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■客員教授佐藤弘道先生来学

役員一同

幼児教育
学科

同窓会通信「みずき」の今後の発送について
拝啓
時下、大垣女子短期大学同窓生の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げ
ます。平素は本会に対しご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、同窓生の皆様に同窓会の活動や母校の様子などお伝えいたしたく、同窓会通信「みずき」をお手
元にお送りしております。今回、50周年を期に発送の見直しを役員会にて検討した結果、今後通信はご
希望の方のみ発送させていただくことに決定いたしました。
理由として、
１．少子化による同窓会費の減少

■授業「造形・基礎」
〈1年〉
NHK「おかあさんといっしょ」第10代目体操のお
兄さん佐藤弘道先生が来学され 、2年「幼児の運
動と遊びⅠ」の授業で、学生らに直接ご指導いただ
きました。

■子育てサロン“ぷっぷぁ”〈2年〉

卒 業 生 の 声

新型コロナウイルス感染症拡大予
防のため、参加者10組程度を募集
して、5月〜7月までの第2週、第4
週、全6回コースとして実施しまし
た。授業「子ども基礎研究Ⅰ」で、学
生が参加親子と1対１で関わりを
持ち、あさの 会 、手 遊 び 、制 作 遊
び、絵本の読み聞かせ、体あそび、
かえりの会のスケジュールで、60
分間楽しんでいただきました。

西川 亜美

2019年3月卒業
社会福祉法人樹心会
児童養護施設 樹心寮 勤務（保育士）

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標

３．同窓会通信を必要とされない方の把握
などがあげられます。
QRコードを読み取っていただき、ご回答いただけますよう宜しくお願いいたします。ただし、卒業後5年

い、
大学生活を楽しく過ごせたのは友人のお
かげです。現在、私は児童養護施設の職員と
して働いて3年目になりました。主な仕事内
容は子どもたちの生活支援です。1歳から18
歳までの子どもたちが生活しており、母親の
ように家事などを行い、
生活を支えています。
今後は発達段階などを勉強し、
様々な分野か
ら子どもたちを支援していきたいです。

間は送付させていただきますので、5年未満の方の返信は不要です。
返信期限は、2021年10月31日です。
なお、今回返信いただけない方も今後同窓会通信の発送は見合わせることとなりますので、何卒ご協

学科の
取り組み・行事

力のほど宜しくお願いいたします。
敬具
※卒業して6年経ちましたら同窓会通信不要の方は、QRコードまたは同窓会事務局へご連絡ください。

必ずどちらかの方法でご返答ください。

提出期限

通信欄

2021年10月31日（日）厳守

■QRコードの場合

TEL（任意）

〒

・希望しない
・希望する

どちらかを○でお囲みください。

住所（都道府県名からお願いします）

須

希望するに○をつけられた方は、今後の発送先をご記入ください。

必

今後も同窓会通信の送付を希望されますか？

■氏名

■卒業学科

（旧姓

Ｓ・Ｈ

■卒業年度

同窓会通信「みずき」について

年度

）

■ハガキの場合（切り取ってご利用ください）

歯科衛生
学科

大垣女子短期大学同窓会

た。
実習などの辛い時期もお互いに励まし合

保育・幼児教育の就職活動が始まりました。3年生が参加して、それぞれ
の園の特徴や就業状況等の説明を聞きました。興味を持った園の見学を
して、自分の力を発揮できる職場をみつけます。岐阜県内の地方公務員
（保育士）1次試験は7月に実施されました。

そこで、皆様のご希望をお聞きするために今回の同窓会通信に印刷されておりますハガキもしくは

会長あいさつ

学生時代は、友人との時間がとても好きでし

■保育園研究セミナー（公立園）
〈5月12日〉
■ぎふde保育（民間保育園就職フェア）
〈7月4日〉
■西濃地区幼稚園ガイダンス〈7月7日〉
■岐阜県私立幼稚園就職ガイダンス〈7月10日〉〈3年〉

２．宛先不明などによる返送部数の増加（ここ数年200部以上が返送されてきております。）

子どもの「好き」を増やして「やって
みたい」を支える保育士になるため
に 、一 人 ひとりが 先 生 の ネ ームプ
レートを作りました。

今年度の新入生歓迎学科交流会では、距離を保ちながら３学年で交流を深めることができました。
また、前期の歯科衛
生士教育は、新型コロナウイルス感染症拡大により、5月中旬から愛知県緊急事態宣言、岐阜県まん延防止等重点措置が
あり対面授業からオンライン授業に変更せざるを得ませんでした。
そのため、3年生は学外実習が中止され、
その代替と
して課題学習を行いました。
幸い6月下旬から対面授業ができるようになり、
小学校実習等を学内で実施しました。

【1年】
学科交流会
／4月

同窓生の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び

白須 あけ美

すが、
それでもオンライン授業などと形を変え感染対策と
活動を両立する日々です。同窓会におきましては9年間

申し上げます。
冒頭早々ではありますが、
この度、長きに渡り同窓会

続けてきた活動の最たるものであるホームカミングデイは

会長として会及び大垣女子短期大学の多大なる発展

10年目を目前に開催することができず毎年お越しくだ

向上にご尽力いただきました北村会長が退任されること

さっている方、今年こそはと楽しみにしてくださっていた

となりました。
それに伴い臨時役員会が開催され、今年度

方々には本当に申し訳なく思っております。
しかし、
こうし

会長にご指名いただきました白須あけ美でございます。微

て同窓会通信を発行し、全国の会員の皆様に少しでも

力ながら精一杯務めさせていただきます。拙文ではござい

母校を思い出していただきたい、
また母校を誇りに思って

ますがご報告、
ご挨拶に代えさせていただきます。

いただけるようこれからも役員一同力を合わせていきたい

昨年から続くコロナ禍の中、全国的にもワクチン接種

と思っております。

卒 業 生 の 声

が進みつつあり、今年は延期されていたオリンピックも開

コロナ禍に翻弄される日々ではありますが、皆様が前

竹中 円香

催されました。大学におきましては学生活動、同窓会活

向きな一歩を踏み出され、
ご健勝でありますこと心よりお

動は未だ制限されていること、縮小のままなどではありま

祈り申し上げます。

2021年3月卒業
大垣市民病院 歯科口腔外科 勤務
（歯科衛生士）

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標

【2年】
ゲストティーチャー
による演習
〈デンチャーケア〉
／7月5日

会長

ご報告

大学で出会った友人とは卒業後も連絡
を取り合っており、一生の友人ができま
した。現在は口腔外科に勤めています。
様々な疾患を抱えた方が来院され、既

【1年】浴衣の着付け／7月7日

往歴や生活背景など、一人ひとり異な

【3年】
小学校実習
発表練習
／7月

大垣女子短期大学同窓会のために長きにわたりご尽力いただきまし
た北村君子会長が、一身上の都合により2021年3月31日をもって退

るため、患者さんに合わせた指導やコ

任されました。任期をあと1年残しての退任ということで、臨時役員会を

ミュニケーションを意識して取り組んで

開き検討した結果、役員を長く務めてくださっている白須あけ美さんが、

います。経験を積んで、患者さんに寄り

前会長の残留任期の会長を快諾してくださいました。

添い信頼していただける歯科衛生士に
なれるように努力していきたいです。

2021年ホームカミングデイ
開催中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
２０２1年の
ホームカミングデイを中止させていただきます。

また、北村君子前会長には、永年の労をねぎらい記念品を添えて深

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

く感謝の意を表するとともに、
これからも名誉会長として本会の運営に

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

ご助言いただけるようお伝えし、
お受けいただけたことを会員の皆様に

て盛大に開催できるよう役員一同願っております。

ご報告いたします。
〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1-109
TEL.（0584）81-6811（代）FAX.（0584）81-6818 https://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

認証評価
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。
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
マスコットキャラクター
みずっきー

24年度に続き、
「適格」
と認定されました。

大垣女子短期大学

2021 同窓会通信
発行日／令和3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

本紙（中ページ）についている
同窓会通信に関する希望調査にご協力ください。
■同窓会決算・予算報告・同窓会奨学金制度についての詳細、同窓会通信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。

学 科 だ よ り

同窓会の皆様へ
大垣女子短期大学 学長

曽根 孝仁

■地域安全にゅーす4コママンガ連載中！

長年にわたり会長としてご活躍いただきました北村様に

また、昨年度からは学内の通

は、本学発展のためご指導いただきありがとうございまし

信環境を強化し、教職員のICT

た。新会長の白須様には、同様のご指導を賜りますようお

スキル向上に努めています。オンラインと対面を組み合わ

願い申し上げます。

せたハイブリッド型授業の導入は、感染防止対策のみなら

さて、新型コロナウイルス感染症、欧米ではパンデミック

ず教育の質向上をもたらします。2023年度までに義務教育

の峠を越えつつありますが、本邦ではワクチン接種率が低

における一人一台の教育用パソコン導入が予定されていま

く、
集団免疫の獲得にはまだまだ時間がかかりそうです。

すが、それを待つことなく、コロナ禍は大きな転換期をも

本学においては昨年6月から感染防止に配慮しつつ対

たらしました。コロナ世代の大学生は一足早くICT活用に

面授業を再開しましたが、学園祭や課外活動は規模縮小

取り組まざるを得ないのです。そこで数に限りはあります

あるいは中止としました。幸いにして在学生のコロナ感染

が、一時的にはパソコン貸出制度も考えています。ピンチ

者は皆無ですが、変異株は感染力が強く、これまでの体制

をチャンスと捉え、ニューノーマル時代に適応できる人材

では危ういと感じており、緊急事態宣言がでた愛知県から

を育成したいと考えています。

の通学者はオンライン学習とし、実技・実習は夏休みに補
習を行います。教職員にも多大な負担をかけますが、学生

デザイン
美術学科

1日発行）の地域安全にゅーすに、防犯

3月16日（火）にお披露目式が

詳しくは大学ホームページ掲載の広報誌「みずき」No.47巻頭P2-3をご覧ください

開かれました。

■「トリックアートを活用した街づくり」実証実験に参加
【大垣市役所5階】

元に届きましたら最寄りの郵便局からお手続きください。

窪田 みゆき、稲田 智恵美（敬称略）

※その他、
多数の方にご寄付いただきありがとうございました。

日本中央看護専門学校の設置者が
学校法人日本中央学園から
学校法人大垣女子短期大学に変更

学生生活の思い出・現在の
仕事内容・今後の夢や目標
学生の2年間は、作品作りに力を入れていました。
デザインだけではなく、
イラ
ストの授業も取っており、色々な分野の作品作りができ、楽しかったです。現在

ムカミングデイと同窓会通信の発行です。

学生生活の思い出・現在の仕事内容・
今後の夢や目標

学科の
取り組み

●

同窓会入会リーフレットの配布
今年度決算、監査、
次年度予算案作成

教養科目「教養・キャリア基礎演習」の授業として、愛
知県にある大手総合楽器店ヨモギヤ楽器（株）様の
会社説明会をみずきホールにて行いました。
青山社長から、
“働く”とはどういうことか、
就職に向けて
の心構えなどのお話をしていただきました。
また、
現在
名古屋営業部に勤務している管打楽器リペアコース
卒業生の川﨑佑莉さんから、“一日の仕事の流れ”や
“仕事のやりがい”についてのお話があり、学生たちは
話を聞き具体的な将来像を描くことができました。

◆ピアノ・電子オルガンコース
令和3年7月7日
（水）
大垣市立青墓幼
保園にて七夕コンサートを行いまし
た。昨年は新型コロナウイルス感染
症の影響によりコンサートは中止と
なりましたが、今年は感染症対策を
しながら開催することができました。
3歳児・4歳児・5歳児のクラス別にコンサートを行い、
事前にいただい
たリクエスト曲を中心に各年齢クラスに合った選曲を考え、
大人気の
「鬼滅の刃」の曲などを演奏しとても喜んでいただけました。学生に
とっても、
学外での演奏機会が少なくなっている中、
園児の皆さんとの
音楽を通したふれあいは、
とても勉強となり貴重な経験ができました。

今後のスケジュール
■定期演奏会

令和3年10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】

〜10月17日定期演奏会の来場について〜

新型コロナウイルス感染症対策により入場者数制限があります。
来場希望の方は、
メールにて事前申込をお願い致します。
（氏名・人数・電話番号を明記してください。
）
制限人数になり次第、受付を終了させていただきます。

［お申込メールアドレス］
ongakusougou@ogaki-tandai.ac.jp

■卒業演奏発表会

令和4年1月30日
（日）

13：00開場／13：30開演【ソフトピアジャパンセンターセミナーホール】

■ウインドアンサンブル定期演奏会

令和4年2月6日
（日）
13：00開場／13：30開演
【大垣市スイトピアセンター文化ホール】

器・泌尿器科の急性期病院で働いています。夜勤が始まり、
受け持ちも多いため多重課題への対応が難しく毎日学ぶ

◆音楽療法コース

学科トピックス

◆全コース共通

合い、高め合うことのできた学生生活でした。現在は呼吸

ことばかりです。たくさんの経験を積んで患者さんに寄り添
い、急変時にも対応できるような看護師になりたいです。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、施設実習に制限
がありましたが、前期終わり
頃から少しずつボランティアについての問い合わせが入るようになり
ました。後期には2年生の臨床実習もありますので、少しずつ以前のよ
うに現場での学びができたらと思っています。

◆管打楽器リペアコース
（株）
ビュッフェ・クランポン・ジャパン様のご
協力で特別講義を実施しました。
前半は、
２
年生への実技講義でクラリネットのタンポ
合わせやバランス調整などの講義を行い、
後半は、1・2年生への商品説明を講義いただき、
カタログ上ではなく実
際の楽器を手に取って違いを感じ取れる良い機会になりました。

◆ウインドアンサンブルコース
4月21日
（水）
自衛隊音楽隊説明会・4月28日
（水）岐阜県警察音楽隊
説明会と2週にわたり説明会を行いました。自衛隊、岐阜県警とも
に、音楽隊の活動内容についてはもちろん、試験内容、福利厚生、女
性の活躍する職場について詳しくご説明くださいました。

卒 業 生 の 声
佐藤 祐子

音楽療法コース 2014年3月卒業
社会福祉法人あゆみの家 林町デイセンター 勤務
（生活支援員）

学生生活の思い出・現在の仕事内容・今後の夢や目標
学生生活では、
同じ資格取得を目指す仲間達と一緒に楽しく学生生活
を送る事ができました。
音楽療法コースは特に集団でのセッションや
講習等、
共に力を合わせて行動することが多かったこともあり、
早い段階で交流を深める事が出来ました。
卒業後、
私は障
害者施設に就職し、
現在は重度心身障害者のデイセンターで生活支援員として仕事をしながら時折、
活動の際に音楽療法
を行っています。
意思疎通の乏しい方々へどう音楽を感じていただくか、
毎度考えさせられることも多いですが、
「いつも楽し
く笑顔で！」
という思いを忘れずセッションしています。
今後も利用者の方々の好みや出来ることをいかしつつ、
共に音楽を
楽しめるようなセッションができることを目標に、
生活支援員としても音楽療法士としても働いていきたいと思っています。

※〈音楽総合学科の今後のスケジュールについて〉新型コロナウイルス感染症に関する状況によって、
日程等が変更となる場合があります。
また、地域における発生状況によっては、開催を中止する場合があります。

■情報保護シールを剥がして、
返信面の住所等のご記入欄
に貼付後、ご投函ください。
〈ご注意〉
保護シールは貼り直しできません
のでご注意ください。
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3月

●

次年度事業計画案、検討

音楽総合
学科

実習や課題で悩むことが何度もありましたが仲間と協力し

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、今年度は多くの学生を迎え入れることができました。昨年に引き続き、手指消毒液の
設置、授業後の除菌など対面授業の感染症対策をしっかりと行っております。
また、卒業後を見据えたカリキュラムの改定や魅
力あるコース再編、Wi-Fiなどの通信環境を整えICT教育の推進など、教育の充実を今後とも継続してまいります。
今年度もまだまだ、新型コロナウイルス感染症の影響で依頼演奏の中止など演奏の場が減っておりますが、
これからも地域の
皆様に音楽を通して地域貢献を行っていきます。

行

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お

●

ホームカミングデイ 反省

岐阜市民病院 勤務

5 0 3 8 7 9 0

2月

●

ホームカミングデイ
打ち合わせ、準備、運営

2021年3月卒業
（看護師）

料金受取人払郵便

現在は新型コロナウイルス感染症のため自粛しておりますが、
主な活動は、
ホー

●

同窓会通信 制作

成瀬 綾乃

なさんに素敵だと思ってもらえるデザインができるように努めていきます。

大垣局承認

発展のために、同窓会が関われる事などについて話し合っています。

12月

●

ホームカミングデイ 企画
同窓会通信 企画、制作

卒 業 生 の 声

9577

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

9〜10月

●

看護学科
最終学年
集合写真

差出有効期間
2021年12月
31日まで

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。

7〜8月

●

今年度事業計画と予算

2013年4月
大垣女子短期大学
看護学科開設

（受取人）

来年度、役員が改選されます。

6月

●

2017年4月
学校法人岐阜経済大学と学校法人大垣女子短期大学が
合併し学校法人大垣総合学園発足

岐阜県大垣市西之川町1-109

同窓会役員 の 活動紹介

4月

2015年3月

大垣女子短期大学
同窓会事務局

同窓会新役員を募集しています！

1年の流れ

大垣女子短期大学
看護学科閉科
岐阜協立大学
看護学部看護学科を
開設

日本中央看護専門学校
閉校

2012年4月

野々村 法香

（火）〜2月13日
（日）
【岐阜県美術館】
■卒業記念展 令和4年2月8日

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

2019年4月

1993年4月

デザインコース 2020年3月卒業
ヨツハシ株式会社 勤務
（グラフィックデザイナー）

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

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

2021年3月

看護学科の伝統と実績が岐阜協立大学に引き継がれ幕を閉じました。

日本中央看護専門学校
開校

卒 業 生 の 声

は、チラシやパンフレットなどの印刷物のデザインをしています。今後は、み

お問い合わせ先

した。
これに伴い2021年3月に大垣女子短期大学としての最後の卒業生を送り出し、

看護学科の
歩み

■神戸町ラッピング公用車に
水野さんのデザインが採用

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。
掲載をご了承いただいた方を

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

看護
学科

看護学科は近年の医療・看護を取り巻く環境の変化等によって、一層高度な看護師及び保健師養成の必要
を認識したことから改組転換し2019年4月に同一法人の岐阜協立大学に看護学部看護学科を開設しま

4コママンガを連載しています。

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。

ります。
同窓会事務局までお問い合わせください。

（株）松栄堂楽器様より依頼。各地で展示予定。

願いします。

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。

■ストリートエレクトーン
〈ミライ〉のペインティングをしました

前年に続き、大安地区防犯協会（毎月

同窓会の皆様には忌憚のないご意見、ご鞭撻よろしくお

と共にこの難局を乗り切らねばなりません。

ご芳名

看護学科、未来への飛翔

学科トピックス

