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［冬期休業期間の証明書発行について］
事務局休館日は証明書の発行を行っておりません
証明書の発行は窓口受付のみです。郵送、電話等での受付はできません。
また申請から発行まで休館日を除き2～3日の期間を要しますので余裕を
持って申請してください。特に就職活動中の学生は注意してください。

冬期休業期間中の事務取扱・施設利用について

ロッカー室リニューアル ～更衣スペース新設～

新メンバー紹介

新型・季節性インフルエンザが流行中！！

図書館カレンダー

12月29日（火）～1月5日（火）までが冬期休業期間となります
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…休館日 （注）12月28日（月）・1月6日（水）の開館している時間は
10：00～17：00となります

保健室だより「健康支援室」

図書館だより

より利用しやすいロッカー室を目指して、更衣スペースを新たに設ける
などロッカー室内の改装を行いました。みなさんの使いやすいスペース
になっているでしょうか？
今後も、「この方が使いやすいよ」とか、「これは使いにくいんじゃない」
など、ご意見・ご要望等がありましたら、ぜひ事務局まで声を届けに来て
ください。

図書館の新しいメンバーをそれぞれの『おすすめ本』と共に
紹介します。

新型の特徴は、とにかく感染力が強いことです！！
季節性のようにすぐに高熱が出ない時もあります。
微熱が数日続くような時も要注意！！
すぐに受診しましょう！！

図書館では、１階ホールにおいて季節に合わせたミニ展示
を行っています。現在の展示テーマは「クリスマス」。
図書館の本棚から「クリスマス」に関する本を抜き出して紹
介しています。クリスマス料理の本から、かわいいポップ
アップ絵本まで、クリスマスの情報が盛り沢山です。

開館日・閉館日情報が分かりやすい
ように、このようなカレンダーを毎月
作成しています。カレンダーは掲示板
等に掲示していますが、携帯に便利
な名刺サイズのカレンダーも配布し
ています。図書館2Fカウンターまで
おこし下さい。

ミニ展示コーナー

有光 春奈さん　『もの食う人びと』 辺見庸 作
今原 千波さん　『しろいうさぎとくろいうさぎ』

ガース・ウイリアムズ 作

奥野 千晶さん　『卵の緒』 瀬尾まいこ 作

＜今後のミニ展示コーナー予定＞
・１月中旬～　バレンタイン特集
・２月中旬～　卒業生応援特集
（社会人のマナー、１人暮らしに向けて）

・４月初旬～　新入生歓迎特集
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注意！！

注意！！ ◆更衣スペース内は飲食禁止！
◆ゴミは各自持ち帰ること！

 22日（火）  年内授業終了
 24日（木）  予備日
 25日（金）  予備日

8日（金）  授業再開
 19日（火）  予備日

2日（火）  後期授業終了
3日（水）  予備日

 10日（水）  成績発表（2年）13：00
                再試験申込
 13日（土）  追・再試験（2年）
 15日（月）  創立記念日
 16日（火）  追・再試験（2年）
 17日（水）  追・再試験（2年）
 20日（土）  追・再試験成績発表（2年）
 24日（水）  成績発表（1年）13：00
                再試験申込
 26日（金）  追・再試験（1年）
 27日（土）  追・再試験（1年）

1日（月）  追・再試験（1年）
2日（火）  追・再試験（1年）
7日（日）  教育懇談会（1年）

 18日（木）  学位記授与式予行13：00
 19日（金）  学位記授与式13：00開式

3日（土）  新2年履修ガイダンス
5日（月）  入学式
8日（木）  授業開始

12月 3月

4月
1月

2月

写真左から、有光さん・今原さん・奥野さん

ポップアップ絵本

更衣スペース

図書館に来た際は、
気軽に声を

かけてくださいね♪

予防は手洗
い・うがい！！
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『ブックチョイスツアー』とは、
「図書館に並ぶ本を本屋さんで
直接選んじゃおう！」って企画です。
そんな楽しい夢の企画に
参加してみませんか。
詳しくは、図書館職員までお問合せを！

研究プロジェクトではHPを開設しました。
それぞれのプロジェクト紹介などを、
女短のトラッキーとスラィリーが
ブログで更新しています。
ブログを読んでの感想や
応援メッセージなど、
コメントもお待ちしています。

女短では現在様々な研究プロジェクトに取り組んでいます。

最先端のサイエンスや未来へのロマンも秘めながら、身近に楽しく♪
たとえば、宇宙食への利用も期待される不思議な微生物ユーグレナを使った海苔。
美と健康の心強い味方、食物繊維たっぷりの、ふすまクッキーやおからドーナツ。
特産品の道明寺粉を使い、藤井寺の新名物になる日を夢見て企画したお菓子。
キャンパスの森で地域の方とホタル鑑賞したい！と挑んでいる学内の池でのホタル成育。 
火星での農業も見据えて行う、宇宙を旅したタネの育成と観察実験。

第３回スイーツコンテストが平成21年9月18日（金）
開催されました。製パン部門３組、製菓部門２３組の
エントリーがあり、審査の結果、３組が優秀賞に選ばれ
ました。そのうち２作品の商品化が決定し、平成21年
11月6日（金）表彰式が行われました。

藤井寺市より、地元の特産である道明寺粉を使用した新たな銘菓製作の要請を受けました。

本文に学籍番号と氏名を入力して送
信してください。登録確認メールを
返信します。

進路情報メール
配 信 サ ー ビ ス
会 員 募 集 中

就職・進学に問わず進路が決定して
いる人は決定届を提出してください。
用紙は進路室にあります。道明寺粉とは、もち米を蒸して乾燥させた

ものです。藤井寺市の道明寺で最初に作ら
れ、当時は保存食とされていました。現在
では主に、おはぎや桜餅などに使用されて
います。

製菓コース学生と講師の共同考案に
よって『F4ゼリー』が誕生しました！！
今後、藤井寺市のお菓子屋さんで
見かける日がくるかも？！

研究プロジェクトとは？

☆ お知らせ ☆

メール登録方法

道明寺粉プロジェクト（サブレコンテスト・和菓子プロデュース）

～サブレコンテストの流れ～

～和菓子プロデュース～

道明寺粉って

『Pretty米』　西尾 朱生さん（製菓コース 2年）

中原 未奈　さん（製菓コース 1年）
松本 紗也加さん（製菓コース 1年）

『オータムクラウン』　藤野 由真さん（製菓コース 2年）

『チョコレートケーキ♡』
大原 望美さん
（製菓コース 2年）

塚原 千枝さん（栄養士コース 2年）

総務になり、毎日充実した日々を過ごすこと
ができました。活動は困難や壁にぶつかるこ
とも多々ありましたが最後の学生生活で最
高の思い出をつくることができました。

会 長

●進路ガイダンスに参加しよう！
1月13日（水）3限　グリーンホール

内容：就職環境、就職活動の進め方、進路室の
利用方法、就職活動テキスト配布

1月20日（水）3限　グリーンホール

内容：履歴書・ＥＳの書き方、企業説明会への
参加等について

1年生へのメッセージ 2年生へのメッセージ

賀
正

～自分で選んだ本が図書館に並ぶ！？～
短大には以下の様にたくさんのクラブがあります。
何か新しいこと始めたいけど、何をしようかなぁ・・・
って迷っているあなた！チャレンジしてみませんか？
各クラブの詳しいことが知りたくなったら、
事務局へお問合せを！

製パン部門

製菓部門

会 計 会 計 書 記

会副 長 会副 長

●進路サポートサイトを見てみよう！
学内のパソコン（進路室・３F・４Fワークルー
ム）で進路サポートサイトをチェック！
就職活動情報満載の本学オリジナルサイトです！

●ラストスパート！
12月～2月は最後の補充求人があります！
気になったら即行動を起こしましょう！
悩んでいて踏み出せない人は気軽に相談を♪

●就職前にしておくこと！
就職内定先に年賀状を出しましょう！
社会人となる心構えを持ち、
礼儀マナー、言葉遣いを
しっかりと身につけて
おきましょう！

道明寺サブレコンテ
スト最優秀賞

写真左から、西尾さん・大原さん・藤野さん

食育クラブの
みなさん

ふすまクッキ
ー

育成中の宇宙のタネ

お菓子クラブのみなさん

バレーボール
部のみなさん

写真左から、中原さん・松本さん

商品化

商品化

？？

東　 千波　さん（ライフプロデュース専攻 1年）
坂口 明日香さん（ライフプロデュース専攻 1年）
竹本 麻美　さん（ライフプロデュース専攻 1年）

うれしい×３
これからもっと
自分のファッション
も磨いていきたい。

写真左から、東さん・坂口さん・竹本さん

西尾 朱生さん
（製菓コース 2年）

大原 望美さん
（製菓コース 2年）

藤野 由真さん
（製菓コース 2年）

『シュクレ』『金太郎
パン』『U・コミュニ

ティホテル』主催

第3回スイーツコン
テスト優秀賞

素直に嬉しい
この経験を活かして、
色々と新しい提案の
できるパティシェに
なりたい。

将来は子供と一緒に
スイーツを作りたい。

HP開設

・お菓子クラブ
・コンピュータークラブ
・住まいリングクラブ
・ファッション研究クラブ
・ボランティアクラブ

・食育クラブ
・ダンス部
・テニス部
・バレーボール部

shinro@osakajyosi.ac.jp

学友会総務役員からのメッセージ
今年度の学友会総務役員も、あとわずかで交代となります。１年間、虹色祭など

の

行事をはじめ、私たちの学生生活を支えてくれた役員メンバーからのメッセージです
。

小倉 真美さん
（保健科）

Ogura    Mami

学校全体の事を決めていくっていうのはめっ
ちゃ大変だということを身を持って知ること
ができました。でもそれがあるから終わった
あとの達成感がハンパなかったゎ☆笑

臼井 優美さん
（製菓コース）

 Usui     Yuumi

学友会の役員は全体が上手くいくように調
節したり話あったり準備をしたりする裏方
の様な役で大変な仕事でしたが、私自身も
本当に成長させてもらったと思います。

藤本 あゆみさん
（幼児教育科）

Fujimoto     Ayumi

女短の皆さん学園祭お疲れ様でした。１年間
総務役員として活動して、毎日大変でした
が、とても良い思い出になりました。少しで
も皆さんのお役に立てていたら光栄です。

木下 貴和子さん
（栄養士コース）

Kinoshita    Kiwako

総務は本当に、六人で支えあって総務でし
た。様々な学科から集まった六人でしたが、総
務に入ることでしか得れない仲間を手にいれ
ることができた、素晴らしい一年間でした。

米田 友美さん
（栄養士コース）

Komeda   Yumi

今年総務のメンバーに入り、このメンバーで虹
色祭をやれた事はとても大きな経験になりま
した。他のメンバーと支えて下さった多くの人
に感謝しています。ありがとうございました。

瀬羅 志津香さん
（ライフプロデュース専攻）

Sera       Shizuka

最優秀賞を
貰えると思ってなかった

からビックリ！
来年のスイーツコンテスト

に活かしたい。

『藤井寺もちじくクッキー』

講師と学生の共同考案会議

学生表彰
平成21年11月6日(金)学生表彰
が行われました。今回の表彰では
９名の学生の課外活動や社会活
動が評価され、学長賞として
表彰されました。

1次審査 2次審査 表彰式

8組15名がエントリー
学内審査

4組進出
藤井寺市民まつり来場者による試食審査 最優秀賞 1組

『F4ゼリー』

現在、サブレ・
和菓子ともに
商品化に向けた
検討作業が

行われています。

ボランティ
アクラブの

みなさん

南大阪地域大学コン
ソーシアム主催

「パパチャリに乗るお
父さんに着せたい

洋服コンテスト」グラ
ンプリ受賞

小・中学校における食
育推進活動に貢献

クラブのみんなと
やってきた活動が認められて
嬉しい。今回の活動で見直したい
点も色々見つかったので、これから
より良いものになるように
改善していきたい。

http://www.owjc.jp/blog/


