
～新校舎より関女生の活躍をお届けします～
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—“; 関西女子短期大学

後援会会長

田畑美恵子

会員の皆様におかれましては日頃より後援会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

平成29年度の会長を務めさせていただくことになりました。

後援会は、大学と家庭との連携を緊密にし、関西女子短期大学に在学する学生の学業及びキャリア形成への支援、並びに学生の

課外活動及び相互扶助精神に資する支援、さらに本学の教育研究振興に寄与することを目的に活動しております。

学生達には確かな技術をしっかりと身につけ、豊かな心を育みながらイキイキと目標に向かって行ってほしい、そして、いつも温か

く見守り、教え導いてくださる素敵な先生方のご活躍を応援したい、そんな思いでおります。今後ますますの関西女子短期大学の

飛躍を願いつつ、一年間務めてまいります。

皆様の後援会への変わらぬご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

短期大学の使命
関西女子短期大学は、建学の精神「感恩」を体し、人を幸せにしたいと願う情熱と高い倫理観を持ち、教養に裏づけ

られた専門知識、技術、そして優れた判断力を持って社会に貢献し得る専門的職業人を育成する。
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平成29年4月1日、関西女子短期大学第53回入学宣誓式が挙行されました。

本年は保育学科128名、養護保健学科48名、歯科衛生学科118名、医療秘書学科48名、計342名の新入生を迎えました。

今年は4月4日から1泊2日の日程で、学外オリエンテーションを実施しました。昨年は伊勢志摩サミットの影響により三重県鳥羽市で行いましたが、今

年は恒例の志摩市賢島の宝生苑でした。庭園には伊勢志摩サミットの際に撮られた各国の首脳陣の写真がパネルになって飾られており、散策時には

その場所で写真を撮る学生達の姿もありました。

各学科では便覧や夢ノートを用い、学生生活の案内やマナー指針、学園歌指導など、丁寧な説明を行い、夕食会や翌日の朝食会では全学科が大

広間に集合し、代表学生による「いただきます」に合わせ旅館の方々 に感謝しながらご馳走をいただきました。スケジュールには、学生と教員が共に盛り

上がれる交歓会の他に、友達と一緒に露天風呂や買い物を楽しめる自由時間が用意されており、少し大人な気分も味わったようです。

出発時の不安そうな表情は時の経過と共に消え、楽しそうな笑い声がたくさん聞かれました。学生達はそれぞれの夢に向かって、有意義な短大生活

を送ることでしょう。
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〇技能〇リンピック
ヽ

昨年12月3日（土）に第7回関女技能オリンピソク表彰式が開催されました。

この技能オリンピソクは、各学科・ コースの専門職に係る技能を競い合い、その向上と自己研鑽を促進すること

を目的として実施しています。

ll 月にそれぞれの学科やコースの特徴に応じた予選•本選が実施され、各成績優秀者が表彰されるとともに

見事な実演が披露されました。

「お誕生日会の出し物」をテーマに、 2年

生全ゼミが参加、内容、チームカ、プレゼ

ンカを競い合いました。オリジナルの音楽

劇や人形劇、ダンス等があり、教員審査の

第1次予選を通過した6ゼミは、さらに磨

きをかけ第2次予選に出場しました。第2

次予選では、保育学科全員の学生が楽し

みながら審査をしました。

-‘
 

贔
1年生は「救急処置」、2年生は「喫煙防止 膨

教育」とテーマを設定し、ゼミ単位(2年

生は2つのゼミの合同）で作成したものを

発表し、養護教諭に必要な知識や技能、

態度について競いました。

歯科の臨床現場では、患者様の口腔内診

査結果の記録を保管しています。今回、

学生は歯科医師から伝えられた口腔内の

診査結果を専門的な表記方法を用い、敏

速且つ正確に記録用紙に書き取ることを

競い合いました。
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予選では時間内に患者さんの疾病別による

医療費の計算を行い、優秀者10名が本選に

出場しました。本選では患者さんが再診受付

に来られてから、診察・会計を終えるまでの

応対業務を実演しました。言葉遣い、目線、

声の明瞭さ等を始め、会計時には、院外処方

せんの説明と、医療費に関する質問にわかり

やすく説明できているかを評価しました。

地域住民を対象とし、介護福祉士として介

護技術に関するワンポイントアドバイスを

おこなうという設定でプレゼンテーションを

行いました。移動介助や食事についてなど

工夫を凝らした発表があり、これまでの学

習が活かされた内容となっているか等を評

価しました。

お誕生日おめでとう・合唱 3匹のこぷた・人形劇 山の幼稚園・ミュージカル

食物アレルギーの対応 熱傷時の対応 窒息時の対応

解答例 予選会の様子 優勝者による実演の様子

予選 本選 表彰式後

食事 ポディメカニクス 移乗介助
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学科ニュース

実践力のある保育者を目指します。
------------------------------- - ------------------ ~ 

子ども子育て新制度をはじめ保育を取り巻く状況は

大きく変化しています。その中で保育者として保護者

支援を含め社会から期待されることも益々大きくなっ

ています。保育学科では、これらの変化に能動的に対

応できる保育者の育成に努めています。

日々の授業での基礎基本となる知識技能の修得は

もちろん、現場で実践的な保育者となることができるよ

う課外活動やボランティアも推奨しています。学生たち

は多胎児子育て支援「ジュモ」、「和太鼓クラブ」、「お話

サークルしゃぼん玉」、「附属幼稚園ボランティア」、 「子

どものためのアートワークショップ」など多彩な活動に

自主的に取り組み、学んだこと活かして地域にも貢献

すべく頑張っています。

また、後援会からは毎年「公立保育士・幼稚園教諭

採用試験対策講座」をこ‘支援いただき、そこでの学習

を手がかりに公立の採用試験に多くの学生が挑戦し

ています。平成29年度の現役合格者は2人でした。こ

れを励みに先輩に続こうと意欲を持ち目標にしている

お話しサークルしゃぽんだま

国分図書館クリスマス会

学生も少しずつ増えています。 定期演奏会にて

造形作品展〔ll /23（木・祝）〕や定期演奏会（翌年

2/24（土）〕など恒例の行事にも是非お越しくだい。保

育学科の取り組みや学生の日頃の学習の成果を見て

いただきますようお願いいたします。

多胎児子育て支援ジュモ

絵本の読み聞かせ

懺瓢い出鰺I ¥、短大5号館3階に新自習室が誕止］
---------------------------ーー ・嶋一今年度より研究室が短大5号館3階に移転し、養護 ・ 

保健学科の「自習室」も新しくなりました。パソコンブー

スと、ワーキングブースを配置し、オレンジを基調とし

た明るいチェアと正方形のテーブルは人数に合わせて

形を変えることができます。昨年度は、教員採用試験

（養護教諭）に2名が現役合格し、うちl名は最短の20

歳で養護教諭に採用されました。今後、自習室を基地

として日々勉学に励み、多くの合格者が誕生することを

願っています。また、残念ながら合格できなかった卒業

生は、現在講師（養護助教諭）として各学校で経験を

積みながら頑張っているところです。

さらに、昨年、養護保健学科では、後援会からのご支

援をもとに「関西養護保健フォーラム」を立ち上げまし

た。卒業生等の現役養護教諭と在学生が共に学び合

う場を年1回設け、専門家による研修を行っています。

養護教諭になるという道は厳しいものですが、学生の

夢の実現に向けて、在学中はもちろん卒業後もサポー

トしていきますのでこ支援こ協力をお願いいたします。
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学科ニュース

輯 心、＼韓彫）大学から視察見学に来ーーられま＿したo
---------... 

平成28年度、歯科衛生学科には韓国の大学からの来

訪が2校ありました。平成28年12月に大邸科学大学、そ

して平成29年2月に春海保健大学のいずれも学生および

教員の方々が短大7号館を中心に視察見学されました。

12月の際は、本学の秋学期授業期間中であったため学

生の講義や実習の様子をみて頂こうとこ案内すると、熱心

に質問される場面もありました。各実習室は60名の学生

が同時に実習可能なようにいろいるな機械や器具が多く

揃っているため、その充実した環境に大変驚いておられま

した。また、障がい者や高齢者を想定した車椅子やベッド

が並ぶ実習室にも興味津々のこ‘様子でした。

大邸科学大学の皆様 臨床実習室にて

定期試験後となる2月の際は、教室や実習室のこ案内

に加え、韓国学生と本科学生を中心とした交流会の時間

を持つことができました。交流会では、学生達の手作り

クッキーでおもてなしをしました。韓国語を話せる韓流

ファンの学生が数人おり、スマホを片手に写真を撮り合っ

たりラインを交換したりと、大いに盛り上がっていました。

両国の学生達 マネキン実習室にて

国を超えた学生間の交流の機会は多くあるわけではあ

りませんが、日常の学生生活を活性化することにつなが

り、楽しかった出来事として記憶に残ることでしょう。

春海保健大学校歯衛生科

専攻関連国際交流［日本1 ]を豆空，99空翌空見吃竺．竺芝，屯足
1-...99"“心 mc匹 s.“"" 匹 い 叩

●●●●● "'’.221…Bl-2ヽ 1エ●91 』 1 臼 キ9la : 2U99. 2. 2 1口1-2. 4 1立1

春海保健大学の皆様と一緒に

、111il11し11l"h鵬芸玖璽て一塁作りーーを一体験ーーしい］ジー0"
「陶芸の心を知る」と称して2月20日（月）大阪市心斎橋近

く、ルームルーム陶芸教室で器作りを体験しました。これは

「28年度学長裁量経費」をいただき実現しました。体験に先

立って学生たちは約800字の陶芸に関するレポートを提出

し、事前知識を得ています。

当日は午前中の前半、後半に分かれ、土を練ることから始ま

りました。

与えられた土から茶碗と湯呑や茶碗と皿など2点作成する

ことが課題です。

土に触れる感触は子供の頃の遊びを思い出したようで、学

生たちの表情は童心に返り楽しい癒しの時間でした。が • . "" 

ろくろ（手動）を回し、土を自分の思い通りの形にすることが思

“ヘー--「何を作ろうかなぁ・」 「中央にくぼみ・ 9 • よしっ、どまんなか！ 」

「お母さんに花びんがほしいって言われてん I」

いのほか難しく、学生たちの顔がだんだん険しくなってきまし

た。まなざしが真剣になり、口も結び、集中している様子が窺え

ました。一瞬の間でも心が無になることの感覚を味わったかと

思います。

形作られた作品は窯に入れられ、乾かし釉薬をかけさらに

完成までには手間と時間がかかるため、釉薬の色を指定して

終わりました。

無から形あるものにするため独創性が養われ、作られた一

つひとつに味のあるものが出来ました。五感を研ぎ澄ます良い

機会でありました。1ヶ月後に完成したものと対面した時の学

生たちの顔が楽しみです。

湯のみの完成まであと一歩 前半組全員でピース l
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～バラエティ豊かな支援で学生の夢を後押し～

［ライフデザイン講座】

金融機関より講師をお招きし、結婚・出産育児・老後等、自分自

身に想定されるライフイベントについて、経費という現実的側面

からアプローチしていく講座を行いました。受講学生は自分が実

現したい事を思い浮かべ、それに向けての準備がどの程度必要

かを考える中で、計画l生をもって生活すること、未来をイメージ

することの意義を再確認していました。周囲の友人とも相談・比

較しながら、和気あいあいと楽しく受講していました。

【ピューティアップ・セミナー】

TPOに合わせた「大人」のメイクが行えるように、化粧品会社

のインストラクターを招いてのビューティアップ・セミナーを実施

しました。就職活動を控えた頃、実習目前の頃と、学科によって開

催時期は様々です。参加者全員が実習をする形式であったため

か、鏡を見つめる眼差しは真剣そのものでした。オプションとし

て、セミナー後に履歴書用写真の撮影会も行いましたが、メイク

が整った姿で、しかも破格の値段で撮影できる事もあり、多くの

学生が参加しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
就職状況

［平成29年3月卒業生］
保育学科 養護保健学科

業
％

企

8

福祉施設
9% 

歯科衛生学科 医療秘書学科（医療秘書コース）

診療所

24% 

医療秘書学科（介讃福祉コース）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

本のリサイクルにご協力ください！
読み終えた本やCDなどをご寄贈ください。寄贈いただいた本などを専門業者が買い取り、その査定額

相当が大学への寄付として学生支援に役立てられます。詳しくは、下記サイトでご確認ください。

平成28年12月から開始し、2ヶ月で10,000円の募金がありました。

夢バトン https://www.furuhon-bokin.jp/fuksi-kagk-u/ 

墜和回

疇
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紐剣窟 鶴鑢疇 鶴

たくさんの子どもたち

に夢ど希望を

届けたい。
保育学科総合保育コース

三木亜莉沙

一関西女子短期大学附属幼稚園

支援の必要な子ども

たちが自己実現

できるように。

養護保健学科

小黒瑞紀

-大空町立東藻琴中学校

患者様に信頼して

もらえる歯科衛生士を

目指します。

歯科衛生学科

大北あすか

三向橋歯科医院

心から「ありがどう」

ど言っていただける

医療秘書を目指して。

医療秘書学科 医療秘書コース

木田千尋

一医療法人垣谷会明治橋病院

利用者ひどりひどり

の個性に対応した

ケアを。

医療秘書学科介護福祉コース

谷本くるみ

~ i 
袖祉法人 竜華福祉会

ホーム太子堂

関西女子短期大学では、実際の保育現場を見通した実践的な内容の授業が多

く取り入れられています。歌・手遊び・ピアノ・造形・体育・絵本の読み聞かせなど、

各担当の専門の先生方が1つ1つ丁寧にわかりやすく、楽しく教えてくださいます。

そんな熱心な先生方から様々な事を学ぶ中で、私は子どもたちに対して「先生とし

て関わる」ではなく「同じ目線で寄り添う」という見方に変わりました。そして、自分

が描いていた「幼稚園の先生」という存在に特別な思いをもつようになりました。

この春から、自身の憧れの出発点でもある関西女子短期大学附属幼稚園で、先

生として働いています。まだ不安もありますが、夢が叶った！という喜びの気持ちで

いっぱいです。たくさんの子どもたちに夢と希望を届けられる、優しさと笑顔いっぱ

いの先生として日々楽しんでいきたいと思います。

私は現在、北海道にある大空町立東藻琴中学校で養護教諭として勤務してい

ます。

短大生活の2年間は、先の見えない勉強に挫けそうになる日もありましたが、同

じ志を持つ仲間や応援してくださる周りの方々に助けていただき、養護教諭に必

要な知識や技能を身につけ、教員採用試験に合格することができました。これまで

のご支援に感謝するとともに、障がいや疾患などにより支援の必要な子どもたち

が安心して自己実現できるよう、日々努力していきたいと思います。

私は、4月から高橋歯科医院で歯科衛生士として勤務しています。まだ就職活動

をしていない時期に、 一度、この歯科医院で訪問歯科実習をさせて頂いたのが就

職するきっかけとなりました。雰囲気がとても良いところで、予防歯科を中心に地

域に密着した歯科医院で、たくさんのことを勉強できるということを聞き、私もここ

で働きたいと思いました。学校の先生に相談すると、紹介してもらえることになり面

接を受け内定を頂きました。

歯科衛生士になるためには、学外実習や国家試験など、様々なことを乗り越えな

いといけなかったのですが、学校の先生方や、同じ学科の仲間たちのおかげで頑張

ることが出来ました。関西女子短期大学で学んだことを生かし、患者様に信頼して

もらえるような歯科衛生士になれるよう努力していきたいと思います。

私は4月から大阪府松原市の医療法人垣谷会明治橋病院で勤務しています。就職

試験は、筆記と面接がありました。短大で、先生や学生支援センターの職員の方に面

接練習を熱心にしていただき、またたくさんのアドバイスもしていただきましたので、

面接試験では少し緊張しましたが、面接官の質問に明る＜ハキハキと自分の言葉で

答えることができました。内定をいただいたときは、とても嬉しかったです。

今後は、関西女子短期大学で学んだことを活かし、患者様に心から「ありがとう」と

言っていただける医療秘書になれるよう、日々努力をしていきたいと思います。

私は4月から介護老人福祉施設で勤務しています。

関西女子短期大学で学んだ2年間は、授業だけでなく実習もあり、充実した毎日で

数えきれないほどの思い出ができました。先生方や共に学んだ仲間のおかげで、介護

に関する知識や技術を学ぶだけでなく、さまざまな経験を通して、人として大きく成

長することができました。

今後は、関西女子短期大学で学んだことを活かし、利用者ひとりひとりの個別性に

対応したケアができるよう、介護福祉士として頑張っていきたいと思います。
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CAMPUS LIFE ~ 
［保育学科 佐々木日菜さんl 将来の苺は子と．． tの気峙ちに寄り

m．る保育者になること！

幼い頃、優しい先生の心遣いにふれた

経験から保育者を目指したいと思いました。
幼少の頃、幼稚園で泣いている私に傍で寄り添ってくれた先生がいま

した。私の思っていることを代弁して話してくださり、不安が取り除かれ、

気が楽になりました。この体験からこんな先生になりたいと思い、保育者

を目指すことに決めました。

講義は実践的で将来役立つものばかりです。また、先生方の体験談を

聞くことができ、大変勉強になります。

実習では、声掛けや共に遊ぶことで、―人ひとりの違いや成長を見る

ことができます。また、子どもの前で手遊びをしたり、絵本を読んだりと、

講義では学べないことをたくさん経験できます。

1年間保育の専門的知識を学んできて、新たな学びや発見が何度も

あり、楽しいと感じています。今後も更なる学びのため、勉学に励みたい

と思います。

ぐ｀疇璽璽瓢馳
ピアノの練習です。イ呆育者にな

るという明確な目標があること

で、将来働いた時に様々なこども

のうたが弾けるように毎日練習に取り組んで

います。幼少の頃に歌ったこどものうたが弾け

るようになると楽しいのでもっとたくさんの歌

が弾けるよう練習に励みたいと思います。

一
゜

7:20 起床、朝食、身支度

゜
8:20 学校へ行く

巳 9:00 1限「保育内容総論」

を）10:402限「幼児体育」

(312:10 昼食

包 13:003限「社会的養護内容」

(314:40 4限「保育内容演習（造形表現I)」

⑤16:20 ピアノ練習課題作成

①19:30 帰宅、夕食

G)20:30 課題作成、予習復習

包）23:00翌日の準備、就寝

IFE Q - •—-AMPUS 
［養護保健学科 上農梨花さん］

学校が好きな子ともを増やしたい！

そんな思いで養護教諭を目指しています。

私は子どもたちを心と体の両面から支え、学校が好きな子どもを増や

したいと思い、養護教諭を目指しています。覚えることが多く、焦りや不

安を感じることもありますが同じ夢を持つ仲間や頼もしい先生方に助

けられ諦めずに頑張ることができています。

最近では自分が子どもたちとどのように関わっていきたいのか、

どんな保健室にしたいのかなど具体的に考えることができるよう

になり、自分でも成長を実感しています。

将来、養護教諭になり、お世話になった先生方と同じ職場で

働くことを目標に、これからも一生懸命、勉強に取り紺んで

いきます。

毎日の授業や勉強を大切に、集中して取り

組んでいます。アクティブ・ラーニング型の授

業では、リーダーシップを発揮するなど積極的

な発言を心がけています。

08 I Kansai Women's College 

一① 6:00 起床、朝食身支度

① 7:30 自宅を出発

巳 9:00 1限「養護活動論I」

0 10:40 2限「看護臨床実習

② （事前事後指導及び人権教育を含む）」

12:10 昼食、予習復習

⑦13:00 3限「栄養学」

(314:40 4限「看護技術II」

Q 16:10 下校

応17:00帰宅夕食

①18:30 

①20:30 休憩、入浴

⑤22:00 翌日の準備、予習復習

包）23:00就寝
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CAMPUS LIFE ~ 
［歯科衛生学科 玄長巳佳さん］

>
．
 

笑顔で接してくれた歯科衛生士さんに

あこがれて、歯科衛生士を目指しました。
私は幼い頃から歯科医院に通う機会が多く、そこで働く歯科衛生士さんの姿

が強く印象に残っています。私はその歯科衛生士さんが常に笑顔で接してくれた

おかげで、いつも安心して歯科治療を受けることができました。そのことがきっか

けで自分も歯科衛生士になろうと思い、関西女子短期大学に入学することを決

めました。

学内実習、そして臨床現場での学外実習と進むにつ

れ、本当に自分は歯科衛生士になれるのかと不安に思

うこともたくさんありました。でも、先生や友人、家族の

支えがあり乗り越えることができました。3年間は学ぶこ

とがたくさんあって大変でしたが、学んだことを生かして

頑張っていきたいと思います。

{ -----
歯科衛生士国家試験合格に向けて日々勉強をして

います。講義を受けたり過去問を解いたりしていくなか

で、わからないことがあれば先生に質問して理解するよ

うにしています。内定を頂いている歯科診療所で、患者

さんに笑顔で接することを心がけこれからも日々努力

していきたいと思います。

一① 6:00 起床

① 7:00 家をでる・学校に向かう
（自転車電車を利用して約1時間30分）

① 9:00 国家試験対策の講義

(312:10 ぉ昼休み

⑦ 13:00 国家試験対策の講義

@ 1&:10 講義終了・学校を出る

Q 17:40 帰宅

① 18:30 夕飯

① 19:30 風呂翌日の準備

@ 20:30 国家試験勉強

の24:00就寝

CAMPUS ~LI FE" 
L 医療秘書学科 向井結奈さん］ ．ヽ、.. 一今まで学んできたことが自信につながり、

病院で勤めたいという気持ちが強くなりました。
短大では医療の基礎的な知識だけでなく、人との関係について、一般常識・

マナーなど社会人として必要な力を身につけることができます。

入学したころは自分から行動を起こすことが苦手でしたが、講義を通して人

間関係やコミュニケーションの重要性を学びました。人と話すことで自然と笑

顔になり、今では積極的にコミュニケーションを取れるようになりました。

2月には医療秘書総合実習に行かせていただき、実際の医療現場での業務

やスタッフの患者への心づかいなど、普段の講義では学びきれないことを体験

できました。医療保険に関することやレセプト業務、会

話の中で出てくる用語が分かると、今まで学んできたこ

とが自信につながり、病院で勤めたいという気持ちがま

すます強くなりました。

ぐ<—-
賢島にて

秘書検定1級に合格するための勉強です。検定の勉

強を通して、少しの時間でもこつこつ勉強する力が身

につきました。検定試験は同じ月に複数受験するの

で、勉強がかたよらないよう計画を立てて行うよ

うにしています。普段の講義で学んだことと検

定の勉強を関連づけて理解を深め、就職試験

でもその知識を活かしたいと思っています。

① 6:00 

① 6:50 

⑤ 9:00 

0 10:40 

(312:10 昼食

の13:00

(314:40 

⑤ 16:20 

6)20:30 

⑤22:00 

①23:30 就寝

起床、朝食、身支度

1限目「医療秘書実務I」

2限目「診療報酬請求事務演習m」

3限目「薬理学」

4限目「メデイカルコンピューティングI」

短大図書館で自習
（秘書検定・医療秘書検定の勉強）

帰宅、夕食、入浴など

課題や翌日の準備
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Tama Pr61ect 2017 2 
KANSAI UNIVERSITY 
OF WELFARE SCIENCES 

心三 1”'1

Tama Project 2017リーダー

江端理事長・学園長

2017年、関西福祉科学大学が開学20周年を迎え、関西福祉科学大学高等学校の新校舎が

竣工します。この喜び、感謝を、多くの人々と共に盛大に祝いたい。そんな想いから、“Tama

Project 20 l 7’'がスタートしました。在校生・卒業生はもちるん、地元市民の方々も楽しめる企

画が盛りだくさんです。

関女の在校生・卒業生、関係者の皆さまにもぜひ参加いただき、楽しんでほしいと心から願っ

ています。

| Tama Pr6ject 2017企画を一部紹介！
--

玉手山学園祭～茫与雰翌99［ル～
（日時：8月27日（日） ・ll時～17時／場所玉手山学園敷地内）

巴定：のス['1［ご：：、め盛：；こ日<:;’lo 
・アカデミックブース：いろんなことが学べる体験型コーナー！

・スクーリング各学科のミニ講義を受けてみませんか？

内容は随時、特設ホームページにアップします。詳しくはこちらをこ覧ください。 ►

► URL: http://www.tamapro20l 7 jp ~直直］ 園 ※写真はイメージです。

Facebook、Twitter、LINEにて、
最新情報を発信中！ ’iEU3 
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関西女子短期大
学
@kanJoNyushl 

|ホーム
投稿

動画

写真

ベージ情報

いいね ！

― 

'●いいね J "フ:ローする →シ・>f・・

注目コンテンツ

いいね 158件 1,9いいね l

投稿

ロ6:？召．？，1ll1?

rっ

口 大学

“
 

こ
の
想
い

実
現
す
る

コミュニティ

9.`  友遭にページヘの rいいね 1」をリクエスト

＇ヽ 58人が ＇いいね l」しました` 57人がフォローしています

“本テータ すぺて見る

57人がフォ ロー中です 「0 582•0026 大ほ府柏原市
,.9丘9丁目＼＼讐1号

し 072•978•Oい0 （入只広莉臣区通）

O WWW.W心エ•IP

6 大学

日和5・むgllsh(US)E如血1・ l+I 如9099…0•lnヂ0~’史に--, 1 

▲Facebookトップページ

響子育てほ自分育て響
保育の仕事は子どもだけでなく、保護

者、地域との連携を通して成り立ってい

きます。

常に人と出会い、触れ合い、関わり合う

ことが切り離せない職業です。

そこで誰からも好かれ、信頼されるため

には・・

・子どもや周りの人への心からの笑顔！

・気配り、心配りができる優しさ！

・柔らかく、丁寧な言葉使い！

・清楚で、明るい立ち居振る舞い！

•いつも心穏やかに！

常に心がけ、美人先生と呼ばれましょう！

（どの仕事にも相通じることですね！）
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平成29年度後援会総会

平成29年5月20日（土）に短大7号館において、平成29年度後援会総会

が開催されました。総会当日の審議事項として、

(1)平成28年度事業報告及び決算報告

(2)平成29年度役員改選

(3)平 成29年度事業計画及び予算

の三議案が提案され、全会一致で承認されました。

また、役員改選では、会長に田畑美恵子氏（保育学科）が選出されました。

なお、詳細につきましては、お送りしております報告書をご確認ください。

〇 学生の学業及び課外活動への助成

(l)教育研究活動に係る助成

①学生研究助成 ②卒業研究助成 ③ゼミ活動に対する助成

(2)クラブ活動の助成

(3)学友会活動の助成

(4)図書館事業に係る助成

(5)海外研修（留学）助成

リーダーズキャンプ（関西福祉科学大学と共催）

〇 学生の進路指導への助成

(1)学生の資格取得およびキャリア形成に対する活動支援

(2)学生の就職活動に係る支援

就職ハンドブック

i. 
ご卒業おめでとうございます！

卒業記念パーティ

ー謝恩会ー
参加した卒業生の会費は、後援会より

一部助成していただいています。

性に関する講演会

〇 学生の福利厚生を支援するための事業

(l)学生の病気・負傷等に対する支援

(2)保健管理に係る助成

(3)キャンパス環境充実に向けた助成

①校内美化活動に係る助成

②施設・備品等の充実助成

〇 自然災害等による学生の家計急変に対する支援事業

(l)災害救助法適用地域の学生支援

(2)家計急変による生活困窮学生への支援

〇 本学と会員相互の連携を図る事業

(l)後援会総会の開催

(2)後援会会報誌の発行

(3)教育懇談会の開催

〇 その他本会が必要と認める事業

(l)学校行事協賛事業および行事運営に係る助成

①入学式運営に係る助成

②卒業式運営に係る助成

③新入生合宿オリエンテーションの助成

(2)教職員、学生の教育研究に係る助成

(3)短期大学記念事業等への協黄活動

’ Kansai Women's College I 11 
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一9-
●全体説明 ●体験授業 ●学科説明 ●ふれあいランチ ●在学生トークコーナー

●個別相談コーナー ●キャンバスツアーなど ・ 71 Iv（土）
※プログラム内容は変更になる場合がございますのでご了承ください。 AO入試対策講座

事前予約制だから

教員にも相談できる！ 71 
- `̀ --``̀`---・こ—--- --こ---こ̀---`-- ＼ 16 

＇鴎 月～金（祝祭日を除く）9:30~18:00
.＿.．-ョ

年間を通じて、平日にバーソナル相談会を実施。短大の概要や学科説明、入試制度まで丁寧

に個別相談に応じます。もちろん編入学、社会人・学士等入試をお考えの方もご利用いただ

けます。

: 7/ 30町 8/ 27（日）

［お問い合わせ•お申し込み】 8/ 1 1 （金•祝） ！ 9/ 3 （日）関西女子短期大学 TEL.072-978-0640［入試広報部直通］

（受付時間／月～金 9:30~17:30)
AO入試対策講座

［開催時間］全日10'00~15.00

関西女子短期大学平成30年度入試日程 <.
選考日 出願期間（必着）

保育・医療 ① 2017年 8月 9日（水） 2017年 8月 1日（火）～ 8月 4日（金）

保育・養護・医療 ② 2017年 9月16日（士） 2017年 8月31日（木）～ 9月11日（月）
AO入試 ③ 2017年 10月 7日（土） 2017年 9月20日（水）～ 9月29日（金）

専願
全学科実施 ④ 2018年 2月17日（土） 2018年 1月31日（水）～ 2月 9日（金）

⑤ 2018年 3月 5日（月） 2018年 2月14日（水）～ 2月26日（月）

特別推薦（指定校）入試 ＊ 
特別推薦（玉手山学園ファミリー）入試 ＊ 2017年 10月 7日（土） 2017年 9月20日（水）～ 9月29日（金）

特別推薦（課外活動）入試 ＊ 
一次（本学・地方） 2017年 10月14日（士） 2017年 9月27日（水）～10月 6日（金）

公募推薦入試 ＊ 二次（本学） 2017年 11月11日（土） 2017年 10月25日（水）～11月 2日（木）

三次（本学） 2017年 12月 9日（土） 2017年 11月24日（金）～12月 1日（金）

一般入試 ＊ 本学・地方 2018年 1月20日（土） 2018年 1月 5日（金）～ 1月12日（金）

センター試験利用入試 ＊ 独自入学試験はありません。 2018年 1月31日（水）～ 2月 9日（金）

併願
一次（本学・地方） 2017年 10月14日（土） 2017年 9月27日（水）～10月 6日（金）

二次 2017年 12月 9日（土） 2017年 11月24日（金）～12月 1日（金）
社会人・学士等入試 ＊ 

三次（本学・地方） 2018年 1月20日（土） 2018年 1月 5日（金）～ 1月12日（金）

四次 2018年 2月17日（土） 2018年 1月31日（水）～ 2月 9日（金）

帰国子女入試
一次 2017年 10月14日（土） 2017年 9月27日（水）～10月 6日（金）

二次

外国人・留学生入試
2018年 1月20日（土） 2018年 1月 5日（金）～ 1月12日（金）

＊印の入試は奨学金対象入試です。

u 

学長大嶋隆

関西女子短期大学学長の大嶋隆です。昨年までの4年間は歯科衛生学科長を、昨年からは学長を務め

ています。短期大学は4年制大学と専門学校に挟まれて苦しい状況に置かれているような印象を与えて

いるようですが、私がこの5年間に体感した関西女子短期大学の印象は、大学の環境や施設だけでなく、

在学生の人間としての長所や魅力は世間に誇れるもので、心配する必要は無いと思っています。ただ、学

長には現状の維持ではなく更なる発展が求められています。このためには本学の欠点を改め、長所を伸ば

す必要があり、教員・職員さらには学生と保護者の皆さまのご協力が不可欠となります。この1年間のうち

に、いろいろな取り組みを始めるつもりでおります。ご協力くださいますようお願い申し上げます。

最後になりますが関西女子短期大学に入学された学生の皆さんが、2年間あるいは3年間の在学期間

を有意義に過ごされ、満足できる大学生活であったと自ら誇れる時間をこの関西女子短期大学で過ごさ

れることを祈念しています。

闘
後援会の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、2015年に完成しました短大7号

館は、今や全学科が講義や実習といろいろな形で活用するようになり、本広報誌の表紙にはその様子をご紹介さ

せていただきました。他にも各学科のトピソクス、在校生や卒業生の様子等を広く盛り込みました。なお、本広報誌

充実のためにお気づきのことやご要望等がございましたら、是非ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
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