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深く学び、より楽しむ！
～新しい学生生活様式の中で～

学科だより
センターだより
学友会だより

春

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

〒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

〈Webサイト〉 〈Instagram〉

大垣女子短期大学通信

発行日／令和5年3月1日
編集／広報委員会
発行／大垣女子短期大学
E-mail info@ogaki-tandai.ac.jp

まちなかスクエアガーデン
「まちなかスクエアガーデン」とは、大垣市商店街振興組合連合会が主催する毎月第一
日曜日に大垣駅通りや周辺の公園・広場など、まちなかの公共スペース一帯でマーケット
やイベントを展開するまちづくりイベントです。
大垣女子短期大学も各学科がそれぞれの特徴を生かして、計6回の出展を行いました。

　デザイン美術学科は6月5日に「手作りトランプで遊ぼう・マンガ
吹き出しシールをつくろうWS」、9月4日に「シールでデザインWS 
withステラちゃん」を出展。学生が手作りしたトランプを使ったババ
抜きやマンガの吹き出しシール制作、学生がデザインした公式マス
コットキャラクター『ステラ』を使ったワークショップを行いました。

　幼児教育学科は4月3日に「おねえさんといっしょ！」、7月3日
に「POP UP 七夕」を出展。絵本の読み聞かせや親子体操、七夕
飾りワークショップとして子どもたちと一緒に短冊の飾り付けを
行いました。保育の授業で学んだことを生かして、多くの子どもた
ちを楽しませていました。

　音楽総合学科は12月4日に「Have a little fun with music !」
を出展。ウインドアンサンブルコースとピアノ・電子オルガンコー
スに分かれ、クリスマスコンサートを行いました。子どもに人気の
楽曲やクリスマスソングを演奏し、広場に素敵な音楽を響かせて
いました。

　歯科衛生学科は11月6日に「親子で作ろうLet’s 健口ライ
フ！」を出展。『上手な歯みがき』、『飲食習慣チェック』『お口の体
操』の3つのコーナーを設け、参加者にお口の健康づくりのため
のアドバイスを行いました。小さなお子様から大人まで多くの方
が参加し、学生にとっても貴重な交流の場となりました。

　  行事日程
入学式
オリエンテーション
前期授業
前期定期試験

………………………………………………………4月3日（月）
……………………………4月3日（月）～6日（木）

…………………………………4月7日（金）～7月27日（木）
……………………………7月28日（金）～8月3日（木）

■令和5年度主な行事（前期分）

■オープンキャンパス

■授業見学会

…4月29日（土・祝）、5月28日（日）、6月17日（土）
7月9日（日）、7月29日（土）、8月11日（金・祝）

8月27日（日）、9月9日（土）
……………………………………………7月17日（月・祝）

まちなかスクエアガーデンとは…

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

　 人事短信
●退職 デザイン美術学科 講師　宮川 友子（令和4年9月30日付） 事務局　山際 佑香（令和4年7月31日付）
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コロナ感染状況の収束が見えない中で、「ウイズコロナ」に向けて経済・社会活動を段階的に正常化させています。

本学においても感染拡大の防止を第一に考えつつ、徐々に活動制限を緩和させ、みずき祭の対面による開催や各学科

では以前のような実習を行いつつあります。学生の皆さんには、より充実した学生生活を送って欲しいと願っています。

令和4年度のみずき祭は、3年ぶりに対面での開催となりました。

大学祭実行委員会のメンバーは、前年は初のオンライン開催を

実現したという達成感はあるものの、「やっぱり対面で」という思

いを強く持っており、大学祭テーマ『女子短リベンジャーズ』を掲

げ、「みんなが楽しめること」と「感染防止対策」の両立を目指し

て粘り強く準備を進めていきました。

入学時からコロナ禍で学生生活を過ごし、実行委員も学生も対

面での開催の経験がない中で、みずきホールでのライブ、学科の

特色を存分に発揮した学科企画、豊かなアイデアや工夫を凝らし

たクラス・クラブ企画などが見事に復活しました。

3年ぶりの大学祭は、コロナ禍からの脱却を象徴する、学生たち

の笑顔が溢れるものとなりました。

学修成果の発表の場として、幼児教育学科の学生が「おかしのくに」をテーマに

企画し、１年生は「造形ワークショップ」、２年生は「あそびのコーナー」、３年生は

「ヘンゼルとグレーテル」の朗読劇などを行いました。

また、本学客員教授であるNHK「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さん

こと佐藤弘道先生には、オープニングで「めっちゃげんき体操」をしていただき、ご

来場いただいた方 と々交流するなど大変盛り上がりました。

今年で19回目を迎えることができ、３年ぶりの一般公開となりましたが学生が力

を合わせて地域の方に貢献できたと思います。

女子短リベンジャーズ
～楽しむのにひよってるやついる？～

どのコーナーも、こどもたちが楽しめるように工夫されていて、すごいなぁと感心しました。
学生の皆さんが優しく寄り添ってくださったおかげで、小学生や幼稚園の子はもちろん、
2歳の子も楽しく遊んでいました。
手作りおもちゃや折り紙など、たくさんお土産ももらえて、こどもたちは喜んでいました。
家に帰ってからも楽しく遊んでいます。
楽しい企画をありがとうございました。

保護者コメント

特集

新しい学生生活様式の中で
深く学び、より楽しむ！深 学 楽

みずき祭
第54回 こども祭第19回

オープニング

親子で楽しくリトミック♪

親子で大きな雪だるまを作ろう！

ポシェット作り

ぱくぱく 的入れ

幼児教育学科  森下 璃音

今年のみずき祭は、コロナウイルス感染症がまだ収まっていない中で、
実行委員会としても悩んだ末に3年ぶりの対面での開催としました。
私たち実行委員も対面での開催を経験しているものがいない中で、全
学生が安全に、目一杯楽しめることを目指し、万全の準備で臨みました。
全学生が一丸となった結果、沢山の笑顔が溢れる大学祭を復活させる
ことができました。

大学祭実行委員長より 学生の感想

学生の感想
【1年生】

3年生

2年生

2年生

絵本の読み聞かせ

2年生

【2年生】

【3年生】

1月15日（日）に第19回「こども祭」を開催し、地域の方や高校生、
卒業生など合わせて約300名の方々にご来場いただきました。

はじめて大垣女子短大にお邪魔させてもらいました。声優がいて吹き替えのあるのが新鮮
な劇でした。魔女の手下の女の子の声がとても可愛い声で、見ていてとても良かったです。
こどもも真剣に見ていたしプロの演劇みたいに本格的でとっても素晴らしかった。自宅から
1時間かけて行った甲斐があり毎年行きたいと思いました。友達や職場の子育て支援セン
ター、児童館のみんなに広めたいです。

1年生

2年生
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学科トピックス

幼児教育学科

■定期演奏会 令和５年10月7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】
■卒業演奏発表会 令和６年1月28日（日） 時間未定【大垣市スイトピアセンター音楽堂】

※日程・時間等が変更となる場合が
　ございます。

音楽総合学科

歯科衛生学科

デザイン美術学科

4学科からの旬な情報を
お届けします。

学科トピックス

日常的な感染防止対策が浸透し、学生たちも新しい生活スタイルができてきました。演奏活動の機会も増え、小学校をはじめとする地
域のイベントにも参加ができ、多くのお客様に音楽を届けることができました。みずき祭も3年ぶりに在学生のみでしたが対面で実施が
でき、キャンパスにも学生の笑顔が戻りつつあります。アフターコロナ時代に向け、これから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、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。

学科の取り組み

学科の取り組み・行事

学科の取り組み

令和5年度スケジュール
（予定）

第２６回ウインドアンサンブル定期演奏会
大垣市民会館大ホールにて第２６回ウインドアンサン
ブル定期演奏会を行いました。３年ぶりの開催となりま
したが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で開催
できなかった３年分の思いを込めて演奏いたしました。
今年は、ゲストに名古屋フィルハーモニー交響楽団フ
ルート奏者の満丸彬人氏（本学講師）をお招きし、素
晴らしい演奏を披露していただきました。

ウインドアンサンブルコース

【その他の学外演奏】

大垣市商店街振興組合連合会主催まちなかスクエアガー
デン（丸の内公園）にて、ピアノと電子オルガンによるソロ
やアンサンブル演奏を行いました。とても寒い日で、あいにく
途中で雨も降りましたが、お子さまから大人の方まで市民の
皆様に楽しんでいただける幅広い曲目を演奏しました。

ピアノコース・電子オルガンコース

学科トピックス

学科トピックス

◆「おはなしの世界」（朗読劇）

みずき祭〈1年〉

第32回 歯科衛生士国家試験〈3年〉
名古屋市内で3年生が第32回歯科衛生士国家試験を受験します。
合格発表：3月24日（金） 

3月5日（日）

宣誓式〈2年〉
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。

大垣市「まちなかスクエアガーデン」

後期になり、 3年生は3月に実施される国家試験合格に向け、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、歯科医療の現場に臨んでいます。1年生は学内行事や学内実習、講義等で基本的な知識・技術を身につけています。 　

高齢者施設での実践
今年度も無事に臨床実習を終えることができました。それに加え
て、依頼があった高齢者施設にてボランティアを行うこともでき
ました。新型コロナウイルス感染症対策による影響はまだありま
すが、福祉施設では感染対策を取りながらの実習が定着してき
たのを感じます。

音楽療法コース

10月28日（金）、29日（土）

■第２７回ウインドアンサンブル定期演奏会 令和6年２月12日（月・祝） 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】

３年生による「ヘンゼルとグレーテル」のお話。
お菓子がいっぱいでワクワク！ 魔女が出てきて
ドキドキ！話し手と演じ手の息がピッタリ。音楽も
美術も照明も素敵な演出ばかりで、こどもたち
はお話の世界に引き込まれていました。

◆「あそびの世界」（体育館企画）
１・２年生で、こどもみんなが楽しめるあそびのブースを企画しま
した。「乳児から小学生まで楽しめる遊びがいっぱいでこどもた
ちは大喜びでした」と、参加者に楽しんでいただけました。

9月22日（木）
はじめての幼教合宿！

2年間中止となった合同合
宿でしたが、今年度は宿泊を
しない1日日程で実施しました。午前は各学
年の学修成果発表、午後は合宿委員が企
画した大垣まちめぐりをして、学生間の親睦を
深めました。3年生はずっと我慢の2年半でし
たが、少しだけ気持ちが晴れた気がしました。

連載マンガの実写ドラマ化
卒業生の活躍

卒業生の（P.N）松虫あられさんのマンガ作品
「自転車屋さんの高橋くん」がテレビドラマ化さ
れました（全8話）。11月3日（木・祝）～12月22
日（木）の、０時３０分～１時００分まで、テレビ東
京系列で放映されました。
出演：鈴木伸之、内田理央 他

2月7日（火）～12日（日）

地域安全にゅーす
防犯4コママンガ連載中

第51回卒業記念展

野中貿易 株式会社による特別講義
前半は、セルマーサックスのタンポ合わせの方法やラッ
カーの特性などを講義いただきました。後半は、野中貿易
（株）で営業をしている本学卒業生に取扱商品の説明に
加えて、販売におけるセールスポイントを講義いただきま
した。卒業後、修理や販売に携わる仕事に就く学生に
とっては役に立つことばかりでした。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。

管打楽器リペアコース

岐阜県美術館にて、卒業年次生が2年間の
集大成となる作品の展示を行いました。

12月15日（木）～18日（日）
アジアグラフ展示

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
ントの作品展示部門である「ASIAGRAPH 
2022 in Gifu CG Art Gallery」を、岐阜県
図書館で開催しました。

●11月９日（水）

●11月１６日（水）

●12月7日（水）、12月21日（水）
●１月２５日（水）
●２月６日（月）～２０日（月）

幼稚園研究セミナー
（私立幼稚園連合会西濃地区）（1、2年）
保育園研究セミナー
（大垣民間保育園連合会）（1、2年）
保育総合試験（実技・筆記）（2年）
子ども研究ポスターセッション（全学年）
保育実習Ⅰa（１年）、
幼稚園教育実習Ⅱ（2年）

………………

……………

…
………………

……

●12月11日（日）

●1月6日（金）

…

……

大垣キワニスクラブ
クリスマス家族会にてピアノ演奏
大垣商工会議所
新春議員懇談会にてピアノ演奏 など

出前講座を行いました
●9月17日（土）
●12月5日（月）

…
…
愛知県立稲沢東高等学校　美術部生徒対象「イラスト表現について」
愛知県立一宮起工科高等学校　デザイン科生徒対象
「制作のための専門画材の活用法」「キャラクター制作とその展開」

1月15日（日）

第19回こども祭
「おかしのくに」
3年ぶりの一般公開

感染症拡大対策として、午前と
午後の２部構成で時間を限定し
開催しました。地域のこどもたちと
その家族の84組約３００人に参
加いただきました。

9月4日（日）大垣市「まちなかスクエアガーデン」参加
「シールでデザインワークショップ」を行いました。

11月15日（火）

学外実習報告会〈3年〉
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。

11月17日（木）

9月6日（火）、7日（水）マンガ原稿持ち込み研修
東京都にある出版社に授業で制作した自作のマンガ作品を持ち
込みました。今年は、㈱講談社、㈱小学館、㈱白泉社、㈱マックガー
デンの各編集者に直接原稿を見てもらい講評をいただきました。

第71回 大垣市美術展～一般の部 上位入賞
第71回市美術展の一般の部には、日本画、洋画、書、彫塑工芸、デザイン、写真の6部門に
222点の応募があり、本学より上位入賞者が2名選ばれました。
【デザイン】
◇市長賞＝zyuube（神戸町）　𠮷田 梨乃　　◇教育長賞＝和田（岐阜市）　和田 翔

累計100万部超えの大ヒット連載

●第10回 ananマンガ大賞
　準大賞作品
●pixivコミックランキング2020
　「恋愛グルメ部門」第3位
●マンガ大賞2022 第10位
●このマンガがすごい！ 2022
　オンナ編13位

「キッズタウンぎふ2022」職業体験イベントに参加

年長から小学6年生の子どもたちを対象とする職業体験イベントにおいて、OKB
ぎふ清流アリーナで「マンガ家」の職業体験に参加しました。

8月27日（土）、28日（日）
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学科トピックス

幼児教育学科

■定期演奏会 令和５年10月7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】
■卒業演奏発表会 令和６年1月28日（日） 時間未定【大垣市スイトピアセンター音楽堂】

※日程・時間等が変更となる場合が
　ございます。

音楽総合学科

歯科衛生学科

デザイン美術学科

4学科からの旬な情報を
お届けします。

学科トピックス

日常的な感染防止対策が浸透し、学生たちも新しい生活スタイルができてきました。演奏活動の機会も増え、小学校をはじめとする地
域のイベントにも参加ができ、多くのお客様に音楽を届けることができました。みずき祭も3年ぶりに在学生のみでしたが対面で実施が
でき、キャンパスにも学生の笑顔が戻りつつあります。アフターコロナ時代に向け、これから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、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。

学科の取り組み

学科の取り組み・行事

学科の取り組み

令和5年度スケジュール
（予定）

第２６回ウインドアンサンブル定期演奏会
大垣市民会館大ホールにて第２６回ウインドアンサン
ブル定期演奏会を行いました。３年ぶりの開催となりま
したが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で開催
できなかった３年分の思いを込めて演奏いたしました。
今年は、ゲストに名古屋フィルハーモニー交響楽団フ
ルート奏者の満丸彬人氏（本学講師）をお招きし、素
晴らしい演奏を披露していただきました。

ウインドアンサンブルコース

【その他の学外演奏】

大垣市商店街振興組合連合会主催まちなかスクエアガー
デン（丸の内公園）にて、ピアノと電子オルガンによるソロ
やアンサンブル演奏を行いました。とても寒い日で、あいにく
途中で雨も降りましたが、お子さまから大人の方まで市民の
皆様に楽しんでいただける幅広い曲目を演奏しました。

ピアノコース・電子オルガンコース

学科トピックス

学科トピックス

◆「おはなしの世界」（朗読劇）

みずき祭〈1年〉

第32回 歯科衛生士国家試験〈3年〉
名古屋市内で3年生が第32回歯科衛生士国家試験を受験します。
合格発表：3月24日（金） 

3月5日（日）

宣誓式〈2年〉
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。

大垣市「まちなかスクエアガーデン」

後期になり、 3年生は3月に実施される国家試験合格に向け、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、歯科医療の現場に臨んでいます。1年生は学内行事や学内実習、講義等で基本的な知識・技術を身につけています。 　

高齢者施設での実践
今年度も無事に臨床実習を終えることができました。それに加え
て、依頼があった高齢者施設にてボランティアを行うこともでき
ました。新型コロナウイルス感染症対策による影響はまだありま
すが、福祉施設では感染対策を取りながらの実習が定着してき
たのを感じます。

音楽療法コース

10月28日（金）、29日（土）

■第２７回ウインドアンサンブル定期演奏会 令和6年２月12日（月・祝） 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】

３年生による「ヘンゼルとグレーテル」のお話。
お菓子がいっぱいでワクワク！ 魔女が出てきて
ドキドキ！話し手と演じ手の息がピッタリ。音楽も
美術も照明も素敵な演出ばかりで、こどもたち
はお話の世界に引き込まれていました。

◆「あそびの世界」（体育館企画）
１・２年生で、こどもみんなが楽しめるあそびのブースを企画しま
した。「乳児から小学生まで楽しめる遊びがいっぱいでこどもた
ちは大喜びでした」と、参加者に楽しんでいただけました。

9月22日（木）
はじめての幼教合宿！

2年間中止となった合同合
宿でしたが、今年度は宿泊を
しない1日日程で実施しました。午前は各学
年の学修成果発表、午後は合宿委員が企
画した大垣まちめぐりをして、学生間の親睦を
深めました。3年生はずっと我慢の2年半でし
たが、少しだけ気持ちが晴れた気がしました。

連載マンガの実写ドラマ化
卒業生の活躍

卒業生の（P.N）松虫あられさんのマンガ作品
「自転車屋さんの高橋くん」がテレビドラマ化さ
れました（全8話）。11月3日（木・祝）～12月22
日（木）の、０時３０分～１時００分まで、テレビ東
京系列で放映されました。
出演：鈴木伸之、内田理央 他

2月7日（火）～12日（日）

地域安全にゅーす
防犯4コママンガ連載中

第51回卒業記念展

野中貿易 株式会社による特別講義
前半は、セルマーサックスのタンポ合わせの方法やラッ
カーの特性などを講義いただきました。後半は、野中貿易
（株）で営業をしている本学卒業生に取扱商品の説明に
加えて、販売におけるセールスポイントを講義いただきま
した。卒業後、修理や販売に携わる仕事に就く学生に
とっては役に立つことばかりでした。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。

管打楽器リペアコース

岐阜県美術館にて、卒業年次生が2年間の
集大成となる作品の展示を行いました。

12月15日（木）～18日（日）
アジアグラフ展示

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
ントの作品展示部門である「ASIAGRAPH 
2022 in Gifu CG Art Gallery」を、岐阜県
図書館で開催しました。

●11月９日（水）

●11月１６日（水）

●12月7日（水）、12月21日（水）
●１月２５日（水）
●２月６日（月）～２０日（月）

幼稚園研究セミナー
（私立幼稚園連合会西濃地区）（1、2年）
保育園研究セミナー
（大垣民間保育園連合会）（1、2年）
保育総合試験（実技・筆記）（2年）
子ども研究ポスターセッション（全学年）
保育実習Ⅰa（１年）、
幼稚園教育実習Ⅱ（2年）

………………

……………

…
………………

……

●12月11日（日）

●1月6日（金）

…

……

大垣キワニスクラブ
クリスマス家族会にてピアノ演奏
大垣商工会議所
新春議員懇談会にてピアノ演奏 など

出前講座を行いました
●9月17日（土）
●12月5日（月）

…
…
愛知県立稲沢東高等学校　美術部生徒対象「イラスト表現について」
愛知県立一宮起工科高等学校　デザイン科生徒対象
「制作のための専門画材の活用法」「キャラクター制作とその展開」

1月15日（日）

第19回こども祭
「おかしのくに」
3年ぶりの一般公開

感染症拡大対策として、午前と
午後の２部構成で時間を限定し
開催しました。地域のこどもたちと
その家族の84組約３００人に参
加いただきました。

9月4日（日）大垣市「まちなかスクエアガーデン」参加
「シールでデザインワークショップ」を行いました。

11月15日（火）

学外実習報告会〈3年〉
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。

11月17日（木）

9月6日（火）、7日（水）マンガ原稿持ち込み研修
東京都にある出版社に授業で制作した自作のマンガ作品を持ち
込みました。今年は、㈱講談社、㈱小学館、㈱白泉社、㈱マックガー
デンの各編集者に直接原稿を見てもらい講評をいただきました。

第71回 大垣市美術展～一般の部 上位入賞
第71回市美術展の一般の部には、日本画、洋画、書、彫塑工芸、デザイン、写真の6部門に
222点の応募があり、本学より上位入賞者が2名選ばれました。
【デザイン】
◇市長賞＝zyuube（神戸町）　𠮷田 梨乃　　◇教育長賞＝和田（岐阜市）　和田 翔

累計100万部超えの大ヒット連載

●第10回 ananマンガ大賞
　準大賞作品
●pixivコミックランキング2020
　「恋愛グルメ部門」第3位
●マンガ大賞2022 第10位
●このマンガがすごい！ 2022
　オンナ編13位

「キッズタウンぎふ2022」職業体験イベントに参加

年長から小学6年生の子どもたちを対象とする職業体験イベントにおいて、OKB
ぎふ清流アリーナで「マンガ家」の職業体験に参加しました。

8月27日（土）、28日（日）
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「学友会」とは…

みずき祭収益を寄付

ウクライナの人の役に立ちたいという思いから、
第54回みずき祭における模擬店の収益金など
の一部を、救援金として大垣市を通して日本赤
十字社に寄託しました。

クリスマス特別抽選会
～クリスマスクイズラリー～

クリスマス特別企画として、クイズラリーを開催♪
学友会サンタから当選者に素敵なプレゼントを
届けました。

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 活動のあしあと

１年生の中から私たちと一緒に
学友会活動を盛り上げる学友会

委員メンバーを募集

しています。みんなで一緒にイベン
トを盛り上げていきましょう♪

募 集

学友会だより
メンバー紹介 令和5年度 大垣女子短期大学 学友会委員

成田 絢音
［デザイン美術学科］（会長）

山下 由奈
［音楽総合学科］（書記）

舘 さくら
［音楽総合学科］（会計監査）

川瀬 瑞貴
［歯科衛生学科］

堀谷 優奈
［幼児教育学科］（副会長）

加藤 里矢
［デザイン美術学科］（会計）

田中 佑奈
［幼児教育学科］

松崎 沙映
［歯科衛生学科］（副会長）

伊藤 凜
［音楽総合学科］（会計監査）

山本 菜月
［音楽総合学科］

◆教養教育で学生の学びの充実を

総合教育センター

　2022年度は感染対策を重視した制限のある環境下で従来

通りの対面での講義や演習その他の活動を行いました。センター

教員4名体制2年目となり、初年次教育では1学科1センター教

員の担当制で1年次生に継続的に関わりました。また、全教員が

担当する学科混成小人数授業「基礎ゼミ」も実施し、学科間交

流の中で各自が自身の獲得した専門性を可視化し目標を再認識

する場となりました。初年次教育全体の振り返り授業では、専門

教育の基礎となる教養科目で得た知識や技術をディプロマポリ

シーやカリキュラムポリシーの項目毎に自己評価することで学修

達成度を把握しました。これらは目の前の授業に日々取り組む学

　はじめまして。この度学友会会長に就任しました成田絢
音です。今年度の学友会委員は、幼児教育学科2名、デザ
イン美術学科2名、音楽総合学科4名、歯科衛生学科2名
と新たに加入する1年生で活動します。昨年は新型コロナ
ウイルスの影響も緩和し、3年ぶりに対面でみずき祭（大
学祭）を開催することができました。感染対策のため、学内
関係者のみでの開催でしたが、今年は一般の方も参加で
きるよう検討していきたいと考えています。そして、学生の
皆さんにも楽しんでもらえるような企画も考えていきます。
　私達学友会委員は、皆さんの学生生活が少しでも豊か
に、楽しく過ごせるよう努力していきます。

新会長　成田 絢音　　　　　　　

新入生の学生生活がより充実したものに
なるように、クラブ活動や学友会活動の
紹介・学科交流会を行いました♪

FSC(ファーストステップキャンパス
)

学友会の活動などを
SNSで定期的に
更新しています

ウクライナ
人道危機救援金

19,610円

総合教育センター長／IRセンター長
教授

研究分野

茂木 七香

発達心理学、カウンセリング、
ピアヘルピング、女性学

生たちにとって学修成果を改めて実感する機会となり、次の学び

への意欲に繋がります。

　キャリア教育では従来からの授業の名称と受講形式、授業内

容を変更し、基礎教養の定着と就職試験対策に特化した分野

別演習授業に改変しました。学習習慣を身につけて課題に着実

に取り組む学生達の姿が早くも見られ、手ごたえを感じます。

　総合教育センターでは、学生たちの専門科目での学びを支え、

社会に出るために必要な力を身につけるため、今後も様々な取り

組みで本学の教育の改善を進めてゆきます。

◆IRの視点を教育の質向上に活かす

ＩＲセンター

　IRセンターでは本学の教育・地域貢献・研究等の状況を把

握して分析し、本学教育の一層の質向上を目指しています。

2022年度に地域貢献活動の一つとして大垣市商店街振興

組合連合会主催の「まちなかスクエアガーデン」に各学科が出

展し日々の学修成果を通じて市民との交流を行いました。ＩＲセ

ンター主導で各回の来場者数と来場理由等を時系列で記録し

集計・分析してイベント特性や実施効果を把握し、次年度参加

に向けた各学科の準備に必要な情報を提供しました。また、学

修行動等調査の項目内容を昨年一部変更した結果、学生の

授業時間内外での学修への取り組みが詳細に把握できるよう

になりました。このように従来からの様々な取り組みをＩＲの視点

で捉え直し必要なデータを取得することは、今後進むべき方向

を明確にし、学生の実態を新たな角度から見つめることに繋が

ります。

　2023年度からは初年次教育の一部改変を検討し、1年次

生の基礎学力の把握を学内独自ツールから外部ツールに変更

することとなりました。基礎学力の継時変化を計測しその結果を

可視化することが可能となるため、初年次教育の一斉授業や学

科毎の個別指導に役立てて各学生の学びの質を高める効果が

期待されます。

センターだより

「まちなかスクエアガーデン」出展の様子（2022年6月5日）
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「学友会」とは…

みずき祭収益を寄付

ウクライナの人の役に立ちたいという思いから、
第54回みずき祭における模擬店の収益金など
の一部を、救援金として大垣市を通して日本赤
十字社に寄託しました。

クリスマス特別抽選会
～クリスマスクイズラリー～

クリスマス特別企画として、クイズラリーを開催♪
学友会サンタから当選者に素敵なプレゼントを
届けました。

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 活動のあしあと

１年生の中から私たちと一緒に
学友会活動を盛り上げる学友会

委員メンバーを募集

しています。みんなで一緒にイベン
トを盛り上げていきましょう♪

募 集

学友会だより
メンバー紹介 令和5年度 大垣女子短期大学 学友会委員

成田 絢音
［デザイン美術学科］（会長）

山下 由奈
［音楽総合学科］（書記）

舘 さくら
［音楽総合学科］（会計監査）

川瀬 瑞貴
［歯科衛生学科］

堀谷 優奈
［幼児教育学科］（副会長）

加藤 里矢
［デザイン美術学科］（会計）

田中 佑奈
［幼児教育学科］

松崎 沙映
［歯科衛生学科］（副会長）

伊藤 凜
［音楽総合学科］（会計監査）

山本 菜月
［音楽総合学科］

◆教養教育で学生の学びの充実を

総合教育センター

　2022年度は感染対策を重視した制限のある環境下で従来

通りの対面での講義や演習その他の活動を行いました。センター
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　はじめまして。この度学友会会長に就任しました成田絢
音です。今年度の学友会委員は、幼児教育学科2名、デザ
イン美術学科2名、音楽総合学科4名、歯科衛生学科2名
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)
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ウクライナ
人道危機救援金

19,610円

総合教育センター長／IRセンター長
教授

研究分野

茂木 七香

発達心理学、カウンセリング、
ピアヘルピング、女性学

生たちにとって学修成果を改めて実感する機会となり、次の学び

への意欲に繋がります。
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センターだより

「まちなかスクエアガーデン」出展の様子（2022年6月5日）
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アナログゲーム部

❶金曜日／12：30～12：50　　❷音楽リズム室 K201

❸それぞれ好きな歌を歌うクラブです。一人でもデュエットでもOK！

❹コロナの関係で歌を発表することがなかったので、発表する機会が
あればやっていきたいです。

❺歌が好きな人大歓迎！強制参加ではないので気楽にきてください。
みずき祭などで歌を歌うこともあるかも…？

song&song

各クラブ長が活動内 容をお伝えします！

美文字書道

❶不定期　　❷H103

❸絵本が好きな人等が集まり、活動し
ています。大型絵本や紙芝居の読み聞かせ等を練習
し、以前は「おはなし会」なども行っていました。

❹部員を増やして、みんな楽しく活動したい！！

❺のんびり活動しています。どんな理由でも大歓迎です！
見学だけでもいいので、ぜひ見に来てください！

児童文化

❶火曜日／17：50～18：40　　❷B401

❸初心者でもできる楽器を一から教えます！一緒に音楽を作り
上げましょう！

❹（できれば）複数の管楽器でジャズらしいアンサンブルに取り
組みたいです♪

❺現在部員が少ないので興味のある人はぜひ来てください！

ＪＡＺＺ

❶木曜日　　❷音楽リズム室 K201

❸踊ってみた動画を見て、振り付けを覚えています。自分たちの好きな曲や踊
りたい振りをグループで行います！みずき祭のステージで披露します！！

❹練習や衣装などみんなの意見を聞きながら、より良いクラブ活動ができる
ようにしていきたいです！次回のみずき祭では、何曲か踊れるように出来た
らいいなぁ♪

❺踊ることが好きな方、初心者の方でも、ぜひ来てみてください！ダンス経験
がない子がほとんどなので楽しんで好きな曲を踊ることができるよ！

踊ってみた

❶木曜日／16：20～17：00　　❷B404

❸人気のボカロ曲を歌ってステージに出たり、好きな歌い手の話をした
り楽しく活動しています！

❹みんなで盛り上がれる活動が出来るように意見を出し合ったり、
楽しく充実したクラブ活動をしていきたいです！

❺昨年は活動を徐々に増やし、みずき祭という大きなステージで緊張
がありながらも活動が出来ました。興味がある人はぜひ見学に来てく
ださい！

ボカロ部

❶活動日時

❷活動場所

❸クラブ紹介

❹これか  ら取り組んでいきたいこと

❺クラブ  からのメッセージ

❶不定期　　❷D204　　❸美しい字を書けるように練習します。

❹書道パフォーマンスや書き初めなど普段の生活では書けないものにもチャレンジしてみたいです。

❺字をきれいに書けるようになりたい方、少し興味がある方大歓迎です。
書道、ペン習字など美しい字を書ける練習をしていきましょう。

❶木曜日／16：20～　　❷A301

❸私達は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、誰もが生きやすい社会づくりの一歩として活動をしています。

❹相手も自分も大切にできる社会づくりができるように様々な方法で活動していきます。私たちも学びながら取り組んでいきます。

❺生活していて「これって性別関係ある？」と思うことはありませんか？そんな日常で直面する率直な疑問について話しましょう！

❶木曜日／16：30～　　❷みずきサロン

❸各自で好きなように撮影しているので、自由に活動できます。
以前は、撮影旅行にも出かけていました。

❹コロナウイルスの影響により撮影旅行に行けていなかったので、今年は撮影旅行を
したいと思っています。また、みずき祭の展示企画にも力を入れていきたいです。

❺本格的なカメラを持っていなくてもスマホがあれば参加出来ます。カメラ、写真を
撮ることが好きな人大歓迎です！

写　真

❶木曜日／16：30～17：00　　❷B401

❸楽しく気軽に手話を学べるクラブです。

❹ランチタイムコンサートなどの行事に積極的に参加したいです。　　　　
手話検定5級への挑戦も考えています！

❺自分たちで手話を調べたり、講師の方に聞いたりしながら手話を学んでい
ます。部員が少なく存続の危機…！手話に興味のある方はぜひ！

手話コミュニケーション部

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／12：30～12：50　　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。またボラン
ティアに積極的参加し、地域の方と交流しています。

❹主にキンボールやマンカラをして、他にもいろんなスポーツをやっていきたい
です。またボランティアに積極的に参加していきたい。

❺みんな楽しく元気に活動しています。スポーツが得意な人でも苦手な人でもとても楽しめるので、ぜひ来てください。

体爽部

❶火・木曜日／16：30～18：00　　❷体育館

❸みんなでバレーをして楽しく体を動かしています！

❹クラブの人数を集めて、もっとゲームをしてみたい！と思っています！！

❺大学生になってあまり運動してない子も多いと思います。楽しく遊
んで一緒に汗を流しましょう！！先輩後輩関係なくやってます～！よ
かったら一度見学に来てくださいね！

バレーボール

❶不定期　　❷K103

❸楽しく音楽してます！楽器やりたい人、歌いたい人、とにかく
音楽したい人が色んな学科から来ています～！

❹まずは活動時間を増やすこと、そしてみずき祭でのステージ
発表などのライブ等を企画していきたいです。

❺弾き語りしたい人、バンドしたい人、歌いたい人、初心者でも
とにかく興味があれば遊びに来てくださいね！楽器がなくて
も、備品があるので安心してくださいね～♪

軽音部

❶木曜日／16：30～　　❷みずきサロン

❸いつでもどこでも誰とでもアナログゲームをしています！！！

❹これからもハッピーに活発に活動していきます。念願だった
ピニャータ祭りを開催しました☆やったね！

❺放課後のみずきサロンで活動する事が多いです。学科学年
関係なく交流できるアナログゲームで生活を豊かにしましょう！
Noアナログゲーム！No Life！

98

アナログゲーム部

❶金曜日／12：30～12：50　　❷音楽リズム室 K201

❸それぞれ好きな歌を歌うクラブです。一人でもデュエットでもOK！

❹コロナの関係で歌を発表することがなかったので、発表する機会が
あればやっていきたいです。

❺歌が好きな人大歓迎！強制参加ではないので気楽にきてください。
みずき祭などで歌を歌うこともあるかも…？

song&song

各クラブ長が活動内 容をお伝えします！

美文字書道

❶不定期　　❷H103

❸絵本が好きな人等が集まり、活動し
ています。大型絵本や紙芝居の読み聞かせ等を練習
し、以前は「おはなし会」なども行っていました。

❹部員を増やして、みんな楽しく活動したい！！

❺のんびり活動しています。どんな理由でも大歓迎です！
見学だけでもいいので、ぜひ見に来てください！

児童文化

❶火曜日／17：50～18：40　　❷B401

❸初心者でもできる楽器を一から教えます！一緒に音楽を作り
上げましょう！

❹（できれば）複数の管楽器でジャズらしいアンサンブルに取り
組みたいです♪

❺現在部員が少ないので興味のある人はぜひ来てください！

ＪＡＺＺ

❶木曜日　　❷音楽リズム室 K201

❸踊ってみた動画を見て、振り付けを覚えています。自分たちの好きな曲や踊
りたい振りをグループで行います！みずき祭のステージで披露します！！

❹練習や衣装などみんなの意見を聞きながら、より良いクラブ活動ができる
ようにしていきたいです！次回のみずき祭では、何曲か踊れるように出来た
らいいなぁ♪

❺踊ることが好きな方、初心者の方でも、ぜひ来てみてください！ダンス経験
がない子がほとんどなので楽しんで好きな曲を踊ることができるよ！

踊ってみた

❶木曜日／16：20～17：00　　❷B404

❸人気のボカロ曲を歌ってステージに出たり、好きな歌い手の話をした
り楽しく活動しています！

❹みんなで盛り上がれる活動が出来るように意見を出し合ったり、
楽しく充実したクラブ活動をしていきたいです！

❺昨年は活動を徐々に増やし、みずき祭という大きなステージで緊張
がありながらも活動が出来ました。興味がある人はぜひ見学に来てく
ださい！

ボカロ部

❶活動日時

❷活動場所

❸クラブ紹介

❹これか  ら取り組んでいきたいこと

❺クラブ  からのメッセージ

❶不定期　　❷D204　　❸美しい字を書けるように練習します。

❹書道パフォーマンスや書き初めなど普段の生活では書けないものにもチャレンジしてみたいです。

❺字をきれいに書けるようになりたい方、少し興味がある方大歓迎です。
書道、ペン習字など美しい字を書ける練習をしていきましょう。

❶木曜日／16：20～　　❷A301

❸私達は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、誰もが生きやすい社会づくりの一歩として活動をしています。

❹相手も自分も大切にできる社会づくりができるように様々な方法で活動していきます。私たちも学びながら取り組んでいきます。

❺生活していて「これって性別関係ある？」と思うことはありませんか？そんな日常で直面する率直な疑問について話しましょう！

❶木曜日／16：30～　　❷みずきサロン

❸各自で好きなように撮影しているので、自由に活動できます。
以前は、撮影旅行にも出かけていました。

❹コロナウイルスの影響により撮影旅行に行けていなかったので、今年は撮影旅行を
したいと思っています。また、みずき祭の展示企画にも力を入れていきたいです。

❺本格的なカメラを持っていなくてもスマホがあれば参加出来ます。カメラ、写真を
撮ることが好きな人大歓迎です！

写　真

❶木曜日／16：30～17：00　　❷B401

❸楽しく気軽に手話を学べるクラブです。

❹ランチタイムコンサートなどの行事に積極的に参加したいです。　　　　
手話検定5級への挑戦も考えています！

❺自分たちで手話を調べたり、講師の方に聞いたりしながら手話を学んでい
ます。部員が少なく存続の危機…！手話に興味のある方はぜひ！

手話コミュニケーション部

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／12：30～12：50　　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。またボラン
ティアに積極的参加し、地域の方と交流しています。

❹主にキンボールやマンカラをして、他にもいろんなスポーツをやっていきたい
です。またボランティアに積極的に参加していきたい。

❺みんな楽しく元気に活動しています。スポーツが得意な人でも苦手な人でもとても楽しめるので、ぜひ来てください。

体爽部

❶火・木曜日／16：30～18：00　　❷体育館

❸みんなでバレーをして楽しく体を動かしています！

❹クラブの人数を集めて、もっとゲームをしてみたい！と思っています！！

❺大学生になってあまり運動してない子も多いと思います。楽しく遊
んで一緒に汗を流しましょう！！先輩後輩関係なくやってます～！よ
かったら一度見学に来てくださいね！

バレーボール

❶不定期　　❷K103

❸楽しく音楽してます！楽器やりたい人、歌いたい人、とにかく
音楽したい人が色んな学科から来ています～！

❹まずは活動時間を増やすこと、そしてみずき祭でのステージ
発表などのライブ等を企画していきたいです。

❺弾き語りしたい人、バンドしたい人、歌いたい人、初心者でも
とにかく興味があれば遊びに来てくださいね！楽器がなくて
も、備品があるので安心してくださいね～♪

軽音部

❶木曜日／16：30～　　❷みずきサロン

❸いつでもどこでも誰とでもアナログゲームをしています！！！

❹これからもハッピーに活発に活動していきます。念願だった
ピニャータ祭りを開催しました☆やったね！

❺放課後のみずきサロンで活動する事が多いです。学科学年
関係なく交流できるアナログゲームで生活を豊かにしましょう！
Noアナログゲーム！No Life！

98



〈出身校〉
滋賀県立長浜北星高等学校

（滋賀県長浜市）

就職内定先

職種、仕事内容

長浜市

保育士、幼稚園教諭

幼児教育学科

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。

瀬﨑 掌子

在学生 インタビュー

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　私は子どもが困っていることに気付き、何に困ってい
るのか、なぜ困っているのかを考え、子どもの心に寄り
添った保育をしたいと思っています。そのための知識を身
につけたいと思い、特別支援について深く学べる本学
に魅力を感じ、入学を決意しました。また、たくさんの資格を取得できることも理由の一つです。
特別支援の勉強だけではなく、様々なことを学ぶと、また違った視点から子どもを見ることができ
ると思います。一つの支援・援助ではなく、様々な視点から支援・援助していきたいと思います。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　授業の中で先生方から現場のエピソードを聞く機会がよくあり、その中でたくさんの子どもの
姿を知り、自分なりに子どもの思いを考えたり、先生や友達の考えを知ったりすることで、幅広い
視点から子どもを見られるようになりました。エピソードを聞いていると、子どもを見る目が変わっ
てきて、些細なことでも「なんでだろう」と疑問をもって子どもの思いを考えられるようになり、それ
がよりよい保育に繋がっていくのではないかと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　本学に来て、ある先生と出会い、自分に自信がもてるようになりました。出会ってすぐに自分の良
いところを見つけて褒めてくださって、日常生活でも子どもの前でも自分らしく楽しく生きられるよう
になりました。私はこのような先生になりたいと思っています。子ども一人ひとりをよく見て、良いとこ
ろを見つけて伝えて、自分に自信をもって楽しく生きていける子どもを育てていきたいです。また、子
どもに対してだけでなく、これから出会うたくさんの人に対してもこのようにありたいと思っています。

〈出身校〉
岐阜県立長良高等学校
（岐阜県岐阜市）

メディアデザインコース

就職内定先

職種、仕事内容

昭和企画株式会社

パッケージデザイン制作

デザイン美術学科

松井 ゆき菜

❶本学へ入学した理由、期待していたこと　　
　幼い頃から好きな絵を学ぶことができる大学を探してい
たところ、本学のコミックイラストレーションコースが目に留
まり、オープンキャンパスへ参加しました。先生方、先輩方
のお話を伺う中で、授業風景のイメージや入学意欲が湧き
志望を決めました。1年次には、コースを絞らず、CGやデザ
インなど美術の基礎を学ぶことができます。その中で新たな興味が生まれたり、知識や技術を身
につけられたりする点にも惹かれました。悩んだ結果、メディアデザインコースを選びました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　デザインに関する基礎知識はもちろん、日常生活に溢れる様 な々色やデザインへの観察眼も、
とても育まれたように感じます。何気ない日常から得られる発想が多くあると学び、授業時間外でも
常にアンテナを張り巡らせ、ふと目に入った物を写真などで記録に残すようになりました。この習慣
により、自分にないアイデアを吸収することができ、デザインの考え方の幅が広がったと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　春からは、お菓子などのパッケージのデザイン制作を行う会社で働いていきます。入学するま
でデザインに対して興味すら持っていなかったこともあり、慣れない環境、分野で上手く仕事を
こなしていけるか不安は大きくあります。ですが、講義を通して得た知識や技術を存分に活かし、
お客様に愛されるパッケージをデザインできるよう、向上心を忘れず励んでいきたいです。

〈出身校〉
岐阜県立益田清風高等学校

（岐阜県下呂市）

音楽療法コース

就職内定先

職種、仕事内容

社会福祉法人
下呂市社会福祉協議会

介護職

音楽総合学科

中川 穂香

❶本学へ入学した理由、期待していたこと　　　　　　　　　　　　　
　オープンキャンパスに参加した際に、先生方の笑顔溢れる温かい雰囲気に魅力を感じまし
た。経験と知識が豊富な先生方にミニレッスンや講義をしていただき、授業や学校生活のイ
メージを掴むことができました。また、1年生の時から施設で実践できると聞き、多くの経験を積む
ことができるのも魅力の一つだと感じました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　2年という短い時間ではありましたが、毎日がとても充実しました。1年生の時から施設で実践さ
せていただき、自分のプログラムを見直すことで次に活かせることや改善点に気付くことができ、
さらに質の高いセッションができました。また、授業外の時間も大切にしました。昔の曲は知らない
曲が多かったので調べたり、弾き歌いができるように練習をしたりして曲への知識も増やしました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　4月から介護施設で働きます。介護は人対
人の仕事なので利用者さんへの思いやりを
忘れないことはもちろん、常に学ぶ姿勢をも
ち、利用者さんや他の職員の方からたくさん吸
収して介護を提供していきたいです。また、レ
クリエーションの時間に積極的に音楽療法を
取り入れ、実践で学んだことを活かしながら利
用者さんと楽しい時間を過ごしたいです。

〈出身校〉
石川県立鹿西高等学校
（石川県鹿島郡）

就職内定先

職種、仕事内容

医療法人社団 幸育会
雑色駅前おとなこども・たけお歯科

歯科衛生士

歯科衛生学科

上坂 菜海

❶本学へ入学した理由、期待していたこと　
　親戚に本学卒業の歯科衛生士がおり、その方に勧め
られてオープンキャンパスに参加しました。本学の整った
設備、先生と学生との様子から分け隔てないあたたかな
雰囲気を感じとても感動しました。先生との距離がより
近い方が、学びやすいのではないかと考え志望しました。
入学してから3年間、歯科衛生士を目指してこのような
環境の中で安心して取り組むことができました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　臨床実習では、歯科医院での実習が中心だったこともあり一足先に歯科衛生士の実際の雰
囲気を感じることができました。日々、できることが増えた時の充実感と、上手にできなかったことで
挫折もありました。しかし、大学3年間で決して諦めることなく過ごせたことが一番の成長だと感じ
ています。わからないことをすぐに相談できる先生のあたたかい人柄も心の支えになりました。専門
分野を極めること以外にも、他の人に安心感を与えられる人間性も重要なことだと痛感しました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　歯科衛生士として子どもからお年寄りの患者様一人ひとりに対して、身近で安心して頼っ
てもらえるように確かな技術を提供し、学んだことを活かして歯の大切さをたくさんの人に伝え
ていきたいと思います。患者様に寄り添い安心してもらえるように、笑顔とあたたかい声掛けを
忘れないよう心掛け、経験したことのないことや難しいことも、前向きに取り組み成長につなげ
たいです。
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〈出身校〉
滋賀県立長浜北星高等学校

（滋賀県長浜市）

就職内定先

職種、仕事内容

長浜市

保育士、幼稚園教諭

幼児教育学科

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。

瀬﨑 掌子

在学生 インタビュー

❶本学へ入学した理由、期待していたこと
　私は子どもが困っていることに気付き、何に困ってい
るのか、なぜ困っているのかを考え、子どもの心に寄り
添った保育をしたいと思っています。そのための知識を身
につけたいと思い、特別支援について深く学べる本学
に魅力を感じ、入学を決意しました。また、たくさんの資格を取得できることも理由の一つです。
特別支援の勉強だけではなく、様々なことを学ぶと、また違った視点から子どもを見ることができ
ると思います。一つの支援・援助ではなく、様々な視点から支援・援助していきたいと思います。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　授業の中で先生方から現場のエピソードを聞く機会がよくあり、その中でたくさんの子どもの
姿を知り、自分なりに子どもの思いを考えたり、先生や友達の考えを知ったりすることで、幅広い
視点から子どもを見られるようになりました。エピソードを聞いていると、子どもを見る目が変わっ
てきて、些細なことでも「なんでだろう」と疑問をもって子どもの思いを考えられるようになり、それ
がよりよい保育に繋がっていくのではないかと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　本学に来て、ある先生と出会い、自分に自信がもてるようになりました。出会ってすぐに自分の良
いところを見つけて褒めてくださって、日常生活でも子どもの前でも自分らしく楽しく生きられるよう
になりました。私はこのような先生になりたいと思っています。子ども一人ひとりをよく見て、良いとこ
ろを見つけて伝えて、自分に自信をもって楽しく生きていける子どもを育てていきたいです。また、子
どもに対してだけでなく、これから出会うたくさんの人に対してもこのようにありたいと思っています。

〈出身校〉
岐阜県立長良高等学校
（岐阜県岐阜市）

メディアデザインコース

就職内定先

職種、仕事内容

昭和企画株式会社

パッケージデザイン制作

デザイン美術学科

松井 ゆき菜

❶本学へ入学した理由、期待していたこと　　
　幼い頃から好きな絵を学ぶことができる大学を探してい
たところ、本学のコミックイラストレーションコースが目に留
まり、オープンキャンパスへ参加しました。先生方、先輩方
のお話を伺う中で、授業風景のイメージや入学意欲が湧き
志望を決めました。1年次には、コースを絞らず、CGやデザ
インなど美術の基礎を学ぶことができます。その中で新たな興味が生まれたり、知識や技術を身
につけられたりする点にも惹かれました。悩んだ結果、メディアデザインコースを選びました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　デザインに関する基礎知識はもちろん、日常生活に溢れる様 な々色やデザインへの観察眼も、
とても育まれたように感じます。何気ない日常から得られる発想が多くあると学び、授業時間外でも
常にアンテナを張り巡らせ、ふと目に入った物を写真などで記録に残すようになりました。この習慣
により、自分にないアイデアを吸収することができ、デザインの考え方の幅が広がったと思います。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　春からは、お菓子などのパッケージのデザイン制作を行う会社で働いていきます。入学するま
でデザインに対して興味すら持っていなかったこともあり、慣れない環境、分野で上手く仕事を
こなしていけるか不安は大きくあります。ですが、講義を通して得た知識や技術を存分に活かし、
お客様に愛されるパッケージをデザインできるよう、向上心を忘れず励んでいきたいです。

〈出身校〉
岐阜県立益田清風高等学校

（岐阜県下呂市）

音楽療法コース

就職内定先

職種、仕事内容

社会福祉法人
下呂市社会福祉協議会

介護職

音楽総合学科

中川 穂香

❶本学へ入学した理由、期待していたこと　　　　　　　　　　　　　
　オープンキャンパスに参加した際に、先生方の笑顔溢れる温かい雰囲気に魅力を感じまし
た。経験と知識が豊富な先生方にミニレッスンや講義をしていただき、授業や学校生活のイ
メージを掴むことができました。また、1年生の時から施設で実践できると聞き、多くの経験を積む
ことができるのも魅力の一つだと感じました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　2年という短い時間ではありましたが、毎日がとても充実しました。1年生の時から施設で実践さ
せていただき、自分のプログラムを見直すことで次に活かせることや改善点に気付くことができ、
さらに質の高いセッションができました。また、授業外の時間も大切にしました。昔の曲は知らない
曲が多かったので調べたり、弾き歌いができるように練習をしたりして曲への知識も増やしました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　4月から介護施設で働きます。介護は人対
人の仕事なので利用者さんへの思いやりを
忘れないことはもちろん、常に学ぶ姿勢をも
ち、利用者さんや他の職員の方からたくさん吸
収して介護を提供していきたいです。また、レ
クリエーションの時間に積極的に音楽療法を
取り入れ、実践で学んだことを活かしながら利
用者さんと楽しい時間を過ごしたいです。

〈出身校〉
石川県立鹿西高等学校
（石川県鹿島郡）

就職内定先

職種、仕事内容

医療法人社団 幸育会
雑色駅前おとなこども・たけお歯科

歯科衛生士

歯科衛生学科

上坂 菜海

❶本学へ入学した理由、期待していたこと　
　親戚に本学卒業の歯科衛生士がおり、その方に勧め
られてオープンキャンパスに参加しました。本学の整った
設備、先生と学生との様子から分け隔てないあたたかな
雰囲気を感じとても感動しました。先生との距離がより
近い方が、学びやすいのではないかと考え志望しました。
入学してから3年間、歯科衛生士を目指してこのような
環境の中で安心して取り組むことができました。

❷大学での学びを通して成長したこと、身についたこと　　　　　　　　
　臨床実習では、歯科医院での実習が中心だったこともあり一足先に歯科衛生士の実際の雰
囲気を感じることができました。日々、できることが増えた時の充実感と、上手にできなかったことで
挫折もありました。しかし、大学3年間で決して諦めることなく過ごせたことが一番の成長だと感じ
ています。わからないことをすぐに相談できる先生のあたたかい人柄も心の支えになりました。専門
分野を極めること以外にも、他の人に安心感を与えられる人間性も重要なことだと痛感しました。

❸卒業後、社会に出て働くことについての抱負　　　　　　　　　　　
　歯科衛生士として子どもからお年寄りの患者様一人ひとりに対して、身近で安心して頼っ
てもらえるように確かな技術を提供し、学んだことを活かして歯の大切さをたくさんの人に伝え
ていきたいと思います。患者様に寄り添い安心してもらえるように、笑顔とあたたかい声掛けを
忘れないよう心掛け、経験したことのないことや難しいことも、前向きに取り組み成長につなげ
たいです。
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岐阜新聞 令和4年3月15日付掲載

岐阜新聞 令和4年4月3日付掲載

岐阜新聞 令和4年4月8日付掲載

岐阜新聞 令和4年6月1日付掲載

中日新聞 令和4年7月4日付掲載

岐阜新聞 令和4年6月16日付掲載

岐阜新聞 令和4年7月7日付掲載

中日新聞 令和4年4月3日付掲載

中日新聞 令和4年3月15日付掲載

中日新聞 令和4年3月18日付掲載

岐阜新聞 令和4年3月18日付掲載

岐阜新聞 令和4年3月19日付掲載

岐阜新聞 令和4年3月31日付掲載

中日新聞 令和4年3月30日付掲載
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中日新聞 令和4年7月4日付掲載

岐阜新聞 令和4年6月16日付掲載

岐阜新聞 令和4年7月7日付掲載

中日新聞 令和4年4月3日付掲載

中日新聞 令和4年3月15日付掲載

中日新聞 令和4年3月18日付掲載
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令和4年 社会的活動の記録
〈期間〉令和4年1月～令和4年12月※今年度着任教員／令和4年4月～令和4年12月

幼児教育学科  准教授  大橋 淳子

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：大垣市子育て支援課
子育てまちなかキャンパス
「生活習慣について考えてみよう」
【2月15日】
主催：大垣市子育て支援課
会場：キッズピアおおがき
子供の発達・成長を学ぶ
「子どもの育ちと環境について」
【11月10日】
主催：ネットワーク大学コンソーシアム岐阜
会場：岐阜サテライトキャンパス 総合教育センター 

IRセンター センター長・教授  茂木 七香

大垣市男女共同参画推進審議会 委員
【令和4年5月30日～令和6年5月29日】
主催：大垣市
大垣市健康相談事業メンタルヘルス
研修講師及び個別相談員
【令和4年4月1日～令和5年3月31日（毎月1回）】
主催：大垣市
会場：大垣市役所
ぎふ国際高等学校保護者会講演会 講師
【5月21日】
主催：ぎふ国際高等学校
会場：ぎふ国際高等学校

外部委員等就任情報凡　例 発表・その他講演・講座 講師

幼児教育学科  学科長・教授  光井 恵子

大垣市子育て支援会議 会長
【8月10日】
主催：大垣市
会場：大垣市役所
岐阜県子育て支援員研修会 講師
【11月3日他】
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
【10月2日】
主催：ピアノデュオグループえすぷり
会場：サラマンカホール

この記事・写真等は、岐阜新聞社・中日新聞社の許諾を得て転載しています。

幼児教育学科　教授　川島 民子

安八町教育支援チーム会議委員
【令和4年4月1日～令和5年3月31日】
主催：安八町教育委員会
草津市子ども未来部幼児課
特別支援教育研修
【8月26日】
主催：草津市子ども未来部幼児課
会場：キラリエ草津
滋賀大学教育学部 教職実践演習
【11月10日】
主催：滋賀大学教育学部
会場：滋賀大学

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4年4月～令和5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
子育てまちなかキャンパス
【10月25日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき
保育・幼児教育研究会 特別な配慮を要
する子どもへの保育に関する検討部会
【8月9日】
主催：保育・幼児教育研究会
会場：大垣市役所

幼児教育学科　講師　立崎 博則

令和4年度水都っ子デジタルギャラリー
【8月1日～31日】
主催：大垣市子育て支援課
会場：水都っ子デジタルギャラリー特設会場
　　 （市庁舎1階多目的スペース）
親子で一緒に! スタンプやシール、
クレヨンあそびをしよう
【8月18日】
主催：大垣市子育て支援課
会場：市庁舎8階大会議室
自転車条例啓発イベント、
交通安全啓発ものづくり体験
【9月24日】
主催：岐阜県環境生活部 県民生活課
会場：イオンモール大垣

幼児教育学科　准教授　垣添 忠厚

垂井町子ども子育て会議 会長
【令和4年4月1日～令和6年3月31日】
主催：垂井町
大垣市教育支援委員会 委員
【令和4年4月27日～令和5年3月31日】
主催：大垣市教育委員会
岐阜県保育士等キャリアアップ研修 講師
【10月9日】
主催：岐阜県
会場：長良川国際会議場他

音楽総合学科  学科長・教授  服部 篤典

吹奏楽コンクール福井県大会審査
【7月30日】
主催：福井県吹奏楽連盟
会場：福井県立音楽堂
吹奏楽コンクール岐阜県大会審査
【8月4日～8月7日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：羽島市文化センター
オーモリウインドアンサンブル
第11回定期演奏会指揮
【6月5日】
主催：大森石油株式会社
会場：一宮市民会館

デザイン美術学科  准教授  黒田 皇

令和4年度 大垣市美術展（一般の部）審査
【10月2日】
主催：大垣市・大垣市教育委員会
会場：大垣市スイトピアセンター文化会館
ゆめぽっけコンサートin波の会
【9月4日】
主催：（公社）日本てんかん協会岐阜県支部
会場：ぎふ清流文化プラザ
ASIAGRAPH（2022 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【12月15日～12月18日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館

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 支部長
【令和4年4月1日～令和6年3月1日】
主催：岐阜県歯科衛生士会
大垣市在宅医療・介護連携推進事業
【令和4年4月1日～令和6年3月1日】
主催：大垣市・大垣市医師会

デザイン美術学科  准教授  長久保 光弘

大垣女子短期大学の学生によるVR制作発表
【3月17日】 協力：Animagent合同会社
主催：岐阜関ケ原古戦場記念館
会場：岐阜関ケ原古戦場記念館
コンピュータグラフィックスをつくる学生
と地域連携の可能性
【9月15日】
主催：ネットワーク大学コンソーシアム岐阜
会場：岐阜大学サテライトキャンパス
ASIAGRAPH（2022 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【12月15日～12月18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  学科長・教授  田中 久志

第50回岐阜広告協会賞 審査委員長
【5月27日】
主催：岐阜広告協会
会場：岐阜新聞社7階大会議室
講演「マンガの成り立ちから現在と、
コマの構成要素」
【5月29日】
主催：大垣美術家協会
会場：大垣市スイトピアセンター
講座「お子さんの顔を作ろう」
【11月15日】
主催：大垣市役所こども未来部
会場：交流サロン子育て支援センター

デザイン美術学科  准教授  伊豫 治好

ASIAGRAPH（2022 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【12月15日～12月18日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館
子ども土曜セミナー
プロから学ぶマンガの描き方入門
【2月19日】
主催：ドリームシアター岐阜
会場：ドリームシアター岐阜

幼児教育学科　講師　名和 孝浩

岐阜県保育士等キャリアアップ研修
【9月7日他】
主催：岐阜県
会場：長良川スポーツプラザ 他
大垣市保幼小連携協議会代表者会委員
【令和4年4月1日～令和5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
会場：大垣市役所
養老町幼児教育・保育研究会講師
【令和4年4月1日～令和5年3月31日】
主催：養老町公私立保育園・こども園長会
会場：養老町立船附こども園

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　大谷 悦世

学会発表「歯科衛生学教育におけるア
プリを用いた学習と配布資料を用いた学
習の効果の比較～２大学での実施～」
【12月2日～12月16日】
主催：第13回 日本歯科衛生教育学会学術大会
会場：Web開催
2022年度 AtoE SRPセミナー
【8月21日、28日】
主催：AtoE
会場：東京会場、大阪会場
全国の歯科衛生士養成機関を対象と
したe-learing導入状況の実態調査
【2022年5月 第13巻1号】
主催：日本歯科衛生教育学会雑誌

総合教育センター　教授　伊藤 和典

海津市社会教育委員　　　　　　　
【令和3年4月～令和5年3月】
主催：海津市教育委員会
情報モラル講話
｢ネット社会を上手に生きるためには｣
【5月15日】
主催：平田中学校PTA
会場：平田中学校

総合教育センター　教授　小椋 博文

大学入試に関する指導講座　　　　
【11月14日】
主催：岐阜県立岐山高等学校
会場：岐阜県立岐山高等学校

歯科衛生学科　教授　大林 泰二

全国大学歯科衛生士教育協議会理事
【4月1日～】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
災害歯科医学に対する教育の有無は
研修歯科医の意識に影響を与えているか？
【4月28日】
日本歯科医学教育学会雑誌
2022年38巻1号p.43-51

歯科衛生学科  学科長・教授  小原 勝

講演「研究者と臨床医のはざまで！
－臨床応用可能な研究アイデア－」
【10月29日】
主催：広島大学歯学部同窓会 岐阜支部会
会場：Zoomオンライン開催
令和4年度大垣市行政改革推進審議会委員
【令和４年1月～12月】
主催：大垣市総務部行政管理課
原著論文「過去10年間の歯科衛生士
国家試験問題からみえてくるもの」
【5月31日】
大垣女子短期大学紀要63号ｐ49-53

音楽総合学科　准教授　横井 香織

第41回大垣音楽人クラブ会員による
コンサート～春への誘い～【2月20日】
主催：大垣音楽人クラブ
会場：大垣市スイトピアセンター音楽堂
ピアノグループ えすぷり
第37回デュオ・コンサート【10月2日】
主催：ピアノグループ〈えすぷり〉
会場：サラマンカホール
子育てまちなかキャンパス
『リトミックであそぼう』【12月20日】
主催：大垣市子育て総合支援センター
会場：キッズピアおおがき子育て支援センター

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～】
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8回管楽器ソロコンテストin東海2019審査員
【3月28日】
主催：「管楽器ソロコンテストin東海」実行委員会
会場：金城学院大学

音楽総合学科　教授　菅田 文子

大垣市指定管理者評価委員
【令和3年9月1日～令和5年8月31日】
主催：大垣市
ぎふ清流文化プラザ評価員
【令和3年12月8日～令和5年12月7日】
主催：岐阜県
中濃支部事例検討会【12月4日】
主催：ぎふ音楽療法協会中濃支部
会場：可児市今渡地区センター

音楽総合学科　准教授　松永 幸宏

管楽器調整会【7月9日】
主催：株式会社松栄堂楽器
会場：松栄堂楽器本店
全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会 会場修理
【8月1日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター
全日本吹奏楽コンクール東関東大会
参加団体同行修理
【9月18日】
主催：東関東吹奏楽連盟
会場：千葉県文化会館

歯科衛生学科　教授　海原 康孝

日本小児歯科学会研究倫理審査委員会 委員
【令和4年度～5年度】
主催：日本小児歯科学会
令和4年度 羽島市学校保健会総会
講演「歯科からの気になる子どもたちへ
の支援－児童虐待防止への取り組みと
発達障がい児（者）のアプローチ－」講師
【7月7日】
主催：羽島市教育委員会
会場：不二羽島文化センター
第41回日本小児歯科学会中部地方会
大会講座「小児歯科に携わる歯科衛
生士のためのワークショップ」講師
【10月9日】
主催：日本小児歯科学会中部地方会
会場：富山国際会議場

歯科衛生学科　教授　加藤 智樹

大垣市雇用戦略指針策定委員
【令和4年7月1日～令和5年3月31日】
主催：大垣市
大垣市観光戦略指針策定委員
【令和4年7月1日～令和5年3月31日】
主催：大垣市
まちなかスクエアガーデン【11月6日】
主催：大垣市
会場：丸の内公園

岐阜新聞 令和4年12月29日付掲載

中日新聞 令和4年12月27日付掲載

岐阜新聞 令和5年1月17日付掲載

岐阜新聞 令和5年2月8日付掲載

歯科衛生学科　准教授　松川 千夏

岐阜県歯科衛生士会西濃支部 役員
【令和4年4月1日～令和6年3月31日】
主催：岐阜県歯科衛生士会
大垣市都市計画景観審議会委員
【令和4年10月1日～令和6年7月31日】
主催：大垣市
まちなかスクエアガーデン
【11月6日】
主催：大垣市
会場：丸の内公園

岐阜新聞 令和4年12月19日付掲載
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令和4年 社会的活動の記録
〈期間〉令和4年1月～令和4年12月※今年度着任教員／令和4年4月～令和4年12月

幼児教育学科  准教授  大橋 淳子

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：大垣市子育て支援課
子育てまちなかキャンパス
「生活習慣について考えてみよう」
【2月15日】
主催：大垣市子育て支援課
会場：キッズピアおおがき
子供の発達・成長を学ぶ
「子どもの育ちと環境について」
【11月10日】
主催：ネットワーク大学コンソーシアム岐阜
会場：岐阜サテライトキャンパス 総合教育センター 

IRセンター センター長・教授  茂木 七香

大垣市男女共同参画推進審議会 委員
【令和4年5月30日～令和6年5月29日】
主催：大垣市
大垣市健康相談事業メンタルヘルス
研修講師及び個別相談員
【令和4年4月1日～令和5年3月31日（毎月1回）】
主催：大垣市
会場：大垣市役所
ぎふ国際高等学校保護者会講演会 講師
【5月21日】
主催：ぎふ国際高等学校
会場：ぎふ国際高等学校

外部委員等就任情報凡　例 発表・その他講演・講座 講師

幼児教育学科  学科長・教授  光井 恵子

大垣市子育て支援会議 会長
【8月10日】
主催：大垣市
会場：大垣市役所
岐阜県子育て支援員研修会 講師
【11月3日他】
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
【10月2日】
主催：ピアノデュオグループえすぷり
会場：サラマンカホール

この記事・写真等は、岐阜新聞社・中日新聞社の許諾を得て転載しています。

幼児教育学科　教授　川島 民子

安八町教育支援チーム会議委員
【令和4年4月1日～令和5年3月31日】
主催：安八町教育委員会
草津市子ども未来部幼児課
特別支援教育研修
【8月26日】
主催：草津市子ども未来部幼児課
会場：キラリエ草津
滋賀大学教育学部 教職実践演習
【11月10日】
主催：滋賀大学教育学部
会場：滋賀大学

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4年4月～令和5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
子育てまちなかキャンパス
【10月25日】
主催：大垣市
会場：キッズピアおおがき
保育・幼児教育研究会 特別な配慮を要
する子どもへの保育に関する検討部会
【8月9日】
主催：保育・幼児教育研究会
会場：大垣市役所

幼児教育学科　講師　立崎 博則

令和4年度水都っ子デジタルギャラリー
【8月1日～31日】
主催：大垣市子育て支援課
会場：水都っ子デジタルギャラリー特設会場
　　 （市庁舎1階多目的スペース）
親子で一緒に! スタンプやシール、
クレヨンあそびをしよう
【8月18日】
主催：大垣市子育て支援課
会場：市庁舎8階大会議室
自転車条例啓発イベント、
交通安全啓発ものづくり体験
【9月24日】
主催：岐阜県環境生活部 県民生活課
会場：イオンモール大垣

幼児教育学科　准教授　垣添 忠厚

垂井町子ども子育て会議 会長
【令和4年4月1日～令和6年3月31日】
主催：垂井町
大垣市教育支援委員会 委員
【令和4年4月27日～令和5年3月31日】
主催：大垣市教育委員会
岐阜県保育士等キャリアアップ研修 講師
【10月9日】
主催：岐阜県
会場：長良川国際会議場他

音楽総合学科  学科長・教授  服部 篤典

吹奏楽コンクール福井県大会審査
【7月30日】
主催：福井県吹奏楽連盟
会場：福井県立音楽堂
吹奏楽コンクール岐阜県大会審査
【8月4日～8月7日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：羽島市文化センター
オーモリウインドアンサンブル
第11回定期演奏会指揮
【6月5日】
主催：大森石油株式会社
会場：一宮市民会館

デザイン美術学科  准教授  黒田 皇

令和4年度 大垣市美術展（一般の部）審査
【10月2日】
主催：大垣市・大垣市教育委員会
会場：大垣市スイトピアセンター文化会館
ゆめぽっけコンサートin波の会
【9月4日】
主催：（公社）日本てんかん協会岐阜県支部
会場：ぎふ清流文化プラザ
ASIAGRAPH（2022 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【12月15日～12月18日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館

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 支部長
【令和4年4月1日～令和6年3月1日】
主催：岐阜県歯科衛生士会
大垣市在宅医療・介護連携推進事業
【令和4年4月1日～令和6年3月1日】
主催：大垣市・大垣市医師会

デザイン美術学科  准教授  長久保 光弘

大垣女子短期大学の学生によるVR制作発表
【3月17日】 協力：Animagent合同会社
主催：岐阜関ケ原古戦場記念館
会場：岐阜関ケ原古戦場記念館
コンピュータグラフィックスをつくる学生
と地域連携の可能性
【9月15日】
主催：ネットワーク大学コンソーシアム岐阜
会場：岐阜大学サテライトキャンパス
ASIAGRAPH（2022 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【12月15日～12月18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  学科長・教授  田中 久志

第50回岐阜広告協会賞 審査委員長
【5月27日】
主催：岐阜広告協会
会場：岐阜新聞社7階大会議室
講演「マンガの成り立ちから現在と、
コマの構成要素」
【5月29日】
主催：大垣美術家協会
会場：大垣市スイトピアセンター
講座「お子さんの顔を作ろう」
【11月15日】
主催：大垣市役所こども未来部
会場：交流サロン子育て支援センター

デザイン美術学科  准教授  伊豫 治好

ASIAGRAPH（2022 in Gifu CG Art Gallery）
作品展示部門
【12月15日～12月18日】
主催：大垣女子短期大学
会場：岐阜県図書館
子ども土曜セミナー
プロから学ぶマンガの描き方入門
【2月19日】
主催：ドリームシアター岐阜
会場：ドリームシアター岐阜

幼児教育学科　講師　名和 孝浩

岐阜県保育士等キャリアアップ研修
【9月7日他】
主催：岐阜県
会場：長良川スポーツプラザ 他
大垣市保幼小連携協議会代表者会委員
【令和4年4月1日～令和5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
会場：大垣市役所
養老町幼児教育・保育研究会講師
【令和4年4月1日～令和5年3月31日】
主催：養老町公私立保育園・こども園長会
会場：養老町立船附こども園

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　大谷 悦世

学会発表「歯科衛生学教育におけるア
プリを用いた学習と配布資料を用いた学
習の効果の比較～２大学での実施～」
【12月2日～12月16日】
主催：第13回 日本歯科衛生教育学会学術大会
会場：Web開催
2022年度 AtoE SRPセミナー
【8月21日、28日】
主催：AtoE
会場：東京会場、大阪会場
全国の歯科衛生士養成機関を対象と
したe-learing導入状況の実態調査
【2022年5月 第13巻1号】
主催：日本歯科衛生教育学会雑誌

総合教育センター　教授　伊藤 和典

海津市社会教育委員　　　　　　　
【令和3年4月～令和5年3月】
主催：海津市教育委員会
情報モラル講話
｢ネット社会を上手に生きるためには｣
【5月15日】
主催：平田中学校PTA
会場：平田中学校

総合教育センター　教授　小椋 博文

大学入試に関する指導講座　　　　
【11月14日】
主催：岐阜県立岐山高等学校
会場：岐阜県立岐山高等学校

歯科衛生学科　教授　大林 泰二

全国大学歯科衛生士教育協議会理事
【4月1日～】
主催：全国大学歯科衛生士教育協議会
災害歯科医学に対する教育の有無は
研修歯科医の意識に影響を与えているか？
【4月28日】
日本歯科医学教育学会雑誌
2022年38巻1号p.43-51

歯科衛生学科  学科長・教授  小原 勝

講演「研究者と臨床医のはざまで！
－臨床応用可能な研究アイデア－」
【10月29日】
主催：広島大学歯学部同窓会 岐阜支部会
会場：Zoomオンライン開催
令和4年度大垣市行政改革推進審議会委員
【令和４年1月～12月】
主催：大垣市総務部行政管理課
原著論文「過去10年間の歯科衛生士
国家試験問題からみえてくるもの」
【5月31日】
大垣女子短期大学紀要63号ｐ49-53

音楽総合学科　准教授　横井 香織

第41回大垣音楽人クラブ会員による
コンサート～春への誘い～【2月20日】
主催：大垣音楽人クラブ
会場：大垣市スイトピアセンター音楽堂
ピアノグループ えすぷり
第37回デュオ・コンサート【10月2日】
主催：ピアノグループ〈えすぷり〉
会場：サラマンカホール
子育てまちなかキャンパス
『リトミックであそぼう』【12月20日】
主催：大垣市子育て総合支援センター
会場：キッズピアおおがき子育て支援センター

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～】
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8回管楽器ソロコンテストin東海2019審査員
【3月28日】
主催：「管楽器ソロコンテストin東海」実行委員会
会場：金城学院大学

音楽総合学科　教授　菅田 文子

大垣市指定管理者評価委員
【令和3年9月1日～令和5年8月31日】
主催：大垣市
ぎふ清流文化プラザ評価員
【令和3年12月8日～令和5年12月7日】
主催：岐阜県
中濃支部事例検討会【12月4日】
主催：ぎふ音楽療法協会中濃支部
会場：可児市今渡地区センター

音楽総合学科　准教授　松永 幸宏

管楽器調整会【7月9日】
主催：株式会社松栄堂楽器
会場：松栄堂楽器本店
全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会 会場修理
【8月1日】
主催：岐阜県吹奏楽連盟
会場：不二羽島文化センター
全日本吹奏楽コンクール東関東大会
参加団体同行修理
【9月18日】
主催：東関東吹奏楽連盟
会場：千葉県文化会館

歯科衛生学科　教授　海原 康孝

日本小児歯科学会研究倫理審査委員会 委員
【令和4年度～5年度】
主催：日本小児歯科学会
令和4年度 羽島市学校保健会総会
講演「歯科からの気になる子どもたちへ
の支援－児童虐待防止への取り組みと
発達障がい児（者）のアプローチ－」講師
【7月7日】
主催：羽島市教育委員会
会場：不二羽島文化センター
第41回日本小児歯科学会中部地方会
大会講座「小児歯科に携わる歯科衛
生士のためのワークショップ」講師
【10月9日】
主催：日本小児歯科学会中部地方会
会場：富山国際会議場

歯科衛生学科　教授　加藤 智樹

大垣市雇用戦略指針策定委員
【令和4年7月1日～令和5年3月31日】
主催：大垣市
大垣市観光戦略指針策定委員
【令和4年7月1日～令和5年3月31日】
主催：大垣市
まちなかスクエアガーデン【11月6日】
主催：大垣市
会場：丸の内公園

岐阜新聞 令和4年12月29日付掲載

中日新聞 令和4年12月27日付掲載

岐阜新聞 令和5年1月17日付掲載

岐阜新聞 令和5年2月8日付掲載

歯科衛生学科　准教授　松川 千夏

岐阜県歯科衛生士会西濃支部 役員
【令和4年4月1日～令和6年3月31日】
主催：岐阜県歯科衛生士会
大垣市都市計画景観審議会委員
【令和4年10月1日～令和6年7月31日】
主催：大垣市
まちなかスクエアガーデン
【11月6日】
主催：大垣市
会場：丸の内公園

岐阜新聞 令和4年12月19日付掲載
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特集 
深く学び、より楽しむ！
～新しい学生生活様式の中で～

学科だより
センターだより
学友会だより

春

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

〒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

〈Webサイト〉 〈Instagram〉

大垣女子短期大学通信

発行日／令和5年3月1日
編集／広報委員会
発行／大垣女子短期大学
E-mail info@ogaki-tandai.ac.jp

まちなかスクエアガーデン
「まちなかスクエアガーデン」とは、大垣市商店街振興組合連合会が主催する毎月第一
日曜日に大垣駅通りや周辺の公園・広場など、まちなかの公共スペース一帯でマーケット
やイベントを展開するまちづくりイベントです。
大垣女子短期大学も各学科がそれぞれの特徴を生かして、計6回の出展を行いました。

　デザイン美術学科は6月5日に「手作りトランプで遊ぼう・マンガ
吹き出しシールをつくろうWS」、9月4日に「シールでデザインWS 
withステラちゃん」を出展。学生が手作りしたトランプを使ったババ
抜きやマンガの吹き出しシール制作、学生がデザインした公式マス
コットキャラクター『ステラ』を使ったワークショップを行いました。

　幼児教育学科は4月3日に「おねえさんといっしょ！」、7月3日
に「POP UP 七夕」を出展。絵本の読み聞かせや親子体操、七夕
飾りワークショップとして子どもたちと一緒に短冊の飾り付けを
行いました。保育の授業で学んだことを生かして、多くの子どもた
ちを楽しませていました。

　音楽総合学科は12月4日に「Have a little fun with music !」
を出展。ウインドアンサンブルコースとピアノ・電子オルガンコー
スに分かれ、クリスマスコンサートを行いました。子どもに人気の
楽曲やクリスマスソングを演奏し、広場に素敵な音楽を響かせて
いました。

　歯科衛生学科は11月6日に「親子で作ろうLet’s 健口ライ
フ！」を出展。『上手な歯みがき』、『飲食習慣チェック』『お口の体
操』の3つのコーナーを設け、参加者にお口の健康づくりのため
のアドバイスを行いました。小さなお子様から大人まで多くの方
が参加し、学生にとっても貴重な交流の場となりました。

　  行事日程
入学式
オリエンテーション
前期授業
前期定期試験

………………………………………………………4月3日（月）
……………………………4月3日（月）～6日（木）

…………………………………4月7日（金）～7月27日（木）
……………………………7月28日（金）～8月3日（木）

■令和5年度主な行事（前期分）

■オープンキャンパス

■授業見学会

…4月29日（土・祝）、5月28日（日）、6月17日（土）
7月9日（日）、7月29日（土）、8月11日（金・祝）

8月27日（日）、9月9日（土）
……………………………………………7月17日（月・祝）

まちなかスクエアガーデンとは…

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

　 人事短信
●退職 デザイン美術学科 講師　宮川 友子（令和4年9月30日付） 事務局　山際 佑香（令和4年7月31日付）
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