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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。

　今夏、東京オリンピック・パラリンピックが開催される予

定でしたが、世界中の国々で新型コロナウイルス感染症

が猛威を振るい、延期されることとなりました。4月には緊

急事態宣言が出され外出自粛、人との接触機会を7～8

割削減、在宅勤務（ワークシェアリング）への移行などの

要請が出されました。新しい生活様式が求められ、これま

での当たり前が大きく変化してきています。今後も感染

拡大が心配されており、10月に開催を予定しておりまし

た「ホームカミングデイ」を、参加者の皆様の感染リスク

や安全、安心を最優先に考え、中止させていただく事に

なりました。大変残念ではございますが、何卒ご理解をお

願いいたします。事態が改善され、次回「ホームカミング

デイ」が開催できますことを強く願っております。

　また、医療従事者や看護職者、学校関係者、あらゆる

分野にて専門職員としてウイルス感染などの危険が伴う

職種に従事されている同窓生の方々には、心より感謝

申し上げます。

　最後になりましたが、母校の益々の発展を祈念すると

ともに、同窓生の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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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。
令和元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
24年度に続き、「適格」と認定されました。

認証評価
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［2019年ホームカミングデイの様子］

同窓会より
防犯カメラシステムを寄贈

　新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大防

止のため、２０２０年のホームカミングデイを中止

させていただきます。

　楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し

訳ありませんが、新型コロナウイルス感染症の

流行がおさまった折には、改めて盛大に開催で

きるよう役員一同願っております。

　大垣女子短期大学の創立50周年を記念して、学生に安全・安心な
学生生活をおくってもらえるよう、セキュリティ面充実のため、防犯カメラ
システム（防犯カメラ25台、レコーダー・モニター等）を贈りました。

歯科衛生
学科

令和元年度卒業生就職先

学科トピックス

幼児教育
学科

大垣市（保育士）・各務原市（保育士）・瑞浪市（保育士）・米原市（保育士）・養老町（保育士）・安八町（保育士）・垂井町（保育士）・くるみ幼稚園・浅草ひかりにこにこ園・うれしの東
保育園・風の丘保育園・みのり保育園・若葉保育園・大垣ひかり保育園・三枝保育園・みつづか保育園・岐南さくら保育園・ひよこ乳児保育園・（社）あゆみの家・かがやきネットワーク・
誠心寮・（株）ネス・コーポレーション・（社）大樹会・（社）瑠璃光会・NPO法人サン･はぎわら・萩原北医院託児所・アサヒクリーン（株）・安藤鉄工（株）

NHK「おかあさんといっしょ」第10代
体操のお兄さん佐藤弘道先生から、2
年「幼児の運動と遊びⅠ」の授業を東
京からリモートで行いました。学生か
らのたくさんの質問に答えていただく
中で、運動の楽しさや遊びの内容の
広がりを感じることができました。

客員教授佐藤弘道先生
と遠隔授業

対面授業開始までの自宅学修期間、教員全員でサブ教材
を作成し郵送しました。どの学年も自宅での学修がしっ
かりとできていました。

「幼教スタートサプリ（スタサプ）」で学修

学科の取り組み・行事

【1年】授業の様子〈歯周病予防技術法Ⅰ〉
【1年】教養・キャリア基礎演習Ⅰ「浴衣の着付け」
／7月8日（水）

【2年】授業の様子〈診療補助実習Ⅱ〉

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、授業形式を変容して対面授業を行っています。三密を避けるため、1・2年生
の講義・実習においては座席の間隔を保ち、室内の換気を常にしています。また、実習室では学生を分けて、授業を行っていま
す。1年生では、毎年実施している「浴衣の着付け」の練習ができなかったため今回は着付け講師による、講義室でのデモンスト
レーションと和装について学修しました。3年生の臨床・臨地実習では、感染予防に細心の注意を払って臨んでいます。教員・学
生ともに様々な生活様式の変化を受け入れて日々を過ごしています。

社会人1年生。先輩のみなさんよろしくお願いします。

【3年】授業の様子〈歯科総合演習Ⅰ〉

学祭や子ども祭で、仲間と色々なものを作り上げたことが一
番の思い出です。本当に楽しい学生生活でした。現在は、幼
稚園の預かり保育を担当しています。子ども達が楽しく安心
して過ごせるように努めています。今後も、子ども達のことを
想いながら、楽しんで保育をしていきたいと思っています。

佐々木 愛希（旧姓：石川）

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

平成26年3月卒業
滋賀県長浜市立神照幼稚園 勤務（幼稚園講師）

卒 業 生 の 声

学校での思い出は実技テストです。
自信がつくまで放課後や家で練習
をしていました。実技テストがあっ
たからこそ今、自信を持ってお口の
中のメインテナンスや詰め物、型取
りなど行えます。できるようになっ
たからといって完璧ではないので、
てきぱき行動できるようにこれから
もレベルアップしていきたいです。

林 咲希

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標

平成31年3月卒業
おひさまデンタルクリニック 勤務
（歯科衛生士）

卒 業 生 の 声

折り紙絵日記の様子



国家試験対策について

学 科 だ よ り

４月にWeb上でガイダンスを実施し、E-ラーニングで学修の習慣化を図り、
Web模擬試験で学修の成果を確認しながら進めています。
10月からは外部講師による国家試験対策講座を学内で実施する予定です。

大垣女子短期大学看護学科の最終学年として、新型コロナウイルス
感染対策を取りながら工夫を凝らし学びを深めています。

小児看護学

小児看護学の学内実習ではDVD教材を用
いて川崎病の男児の看護過程を展開しまし
た。演習ではバイタルサイン測定の場面を
想定しながら、子どもにとって安心・安全・正
確な援助方法について討議しました。

在宅看護学

自宅で病や障害を抱えながら療養する
方の看護を行う在宅看護学では、学校
内にある在宅療養者のお宅をイメージ
して作られた実習室を用いて、自宅とい
う限られた空間の中で血圧測定や入浴
介助などの看護技術を学んでいます。

母性看護学

母性看護学実習に向けて
学生は妊婦モデルを用
い、胎児の姿勢や健康状
態を観察する技術演習を
行いました。 ◆管打楽器リペアコース

今後のスケジュール

様々な対策をしながら授業に取り組んでいます。

看護
学科

お問い合わせ先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。

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

デザイン
美術学科

音楽総合
学科

教室の除菌用品・各フロアの
消毒液の設置 間隔を空けての合奏授業 マスクを付けての授業 初のオープンキャンパスでは

人数を分けてのリペア体験 

■卒業演奏発表
令和3年1月31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】

令和2年12月27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

※令和2年10月10日（土）定期演奏会については、開催中止となりました。

学校生活の思い出は2年間やらせていただいた学友会です。先輩と放課後残って絆創膏のデザインをしたり、
ハンコを掘ったり大変だったからこそ思い出になっています。2年目の学友会ではキャラクターを勝手に作っ
たにもかかわらず、今や学友会のキャラクターにまでなっていることが卒業した今でも嬉しい思い出です。

佐々 綾乃

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

マンガコース 平成30年3月卒業
株式会社カネショウ工務店 勤務（事務）

卒 業 生 の 声

将来の夢に向けて、難しい専門的な勉強や
資格取得に励んだあっという間の2年間で
した。夢に向かって努力する学生に対して
とても親身になって指導してくださる先生
方ばかりでした。現在3歳児からシニア世
代と幅広く指導していますが、恩師のよう
な指導を目標に努力したいと思います。

島田 弥佳

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標

ピアノコース 平成28年3月卒業
株式会社ヤマハミュージックリテイリング小牧店 勤務
（ヤマハ音楽教室 システム講師）

卒 業 生 の 声

実習や課題に追われる日々でしたが、多くの知識を得る
ことができ、充実した学生生活でした。現在は、産褥・新生
児の看護やお産の介助をさせてもらっています。お産の
経過はそれぞれ異なるため、判断に迷うことが多くとても
難しいです。経験を積んで、産婦さんに寄り添い安全安楽
にお産のサポートができる助産師になりたいです。

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標

卒 業 生 の 声

阿久津 葵
平成31年3月卒業　大垣市民病院 勤務（助産師）

学内・授業・オープンキャンパスの様子

学科の取り組み〈3年次生〉

　昨年本学は創立50周年を迎えました。その記念として同窓会

の皆様から、学生の安全・安心のためにと、防犯カメラ一式を

寄贈いただきました。誠にありがたく心から厚く御礼申し上げ

ます。

　さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年度は入学式

もできませんでした。ウイルスとの共存・共生を余儀なくされる現

況下で、国等の勧告に沿った対策や工夫を凝らしながら、２か月

遅れの６月から対面による授業を開始しました。様々な制約のも

と、十分なコミュニケーションもとれませんが、それでも学生たち

の挨拶や明るい笑顔にほっと癒されています。

　一般に大学での学びは講義（座学）主体に展開されます。それ

だけならば従来の通信教育と変わらない方式での対応が可能で

す。しかしながら実学を主とする本学では、どの学科においても

人との触れ合いを通して実技での修得が不可欠です。従来の通

信教育では伝えきれない「技」を如何にして提供するかについて

同窓会の皆様へ

知恵を絞らねばなりません。

　東京オリンピック・パラリンピック

は１年延期となりましたが、果たしてそんな悠長なことをやってい

る場合でしょうか。限られた国家予算です。将来を担う子どもた

ちのために、今こそ大胆に、教育環境の整備を断行すべきです。

そういった国の方向性は見えてはいますが、中途半端に終わって

しまうのではないかと心配です。全ての家庭にインターネットが通

じているわけではありません。全ての教室でWi-Fiが繋がるわけ

でもありません。全ての学生がパソコンを持っているわけでもあ

りません。しかしながらそういった環境が当たり前とならない限

り、現在直面している問題の解決は困難です。

　まだまだ終わりが見えてこない昨今ですが、今できることを一

つ一つ積み重ねながら、少しずつ姿を変え、コロナ禍を逞しく乗

り切っていく所存です。

今年度初の特別講義を実施。今回
は、青山ハープ（株）様のご協力で、
ハープについての講義や学校現場で
のメンテナンスを学びました。　

大垣女子短期大学 学長 曽根 孝仁 ■Zoomで遠隔授業

新型コロナウイルス感染
症への対応として、5月11日
～29日の間、自宅と教室を
結び授業を行いました。

■地域安全にゅーす
　4コマ連載中！

前年に続き、大安地区防犯
協会（毎月1日発行）の地域
安全にゅーすに、防犯4コマ
マンガを連載しています。

（P.N）松虫あられ

■冊子「ひとりだち」に
　挿画で参加
岐阜県小中学校長会が中学
校の卒業生を対象に配布し
ている冊子の扉絵。

■twitter更新中！

随時学科の情報を
お届けしています。

学科の取り組み・行事

卒業生の活躍

令和3年2月9日（火）～14日（日）…卒業記念展今後の予定

■岐阜新聞「麒麟私考」に
　明智光秀のイラスト掲載中！

■コミックス「自転車屋さんの高橋くん」
　1、2巻発売中

（P.N）浅野あや

■コミックス「ねぇ先生、知らないの？」
　1～3巻発売中

大河ドラマ「麒麟が来る」にちなみ
毎月第4日曜日に、学生が様々なア
プローチで描いた明智光秀が登場。


