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第53回
みずき祭

〜ド派手に心を燃やせ〜

新聞掲載記事拝見………12

学 科企 画

デザイン美術学科

マスクアート
幼児教育学科 ようきょうといっしょ

初の

オンライン
開催

10月

第53回 みずき祭

15日 16日
（金） （土）

音楽総合学科

〜ド派手に心を燃やせ〜

マラソンコンサート

クラス 企 画

歯科衛生学科

DHのたまごの日常生活

オンライン 企 画

今年のみずき祭は、4学科の個性あふれる企画ばかりで、見どころいっぱい
となりました。
また、コロナ禍で感 染 防止 対 策の観 点から本学 初のオンラインによる
みずき祭となり、皆で試 行錯誤しながら本番を迎えることが できました。

◆ヒット曲メドレー

そんなみずき祭の様子をご紹介します。

# 準備中

# 本番

◆【初企画!?】
大垣女短生が描く漫画リレー

みんなで
楽しもう！

◆歯科クイズ

お笑いコンビ
ジャルジャルの
配信もあったよ！

他学科について
知ることができた

みずき祭を終えて

動画のクオリティが
とてもすごかった！
それぞれ特色があって
おもしろかった

学友会委員のみんなが
頑張っていて、すごいな
と思った！

完成品を見たときに、
頑張って作って
よかったと思った

リモートだったけど
楽しかった♪

◆気配切り

学友会 企画

◆ラジオ企画

◆わくわくキーワードの発表
◆おたのしみ抽選会

学友会会長コメント
幼児教育学科

堀 萌恵
来年こそは
みんながキャンパスに
集まって「みずき祭」が
開催できるといいな

コロナ禍で沈んだ気持ちを盛り上げたいと考え、
オン
ラインでのみずき祭を開催しました。初めての試みで
苦戦することもありましたが、
先生方や業者の方の協
力もあり、
ド派手なみずき祭になったと思います。
来年の
みずき祭も、
みんなで一緒に盛り上がりましょう♪

2

3

4学科からの旬な情報を
お届けします。

音楽総合学科
学科の取り組み

幼児教育学科

新型コロナウイルス感染症の拡大から約2年が経過し、学生たちも新しい生活スタイルができてきました。
日常的な感染防止対策が
浸透し、昨年度はほぼ全ての行事が中止になる中、様々な工夫をして今年度は、
みずき祭も開催することができました。徐々にですが
学外演奏の機会も増えてきました。来年度はより演奏の場が増えてくることを願い、Withコロナ時代に我々教員も充実した教育の提
供ができるようさらなる努力を重ね、
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る所存です。

ウインドアンサンブルコース

学科トピックス

学科トピックス

子育てサロン ぷっぷぁ への参加〈3年〉 10月〜12月

客員教授 佐藤弘道先生来学してご指導
11月11日
（木）
、
12月9日
（木）
後期は1年授業「幼児と健康」、3年授業「保育総合表現」
でご指導をいただきました。

今年度は未就園児の親子１0組を募り、6回コースとして実施しまし
た。感染症対策を十分に行い、歌遊び、手遊び、制作遊び、
からだ遊
びを楽しんでいただきました。学生と保護者の方との交流もできて多く
の学びがありました。

第18回こども祭
『白雪姫〜真心の愛〜』
1月16日
（日）

保育総合試験【実技】
〈2年〉

12月15日
（水）

3年の実務研修に向けて保育技術の向上を目指し、一人
一人が実技の発表をしました。

今年度も感染症の影響によ
り、学内成果発表のみとなり
ました。
保護者の皆様にご観
覧いただけたこと、
また佐藤
弘道先生からご講評をいた
だけたことで3年生の力にな
りました。

令和３年度 荒崎ふれあいコンサート

ピアノコース・電子オルガンコース

奥の細道むすびの地記念館
竹あかりイルミネーション点灯イベント
令和3年12月4日
（土）大垣市の奥の細道むす
びの地記念館で開催された、竹あかりイルミネー
ション点灯イベントにて、
ピアノと電子オルガン
の演奏を行いました。大変寒い日でしたが多くの
お客様が来場され、切り出した竹に無数の穴を
開けて中に明かりを灯した竹あかりのイルミネー
ションの幻 想 的な雰
囲気とともに、
ピアノと
電子オルガンの音色
を楽しんでいただけま
した。学生にとっても
選曲から演奏まで、大
変良い学びの経験と
なりました。

学科の取り組み・行事
●12月1日
（水）
（大垣市民間保育園連合会
…………… 保育園研究セミナー

園説明会）
（1、2年）

●2月1日
（火）
〜15日
（火）
（1年）
、幼稚園教育実習Ⅱ
（2年）
… 保育実習Ⅰa

デザイン美術学科

令和4年度のスケジュール

週刊少年マガジン第107回新人漫画賞で
まちなかトリックアート展示 「特別奨励賞」を受賞
大垣市からの依頼で、駅前の旧ヤナゲ
ン東壁に展示しました。

※状況によって、
日程・時間等が
変更となる場合がございます。

第50回卒業記念展

2月8日（火）〜13日（日）

岐阜県美術館にて、卒業年次生
が2年間の集大成となる作品を展
示しました。

ペンネーム：住良木みや
〈研究生〉

伊神 あみ
市川 瑞歩
金澤 美月
佐竹 真歩
戸崎 真奈
水野 百華
〈2年〉
第2弾
「受け止めろ！
！巨大いくら！
！
！」

pixivのコンテスト
「ホロライブEnglish」で
「Nanashi Mumei賞」
を受賞

「学生のためのライフプラン」
「ドローン撮影イベント」
チラシをデザイン
NPOまち創りから依頼で制作しました。

田中 柚羽〈2年〉
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今年度は、様々なメーカー様のご協力で多くの特別講義を実施することが
できました。2年振りとなるフルート講義では、
アルタスフルートの技術者を
招きタンポ合わせやバランス調整などを講義いただきました。後半は、商品
説明を講義いただき、機種の違いを感じ取れる良い機会でした。来年度も
メーカー様のご協力で特別講義を行っていきたいと思います。

音楽療法コース

清心苑 秋の音楽祭

■定期演奏会 令和4年10月15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】

■ウインドアンサンブル定期演奏会 令和5年2月5日
（日）13：00開場／13：30開演【大垣市民会館】
■卒業演奏発表会 令和5年1月28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】

後期になり、3年生は3月に実施される国家試験に向けて、一生懸命、勉学に取り組んでおります。2年生は初めての臨床・臨地
実習を迎え、歯科医療の現場で手技を磨いています。1年生は学内実習や講義等で基本的な知識・技術を身につけています。

宣誓式〈2年〉

学科トピックス

教養キャリア基礎演習Ⅱ
〈1年〉

11月24日（水）

11月16日（火）

2年生が11月下旬より学外実習に臨む宣誓
を行いました。

【テーマ】社会人基礎力Ⅰコミュニケーションスキルアップ

ふるさと大垣偉人かるた
文字は地元の書家、
句は会員や市民の
発案からなる、大垣の64名の偉人かる
たのイラストを2年生が描きました。

地域安全にゅーす
4コマ連載中

中部国展 入選

（株）
グローバル・
（株）
アルタスによる特別講義

山田 いおり
〈1年〉 高橋 美葉〈1年〉

ペンネーム：ねぬ
〈1年〉

アジアグラフ展示

卒業生の活躍

アジア地域で活躍するCG分野の
研究者とクリエイターを対象とした
国際的CGイベントが岐阜県図書
館で開催されました。

卒業生の松虫あられさんの
「自転車屋さんの高
橋くん」4巻が発売中です。
また、水都旅（編集・
発行：大垣観光協会）
の表紙に採用されました。

1月13日（木）〜16日（日）

管打楽器リペアコース

歯科衛生学科
学科の取り組み

第1弾「チャックの向こう側」

第２６回ウインドアンサンブル定期演奏会は、誠に残念ながら、
コロナ感染症拡大のため２年連続の中止となりました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で1年半ほどの間、高齢者施設
における実践は難しかったのですが、今年度は夏に引き続き秋にも卒
業生が働く施設で音楽活動をさせていただきました。少人数グループ
で、少人数を対象とした演奏が可能となり、少しずつですが音楽療法
コースの掲げる
「現場で学ぶ」
を実践できるようになりつつあります。

●1月26日
（水）
（3年）
…………… 子ども研究ポスターセッション

学科トピックス

令和３年１１月６日
（土）大垣市立荒崎小学校体育館にて２年ぶり
となる演奏を行いました。
１・２年生全員が初めての本番で、準備や
片付けなど混乱することも多々ありましたが、
やはりお客さんに向け
て演奏することの歓びと意義を再確認した一日でした。

自転車屋さんの高橋くん

学外実習報告会〈3年〉

11月18日（木）
学外実習を終えた報告とこれから
実習に臨む2年生に対し申し送りを
行いました。
３密を避けるため、全体
を３グループに分けて行いました。

第31回 歯科衛生士国家試験〈3年〉

3月6日（日）

名古屋市内で3年生が第31回歯科衛生士国家試験を受験します。
合格発表：3月25日
（金）
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研究室から

社会人基礎力と情報リテラシーを身に付けた
人材育成のために
総合教育センター職員として、学生一人一人

ます。今後、IoTをはじめとする情報化はますます

が社会へ出て活躍できるための基礎的な力を身

進み、
インターネットは私たちの生活とより密接な

に付けるために何が必要かを考えた指導ができる

関係を築きながら発展していくことが予測され、
「 社 会 人 基 礎力」の育 成は必 要 不 可 欠なもの

ように、
日々研究実践を進めています。
人生100年時代と言われ数年が経ちます。経

総合教育センター
教授

伊藤 和典
研究分野
情報教育
情報セキュリティ
情報モラル

です。

学友会だより
メンバー紹介
森下 璃音

［幼児教育学科］
（会長）

横山 愛星

［幼児教育学科］
（書記）

松葉 春菜

［歯科衛生学科］
（会計監査）

「学友会」とは…
本学に在籍する全学生組織のことで、学生相互の親睦と教養の
向上をはかり、学生生活を豊かにすることを目的としており、学生
一人ひとりが会員です。

令和4年度 大垣女子短期大学 学友会委員
前川 静香

髙松 みく

香下 璃子

谷口 莉沙

今年度の学友会委員は、
4学科各2名と新たに加入する

［デザイン美術学科］
（副会長） ［音楽総合学科］
（副会長）
［音楽総合学科］
（会計）

１年生で活動します。昨年度は新型コロナウイルスの影
響により、みずき祭（大学祭）はオンライン配信となり、私

［歯科衛生学科］
（会計監査）

たち学友会委員は右も左も分からないまま準備がスター

相宮 里美

トしました。委員全員が初めての経験だったので、学生全

［デザイン美術学科］

済産業省が定義した
「社会人基礎力」
として、
そ

現在担当する基礎教養科目
「情報科学」
「情

員が楽しめるものをと考えて案を出し合い、オンラインみ

れを構成する３つの能力（及びその能力要素）
を

報活用」
を中心に、
これら３つの能力と情報活用

ずき祭を成功させることができました。このような経験を

「 前に踏み出す力（ 主 体 性 、働きかけ力、実 行

能力の育成と合わせて、社会で生きて働く力を身

力）」
「考え抜く力
（課題発見力、計画力、創造力」
「チームで働く力（発信力、傾聴力、柔軟性、情況

通して、学生みんなの思いをひとつにすることで素敵なも
のを作り上げることが出来るんだと思いました。

に付けた人材の育成に尽力したいと思います。
よ

今年度のみずき祭はオンラインかどうかまだ決まってい

り身近な事例を話題提供したり、課題をもとに交

把握力、規律性、
ストレスコントロール力）」
として

流活動を設定したりして、授業の充実を図ること

示しています。
日々進化する情報化社会に生きる

を常に心がけ、実践を通して研究を継続していき

学生たちには、情報リテラシーの知識習得と合わ

たいと考えています。

ませんが、どんな形になろうと学生全員で協力し、記憶に
残る良いものを作っていきたいです。
新会長

森下 璃音

せた力を身に付けていくことが重要だと考えてい

令和3年度 活動のあしあと
ャンパス)

FSC(ファーストステップキ

総合教育センター
教養教育のさらなる充実と
ICT活用の推進を

新入生の学生生活がより充実したものとなるように、
クラブ活動・

本学初！
！オンラインみずき祭に向けて、活動しました。

学友会活動について紹介がありました。

学友会からは、
気配切り・ラジオ企画・おたのしみ抽選会など、
みずき
祭を盛り上げる企画を用意しました。

各種データの分析で教育の向上と
学修成果の可視化を

総合教育センター長・教授 茂木 七香

IRセンター長・教授 茂木 七香

コロナ禍2年目の2021年度でしたが、
５〜6月の一部オ

2021年度は、本学の理念や3つのポリシーを踏まえ、学

ンライン授業を除き対面でほぼ通常通りの授業を行うことが

内で収集されている各種データ
（学生の学力や学び・学修

できました。初年次教育でも、本学の特色である4学科学生

状況・学修行動に関するもの、新入生・卒業生・雇用者など

交流の「基礎ゼミ」
を前期後期1回ずつ実施し、小グループ

へのアンケート、授業評価に関する調査）
を検討して、調査

での発表や交流の場を提供できました。本年度の見直しに

項目や実施方法等の改変を行いました。
また、
これらの検討

より、本学の教育理念や3つのポリシーに基づき総合女子

から更に必要とされる観点や学修分野を見出し、教養科目

短期大学の特性を生かした科目構成・科目名での教養科目

の見直しにも反映させました。

の内容を決定し、2022年度に臨みます。入学前教育の内

近年注目され実現が求められている学修成果の可視化

容も見直し、入学後の初年次教育を更に充実させて、4学

についても、具 体 的にどのような形で行うかを現 状の学内

科学生の専門教育の基盤となるアカデミックスキルの確実

LMSの活用を軸に検討しました。外部ツールの導入や新た

な定着を目指します。

な内部データの収集も視野に入れながら、学生が自らの学

また、
コロナ禍で急速に進んだICTの授業活用を更に進
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ＩＲセンター

第53回 みずき祭

修成果を実感することで自己肯定感や自己効力感を高め、

めるため、全学科授業でのICT活用に向けたFD研修会を

これからの学修への目標を設定し意欲的に取り組むことが

実施しました。GIGAスクール構想を踏まえた上での高大接

できるようなデータの提供を目指します。教員にとっても学生

続を意識し、本学の授業でできるICT活用の可能性と現状

の実態の把握や面談等での指導に実際に役立つものとす

の課題などを学科毎に話し合いました。
このテーマについて

るため、各学科教員や関連部署の職員の意見も取り入れな

は2022年度も引き続き全体で取り組んでいきます。

がら、進めていきます。

気配切り

後日
当選者に
プレゼントを
配付♪

短大について
クイズをしました！

クリスマス特別企画
学内に掲示されているキーワードを全て集めて、
申込フォームから応募するクリスマス特別企画♪
当選者全員に学友会サンタからクリスマスプレ
ゼントのお菓子を配りました。

募 集

友会委員メンバーを募集
学友会活動を盛り上げる学
緒に
と一
たち
ら私
中か
！
す！
1年生の
あなたを心待ちにしていま
の第一歩です！2年生が
分へ
い自
新し
す。
いま
して
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ピアノ・エレクトーンアンサンブル
❶水曜日／16：40〜

❶金曜日／12：30〜12：50

❷B302

❸ピアノ・エレクトーンのアンサンブルを中心に、
好きな曲を選んで、楽しく自由に練習していま
す。今年、オンラインによるみずき祭では、動画
で参加しました！
❹経験者だけでなく、
初心者でもスタートできます。
学科問わず、
音楽好きな人、
大歓迎です！

ａｉｍ

❶木曜日／16：20〜17：20

❷D302

❸個人のイラスト制作を進め、
お互いにアドバイスし合ったりし
ています。
みずき祭ではポストカードの販売などをします！顧
問の先生にもアドバイス等をもらえるため、
ポートフォリオの
制作にも役立ちます。
❹先輩、
後輩と分け隔てなく制作できる環境です。
授業内ではで
きない経験だと思うので、
ぜひ入部をご検討ください♪

❶金曜日／16：20〜17：30

❷K201

❸自由に楽しく歌うことを大切にしています。みずき祭などの行事ではクラブ
内で歌を発 表する機会がありました。今は感染症対策のため発 表できま
せんが、日々歌の力を実感しながら活動しています。

❶不定期
❷H103

❹創部2年目のクラブです。
デザイン好き来たれ！

体爽部
❶金曜日／12：30〜12：50

❷K103

❸大型絵本や紙芝居の読み聞かせを練習しています。絵本が好きな人、読み
聞かせの練習をしたい人が集まって活動しています。近隣の保育園を訪問
し、
「 おはなし会」もしています。

❸ほとんどの部員が初心 者からのスタートなの
で、今年は個々で楽器の練習をしています。いろ
んな学科の人と交流したいという人もおすすめ
のクラブです。

❹のんびり活動しています。絵本が大好き！保育実技の練習がしたい！先輩と話
してみたい！などどんな理由でも大歓迎です。

❹楽器を始めてみたい人、大歓迎です！いろんな
学科が集まって楽しく活動しています！

❷体育館

❸体を爽やかに動かし、キンボール大会に向けて、楽
しく練習しています。ほかにも率先してボランティ
ア活動に参加し、地域の方と交流しています♪
❹みんな楽しく元気に活動しています。おもしろい人
がいっぱいです。ぜひ体爽部にお越しください。
待ってま〜す♡

バレーボール
❶火・木曜日／16：30〜17：30

アナログゲーム部
❶水曜日／16：30〜19：00

❷体育館

❸楽しくバレーボールをしています！バレーボールを
通して、一緒に運動不足を解消しませんか？和気
あいあいと活動しているので、一度見に来てくだ
さい♪

ＪＡＺＺ
❶金曜日／16：30〜

❸ジャズの曲だけではなくさまざまなジャンルのジャズアレンジ
曲を練習しています。演奏する曲は、みんなで話し合って決め
ています。みずき祭にはリモート合奏で参加しました！

❶活動日時

❷活動場所

❹楽器経験者はもちろん、未経験の方も大歓迎です！他学科、
他学年との交流もあり、楽しく活動できるクラブです！

❸活動内容

❹メッセージ

写

BEE LAB
❶水曜日／16：00〜18：00

❶木曜日／16：30〜

❷D303

❸ゲームシナリオの考案から全てを計画し、ゲームを完成させようという目標を掲
げて活動しています。
❹のんびり活動していて、就活や
課 題制作 優先のクラブです！
気軽に入部希望者募集中♡

❸各自で好きなように撮影しているので、
自由に活動するこ
とができます。コロナウイルスが流行する前は、撮影旅行
もしていました。
みずきサロンで集まることが多いですが、
基本的にどこでも自由に活動しています。

❷体育館2階 リズム室

❸社会で起こっているジェンダーに関する問題についてみんな
で話し合い、
相手も自分も大切にできる社会づくりの一歩と
して活動をしています！教養科目で学んだ知識を活かして、
楽しく充実した時間を過ごしています♪

❸自分たちが踊りたいと思った曲を、好
きな時間に好きな場所、好きなメン
バーで楽しく練習しています。そして、
みずき祭をはじめとするイベントで練
習した踊りを披露しています。

❹ほのぼの〜とした雰囲気で活動しています！随時メンバー
を募集しています〜。

❹にぎやかで楽しいクラブです！ダンスの経験がない子がほとんどなの
で、運動に自信がない子でも楽しく活動できます。

ボカロ部
❷B401

❸手話習得の一歩目は、ゆび文字から！まずは自分
の名前や身の回りの 物をゆび 文字で表してみま
しょう！ゆび文字ができたら、あいさつ…と手話経
験がなくても入門から学べるのでご安心ください♪
❹メンバーのほぼ全員が手話初心者から始めていま
す！少しでも手話に興味がある方は、まずは見学だ
けでも良いのでぜひ来てください。
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❷みずきサロン

❷A301

❶不定期

❹本格的なカメラではなく、
スマホのカメラでも大丈夫です。
写真が好きな人はぜひどうぞ♪

手話コミュニケーション部
❶木曜日／16：20〜16：50

真

❹みんなで集まり、好きなアナログ
ゲームをやっています。自由で楽
しいクラブです。

踊ってみた

TuLiP（大垣女短ジェンダーについて考えるサークル）
❶金曜日／16：20〜17：30

❷みずきサロン

❸それぞれ好きなアナログゲームをやっています。
トランプや人狼、クトゥルフ等、みんなで新しいゲーム
を探しながら自由に話しながら活動しています！

❹少人数なので上下関係もなく、先輩、後輩仲良し
です。
「運動したいな…」と感じたらぜひ体験へ！

各クラブ長が活動内 容をお伝えします！

❷B401

❷D304

❸就職や技術向上のために本格的なデ
ザインの仕方や、ポスター制作や写真撮影、加工の仕方を
学びます。デザインに興味がある方やデザインをやってみた
い方にピッタリなクラブです。

❹過去に合唱やコーラスを行っていた方はもちろん、歌うことが大好きという
方も大歓迎です。ぜひsong＆songへ！！

軽音部

児童文化

❶木曜日／16：30〜17：30

サービスデザインサークル

song&song

❶木曜日

❷B404

テニス

グリーンサークル

❸ボカロの曲を歌い、好きな歌い手
やキャラクターのグッズを作ったり
します。好きなものについて仲間と
一緒に話したり、歌を歌ったり楽し
く活動しています。

❸大学生活をEnjoyするのが主な活動です。どのク
ラブに入るか迷っている人はぜひテニスへ！私たち
なりのクラブを一緒に作りましょう。

❸学校内の花壇や畑で花や野菜の苗植え、野菜の収穫をしています
★収穫した野菜を食べたり、飾りを作ったりします！お花や野菜を
育てるのが好きな方大歓迎です！

❹ボカロが好きな方は、ぜひ見に来てください。一緒に歌ったり、グッズを楽しく作り
ましょう！

❹みんな楽しく大学生活を送っています！クラブに
入って思い出たくさん作りませんか？待ってます♡

❹和気あいあいとして楽しいクラブです
れてみませんか？

❶不定期

❷テニスコート

❶不定期（お昼）

❷畑

身近な自然に触れて、癒さ
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在学生

インタビュー

卒業を迎える在学生に、大学生活を振り返り、卒業後の抱負を語ってもらいました。

音楽 総合 学 科

幼児 教育学 科

❶本学へ入学した理由、期待していたこと

❶本学へ入学した理由、期待していたこと

中学・高校で吹奏楽に所属していた頃に経験した演奏会や大会を通して、聞いてくれている

オープンキャンパスに訪れた際、先生方や先輩方

人を楽しませたり、感動させたりする事の楽しさを知り、音楽を続けていきたいと思いました。
オー

が明るく笑顔で迎えてくださり、
その温かい雰囲気に

プンキャンパスに参加した際に、学校の雰囲気や先生方、先輩方の人柄に触れ、話を聞いてく

魅力を感じました。質問にも丁寧に応じていただき、

ださる姿や優しさにとても魅力を感じ、入学を決めました。

入学してからの生活をイメージすることができました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと

また、3年制のため自分のペースでじっくりと学ぶこと

授業や自主練習を通して、音楽について深く学ぶことができました。高校生の頃までとは違

ができると感じました。3年目に行う保育実務研修では、保育現場での研修と大学での学びを

い、吹奏楽だけではなくオーケストラやジャズなど、幅広いジャンルについて学ぶ機会が多くなり

繰り返す中で、実践力を身につけることができるということも決めての一つでした。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと
毎日の授業での学びを通して、徐々に保育に対する視点の幅が広がりました。
そして、
それを

岡田 智咲

実習や研修の中で活かすことによって、実践力へと繋げることができたと感じています。知識と

〈出身校〉
岐阜県立海津明誠高等学校
（岐阜県海津市）

して覚えるだけでなく、実践と結びつけることで深い学びとなりました。
また、
ピアノは初心者だっ

就職内定先

社会福祉法人八実会
認定こども園石山保育園
職種、仕事内容

保育教諭

ウインドアンサンブルコース

たため授業についていけるか不安でしたが、授業の合間や家での練習を積み重ねることで、実
習先でも堂々と弾き歌うことができるようになりました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
これからは学生ではなく、保育のプロとして社会に出て働いていきます。責任感を持ち、子ど
もたちや保護者の方々に寄り添うことのできる保育者となれるよう、学びの姿勢を持ち続けて

ました。全く知らないジャンルもありましたが、先生方が一から詳しく丁寧に教えて下さったおかげ

林 優花
〈出身校〉
愛知県立春日井西高等学校
（愛知県春日井市）

就職内定先

グリーンライン光進株式会社
職種、仕事内容

事務職

で、様々なことに興味を持ち、
自ら調べたりするなど探究心を身につけることができました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
4月から運送会社の事務職員として働きま
す。
グリーンライン光進では、特に楽器輸送に
力を入れており、
これからは楽団や演奏者を支
える側として音楽に携わることができるので、
と
てもうれしく思っています。卒業後は楽団に所
属し、演奏者としても音楽を続けていきたいと
考えています。
これからも探究心を忘れず、人と
して日々成長していけるように頑張りたいです。

いきたいと思います。慣れない環境の中で働いていくことに不安はありますが、今まで学んだこ
とや経験したことを活かし、信念を持って子どもたちの育ちに携わっていきたいと思います。
そし
て、
自分なりの保育の仕方を見つけていきます。

歯 科 衛 生学 科
デザイン美術学科

❶本学へ入学した理由、期待していたこと

ゲーム・CGコース

高校3年生の時に、本学のオープンキャンパスに参

❶本学へ入学した理由、期待していたこと

加しました。実習室のユニットやマネキンの設備の良さ
だけでなく、先生と学生の仲の良さが印象的でした。相

オープンキャンパスに参加した際、対応してくださった先輩方の姿に好印象を抱いたことが

談や質問がしやすいと感じ、
また勉強のしやすい環境だ

大きなきっかけになりました。
それから、何度も参加していくうちに先生の手厚いサポートに惹か

と思い、入学を決めました。歯科衛生士は人々の生活を

れ入学を決意しました。期待していたことは、先生方は実務経験が豊富なので、
プロの視点から

支えるだけでなく、私にとっても就職や復職のしやすさか

のアドバイスやサポートを受けることができると感じたからです。

ら素晴らしい職業だと思い、
目指すことに決めました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと

授業以外での努力の大切さ、途中で投げ出さない姿勢を身につけることができました。今ま
での自分は飽きてしまったり、面倒になったりして制作途中の作品を放り出してしまうことがあり
ましたが、入学してからは、最後まで自分が納得するまで作品制作に集中することができました。

豊田 英莉香

今までのような自分のペースで仕事をするの

佐藤 祐里
〈出身校〉
岐阜県立加茂高等学校
（岐阜県美濃加茂市）

なかったので、実習期間に質問をし理解することができました。3年間で身についた
「積極的に

〈出身校〉
岐阜県立岐阜総合学園高等学校
（岐阜県岐阜市）

ではなく、
いかに早く素晴らしいものを作ることが

就職内定先

ていきたいです。
そして、
自分が学んできたことを

医療法人社団神明会
佐藤歯科医院

活かしながら自分の力を高め、
メディア概論の授

職種、仕事内容

株式会社カプコン
職種、仕事内容

ゲーム開発・デザイナー職
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❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負

できるかを意識しつつ、常に上を目指して行動し

業で来てくださった先生方のように、私も大垣女
子短期大学の学生にお話しできるような存在に
なりたいです。

講義や演習を積極的に取り組む必要がありました。演習では、放課後に実習室を借りて練
習を行い、講義では分からないことはすぐに質問していました。臨床実習では、外科手術など学

就職内定先

歯科衛生士

内では体験できない症例を沢山見学しました。特にインプラント治療では、器具も術式も分から
動くこと」
は、今後も大事にしていきたいです。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負
私の内定先は4月から半年間、先輩の歯科衛生士の指示の元、治療の流れや患者さんへ
の説明などについて覚えていきます。実習とは違い、私の言動1つ1つがこれからの患者さん
の生活習慣や、歯科医院への評判などに影響してしまうので、1日でも早く仕事を覚えていき
たいです。
また、歯科衛生士としてだけでなく一人の人間としても、人を思いやれるようになりた
いです。
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岐阜新聞 令和3年3月16日付掲載

岐阜新聞 令和3年9月7日付掲載

岐阜新聞 令和3年3月17日付掲載

岐阜新聞 令和3年11月21日付掲載
岐阜新聞 令和3年4月13日付掲載

中日新聞 令和4年1月14日付掲載

岐阜新聞 令和3年4月15日付掲載
12

岐阜新聞 令和3年7月2日付掲載

中日新聞 令和4年1月31日付掲載
13

令和3年 社会的活動の記録
幼児教育学科 学科長・教授 松村 齋
岐阜県地域療育システム推進会議
西濃圏域検討委員
【令和3年1月〜令和3年12月】
主催：岐阜県
岐阜県生徒指導推進会議 副委員長
【令和3年1月〜令和3年12月】
主催：岐阜県
安八町教育支援チーム会議 助言者
【令和3年1月〜令和3年12月】
主催：安八町
幼児教育学科 教授 光井 恵子

岐阜新聞 令和4年2月8日付掲載

大垣市子育て支援会議 委員
【8月4日】
主催：大垣市
会場：大垣市役所
子育て支援員研修会 講師
【10月25日】
主催：岐阜県
会場：長良川国際会議場
えすぷりデュオコンサート
【6月20日】
主催：
ピアノデュオグループえすぷり
会場：
しらかわホール
幼児教育学科 准教授 今村 民子
笠松町子育て応援教室たんぽぽ
【令和3年4月〜令和4年3月】
主催：笠松町地域振興公社
会場：笠松町保健センター
教員免許更新講習
［保護者支援〜より良い関係をめざして〜］
【8月18日、20日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学
大垣市の公立保育園・幼稚園等の
あり方懇談会
【令和3年4月〜令和4年3月】
主催：大垣市

岐阜新聞 令和4年2月1日付掲載

幼児教育学科 准教授 大橋 淳子
大垣市保育士等職場復帰支援セミナー
【7月5日、11月1日】
主催：大垣市
会場：大垣市南部子育て支援センター
西濃地区家庭・福祉科教員研修会
【7月30日】
主催：岐阜県高等学校教育研究会
会場：岐阜県立大垣商業高等学校
大垣市墨俣児童館運営委員会委員
【令和3年2月1日〜令和5年1月31日】
主催：大垣市
幼児教育学科

中日新聞 令和4年2月17日付掲載

幼児教育学科

この記事・写真等は、岐阜新聞社・中日新聞の許諾を得て転載しています。
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准教授

垣添 忠厚

垂井町子ども・子育て会議 会長
【令和2年4月1日〜令和4年3月31日】
主催：垂井町
大垣市教育支援委員
【令和3年4月22日〜令和4年3月31日】
主催：大垣市教育委員会
セミナー発表
「在学中から就職後のサポート」
【10月3日】
主催：岐阜大学保健管理センター・
医学教育開発研究センター
会場：オンライン開催
講師

立崎 博則

山県市保育研究会
【1月31日】
主催：山県市保育研究会
会場：オンライン開催
岐阜県子育て支援員研修
【8月4日】
主催：ポピンズプロフェッショナル
会場：オンライン開催
教員免許状更新講習
【8月18、19日】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学

デザイン美術学科 学科長・教授 田中 久志
第49回岐阜広告協会賞 審査委員長
【5月17日】
主催：岐阜新聞
ぎふけん・おすすめの1冊コンクール
イラストＰＯＰ部門審査委員
【12月13日】
主催：岐阜県図書館企画課企画振興係
ASIAGRAPH（2021 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【1月13日〜1月16日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館
デザイン美術学科 准教授 伊豫 治好
ASIAGRAPH（2021 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【1月13日〜1月16日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館
デザイン美術学科 准教授 黒田 皇
令和3年度 大垣市美術展
審査
（一般の部）
【10月1日】
主催：大垣市・大垣市教育委員会
審査
（一般の部）
羽島市美術展
【12月1日】
主催：羽島市・羽島市教育委員会
ASIAGRAPH（2021 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【1月13日〜1月16日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館

デザイン美術学科 准教授 長久保 光弘
ASIAGRAPH（2021 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【1月13日〜1月16日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館
デザイン美術学科 講師 宮川 友子
大漁旗アート展2021
【6月15日】
主催：環境芸術学会
会場：オリエ アート・ギャラリー
（東京）
楽しく学ぶパネルポスター作成講座
【9月19日】
主催：NPOまちづくり
会場：多目的交流イベントハウス
（大垣）
Designers for Milton Glaser
【11月15日】
主催：ボリビアポスタービエンナーレ
会場：Espacio Simon I. Patiño
（ラパス）

〈期間〉
令和3年1月〜令和3年12月
※今年度着任教員／令和3年4月〜令和3年12月

音楽総合学科 学科長・教授 服部 篤典
愛知淑徳学園中学校・高等学校吹奏楽部
第34回ファミリーコンサート指揮
【3月24日】
主催：愛知淑徳学園中学校・高等学校
会場：日本特殊陶業市民会館（名古屋市
民会館）
大森石油㈱オーモリウインドアンサンブル
第10回定期演奏会指揮
【5月16日】
主催：大森石油株式会社
会場：一宮市民会館
岐阜県吹奏楽コンクール
東濃地区大会審査
【7月26日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：バロー文化ホール
（多治見市文化会館）
音楽総合学科 教授 菅田 文子
「臨床即興の理論と実践」
「即興と伴奏の現場での活用について」
【2月14日】
主催：富山県音楽療法研究会
会場：オンライン開催
「音楽療法で使う即興・伴奏・作曲」
【9月24日】
主催：日本音楽療法学会講習会
会場：オンライン開催
「児童分野の音楽療法」
【10月9日】
主催：伊賀音楽療法研究会
会場：オンライン開催
音楽総合学科 教授 鈴木 孝育
岐阜県後期高齢者医療広域連合情報
公開・個人情報保護審査会
【令和3年3月23日〜令和5年3月22日】
主催：岐阜県後期高齢者医療広域連合
大垣市行政不服審査会委員、
大垣市情報公開審査会委員、
大垣市個人情報保護審査会委員
【令和2年10月1日〜】
主催：大垣市
第7回管楽器ソロコンテストin東海2019
審査員
【3月29日】
主催：
「管楽器ソロコンテストin東海」実
行委員会
会場：名古屋芸術大学
音楽総合学科 准教授 松永 幸宏
管楽器調整会
【7月3日】
主催：株式会社松栄堂楽器
会場：松栄堂楽器本店
音楽総合学科 准教授 横井 香織

幼児教育学科 講師 名和 孝浩
教員免許状更新講習
【令和3年8月10日、他】
主催：文部科学省
会場：大垣女子短期大学、他
子育て支援員研修
【令和3年10月20日、他】
主催：株式会社ポピンズ
会場：長良川国際会議場、他
大垣市保幼小連携協議会代表者会委員
【令和3年4月1日〜令和4年3月31日】
主催：大垣市教育委員会、
大垣市子ども未来部保育課

外部役員等就任情報
凡例

第54回・55回 カワイ音楽コンクール
カワイこどもピアノコンクール
名古屋地区・岐阜地区オーディション
審査員
【1月10日、1月17日、12月27日】
主催：カワイ音楽コンクール委員会
会場：中電ホール／
岐阜市文化センター小劇場
大垣市日本昭和音楽村運営協議会委員
【令和2年11月〜令和4年10月31日】
主催：大垣市教育委員会
大垣市環境審議会委員
【令和3年7月1日〜令和4年6月30日】
主催：大垣市

講座・講師
発表・その他

歯科衛生学科 学科長・教授 小原 勝
大垣市行政改革推進審議会
【8月5日〜
（任期1年）
】
主催：大垣市
大垣市個人情報審議会
【12月17日〜
（任期1年）
】
主催：大垣市
採取唾液48時間後の
口腔常在菌叢の変化
【3月15日】
全国大学歯科衛生士教育協議会
雑誌10号
（通算25号）29〜38
歯科衛生学科

教授

海原 康孝

大垣市廃棄物減量等推進審議会委員
【令和2年12月24日〜令和4年12月23日】
主催：大垣市廃棄物減量等推進審議会
会場：大垣市役所
朝日大学非常勤講師
【令和3年7月1日〜令和4年3月31日】
主催：朝日大学
会場：朝日大学
口腔構造機能発育学講座
小児歯科学分野
障がい者等歯科医療技術者養成研修会
「発達障害児（者）
と口腔機能不全症
に対する対応」
【12月5日】
主催：岐阜県歯科医師会
会場：岐阜県歯科医師会舘
歯科衛生学科

教授

久本 たき子

全国大学歯科衛生士教育協議会総会
理事・教育委員
【令和3年4月1日〜令和4年3月31日】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
岐阜県歯科衛生士会西濃支部
副支部長
【令和2年4月1日〜令和4年3月31日】
主催：岐阜県歯科衛生士会
短期大学認証評価委員
【令和3年4月1日〜令和4年3月31日】
主催：一般財団法人大学・
短期大学基準協会
歯科衛生学科 准教授 水嶋 広美
日本口腔ケア学会 評議員
【令和2年4月〜】
歯科衛生学科

講師

今井 藍子

岐阜県歯科衛生士会 西濃支部役員
【令和3年4月1日〜令和5年3月31日】
主催：岐阜県歯科衛生士会

総合教育センター
センター長・教授 茂木 七香
IRセンター
大垣市男女共同参画推進審議会 委員
【令和元年11月29日〜令和3年11月30日】
主催：大垣市
大垣市健康相談事業相談員及び
メンタルヘルス研修講師
【令和3年4月1日〜令和4年3月31日
（毎月1回）】
主催：大垣市
会場：大垣市役所
子育てまちなかキャンパス
【11月16日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき
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デザイン美術学科 トリックアート作品

令和3年度 子育てママ大学

大垣市は、居心地の良い空間とにぎわいを創出する「歩くま

子育てママ大学とは、本学と大垣市の連携事業で大学ならで

ち大垣（ウォーカブルシティ）」を目指しています。その一環とし

はの各学科の専門性を生かした子育て講座です。令和3年度は

て、デザイン美術学科の学生が描いたトリックアート作品が、8

新型コロナウイルス感染症対策を講じて、前期後期3回ずつ全6

月20日から11月末まで、旧ヤナゲン大垣本店東側壁面に設置

回の講義を実施しました。前期は幼児教育学科（テーマ：子ども

されました。8月、9月の作品は、チャックの向こう側に海が広が

の健康について）、幼児教育学科（テーマ：子どもの環境と眠りに

るデザインの『チャックの向こう側』、10月、11月の作品は、巨

ついて）、デザイン美術学科（テーマ：お子さんの絵を描こう）が

大なイクラが今にもこぼれて落ちてきそうなデザインの『受け止

講義を実施し、後期は幼児教育学科（テーマ：子育てに活かそ

めろ！！巨大イクラ！！！』が展示され、目で見ても、写真を撮って

う！心理学の知識と技法）、歯

も楽しめるトリックアートは、多くの歩行者から注目を集める作

科衛生学科（テーマ：子どもの

品となりました。

歯・口の健康は生き生きした生
活から)、音楽総合 学 科（テー
マ：ミュージックベルでクリス
マスソングを演奏しよう）が講
義を実施し、多くの受講生の方
から好評を博しました。

行事日程

■令和4年度主な行事（前期分）

入学式 ………………………………………………………4月2日
（土）
オリエンテーション ……………………………4月1日
（金）〜6日
（水）
前期授業…………………………………4月7日
（木）〜7月27日
（水）
前期定期試験 ……………………………7月28日
（木）
〜8月3日
（水）

■オープンキャンパス…4月29日
（金・祝）、5月22日
（日）、6月11日
（土）
7月3日
（日）、7月24日
（日）、8月6日
（土）
8月21日
（日）、9月10日
（土）
■授業見学会 ……………………………………………7月18日
（月・祝）

〒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
【設置学科】
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

大垣女子短期大学通信

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24年度
に続き、
「適格」
と認定されました。
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