業してから今まで音楽を続けてこられたのも仲間・家族の

分自身も音楽を楽しみながら指導・演奏をしていきたいです。

通じる大きなターニングポイントだったなと感じています。たく
さんの人に気に入ってもらえるような魅力的なデザインを世の

4月21日
（土）は3年生の保護者を対象に教育懇談会を開催しました。学内の

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。

目や基礎実習に取り組み、専門科目を学んでいま

森田 彩愛

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

衣装デザインをメインとしたものを制作したことが現職にも

者さんと向き合い、たくさんのことを学んで

同 窓 会 役 員の

アクセサリー・小物販売

徳 育

毎年、恒例の新入生歓迎行事FSC（ファースト・ステッ
プ・キャンパス）
では、2年生が企画し、協力し合い、3

■ウインドアンサンブル定期演奏会

平成31年1月27日
（日）時間未定
平成31年2月17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】 【大垣市民会館】

かわなみ作業所

ました。学校・家庭で連携し、精神面も含めたサポートをしていきます。

コース

■卒業演奏会

売

中に発信したいです。

ジャパンによる特別講義

■定期演奏会

販

受付

着せ替え系ゲームのアイテム制作です。在学時に卒業制作にて

今年も看護師国家試験全員合格を目指し、
国家試験対策に取り組んでいます

看護
学科

株式会社ビュッフェ・クランポン・

今後のスケジュール

卒業後、一度転職を経て現職に就いています。主な仕事内容は

は受付へ
ず

学科トピックス

学科トピックス

専修クラスに分かれ学外実習にのぞみます。

コミックイラストレーションコース
平成28年3月卒業
株式会社IMAGICAイメージワークス 勤務

石金 みえ子さん

社会人一年生。
よろしくお願いします。

を見据えて専門性向上のため、後期から４コースの

三笘 雪美

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

平成5年3月卒業

卒業後、ずっと訪れたいと思っていた母校へやっと来れました。
建物も変わり、木々が大きく成長したのを見て月日の流れを感じました。

者になれるよう頑張ります！

◆管打楽器リペア

い時間を過ごしていただけたと思います。

福岡 拡美

市立四日市病院託児所・松波総合病院内託児所・社会福祉法人湖北会・株式会社ハートコンサルタント・新大垣証券株式会社・アサヒサンクリーン株式会社・株式会社ユニクロ大垣店

技術指導

楽しんでもらえる曲を演奏しました。音楽とともに楽し

声

岐阜県大垣市（保育士）
・安八町（保育士）
・垂井町（保育士）
・養老町（保育士）
・滋賀県多賀町（保育士）
・キートスガーデン幼稚園・羽島幼稚園・みそぎ保育園・わかたけ保育園・

歯科衛生
学科

みとま

※2018年10月1日をもちまして株式会社IMAGICA Lab.となります

きど保育園・市橋保育園・認定子ども園うぐいす・たんぽぽ保育園・どんぐり保育園・長浜梅花保育園・大山田北保育園・株式会社日本保育サービス・ライフサポート株式会社・株式会社アイグラン・

◆ウインドアンサンブル、
管打楽器リペアコース

多数の方にご参加いただき
ありがとうございました。

卒 業 生 の 声

一人ひとりで作り上げた作品を、一般の方々に見ていただく初めての機会

実践を実施。

●羽島市立堀津小学校芸術鑑賞会

百合姫」の平成30年新人賞にて
『瑠璃賞』
を受賞しました。純玲さん！おめでとう！

本学在学中の思い出で印象深かった事は、卒業展です。
コースごとに学生

介護予防的な音楽療法の

サートを7月6日に行う予定でしたが、天候不良のため延期と

の皆さんが日頃歌っている曲

平成29年度卒業生就職状況

本学科在学生（2年）であるペンネーム「純玲」さんが、一迅社発行の雑誌「コミック

ように両コースの横断受講が可能になりました。

愛知産業大学非常勤講師、横浜美術大学助手を経て本学就任。ラハティポスタートリエンナーレ、
メキシコポスタービエンナーレにて入賞。その他海外のポスター展で受賞多数。

同 窓 会 役 員の

地域イベントにおいて

今 年 度で 6 年目となる大 垣 市 立 青 墓 幼 保 園で の 七夕コン

コンサートを行いました。
園児

切にし、成長に寄り添う保 育

資格をお持ちの方‼私達と一緒に子ども達の笑顔の花を咲かせてみませんか。

◆音楽療法コース

なり、7月20日にあらためて

ています。子どもの笑顔を大

一瞬を大切にしながら、今自分で出来る精一杯の事を子ども達に伝えています。

◆ピアノコース
■大垣市立青墓幼保園コンサート

援助や環境などを日々模索し

一人でご飯が食べれた日、そしていろいろな成長を経て卒園していくまで一瞬

多くの演奏の場、実習の場をいただき学生の実践教育、企業様の説明会などキャリア教育
に力をいれています。
これからも地域の皆様に音楽を通して地域貢献をして参ります。

●本学科2年次生が瑠璃賞 受賞！

になりました。

ます。毎日子ども達と一緒に

私は大垣のこども園に勤務し、0歳児を担当しています。保育士というと
「大変」
と

学 科 だ よ り

今年度から通信添削の内容が一新！マンガコースと

平成25年3月卒業
大垣市立安井幼稚園 勤務

平成10年3月卒業

〈タイトル〉
明日は言えるかな

デッサンコースどちらもやりたいと言う人に対応出来る

グラフィックデザインのプロとして活躍されている先生が常勤講師として本年度から本学で教鞭をとること

3歳児クラスの担任をしてい

澤 光都枝

■在校生の活躍

■宮川 友子先生 就任

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

声

■通信添削｢新シリーズ｣スタート

山元 美咲

proﬁle

同 窓 会 役 員の

学科トピックス

！

なお、
来年4月から岐阜経済大学は
『岐阜協立大学』
と大学名称

4月21日
（土）

喫 茶コーナー

●9月29日
（土）
………… 市政100周年スイトピアセンターにてイベント参加

デザイン
美術学科

1年授業「キャリア教養総合演習」
で郷土めぐりとして大垣市中心部

来春から
『岐阜協立大学』
は従来の経済学部、
経営学部に加えて

本学は昨年4月、同じ大垣市内にあり、昨年度に創立50周年

●8月4日
… 全国エンタメまつり 初参加
（土）
・5日
（日）

6月13日
（水）

ま

大垣女子短期大学

3年生

ミュージカル鑑賞

7月20日
（金）

卒 業 生 の 声

中井 里奈
平成30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
私は内科の混合病棟に勤務しています。医療の現場は想像以上に多忙

3ヶ月間の領域実習を終えた看護学科3年生は、徳育活動として

福岡 拡美さん(デザイン美術科卒)

伊藤 楓さん(後列左)、荒井 仁美さん(後列右)、
塩谷 恵実さん(前列左)、野村 眞貴子さん(前列右)

で、知識や技術も未熟なため、勉強勉強の日々を過ごしています。毎日の

名古屋四季劇場でミュージカル「リトルマーメイド」を鑑賞しま

学びを生かして看護のスキルを磨き、忙しい中でも患者さんとの関わり

した。
素晴らしい歌声と演技、
幻想的な舞台にクラス全員魅了され、

を大切にして、患者さんに信頼していただけるような看護師になれる

夏の暑い夜に素敵なひとときを過ごしました。
この感動を胸に国家

ようにコツコツと努力していきたいです。

試験勉強、頑張ります!!

冨田 美由紀さん(歯科衛生科第一部卒)

ボランティアスタッフの皆様 ありがとうございました
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。

