ホーム
カミングデイの
様子

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。

多数の方にご参加いただき
ありがとうございました。
冨田 美由紀さん(歯科衛生科第一部卒)

姉妹で
出店

ワー 作り・販 売
リザーブドフラ
プ
・
ム
ウ
リ
バ
ハー

日時

（土）
2019年10月26日
C号館3F 多目的ホール
受付

内容

ショップ・販 売
リボンワーク

岡田 菜摘さん（デザイン美術学科研究生）

大垣女子短期大学同窓会

■今年はみずき祭のテーマ「礼和」にちなんだイベントを計画中です。

喫茶コーナー
てづくりおもちゃ

ゃ
てづくりおもち

創立50周年の記念誌が発行されました

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】

イベント

國島 貴子さん

販売
所 自主 生 産 品
かわなみ作 業

みずき
祭 同時
開催

AM10：00〜PM3：00

会場

(音楽科卒)

大垣女子短期大学 2019 同窓会通信

ホームカミングデイ

は受付へ
ず

！

ま

お かえりなさい。 懐 かしいキャンパスへ

お抹茶を楽しもう！（先着50名）
ヘッドマッサージ
小物作り体験・販売 など

は無料です。
のイベントはお手頃価格で体験ができます。

石金 みえ子さん（幼児教育科第三部卒）

雑貨販売
アクセサリー・

澤 光都枝さん（幼児教育科第一部卒）

物 作り体 験
押し花 展 示・小

喫 茶コーナー

今年も皆様になつかしいひとときを過ごしていただきました。

同窓生に募集させていただきますので、ぜひ皆様のご

雨 前 線の影 響で自然 災 害など被 災された方々に謹ん

活躍の披露の場所となりますようご協力の程、
よろしく

でお見舞い申し上げます。

お願い申し上げます。
また、
この機会にご家族や旧友の

学科の歩みとして記載され懐かしさと感動が蘇ってきまし
た。機 会がありましたら是 非ご覧いただければ幸いで

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。

す。
また、今年度は役員改選に伴い、今春の卒業生で学

同窓会事務局／大垣女子短期大学内 就職支援課 奥村・永田
TEL 0584-81-6820 E-mail syusyoku@ogaki-tandai.ac.jp

申込締切

※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。

9月27日（金）

大垣女子短期大学からのお願い
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。
平素より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。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ください。

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

【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

ボランティアスタッフの皆様 ありがとうございました

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

皆様とご来校いただき、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

平成17年度に続き、
「適格」
と認定されました。

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。

友会などで活躍された方々が、新しく役員に加わりまし
た。今年から３年間よろしくお願いいたします。

新同窓会役員 紹介

〒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

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。

ことができますことを大変嬉しく思います。全国各地で梅

◆ボランティアスタッフ

白須 あけ美さん

（保健科第三部卒）

同時に開催いたします。
イベントや展示、販売を全国の

◆喫茶コーナーでの発表・展示作品など

お問い合わせ先

ジ
ハンドマッサー

(デザイン美術科卒)

申し上げます。本年度も皆様と同窓会通信でお逢いする

母校の歩んできた輝かしい発展の様子が写真や年表、

お待ちしております！
福岡 拡美さん

今年も10月に
「第9回ホームカミングデイ」
を大学祭と

迎え記念誌が発行されました。50年という歴史の意義や

募 集

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

さて、私たちの母校は平成31年2月に創立50周年を

友人、知人、ご家族の皆様もご一緒に参加いただけます。

会長

役職

卒業学科

会長

令和元年度から令和３年度の同窓会役員が決定いたしました。
今期よりフレッシュなメンバーも加わり、母校の同窓会運営を行います。

氏名

役職

卒業学科

氏名

幼児教育科第三部

北村 君子

委員

幼児教育学科

髙木 さくら

副会長

保健科第一部

関谷 智子

委員

幼児教育学科

田中 千晶

副会長

幼児教育科第一部

澤 光都枝

委員

デザイン美術学科

牧村 祐奈

書記

保健科第三部

白須 あけ美

委員

看護学科

久野 玉貴

書記

音楽科

日比野 亜沙美

委員

看護学科

久保田 琴美

会計

デザイン美術科

疋田 知鶴子

会計

同窓会事務局

永田 竜二

委員

幼児教育科

寺島 千春

会計監査 保健科第三部

青木 真弓

委員

デザイン美術科

福岡 拡美

会計監査 幼児教育科第三部

二村 美和子

委員

歯科衛生科第一部

冨田 美由紀

フレッシュメンバーです！

髙木

田中

久野

よろしくお願いいたします。

大垣女子短期大学

2019 同窓会通信
発行日／令和元年9月1日
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■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うえ、同窓会事務局までお知らせください。

牧村

久保田

同窓会の皆様へ

学科トピックス

学科トピックス
大垣女子短期大学 学長

昭和44年に誕生した本学は、今では5学科を擁する女子

5 0周年を迎えた本 学にとっ

の高等教育機関として着実に発展し、本年創立50周年を

て、これからの50年に向けた戦

迎えることができました。これまで支えていただいた卒業

略的体制作りを真剣に考える転換期を迎えています。4学

生の皆様に、深く感謝を申し上げます。

科体制に戻ることで、大学運営は厳しいものが予想されま

幼児教育
学科

文部科学省「職業実践力育成プログラム」
（ BP）
として認定された
座が、昨年度からスタートしました。平成31年3月には社会人受講
生9名が初めて資格認定証を取得されました。今年度はいよいよ
在学生も資格取得が可能になります。
詳しくは、HP生涯学習履修証明プログラムをご覧ください。

週テーブルトークやカードゲーム、
ま

ミックイラストの描き方も紹介

たハンカチ落としなどの軽い運動系も

しました。
大勢の生徒ととても楽

行います。
先日の七夕ミニライブに出

しい時間を過ごせました。

演し、
みずき祭で出店も計画中です。

■期間限定のガラス絵

■長久保 光弘准教授

ゲーム、アニメーションのCG映像制作ソフトMAYAを用い、キャラク

NHK「おかあさんといっしょ」第10代目の体操

中野 里香

を通る皆さんの目を楽しませました。

は、現在も幼児体操、幼児の運動あそびの指導

立大学」に名称変更）が同じ法人の下で歩み始めました。

いと考えております。

す。今年度から幼児教育学科の客員教授にお招

のおにいさんとして活躍された佐藤弘道さん

3D LOVE〜立体視への招待〜映像工夫館展、3D STUDIO ステレオ・
プレイ！展、他（3D出品）。日本映像学会大会（作品展出品、研究発表）。

平成25年3月卒業
学校法人 今小路学園 くるみ幼稚園 勤務

など、全 国を巡って精 力 的 に活 動されていま

卒 業 生 の 声

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標

きすることになりました。学生に向けて年間で

本間 茉奈

今年度は5歳児クラスを担当してい

複数回ご教授いただき、直接触れ合いながら学
ぶことができます。

ます。
「 さす が 年 長 さん だ なぁ」と

マンガコース 平成29年3月卒業
ゲンキー株式会社 勤務

日々、子どもたちの成長する姿に驚

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

かされることばかりです。これでい

入社の決め手となった本社でのデザイナー職に就き、店舗を盛り上げるチラシやPOP、

い の だろうか …と悩 む 時もありま

学 科 だ よ り

音楽総合
学科

ちと共に成長できるとてもやりがい
のある仕事だと感じています。

平成30年度卒業生就職状況

●令和2年2月11日
（火）
〜16日
（日）… 卒業記念展

ＴＨＥ 演習!!

看護
学科

毎年恒例の新入生歓迎行事FSC（ファースト・ステッ

◆ウインドアンサンブルコース

プ・キャンパス）
では、2年生が企画し、協力し合い、3
学年全員が集い交流を深めました。

ザワフルートの技術者をお招きしての特別講義、

● 4月3日
（水）岐阜協立大学・大垣女子短期大学合同入学式
【岐阜協立大学】
● 6月1日
（土）大垣市立中川小学校コミュニティコンサート
【中川小学校体育館】

ザワフルートの歴史、商品講習を行いました。

● 6月23日
（日）第61回岐阜県手をつなぐ育成会総会及び西濃大会

【大垣市民会館】
● 8月3日
（土）
水都まつりアトラクション

歯科衛生
学科

◆音楽療法コース

◆ピアノ・電子オルガンコース

今年度も実習以外の授業時間に福祉施設に出かけて

● 7月5日
（金）

音楽療法活動を実践しています。1年生は教員の実践
を見学しながら学び、2年生は自分たちでセッション
を計画、実践しました。写真は2年生がデイサービス
で実践する様子です。

1年生は、教養科目や基礎実習に取り組み、専門科目

【3年】中川小学校歯科健康教育実習／
6月25日
（火）

【3年】高校歯科保健指導実習／
7月8日
（月）

■卒業演奏会

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

令和2年1月29日
（水）17：30開場／18：00開演
大垣市スイトピアセンター音楽堂

私が講師になった時、3歳だったグループレッスンの子たちが今では小

■ウインドアンサンブル定期演奏会

には感動して涙が出ました。その過程で、生徒の成長を一番近くで見守れたことを嬉しく思いま

学生になり、生徒だけでの完成度の高いアンサンブル演奏を聴いた時
す。その喜びを生徒や保護者の方々と共有できるのも講師としての楽しみの一つです。

れ 、少しでも安楽に過ごせる
ように援助することが大切で

介護方法や高齢者さんとのコミュニケー

あると学びました。

産科病棟実習では、妊娠期から出産・産後のお母さんや赤ちゃ
んの看護について学びます。実習前の演習では、妊娠中のお母

んや生まれたばかりの赤ちゃんに対し
援助を行うので演習は真剣そのもの。
とはいえ、モデル人形の赤ちゃんにつ

（垂井町）サマーパーティにて演奏

電子オルガンコース 平成28年3月卒業
ヤマハシステム講師

変化（筋力、視力、聴力などの低下）を知
り、高齢者の方の思いを理解したうえで、

習を行います。実習では実際に妊婦さ

クラレプラスチックス株式会社

竹嶋 真優

着しました。学生は体験を通して、患者さんのおかれた状況
を理解し、不安・恐怖が軽減さ

生児のモデル人形を用いて沐浴の練

● 8月2日
（金）

令和元年10月12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

い微笑んでしまうこともしばしば。学生
【2年】高齢者擬似体験実習／4月19日
（金）
・26日
（金）

卒 業 生 の 声
井関 孝美
平成29年3月卒業

早野歯科医院 勤務

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標
【1年】教養・キャリア基礎演習
「浴衣の着付け」／6月26日
（水）

在宅看護援助論では排痰補助装置と陽圧的人工呼吸器を装

ど）
を装着しました。加齢による身体的な

を当てて胎児の心音を確認したり、新

大垣市立青墓幼保園七夕コンサート

■定期演奏会

〈2年〉在宅看護援助論

具
（ヘッドホンや特殊眼鏡、
手足の重りな

〈3年〉母性看護学実習

に備え、学内実習等に取り組んでいます。3年生は後
期から学生最後の学外実習となり、
今まで培った知識

看護は患者さんや家族の思いに寄り添って行われる支援です。
学内演習は、
患者体験を行ったり、
実習前の
シミュレーションを行ったりする貴重な機会となります。
そこで今回は看護学科の演習の様子を紹介します。

老年看護援助論では、老人疑似体験装

さんの腹部を想定したシミュレーターにトラウベという聴診器

卒 業 生 の 声

品を扱う現職で沢山のものに触れ、人の役に立つ人材を目指します。

ションの取り方を体験的に学びました。

を学んでいます。2年生は後期からの臨床・臨地実習

や技術をさらに向上できるよう臨床現場に臨みます。

【大垣駅南大通り】

分にできることは何なのか悩んだり迷ったり、将来に不安を感じていました。生活必需

〈2年〉老年看護援助論

6月10日
（月）

ブローガーシステムを中心とした技術講習とミヤ

令和2年2月16日
（日）13：00開場／13：30開演
大垣市民会館

●令和元年9月19日
… 学外研修
（京都国立博物館など）
（木）

（株）ハートコンサルタント、
（株）BIGDADDY不動産つなぐ園、
（株）Aiチャイルドスペース、
（株）天野鉄工、
（株）
テクノインパルス

野中貿易（株）様のご協力で本学では初めてミヤ

のぼり等、店舗運営に関わるデザインを担当しております。学生の頃は、絵を描ける自

社会人一年生。
よろしくお願いします。

学科の取り組み・行事

今後のスケジュール

●令和元年8月3日
（土）
・4日
（日）… 全国エンタメまつり 出展

幼稚園・こばと西幼稚園・美鳩幼稚園・コスモ幼稚園・大野クローバー幼稚園・樹心寮・彦根社会福祉会・浅草ひかりにこにこ園・米原保育園・ながらこどもの森・日吉保育園・宝林保育園・

◆管打楽器リペアコース
■ミヤザワフルート特別講義

すが、正解がないからこそ子どもた

5月17日
（金）
2年授業「幼児の運動と遊び」
でご指導を受けました

岐阜県大垣市（保育士）
・安八町（保育士）
・垂井町（保育士）
・池田町（保育士）
・養老町（保育士）
・滋賀県長浜市（保育士）
・長野県塩尻市（保育士）
・東京都世田谷区（保育士）
・慈恵

前期の取り組み

就任

ター作り、3D背景の、大学CG教育に取り組んでいます。

性化により、独立採算体制を構築していかなければならな

願い申し上げます。

バーとなり新クラブを設立しました。
毎

分け」など、
またiPadを持参しコ

to OWC」
という文字を使ってクレヨン画を描き、期間限定で廊下

り、大垣女子短期大学と岐阜経済大学（本年度、
「岐阜協

除く4学科体制になります。

デザイン美術学科2年生が中心メン

方」、
「 大人と子どもの顔の描き

新入生歓迎会の際、2年生がみずきサロンのガラスに
「Welcome

域に貢献する大学として、教育内容の充実と広報活動の活

業生の皆様には、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻をお

「 キャラクター の 表 情 の 描 き

卒 業 生 の 声

法人岐阜経済大学と合併し「学校法人大垣総合学園」とな

が本年4月に開設されたことにより、2年後には看護学科を

■アナログゲーム部できました

佐藤弘道さん、客員教授に就任

す。しかしながら、学校法人大垣総合学園の一員として地

全国の各分野で活躍されておられます約25,000人の卒

デザイン
美術学科

療育に関する知識と技術、技能を身につけるためのプログラム講

さて、一昨年度に学校法人大垣女子短期大学は、学校

また、本学看護学科を改組転換し岐阜協立大学看護学部

■大垣桜高校マンガ研究部に出前講座に行きました

「認定療育士」講座開講

曽根 孝仁

私は一般歯科に勤務しています。毎日子どもからお年寄りまで幅広い年齢の患者さん
と触れ合えて、忙しいながらも充実した日々を過ごしています。まだまだ未熟ですが患
者さんに信頼、必要としてもらえる衛生士になれるようこれからも頑張りたいです。

の母性も芽生えていきます。

ＴＨＥ 国家試験対策!!

今年度は学生国家試験対策委員を中心に
「学生主体の国家試験対策」
を進めています。

〈3年〉

〈2年〉

4月に学内教員と予備校講師に

第110回看護師国家試験に向

よるガイダンスを受け、第109回

け、学生委員を中心に今年度の

看護師国家試験に向け、本格的

取り組みを企画しました 。模擬

な取り組みがスタートしました。

試験・特別講義は、日頃の授業・

今年度は、学生の希望を取り入

実習にも役立つことばかり。国

れた苦手分野対策も予定してい

家試験対策を身近なものとし、

ます。看護師となる夢を叶える 学生が作成した
ため、全員合格を目指します!! 「国家試験対策目安箱」

ゆとりある中でしっかり準備を
進めていきます。

卒 業 生 の 声

岐阜協立大学看護学部始動！
！
2019年4月1日から岐阜協立大学看護学
部が始動しました。1年生は男子学生10名
を含む72名です。西之川キャンパスでは
毎週火・金曜日に講義を受けています。
8月1･2日には初めてユニフォームを着て
病院実習を体験しました。看護学生として
はまだまだこれからです。大垣女子短期 2019年4月
大学の皆様、
よろしくお願いいたします。 白川郷宿泊研修

久保田 琴美
平成31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
現在、
泌尿器科、
婦人科、
皮膚科の混合病棟に勤務しています。
医療の現場は想像
以上に多忙で、
知識や技術、
的確な判断をすばやく行うことが求められます。
その
ため、
日々勉強し、
患者さんに安全・安心な看護が提供できるよう努力しています。
今後、
患者さんに信頼していただけるよう、
根拠を持って行動していきたいです。

