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島根県立松江高等女学校（松江市西川津町3618）内に専門学校令により島根県立松江女子専門学校設
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島根県立大学短期大学部松江キャンパスの創立70周

私たちの母校「島根県立大学短期大学部松江キャン

年、誠に、おめでとうございます。そもそも、短期大

パス」は、今日まで着々と力強い発展を続け、本年創

学部松江キャンパスの淵源は、昭和21年３月、松江市

立70周年の記念すべき年を迎えられたことを、心より

に設立された島根県立松江女子専門学校にあります。

およろこび申しあげます。

昭和23年４月１日

松操会の寄付により松江市内内中原町256番地１に移
転。

昭和28年４月１日

島根県立松江女子専門学校を母体とし、島根農科大学
に女子家政短期大学部を設ける。家政科（生活専攻・
被服専攻入学定員各25名）
家政科は栄養士養成施設として指定される。
島根県立保育専門学院併設。

以来、戦後の社会復興を願い、女性の社会進出を促す

顧みますと、母校は1946年（昭和21年）島根県立松

べく保健分野、被服分野等の家政分野における実践的

江女子専門学校として設立されて以来、山陰の女子高

昭和36年４月１日

島根女子短期大学と名称変更。

な女子教育を進めて来ました。その後、島根農科大学

等教育機関として、地域社会に大きく貢献してまいり

昭和39年４月１日

島根県立島根女子短期大学と名称変更。

女子家政短期大学部、島根女子短期大学、島根県立女

ました。その間、大学で学んだ卒業生は10,000名を越

昭和43年10月28日

松江市乃木福富262番地に移転。

子短期大学となり、平成19年４月、島根県立大学及び

え、県内をはじめ全国各地で活躍しております。これ

昭和48年４月１日

保育科増設。（入学定員50名）

島根県立看護短期大学と経営統合し、同時に法人化し

も偏に島根県を始め各方面の方々のご尽力により、専

て、「公立大学法人島根県立大学短期大学部松江キャ

門的知識や技術を学んだことによるもので感謝に耐え

ンパス」となって現在に至っています。経営統合、法

ません。一方、家庭にあっては家政学で学んだ理論と

人化に合わせ、男子学生の入学を受け入れ、女子教育

実践を活かし、また地域社会においても、指導者とし

に特化してきたこれまでの女子短期大学から、大きな

て活躍することが出来るなど、卒業生として改めて心

教育方針の転換が行われました。

より厚くお礼申しあげます。

そして、今日、本学短期大学部が養成する人材に対

大学の70年は、時代の変遷と共に幾多の移り変わり

する資格の高度化要請、さらに、受験生の４大志向の

を遂げました。大学も公立大学法人となり、学科再

高まり等、社会ニーズの変化に対応して、４年制の新

編、男女共学を経て念願でありました４年制学部も平

学部を開設する計画が進められています。同時に、２

成30年度に新設・併設することになり、大きく飛躍し

年制の教育課程で資格取得が可能な短期大学に対する

ようとしています。

社会ニーズも依然として少なくないことから、保育学

この度、記念行事に合わせ「松苑会70年のあゆみ」

科及び総合文化学科を短期大学部として存置させるこ

を作成いたしました。これは松苑会の活動を、写真中

ととしています。合わせて、健康栄養学科は、出雲

心にまとめたものです。内中原校舎から乃木福富校舎

キャンパスに移転して４年制化し、看護学科と共に、

へ、そして現在の浜乃木校舎へと学び舎は変わりまし

「看護栄養学部」を構成します。これらの計画は、平

たが、私たちは恩師や友人たちとの素晴らしい出会い

成30年度に実現する予定です。

により、人生の礎を築くことが出来ました。記念誌を

保母を養成する学校として指定される。（昭和48年２
月10日厚生省収児第99号）
昭和60年４月１日

家政科被服専攻を生活科学専攻に改組。
中学校教諭２級普通免許状（家庭）取得の課程認定を
受ける。

昭和63年４月１日

文学科（国文専攻・英文専攻入学定員各50名）増設。
文学科の司書講習相当科目の単位について認定を受ける。
文学科の中学校教諭２級普通免許状（国語・英語）取

昭和63年９月１日

新校舎竣工、全学移転。
家政科食物専攻は栄養士養成施設として指定される。

平成元年３月14日

学生寮完成。

平成２年６月26日

アメリカ合衆国ワシントン州立セントラルワシントン
大学と協力大学関係の協定を締結。

平成４年４月１日

社会人入学制度を導入。

平成８年２月19日

体育館竣工。

平成19年４月１日

島根県立島根女子短期大学と島根県立看護短期大学を

めくりながら、学生時代のあの頃にタイムスリップ

て、その伝統を新しい４年制大学に受け継いでいくこ

し、それぞれに思いを馳せていただきますように、ま

統合して、島根県立大学に併設する島根県立大学短期

とになります。本学の歴史と歩みを共にして来られた

た、大学のあゆみに添いながら、松苑会活動の足跡を

大学部を設置。これより男女共学となる。

同窓会「松苑会」は、島根県内のみならず、全国各地

まとめましたので、ご覧いただければ幸いです。

総合文化学科に、文化資源学系、英語文化系、日本語

創立70周年を大きな節目として、母校の長い歴史と

た。短期大学部松江キャンパスの創立70周年を契機

伝統ある教育・研究が時代の要請に応えて一層高めら

に、「松苑会」が、今後、なお一層、発展されますよ

れ、充実発展されますようお祈りいたします。松苑会

うお祈り申し上げます。

も会員一同益々絆を深め、母校と共にあゆみ続けてま
いりたいと思います。

「小鳥の詩」
島根県立保育専門学院卒業生 贈

得の課程認定を受ける。

本学は、終戦直後の草創期から、70年の歴史を経

で活躍する幾多の卒業生を擁して発展して来られまし

平成元年10月

文化系、生活文化デザイン系の４つの系を設置。
平成22年４月１日

総合文化学科を文化資源学系、英語文化系、日本語文
化系の３つの系に改組。
島根県立大学憲章を制定。

平成26年４月１日

文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大学COC事
業）」の採択を受け、地域連携活動の窓口として「し
まね地域共生センター」を設置。
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平成18年11月

「憩う女」
島根女子短期大学 松苑会 贈
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新校舎竣工 1988.9

新体育館竣工 1996.2

松苑会総会 1988.11.8

松苑会入会のしおり

記念パーティー
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5

会場に入りきれないほど盛況！

松尾副知事をお迎えしての式典

Ｈ8.11.16

Ｈ18.11.26

久しぶりの再会で賑わう

なごやかな雰囲気

錦織 健 リサイタル

青山 恵子 リサイタル

【ピアノ】ブルース・スターク

【ピアノ】前島あや子

地元出身歌手の
熱唱に感動
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周年記念行事

60

島根県立島根女子短期大学

創立

周年記念行事

島根県立島根女子短期大学

創立
50
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代議員総会 平成21年11月22日（日）

島根県立大学短期大学部松江キャンパス 松苑会

第１～５回ホームカミングデー
第１回 ホームカミングデー 2010.9.9
小泉 凡 先生

「異界」を楽しむ ～ハーン・水木・ジブリの世界～
今年は小泉八雲来松120年の記念の年です。
小泉八雲、水木しげる、宮崎駿をつなぐ不思議世界をのぞいてみませんか。

第２回 ホームカミングデー 2011.9.25
三保 サト子 先生

「猫と女は見た目が九割？－ひかる源氏の時代－」
源氏物語の先生として学生はもちろん市民講座の受講生にも大人気。
魅力いっぱいのひかる源氏の世界へぜひどうぞ！

第３回 ホームカミングデー 2013.8.25
大塚 茂 先生
～「のんびり雲」８年の歩み～

「のんびり雲」は学生、教員手づくりの文化情報誌
ほっこりした出会いの取材現場の様子を聞いて私たちも山陰の良さを一緒に感じましょう。

第４回 ホームカミングデー 2014.8.24
岩田 英作 先生

代議員総会 平成24年11月18日（日）

「えーさくおじさんのほっこり絵本ばなし」

絵本には素晴らしい力があると説かれる先生のお話と「おはなしレストラン」を見学して
絵本の世界を楽しみましょう。

第５回 ホームカミングデー 2015.8.23
前副学長 山下 由紀恵 先生

～「島根県各地で紡ぐ子ども・保育・発達研究」～

子育て中、孫育て中、すでに終えられた皆さん、島根の子供たちの姿を一緒に見つめてみましょう。

松苑会 会報１～３号

秋の空、秋の風

～インドの弦楽器シタールと
中国の古琴の弾き語り～

瀬古 康雄

先生

H20.3.24

8

H22.3.25

H25.1.31

9

平成26年度松苑会活動
交流バスツアー 2014.6.15

在学生との交流バスツアー初めての試み

松江城周辺

第4回 2014.8.24
ホームカミングデー
講師 岩田英作先生
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平成27年度松苑会活動
交流バスツアー 2015.4.25

前年度のバスツアーが好評で参加者が増えました

八重垣神社、玉作湯神社

飛鳥祭 2014.10.11
松苑会主催
「大じゃんけん大会」

日御碕神社、日御碕灯台周辺

第5回 2015.8.23
ホームカミングデー
講師 山下 由紀恵先生

出雲大社、島根ワイナリー

飛鳥祭 2015.10.10
松苑会主催
「大じゃんけん大会」
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お知らせ

１.事務局を開設しました
松江キャンパスの中に毎週木曜10時～14時まで松苑会事務局を
開設し役員が在室しておりますのでお気軽にお出かけください。

松苑会事務局

毎週木曜日 10：00～14：00（役員在室）

〒690-0044 松江市浜乃木７丁目24の２
島根県立大学短期大学部
松江キャンパス内３号館 松苑会事務局

電話・FAX／0852-32-8586
メールアドレス／shouenkai@vesta.ocn.ne.jp

２.同窓会開催の
諸経費を補助しています
会員の皆様が各クラスで

ホームページを開設しています。
是非ご覧ください。

同窓会を開催される際に諸
経費の軽減と、連絡先不明、
変更のあった方の新しい住
所をお知らせいただくために

島根県立大学
ホームページTOP
島根県立大学

松苑会

検索

平成26年度より会員１人当
たり200円の補助をしてい

卒業生の方へ

ます。詳細については松苑会
事務局までお問い合わせく
ださい。

同窓会
松苑会からご案内

編 集 後 記
今回の記念誌の作成については、
「写真でつづる松苑会70年のあゆみ」というコンセプトで編集することにしました。先
ずは、各年代の当時の写真を探すことから始まりましたが、それぞれ20年、30年以上昔の記録であり、ネガのないものも
あり、写真の所在探しに苦労しました。出てきた写真に昔を懐かしみ、作業が中断するほど盛り上がったり！一進一退しな
がらも楽しい編集作業となりました。
松苑会はここ最近、ホームカミングデー、松江キャンパスの行事支援、飛鳥祭への参加、学生との交流バスツアーなど積
極的に活動しています。今回は、近年の活動を大きく取り上げて会員の皆様にお知らせすることにしました。
「松苑会70周年のあゆみ」をご覧いただき、それぞれ学ばれた校舎での２年間を懐かしく思い出し、また今後とも松苑
会の活動にご賛同の上ご協力いただければ幸いです。
松江キャンパスのご厚意により、校内の一室を事務室としてお借りし毎週木曜日（10時～14時）に開室しております。是
非、気軽にお立ち寄りください。一緒にお茶でも飲みませんか！！お待ちしております。
編集委員一同（文責 安部文子）
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