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本学をめざすみなさんへ

岐阜市立女子短期大学は、その教育

目標として「女子に対して幅広く深い教養

及び総合的な判断力を養成する」ことを

掲げています。同時に「専門的な知識と

技能を授け、有為な社会生活を営み、かつ

地域社会の発展に貢献する人材を養成

することを目的」としています。

本学には、英語英文学科、国際文化

学科、食物栄養学科、生活デザイン学科

の４つの学科が設置されています。

今日「国際共通語」となった英語を身に

つけ、英米および英語圏の言語・文化・

文学を理解することによって、自分と世界

を幅広く理解する。それが「英語英文学科」

での営みです。

英語を基盤にしながら、さらに地域か

らの視点（本学では中国語と韓国語）を

学び、世界の文化をグローバルな視点と

地域からの視点とを併せもって総合的に

理解しようとする。これが「国際文化学科」

の学びです。

両学科ともに、世界を理解することは

同時に私たちの文化を再確認することでも

あります。異文化理解が真に可能になる

ためには、自他両者への理解が必要です。

そこから「コミュニケーション」が生まれ、

コミュニケーションを通じて自他の理解も

深まっていきます。

人間を支えるものは「からだ」です。この

身体を核にして、主として「食」生活の面

から実践的に人間を理解し、「食と健康」

についての専門知識と技術を習得し、専門

家としての立場から社会での活躍をめざす。

それが「食物栄養学科」です。

人間の社会は「かたち」と「デザイン」

からできています。機能性だけではなく、

「かたち」には人間の思い・美意識・智慧、

そして積み重ねられた文化・伝統・歴史

が表現されています。それらを学び、また

技術を習得しながら、自らの手で表現する

ことによって未来のイメージを切り拓こう

とする。それが「生活デザイン学科」での

試みで、ファッション、建築・インテリア、

ヴィジュアルの３専修からなっています。

幅広い「教養」の重要性

各学科がそれぞれに特化した専門性を

もっています。「社会の要請」に応え、社会

で活躍するために、そうした先端的な技術

や専門性を身につけることは必須です。し

かし「社会の要請」そのものを理解し、あ

らためてそれを広い立場から評価し、新た

な「社会の要請」を創りあげていく「ちから」

も同時に必要です。ひとは「社会の要請」

に無自覚、無批判に応える「コマ」であり

ません。自分たちが歴史的にまた空間的

にどこに位置し、世界のために何ができ

るのかを考える「ちから」、それを「教養」

と呼ぶとすれば、私たちが「有為な社会

生活を営む」ためにも「社会に貢献する」

ためにも、こうした幅広い教養が求めら

れています。「ナゼ？」という質問を社会や

世界に発したとき、自分でそれに答えるこ

とのできる「ちから」と言い換えることが

できるかもしれません。

科学的なものの見方、人文社会学的な

ものの見方、人間が積み重ねてきた「知

の集積」を理解しようと努める姿勢を持つ

こと。本学が育成しようとしている「人材」

の姿は、こうした幅広い教養をもち、ある

分野での専門性を深く身につけた人たち

なのです。

沿　革
1946年	 岐阜女子専門学校としてスタート

	 （英文科・生活科・被服科）

1949年	 岐阜専門学校に改称

1950年	 岐阜短期大学　設置

1954年	 岐阜女子短期大学に改称

1955年	 家政科を改組して生活科・被服科を増設

1969年	 英文科を英文学科、生活科を食物栄養学科、

	 被服科を被服学科に学科名変更

1988年	 岐阜市立女子短期大学に改称

2000年	 キャンパス移転　　国際文化学科を新設

	 英文学科を英語英文学科、

	 被服学科を生活デザイン学科に学科名変更

学長　杉山 寛行

岐阜市立女子短期大学の歩み
本学は、1946年に東海地区で最初の公立女子専門学校

としてスタートしました。その後、男女共学の岐阜専門学校

となり、その翌年には岐阜短期大学となりました。そして

1954年に女子のみの岐阜女子短期大学となり、1988年

に岐阜市立女子短期大学と改称し、現在に至っています。

本学は「岐女短」の愛称で地域に親しまれており、これまで

数多くの優れた人材を世に送り出してきました。2000年に

キャンパスを移転して最新の施設・機器を備え、2016年に

は開学70周年を迎え、学生の＜学びと成長＞のために充実

した環境と教育を提供します。

学長あいさつ
Message
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英語英文学科
Department of English

　英語英文学科は、英米及び英語圏の言語、文学、文化などを学ぶことを通して、
自己と世界に対して目を開き、豊かな教養を修得するとともに高い語学力を身につけ、
国際的な場面や地域社会で活躍できる自立した女性を育成することをめざしていま
す。このような教育目標のもと、英語英文学科では、実用英語科目と、英語に関連
する学問を学ぶ専門科目を開講しています。LL教室で開講される「オーラル・イングリッ
シュ」、ネイティヴ教員による「英会話」、夏休み約 2週間を利用しての「海外英語演
習」などの充実した実用英語カリキュラムにより実践的な英語力を身につけることが
できます。また、英語学や英米文学などの専門科目群を通して、英語という言語そ
のものや、その背景にある文化を多面的に学び、深い教養に裏打ちされた英語コミュ
ニケーション能力の習得をも目指します。とにかく英語が好きで、英語を広く深く学
びたいという意欲を持った学生たちが集まって、充実した学生生活を送っています。

将来、英語を使う仕事に就きたい。

英語をもっと知りたい。

とにかく、英語が大好き！

深い教養と実践的な知識。

岐女短の英語英文学科は欲張りです。
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カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）
区　分 １年前期 １年後期 2 年前期 2 年後期

教
養
教
育
科
目

●フランス語Ⅰ
●生活と経済
●生活と環境
●情報処理Ⅰ （基礎）
●スポーツ実技
●教養演習
●文学と映像

●フランス語Ⅱ
●生活と福祉
●ジェンダー論
●情報処理Ⅱ（応用）
●健康とスポーツ
●日本社会の歩み

●フランス語 Ⅲ
●生活と化学
●心理学

●フランス語 Ⅳ
●現代社会と法律
●生物学

専
門
教
育
科
目

英
文
講
読

●イギリス文学講読Ⅰ
●アメリカ文学講読Ⅰ
●アカデミック・イングリッシュⅠ

●イギリス文学講読Ⅱ
●アメリカ文学講読Ⅱ
●アカデミック・イングリッシュⅡ

英
米
関
係

講
義 ●コミュニケーション学原論Ⅰ ●コミュニケーション学原論Ⅱ

●イギリス文学史
●英語学概論Ⅰ
●現代アメリカ事情
●英語教育学概論

●イギリス文化論
●英語学概論Ⅱ
●レトリック批評

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

●現代コミュニケーション学研究Ⅰ
●アメリカ文学研究 Ⅰ
●イギリス文学研究Ⅰ
●英語学研究Ⅰ
●米国社会と政治研究Ⅰ
●英語習得研究Ⅰ

●現代コミュニケーション学研究Ⅱ
●アメリカ文学研究Ⅱ
●イギリス文学研究Ⅱ
●英語学研究Ⅱ
●米国社会と政治研究Ⅱ
●英語習得研究Ⅱ

実
用
英
語

●ライティングⅠ
●オーラル・イングリッシュⅠ
●リーディングⅠ
●英会話 AⅠ　　●英会話 BⅠ
●英文法Ⅰ
●タッチタイピング演習
●検定英語演習Ⅰ
●情報メディア演習

●ライティングⅡ
●オーラル・イングリッシュⅡ
●リーディングⅡ
●英会話 AⅡ
●英会話 BⅡ
●英文法Ⅱ
●英語情報教育演習
●検定英語演習Ⅱ

●ライティング Ⅲ
●オーラル ･ イングリッシュ Ⅲ
●リーディング Ⅲ
●英会話 A Ⅲ
●英会話 B Ⅲ
●ビジネス・イングリッシュ
●英語論文演習

●ライティング Ⅳ
●オーラル ･ イングリッシュ Ⅳ
●リーディング Ⅳ
●英会話 A Ⅳ
●英会話 B Ⅳ
●インターネット・イングリッシュ

●海外英語演習
インターン

シップ ●インターンシップ

生きた英語を身に付けよう

オーラル・イングリッシュⅠ～Ⅳ
　LLラボを使用した英語のリスニング力・
スピーキング力を伸ばすための授業です。
映画やニュース、ドキュメンタリーの映像を
見ながら、生きた英語を楽しく学びます。
また、自分の意見を英語で発表できる力
を身に付けます。２年生の授業では、英語
で論理的に説明できるように、ディスカッ
ションやパワーポイントを用いたプレゼン
テーションなどを行います。２年間の授業
実践を通して、社会に出てからも使える
知的な英語の習得が可能になります。

自然な英会話表現を学ぼう

英会話AⅠ～AⅣ
　専任の英語ネイティブ・スピーカー（ア
メリカ合衆国出身）教員による、英語での
コミュニケーション力を身につけるための
授業です。日常生活でよく使う表現を学ん
だり、語彙を増強したり、適切な発音やイン
トネーションを身につけるための実践的な
練習などを行います。また、身近なトピック
でグループや個人のプレゼンテーションも
行います。この授業で、英語を話す自信と
能力が身につくはずです。（この他にも、
イギリス人講師による英会話BⅠ～BⅣと
いう授業もあります）

　英語英文学科では様々な角度から英語と英米文化について
学び、国際社会で生き抜くための実践的な知識と技能を身に
つけていきます。
　まず重視するのは「実用英語」です。国際化時代の到来と
ともに、英会話の必要性はどんどん増してきています。卒業後
実社会で役に立つ語学力を養成するため、外国人教師による
英会話授業、LL 教室などを使った映像・音声教材を活用した
授業などを開講しています。また英検、TOEIC、TOEFLと
いった資格の取得に直結した授業も用意しています。
　「英米文学」では、シェイクスピア、ディケンズ、またトウェイン、
ヘミングウェイらの書いた作品などについて学びます。作品
を鑑賞するのはもちろん、その背景にある英米の文化を知る
ことを通して、異文化を理解し、受け入れるために必要な力
を身につけます。
　「英語学」は言語としての英語を研究対象としています。本学科
では音韻論、形態論、統語論、意味論、英語史、社会言語
学など、英語学のほとんどの領域について包括的に学ぶこと

ができるので、英語の「底力」となること請け合いです。
　「英語教育学」では、教える立場に立って、より良い英語
教育や英語学習について考えることで、自らの学習法を見つめ
直します。読む・書く・聞く・話す4 技能のバランスが取れた
英語力を身につけ、異文化の人 と々円滑なコミュニケーション
をとるための技能について、実践的に学びます。
　「コミュニケーション」を学問的に考察し、語られたものや
書かれたものをディスコースとして捉え、文化や社会との関連
を考えつつ、メディア・リテラシーの基礎を養うことも勉強
します。
　「ゼミナール」は少人数・個別指導・高度な学問的専門性を
特長とした、本学科の充実した教育形態です。活発な議論・
文献読解・プレゼンテーションなどを通し、自ら選んだ研究テーマ
を掘り下げて卒業論文としてまとめることを目指します。
　英語英文学科で学ぶと、知らず知らずに、それも目に見える
形で実力がアップして行きます。きっと英語英文学科で新たな
自分を発見することができると思います。

英語英文学科から世界が広がる！

充実の実践的カリキュラム

資格検定試験

英検・TOEIC
　英語英文学科では、英語運用能力
の強化を目標とした検定試験・資格
試験を奨励しています。特にTOEICは
年に４～５回、本学でも受験ができる
ようになっており、平成24年度の卒業生
の平均点は556点にまで伸びました。
４年制大学の平均点が500点少々で
すから、このスコアは短大としては全国
トップレベルのスコアです。英語英
文学科で学べば知らず知らずに実力
がつくので、入学時に500点に満たな
かった学生が800点を越えた例もあり
ます。また英検に関しても90％程度は
毎年２級を取得しており、準１級に合格
する学生もいます。

コンピュータもお手のもの

パソコン・情報処理
　情報化時代である現代はコン
ピュータが必需品です。英語英文学
科では時代の要請に対応できるよう、
情報処理関係の科目も充実させその
強化に努めています。１年生の時には
英文・日本語ともにタイピング力を伸
ばすための授業が組まれており、大部分
の学生がタッチ・タイピング（キーを見
ないでするタイピング）ができるように
なります。情報処理技能検定やワープロ
検定など、授業で取得できる資格もあり
ます。特に情報処理技能検定（表計算）
は１級、２級、３級とも、80％前後の高い
合格率を達成しています。

アメリカで生きた英語を身につけよう

海外研修プログラム
　夏休みに2週間の「海外英語演習」（選択科目）が
行われます。これは、ホームステイ＋授業のプログラム
で、カリフォルニア州立大学サンマルコス校のお世話
になっています。取得した2単位は英語英文学科の専門
科目の単位として認定されます。現地では、英会話・
英作文など実用英語を中心に、アメリカ文化・アメリカ
史その他を学びます。ディズニーランドにも出かける
楽しいプログラムです。
　その他にも、近年、1年生から2年生に上がる際1年間
休学し、自分で選んだ
大学や語学学校に留学
したり、ワーキングホリ
デーに参加したりする
学生も増えています。

 毎年、就職率ほぼ100%！
　英語英文学科の就職率は毎年ほぼ100%です。大学全体の就職支援
プログラムに加え、担任教員による個人面接（1年生にも2年生にも担任
教員がつきます）、ゼミ担当教員による懇切丁寧なアドバイスなど、二重
三重のきめ細かな指導体制が整っていることもこの一因です。
　毎年多くの卒業生が銀行などの金融機関、ホテル、メーカー、運輸業、
などの様々な企業に就職しています（詳しくは31ページをご覧下さい）。
身につけた英語力を生かし、海外事業部などで活躍している卒業生も
います。卒業生たちは社会の様々な分野で活躍しています。

 海外留学の道も！
　卒業後の進路として海外への留学を希望する学生もいます。海外の
大学へ進学する卒業生や、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、などの海外の語学学校に行く学生、そしてワーキング
ホリデーを活用して現地で働きながら語学学校に通う卒業生もいます
（詳しくは31ページをご覧ください）。

 4年制大学編入にも強い！！
　英語英文学科は1学年50名～60名ですが、毎年4年制大学の3年次
編入学試験に多数合格しています。近年の合格者数は表のとおりです。
日々の英語英文学科での学びを通じて、更に発展的に勉学を志向する
学生が、以下のような大学に進学しています。

平成24年度
（平成25年3月卒業）

平成25年度
（平成26年3月卒業）

平成26年度
（平成27年3月卒業）

国公立大学
岐阜大学（2名）
名古屋市立大学（4名）
…計6名

岐阜大学（4名）
三重大学（3名）
信州大学（2名）
名古屋市立大学（2名）
など
…計15名

奈良女子大学
岐阜大学（4名）
奈良県立大学
など
…計6名

私 立 大 学

南山大学
名古屋外国語大学
など
…計3名

南山大学
京都女子大学
など
…計5名

南山大学
京都女子大学
など
…計5名

※平成 28 年度から運用のカリキュラムです

専任講師		古東	佐知子

准教授		コットンランダル

英語英文学科の授業をcheck！
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 在学生の声  卒業生の声

入学して早くも一年が経ちました。きれいな建物と落ち
着いた雰囲気を持つ岐女短で、毎日快適に過ごしています。
他大学に比べてコンパクトなキャンパスですが、定員の少ない
私たちにとっては十分に広い図書館やグラウンドをはじめ、
専門の学習をするための施設が充実しています。また、多
方面から講師をお招きして、幅広い教養科目が開講されて
いるため、多様なことがらに興味を持つきっかけとなります。
岐女短はアットホームな雰囲気で、学生と教員、事務・生協
職員との距離がとても近く、どのようなことでも気楽に相談
できます。これは岐女短の魅力のひとつだと思います。
英語英文学科の授業では、英文法、英米文学、オーラル・
イングリッシュなど多面的に英語を学ぶことが出来ます。
また、アメリカ人とイギリス人の教員がそれぞれ英会話の授業
を担当してくださるため、英米の文化や自然な英会話表現を
学ぶことができます。

岐女短で、とても楽しく充実した２年間を過ごしています。
英語英文学科では、英語をさまざまな視点から学ぶことが
でき、英語や英語圏の文化についての理解が深まります。
歴史的・社会的背景を学びながら文学作品を読んだり、
また、ビジネスの場での英語を学ぶなど、とても興味深い
授業がたくさんあります。他にも、フランス語や情報処理
など、新しいことをたくさん学ぶことができるという点も
魅力の一つです。授業以外にも、サークルで他大学との交流
試合をしたり、大学祭の模擬店で友人達とアイスクリーム等
を販売するなど、楽しい行事もたくさんあります。私は、２年
生になってからソフトテニス部部長を務めるなど、多くのこと
に挑戦してきました。
私は、短大卒業後は就職を希望していたため、２年の後期

から始まる就活ガイダンスに積極的に参加しました。客室
乗務員になるという夢があったため、岐女短でのエアライン

岐女短の学生は、授業や課題で毎日が充実しているとと
もに、１年生の時から自分の将来について真剣に考える人が
多いです。私も友人と就職、四年制大学への編入学、留学
などの進路について、お互いによく話し合っています。特に
英語英文学科の学生は、学習に対して意欲的で、将来の
目標に向かって頑張る人が多く、始業前や放課後なども
積極的に勉学に取
り組んでいます。
サークルやアルバ
イトも行いながら、
充実した２年間を
送ることができま
す。皆さんの入学を
お待ちしています。

セミナーに参加し、夢に向かって一歩踏み出すことができま
した。岐女短で培った積極的な姿勢が役立ち、努力の末、
ANAから内定を頂くことができました。この結果は、就活を
全力でサポートしてくれる岐女短、共に就職活動をしてきた
仲間達や、応援してくれる先生方、友人、家族あってのこと
だと思います。短大生活は２年間と短いものですが、とても
充実した２年間
になりました。私
自身、大きく成長
したと思っていま
す。これからも社
会に出て、活躍し
ていきたいです。

月 火 水 木 金

1 限 情報処理Ⅱ 日本社会の歩み アメリカ文学
講読Ⅱ

2 限 英会話ＡⅡ ジェンダー論 英会話ＢⅡ アカデミックＥ イギリス文学
講読Ⅱ

3 限 英文法Ⅱ ライティングⅡ 英語情報
教育演習 健康とスポーツ フランス語Ⅱ

4 限 コミュニケーション学
原論Ⅱ オーラルＥⅡ 検定英語演習Ⅱ リーディングⅡ

5 限

英語英文学科１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 インターネットE

2 限 リーディングⅣ ゼミナール オーラルEⅡ

3 限 レトリック批評 ライティングⅣ イギリス文化論

4 限 英語学概論Ⅱ 英会話ＡⅣ フランス語Ⅳ

5 限

英語英文学科２年生の履修例

教　　授　　中西		満貴典（学科長）

教　　授　　梅澤		敏郎

准 教 授　　コットン		ランダル

准 教 授　　小島		ますみ

専任講師　　鈴木		辰一

専任講師　　古東		佐知子

助　　手　　川合		真由美

　将来、社会とどのようにしてかかわって生き
ていくのかを、みずから判断して選択する力を
体得することが、大学（短大）で学ぶことの
意義であると考えています。そのためには、
自分を見つめ、世界（社会）を知ることが必要
になります。英語英文学科ではそのような
目的を実現するために、外国語としての英語
を習得したり、英米の文学・文化を学ぶことが
できるさまざまなメニューをそろえています。
　本学科は新たなカリキュラムとスタッフの
もとで、これまでの伝統を受け継ぎつつ、より
発展的な教育をこころみています。語学関連
科目の増設（「検定英語演習」の拡充など）
が、そのひとつのあらわれです。あわせて情報
教育にも力を入れています（ワープロ検定など
の資格取得）。また、専門科目をさらに充実
させるために、「現代アメリカ事情」などの科目

を新設しました。
　何事も楽しく学ぶことによって力がつくもの
です。少人数制のゼミナール、海外英語演習、
学外研修、ＯＧと語る会などの多彩なプログ
ラムを用意しています。英語英文学科で学び、
自分を見いだし、人生を切りひらくきっかけ
づくりをしてみませんか。

ようこそ、英語英文学科へ

学科長あいさつ

私は現在、南山大学外国語学部英米学科の４年生です。南山で
は英語教育学ゼミに所属し、高校教員になるために教職課程を履修
しています。
岐女短に入学した頃の私は、センター試験の英語の得点が6割、
TOEICも400点台という、決して英語が得意といえる状況ではありま
せんでした。しかし、英語英文学科で実用英語、英米文学、英語学など
幅広い視点から英語について学ぶことで、英語を学ぶ楽しさに目覚め
ました。そして、一度は諦めかけた「英語教師になる」という夢を実現
させようと、南山大学３年次への編入学を目指すことにしました。
編入学試験に向けた準備段階では、先生方に英語面接の練習を
していただきました。合格後も、英検やTOEIC対策のための学習
アドバイスや、英作文の添削など、きめ細かなご指導をいただきました。
そのおかげでTOEIC835点、英検準１級を取得することができま
した。このように学生と教員の距離が近いことが、岐女短の最大
の魅力だと思います。
南山卒業後は、名古屋大学大学院に進学します。私が大学院進学

を決心し、合格に向けて頑張ることができたのも、岐女短での２年間
があったからです。今後は、岐女短で興味をもった英語教育学をより
専門的に勉強し、自分の夢を実現させたいです。
英語英文学科には、自分の夢に向かって頑張れる環境があり、

それを支えてくださる先生方がいらっしゃいます。岐女短に入って、
充実した学生生活を送りませんか？

私は現在、村田機械株式会社の海外販売部で働いています。海外
の代理店と電話やメールでやりとりをしたり、英文で書類を作成したり
と、仕事上で英語を使う場面が多くあります。私は学生の頃から、英語
を使った国際的な仕事に就きたいと考えていました。それを実現でき
たのは、岐女短で過ごした２年間があったからです。
私が考える岐女短の魅力は主に２つあります。まず１つ目は、とこ

とん英語に打ち込める環境が整っていることです。英文法など基本
的な知識をしっかり身に付けるとともに、洋画を観て聞き取る講義な
ど、幅広く楽しく英語を学ぶことができます。１年生の夏休みには、
カリフォルニアに短期滞在する英語演習プログラムに参加し、自分
自身を大きく成長させることができました。現地の人 と々の交流を通し
て、生きた英語にたっぷりと触れ、これまで学んできたスキルを実践で
きる貴重な経験となりました。
２つ目は、教職員との距離が近いことです。就職活動では、先生
方や事務局の方が、いつも親身に相談にのってくださいました。英語
英文学科は２クラス制で、さらに少人数のゼミナールがあるため、
先生方と密接なコミュニケーションをとることができます。先生方
は、学生一人ひとりの個性を良く理解した上で、真摯に向き合って
くださいます。
岐女短での２年間は、ありのままの自分で過ごすことができ、

ずっと大切にしたい友人達にも出会えました。皆さんも、岐女短で
充実したキャンパスライフを送ってみませんか。

教	授		中西		満貴典

専門：レトリック批評
記号論・コミュニケーション
論・メディア論および欧米思
想を研究分野としている。

担当科目：コミュニケーション
学原論、レトリック批評、英
語論文演習、ライティング、現
代コミュニケーション学研究
（ゼミ）、教養演習、英語Ⅰ

教員紹介

岩田		京華
岐阜県立岐阜北高等学校出身

山田		夕貴
岐阜県立長良高等学校出身

全日本空輸株式会社（ANA）内定

川尻		奈那香
英語英文学科
2014年	卒業

杉山		友希
英語英文学科
2013年	卒業

名古屋大学大学院国際開発研究科	合格

毎日が
充実しています！

積極的な姿勢が
身につきました

海外の代理店と英語で通信 岐女短で自分に自信がつきました

		村田機械株式会社 		南山大学	外国語学部英米学科4年生
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国
際
文
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学
科

　国際化・情報化の現代、国家・地域・民族のあいだの相互関係が深まる
につれ、たとえば政治・経済・環境の問題など、国内だけでは解決できない
問題が数多く生じています。こういう時代には、ものごとをグローバルに考える
必要があります。まずは、国と国の境界線を越えてみましょう。すると、世界に
は実にさまざまな民族がいて、それぞれが独自の文化をもっていることに気づく
はずです。そこで自分と異なるものを無視したり拒絶したりするのではなく、
お互いの違いを受け容れ、尊重し合う国際感覚こそ、今の現代人にとって
大切なことでしょう。私たちと一緒に世界を見てみませんか。そして世界にもっと
近づいてみませんか。

国際文化学科
Department of Cross Cultural Studies　  国际文化学科　  국제문화학과

現代は国際化・情報化の時代。

私たちは世界と関わり合いながら生きている。

世界の文化をもっと知りたい。

世界の人たちともっと分かり合いたい。

国際文化学科で世界はもっと近くなる。

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE 12



国
際
文
化
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区　分 １年前期 １年後期 2 年前期 2 年後期

教
養
教
育
科
目

●英語Ⅰ
●生活と経済
●健康とスポーツ
●情報処理Ⅰ（基礎）
●生活と環境
●文学と映像

●英語Ⅱ
●日本社会のあゆみ
●生活と福祉
●スポーツ実技
●ジェンダー論

●英語 Ⅲ
●心理学
●生活と化学

●英語 Ⅳ
●現代社会と法律
●生物学

●教養演習

専
門
教
育
科
目

異
文
化
の
理
解

●国際関係論
●比較文化論
●日本文化論
●アジア文化論
●中国文化論
●韓国文化論

●文化人類学
●アメリカ文化論
●日本文学論

●民俗学
●比較文学論
●ヨーロッパ文化論
●国際協力論

●文化交流論
●地域文化論

情
報
・
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目

●英会話Ⅰ
●初級中国語Ⅰ
●初級中国語会話Ⅰ
●韓国語Ⅰ
●情報処理概論
●日本語表現法Ⅰ

●英会話Ⅱ
●初級中国語Ⅱ
●初級中国語会話Ⅱ
●韓国語Ⅱ
●情報処理演習Ⅰ（基礎）
●日本語表現法Ⅱ

●英会話Ⅲ
●中級中国語Ⅰ
●応用中国語Ⅰ
●中級中国語会話Ⅰ
●韓国語 Ⅲ
●情報処理演習Ⅱ（応用）

●英会話 Ⅳ
●中級中国語Ⅱ
●応用中国語Ⅱ
●中級中国語会話Ⅱ
●韓国語 Ⅳ
●情報処理演習Ⅲ（発展）
●異文化コミュニケーション
●情報社会論

●海外言語・文化演習（アメリカ）
●海外言語・文化演習（韓国）
●海外言語・文化演習（中国）

関
連
科
目

●国際経済論 ●現代国際事情
●ホテル論

●人間関係論
●観光論

ゼ
ミ ●専門演習 ●卒業研究

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

実用的な資格取得を目指す

情報処理演習Ⅱ（応用）
　ここでは、実用的な文書作成やホーム
ページ作成、財務関数など表計算
（Excel）を使った事務の効率化について
学びます。例えば、ワープロソフト（Word）
を使って図形や画像の加工などの文書デ
ザインや、ホームページ作成ソフト（ホーム
ページビルダー）を使って、CSS、イメージ
マップの作成などのホームページ作成、
Excelを使った財務関数を学びます。日本
情報処理検定協会主催の文書デザインや
ホームページ作成の資格を取得できます。

グローバルな視点から考える

現代国際事情／国際協力論
　「現代国際事情」では、冷戦以後の主要
な国際問題となっている地域紛争、民族
紛争の事例をいくつか取り上げ、その歴史的
背景を検討し、解決の可能性を探ります。
　「国際協力論」では、開発途上国に対
する経済・技術援助、人身売買などの人権
問題や地球環境問題への取り組み、地域
紛争の予防から紛争後の復興支援（平和
構築）の在り方を検討し、私たちにはどの
ような国際協力が可能なのかをみなさんと
一緒に考えてみたいと思います。

　現代国際社会の諸問題の背景には、文化の相違があり
ます。このような中では、お互いの文化・価値観を理解し
合うことやコミュニケーション能力を身につけることが大切
です。
　国際文化学科では、日本と世界の多様な文化・価値観を
学び、その違いを理解し、互いに尊重し合うことのできる
国際感覚を養います。そして、言語コミュニケーション能力の
基盤として日本語能力を向上させ、国際的な意思疎通・相互
理解のために英語はもちろん中国語や韓国語を習得します。
欧米に加え、私達にとって最も身近でかつ重要性を増して
いるアジアの言語や文化も学ぶのです。さらに、国際化と
並行して情報化が進む現代社会で必要なコンピュータによる
情報コミュニケーション能力を身につけます。
　国際文化学科の特長のひとつは、少人数アドバイザー制
です。学習基礎能力を少人数で養う演習を各教員が担当し、
同時に、学生達のアドバイザーとなります。アドバイザーは
学生とのコミュニケーションを深め、勉学・生活・進路上の

相談相手となり、大学生活が充実するよう協力します。
　演習科目を重視している点も大きな特長です。外国語、
情報処理の演習科目は１クラスを30 名程度とし、少人数で
の効果的な学習を行います。
　この他、資格試験サポートや海外研修、交換留学制度など
も、国際文化学科の大きな特長です。国際化・情報化という
現代社会のニーズに合った国際文化学科で、あなたも充実した
２年間を過ごしてみませんか？

文化・言語・情報について学び、
国と国の境界を越えていく

資格試験・検定試験をしっかりサポート！

英語関連資格

英検・TOEIC
　国際社会で広く使われている英語
の能力を高めることは、あなたの可能
性を飛躍的に広げてくれます。国際文
化学科では、「英語」、「英会話」など
常に英語と接していられる科目が用
意されているほか、希望者はアメリカ
研修で英語力を磨くことができます。
また、英検２級以上、TOEIC550点
以上を目標に、チャレンジする学生を
支援しています。

アジア語学関連資格

中国語検定
漢語水平考試
ハングル能力検定
韓国語能力試験
　アジアの言語が学べることは、国際文
化学科の大きな特長です。「中国語」、
「中国語会話」、「韓国語」といった科目
が用意されているほか、希望者は中国研修
や韓国研修に参加し、言語と文化の理解
を深めることができます。これらは初級・
中級程度の資格でも強いアピール力を
持っており、資格取得にチャレンジする学生
を支援しています。

情報処理関連資格

日本語ワープロ検定
情報処理技能検定
ホームページ作成検定
文書デザイン検定
　社会に出て必ず役に立つのが、情報処理関連
の資格です。就職活動の際にも、これらがあなた
の可能性を広げてくれることでしょう。国際文化学科
には、「情報処理」、「情報処理概論」、「情報
社会論」、「情報処理演習」が用意されています。
さらに、教員主催の勉強会も開かれ、受験を支援
する環境が整っています。社会に出た卒業生の多く
が「持っていて良かった」という資格の取得にチャレ
ンジしてみませんか？

 海外研修プログラムと交換留学制度
　国際文化学科では、夏期休暇に中国・韓国・アメリカで海外言語文化
研修を実施しています。この研修は、本学科の演習科目「海外言語・
文化演習」として卒業単位にも含まれます。それぞれ、中国研修は長栄
大学（台湾・台南市）、韓国研修は威徳大学（慶尚北道慶州市）、アメ
リカ研修はグアム大学（アメリカ合衆国グアム島）にて行なわれます。
いずれも、ネイティブ・スピーカーの現地教員による言語および文化
の授業を受けるとともに、現地学生との交流活動を行ないます。
　海外研修の醍醐味と言えば、やはりフィールド・トリップ。どの研修で
も現地の様々な名所旧跡を自分の足で歩き自分の目で見る機会が豊富
にあり、その国の歴史や文化を自分の肌で感じとることができます。
　海外研修のほか、国際文化学科は、中国の浙江工業大学、大連大学
および吉林華橋外国語学院の3大学、韓国の威徳大学と学術交流協定
を結んでおり、このうち大連大学、吉林華橋外国語学院および威徳大学
とは交換留学制度を設け、学生を相互に派遣しています。さらに、吉林
華橋外国語学院からは中国人教員が本学へ派遣されています。
　国際文化学科では、日常の学生生活そのものが異文化体験です。
国際文化学科の仲間や教員と一緒に、異文化を直接体験してみま
せんか？

※平成 28 年度から運用のカリキュラムです

准教授		木村	充位

専任講師		荒木	隆人

国際文化学科の授業をcheck！

「難しそうだな」と
思うあなたにも丁
寧に教えます。

国際社会の諸問
題を「知る」ことか
ら始めましょう。

オープンキャンパスで体験談を語る在学生
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国
際
文
化
学
科

 在学生の声  卒業生の声

国際文化学科では英語・中国語・韓国語といった言語、
また他国の文化を学ぶことができ、自分が興味のある国の
言語はもちろんのこと、文化の面からもその国のことを学べ
ます。また中国研修や韓国研修、アメリカ研修などの海外
研修ではフィールドトリップやホームステイなど、現地の学生
と交流できる機会がたくさんあり、現地の様子を間近で体感
することができます。私は中国研修に参加しましたが、台湾の
学生たちは親切で、いろいろな所に連れて行ってもらい、さま
ざまな建物や伝統的な物、料理などを実際に体験することも
できました。台湾の学生の日本語力や積極性を目にし、自分
の励みにもなりました。
学外研修では大相撲観戦や国の重要無形民俗文化財
である鵜飼見学もあり、日本の伝統を感じられる貴重な
機会です。授業の選択科目については自分が興味のある
ことや学んでみたいことを自主的に選択できるため、意欲

私は、公立で少人数制の短期大学であるという点から、
岐女短を選びました。国際文化学科を選んだのは、特に
アジアの文化や言語に興味があったからです。	
国際文化学科では、アジアの文化・言語はもちろんのこと、
日本語と日本文化についても改めて学ぶことができます。
実際に講義を受けて、中国や韓国など、アジアの国々の今
まで知らなかった一面を見つけることができ、より興味を
深めることができました。中国語の授業では、中国語の歌
をみんなで歌う機会もあり、とても楽しかったです。日本文化
の授業においては、日本という国の素晴らしさや誇らしさを
改めて実感しました。
その他、情報処理の授業も充実しているため、社会人に
なってからも役に立つこと間違いありません！	それまで情報
処理の分野にあまり触れてこなかった私でも、先生方が丁寧
に基礎から教えてくださるので、安心して取り組むことができ

的に取り組むことができます。授業以外にも様々な事に
挑戦でき、社会に出てから役に立つ力を身につけることが
できます。
短大は２年間と短いからこそ、目的を持って毎日を過ごす
ことによって、密度の濃い学生生活を送ることができます。
卒業後の進路は、就職や進学、留学などさまざまです。私
はサークル活動やアルバイト、資格取得などに積極的に取り
組み、どれも自分
の成長へとつな
がっていると感じ
ており、これからも
力を入れて挑戦
を続けたいと
思っています。

ました。	
少人数制の学科なので、先生方は学生ひとりひとりに親身
になって相談にのってくださいます。下宿生の中でも特に遠い
秋田県から岐阜にきた私は、最初は知らないことばかりで
不安でいっぱいでした。しかし、優しく丁寧にご指導をして
くださる先生方と、思いやりがあって毎日元気をくれる友人
たちのおかげで、楽しい毎日を送ることができました。岐女
短での２年間はまちがいなく私自身を成長させてくれたと
思います。
みなさんも、ぜひ
岐女短の国際文化
学科で充実した２
年間を過ごしてみま
せんか。

月 火 水 木 金

1 限 スポーツ実技 生活と福祉 日本社会の歩み 現代国際事情 文化人類学

2 限 日本文化論 ジェンダー論 ホテル論 日本語表現法Ⅱ 英語Ⅱ

3 限 英会話Ⅱ 情報処理演習Ⅰ 教養演習 情報処理演習Ⅰ

4 限 初級中国語Ⅱ 進路ガイダンス 初級中国語会話Ⅱ

5 限 アメリカ文化論

国際文化学科１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 英語Ⅲ

2 限 ヨーロッパ文化論 民俗学 比較文学論 中級中国語Ⅰ

3 限 中級中国語会話Ⅰ 観光論 英会話Ⅲ 心理学

4 限 国際協力論 人間関係論

5 限 専門演習（ゼミ） 専門演習（ゼミ）

国際文化学科２年生の履修例

教　　授　　川上		新二（学科長）

教　　授　　瀬尾		幸市（副学長）

教　　授　　王　		武雲

准 教 授　　木村		充位

准 教 授　　村中		菜摘

准 教 授　　佐野		真也

専任講師　　恩田		幸治

専任講師　　荒木		隆人

　国際文化学科では、国際社会で交流する
能力を身につけたいと考える皆さんに、文化
（日本・アジア・欧米）と語学（英語・中国語・
韓国語）、そしてコンピュータを使った情報処理
について学んでもらえる授業を行っています。
このことは、この冊子で詳しく紹介しています。
ここでは、それ以外にお伝えしたいことを記し
ます。
　まず、岐阜市立女子短期大学は岐阜市の
公立短期大学として、他の大学よりも経済的
負担の少ない学費で、ひとりでも多くの勉学
意欲に燃える皆さんに、学びの機会を提供
したいと考えています。勉強したいという強い
意欲をもっている方の入学をお待ちしています。
　また、国際文化学科では、地道にこつこつ
と努力する方に入学してもらいたいと考えて
います。自分の目標に向かって愚直なまでに

努力する方を歓迎します。
　努力を怠らない皆さん、情報処理の授業を
通じて就職に必要な技能を習得するととも
に、皆さんそれぞれが興味をもつ語学や文化
を学んで、教養を身につけた社会人となって
ください。

ようこそ、国際文化学科へ

学科長あいさつ

岐女短の国際文化学科では主に語学、文化、情報処理等を学ぶ
ことができるので、幅広く学びたい人におすすめしたい学科です。
私は敬語について重点的に学び、基礎知識をしっかり身につけました。
会社は多くの人 と々関わり共に仕事をしていく場で、そこで欠かせない
のは敬語です。就職１年目の私にとって大変心強いものになりました。
もう１つ力を入れたのは、情報処理です。現在は営業事務の仕事を
しており、業務にパソコンは欠かせません。特に	Excel	の表計算、
関数の売上実績や受注実績のリストを作成する際に活躍しています。
国際文化学科では資格対策も充実しているため、授業でも検定の
内容に沿って学習できます。どの分野でも入社までに一定の知識を
身につけるのは大切なことです。
私は課外活動にも力を入れていました。Win-Winゼミという地域

密着型の学外サークルに参加し、豊田の味噌の歴史や五平餅に
ついて学び、大学祭では五平餅の販売をしました。材料の手配から
下準備まで多くの課題があり、顧問の先生や地域の方々の力を
お借りし、仲間との絆を深めながら五平餅を完売した時には大きな
達成感を得ました。一生忘れられない貴重な経験で、お世話になった
方 と々は今でも交流が続いています。
就職活動では、質問や相談、履歴書やエントリーシートの添削

から模擬面接まで親身で丁寧なサポートを受け、内定を獲得でき
ました。振り返ってみると、とても充実した2年間でした。

教	授		川上		新二

専門：宗教民俗学、宗教人類学
韓国・珍島の巫女（占い師、
霊媒）をめぐる文化について
調査・研究しています。

担当科目：文化人類学、民俗
学、文化交流論、異文化コ
ミュニケーション、韓国語Ⅲ・
Ⅳ	など

教員紹介

森		佳奈子
岐阜県立斐太高等学校出身

藤原		佳穂
秋田県立大曲高等学校出身

武田		裕美子
国際文化学科
2014年	卒業

神谷		有美
国際文化学科	2013年	卒業
岐阜大学地域科学部	編入

自分で選び、自分で進む
短期だから全力投球

秋田から岐阜に来て
成長できた充実の２年間

四大に負けない充実した授業とキャリア支援 岐阜大学に編入し、名古屋大学大学院へ

		村田機械株式会社 		名古屋大学	大学院
		国際開発研究科１年生

私は2013年に国際文化学科を卒業し、岐阜大学地域科学部に３年次
編入し、今年4月から名古屋大学大学院国際開発研究科で学んでいます。
私は母が韓国人で父が日本人です。幼い頃から両国の文化に触れて

育ってきたため、両国について学びたいと考え、岐女短の国際文化学科
を選びました。入学後は日韓についてだけでなく、中国や欧米など様 な々
地域の文化や言葉についても学び、卒業研究は中国人の王教授のゼミ
に所属し、中国語や日中の歴史・文化について研究しました。
短大入学前は日韓にしか興味がありませんでしたが、国際文化

学科での学びを通じて、日韓にとどまらず、アジア、そして世界全体
に関心を持つようになり、さらに深く勉強したいと考え、岐阜大学
への編入を目指すようになりました。編入学試験に向けてはじめは
不安なことがたくさんありましたが、岐女短では編入学志望者向け
の英語や小論文の講座が開かれ、学科の先生方、事務局の方が筆記
試験対策、小論文の添削、模擬面接など、たいへん熱心に指導して
下さったため、しっかり準備をして編入学試験に臨むことができました。
岐阜大学では文化人類学を専攻し、あらゆる差別やステレオタイプに
ついて学びました。名古屋大学の大学院では、日本人と外国人が
お互いを尊重し、助け合い、心地よく共生できる社会を構築していく
ために有用となる研究に打ち込んでいます。
今の私があるのは、岐女短での２年間があったからです。アット

ホームな学風と素敵な環境、素晴らしい先生方や友達のおかげで
楽しく有意義な２年間でした。
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食物栄養学科
Department of Food and Nutrition

　食物栄養学科の教育目標は、「健康の保持増進に役立つ幅広い視野と科学性
に富む人材育成」です。
　授業では、栄養や食生活の面から健康について学ぶばかりでなく、人体の構造
と機能、食品と衛生、各種疾病の予防や食事療法、栄養の指導、給食の運営
にいたるまでの幅広くきわめて重要な分野を学びます。また、高度な専門知識・
技能のほか、協調性やコミュニケーション力など、実験、実習、卒業研究などを
通して能力向上をはかっています。
　本学科では、2年間という短期間で、効率よく学べる環境を整え、少人数教育
により指導しています。本学科において、栄養教育を受け、「食と健康」について
の専門知識ならびに技術を身につけた『食の専門家としての栄養士』は、病院や
社会福祉施設等で活躍しています。

食べることは生きることにつながる。

高齢化社会、生活習慣病、食育、

「食べること」を「健康」につなげることで

社会に貢献できる。

食を通して健康と幸せを作りたい。
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区　分 １年前期 １年後期 2 年前期 2 年後期

教
養
教
育
科
目

●生活と経済
●生活と環境
●生活と化学
●文学と映像
●健康とスポーツ

●情報処理Ⅰ
　（基礎）
●英語Ⅰ
●教養演習

●生活と福祉
●ジェンダー論
●英語Ⅱ
●スポーツ実技

●心理学
●英語Ⅲ

●現代社会と法律
●生物学
●日本社会の歩み
●英語 Ⅳ

専
門
教
育
科
目

社
会

生
活
と

健
康

●社会福祉概論
●公衆衛生学

人
体
の
構
造

と
機
能

●解剖学
●生理学Ⅰ
●生化学Ⅰ
●生化学実験

●生化学Ⅱ
●解剖生理学実験

●老年学
●病態病理学
●生理学Ⅱ

食
品
と
衛
生

●食品学
●食品学実験 ●食品微生物学 ●食品品質管理論

●食品流通論

●食品加工学
●食品加工学実習
●食品衛生学
●食品衛生学実験

栄
養
と

健
康

●基礎栄養学
●栄養学実験
●応用栄養学

●応用栄養学実習
●臨床栄養学Ⅰ

●臨床栄養学Ⅱ
●臨床栄養学実習Ⅰ
●栄養管理論

●臨床栄養学実習Ⅱ

栄
養
の

指
導 ●栄養指導論

●栄養指導論実習Ⅰ
●栄養情報処理実習
●栄養士特論

●栄養教育論
●公衆栄養学概論
●カウンセリング論

●栄養指導論実習Ⅱ

給
食
の

運
営

●調理学
●調理学実習
●給食管理

●給食管理実習Ⅰ ●給食管理実習Ⅱ

基
礎

化
学 ●基礎実験化学

卒
業

研
究 ●卒業研究

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

おいしい食事を目指す

臨床栄養学実習Ⅰ
　病気になったときの治療方法のひとつ
に食事療法が行われており、病気の回復
を促します。食事療法では、特定の栄養
成分を増やしたり減らしたり、食事形態を
変えたりなどさまざまな工夫が行われます。
臨床栄養学実習Ⅰでは、エネルギーや脂質、
たんぱく質などを増減させた食事や、減塩
食、軟菜食、嚥下食など、実際に献立を作成
したり、調理して味を確認したりと実践的
に学んでいきます。またグループで相談や
検討、確認をすることで理解力を高めて
いきます。

からだのしくみを学ぶ

解剖生理学実験
　栄養学を学ぶための基礎となるのが
解剖学・生理学です。この分野では体の
構造としくみを学びます。講義で学んだ
人体の知識を実際に自分たちの身体や標本
から学ぶのが解剖生理学実験です。解剖学
では、人体模型や組織標本を使い、構造
の理解を深めることを目的とします。生理
学では、運動負荷による循環調節やエネ
ルギー代謝、飲水負荷による尿の変化、
味覚地図の作成など普段何気なく享受して
いる人体の生理機能について、実験し考察
を深めます。

　わが国では、食生活の乱れや食に対する知識不足が原因
となって、心臓疾患、脳血管障害、糖尿病、がん、肥満、
高血圧症、脂質異常症、動脈硬化症など、いわゆる生活習慣
病やその予備軍の数はますます増加するばかりです。そして、
これらの現象はすでに若年層の人たちにも現れています。
　どうしてこのような状況になってしまったのでしょうか。それ
は、人間には食べ物の好き嫌いがあるため、「栄養のバランス
を考えずに好きなものを好きなだけ食べてしまうこと」が最大
の原因となっているのです。
　健康を支えるために、基本的かつ重要なのは「食生活」です。
健康な体を維持するために1日に必要となる各栄養素の量は
決まっています。それらの栄養素をバランスよく食べるための
知識や技術を食物栄養学科では学びます。
　本学科では食品学、食品加工学、食品衛生学、食品微生物
学、調理学、調理学実習、給食管理、基礎栄養学、解剖学、
生理学、生化学、さらには栄養士および管理栄養士業務に
必要となる栄養指導論、臨床栄養学、応用栄養学、病態

病理学、カウンセリング論、情報処理技術など幅広い分野
のカリキュラムを提供しています。
　これらの分野の知識、技術を駆使して、食生活の面から一人
ひとりの健康維持に尽力し、生活習慣病にならないための予防
医学にも通ずる大切な役割を果たすリーダーが「栄養士」です。
豊かな時代でありながら健康に不安を感じる人々が数千万人も
いる現在、栄養士の果たすべき役割は非常に重要であり、やり
がいのある仕事のひとつと考えられます。

実績のある教育で養う基礎学力
社会に貢献できる「食」と「健康」のスペシャリストを養成

「食」のスペシャリストへ

卒業と同時に取得

栄養士
　本学所定の科目を履修すれば、卒業と
同時に栄養士の資格を取得できます。
　本学では、学生に栄養士の役割・専門
性について理解を深めて、さらには栄養士
としての自覚を身につけてもらうために、
「栄養士特論」の授業を設けています。
この授業では、病院・学校・企業・福祉
施設などで活躍している現役の栄養士を
多数講師を迎え、各施設の栄養士の話を
じかに学生が聞くことができます。
　栄養士免許を取得後は、病院、老人福祉
施設、食品産業、公務員など、幅広い分野
に就職しています。

卒業後に目指す国家試験

管理栄養士
　管理栄養士になるためには、「管理栄養
士国家試験受験資格」を取得し、管理栄養
士国家試験に合格しなければなりません。
「管理栄養士国家試験受験資格」の取得
方法には、①栄養士取得後、栄養士として
3年間の実務経験を積むこと（最短で卒業
後4年）、②厚生労働省指定の管理栄養士
養成施設（大学・専門学校）へ編入学する
ことなどがあります。
　平成27年に実施された第29回管理栄養
士国家試験では、本学科の卒業生20名
が合格しています。

情報化社会に適応した栄養士へ

情報処理技能検定
　高度情報化社会に適応した栄養士を
養成するために、「情報教育」にも力を入れ
ています。情報処理の授業は、1人1台の
パソコンを使用し、1年前期に「情報処理
Ⅰ」、1年後期に「栄養情報処理実習」と
1年間かけて管理栄養士の資格をもった
教員が指導していきます。授業内容は、
ワープロ・表計算のみならず、プレゼン
テーションの仕方まで習得します。栄養士
に必要な栄養価計算については、栄養価
計算ソフトを用いて計算する方法を学習し
ます。

 即戦力につながる。現場で学ぶ学外実習
　カリキュラムの中で栄養士に必要とされる分野のひとつに「給食の
運営」があります。この分野では、「給食業務を行うために必要な食事
の計画や調理を含めた給食サービス提供に関する技術を学ぶ」ことを
目的としています。
　栄養士の仕事には、給食管理業務があり、給食管理業務には「栄養・
食事管理」だけではなく、「経営管理」の役割を担っています。栄養士に
は、栄養・安全のみならず、給食経営に関わることについても総合的に
判断でき、マネジメントを行う能力が必要です。
　これらの内容を習得するために、本学科では、1年前期に「給食管理」
の講義で「栄養・食事管理」や「経営管理」などについての知識を学び、
1年後期には「給食管理実習Ⅰ」として、学内にある給食管理実習室に
おいて大量調理の実習を行います。
　そして、2年生になると「給食管理実習Ⅱ」において、実際の栄養士が
働いている集団給食施設において1週間の栄養士の仕事を体験します。
施設における実習を通して学生は、大量調理作業の流れ、衛生管理、運営
経営管理など、栄養士業務の給食管理業務についての全体像を学び
ます。

※平成 28 年度から運用のカリキュラムです

食物栄養学科の授業をcheck！

少しの工夫で病院の
食事もおいしくなる

運動するとどうして
息が苦しくなるの？
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 在学生の声  卒業生の声

「心と体は食べた物でできている」と私は思います。心身
共に健康であるためには、どのような食生活をしたら良いか、
幅広く知識を深めるため食物栄養学科に入学しました。
この学科では栄養士資格のための授業が多くあり、専門
知識の習得を目指します。実習、実験では各班に分かれて
作業を行い、仲間と協力してレポート作成や発表などをします。
そこで、互いの意見交換を通して考えを深めることができ、
図書館にある豊富な参考文献を活用して、学びをより充実
したものにしています。また、講義、実習、実験で学んだことが
一つにつながったとき、より興味が湧き、自分の目標が少し
ずつ達成できていると感じます。
最初は慣れない事も多く不安でしたが、先生方のきめ細

やかなご指導と友人に支えられて、すっかり解消されました。
今では、授業以外にも様々な資格の習得を目指し、向上心
を持って取り組むことができています。恵まれた環境で学べ

私は病院の栄養士として、食事を通して患者さんの健康を
サポートしたいという想いから本学への入学を決めました。
講義内容は専門的で難しく感じることもありますが、日常
生活に役立つ内容も多く、新しい知識を学ぶことへの楽しさ
を日々感じています。また、座学だけでなく、実習や実験など
実践的なものもあります。２年生になるとグループワークの
機会も増えるため、周りとのコミュニケーションがより重要
となります。グループのメンバーと協力して課題を進めていく
ことにより、自主性や協調性など社会に出てからも必要と
なるスキルを身に付けることができます。
就職活動については、1年生の秋という早い時期から進路
ガイダンスが始まります。将来の自分の道を決める大事な
時期。不安もありましたが、親身になって相談にのってくだ
さる先生方や友人の支えもあり、乗り越えることができま
した。

ることに感謝の気持ちでいっぱいです。
専門的で難しい授業も多い反面、美味しい料理をいただき

ながらテーブルマナーや食文化を学べる楽しみもあります。
課題、アルバイト、サークルと忙しい日々を送っていますが、
充実した毎日を送れていることに楽しさを感じています。目標
に向かって恵まれた仲間と学べる事、周りの温かさに触れ
ながら日々が過ごせていること、すべてが私の財産であり、
岐女短に入学して良かったと実感できることです。
2年という短い間です

が、実り大きい大学生活
にできるよう日々勇往
邁進していき、心身共に
健康な人が増えるよう
社会貢献ができる職に
就きたいと思います。

２年という時間はあっという間でしたが、学業だけでなく、
アルバイトにサークル、旅行など、今しかできないことをたくさん
経験することができました。私がこのように充実した短大生活
を送ることができたのも、やさしく接してくれる友人や、いつも
温かく見守ってくださる先生方の存在があったからだと思い
ます。
みなさんもこの短大で素敵な仲間や先生方とともに、

充実した学生
生活を送ってみ
ませんか。

月 火 水 木 金

1 限 栄養情報処理
実習

生活と福祉
生化学実験

解剖学
生理学Ⅰ

生化学Ⅰ
栄養指導論

実習Ⅰ

給食管理実習Ⅰ
2 限 ジェンダー論 応用栄養学実習

3 限
栄養士特論

スポーツ実技

4 限 食品微生物学 臨床栄養学Ⅰ 英語Ⅱ

5 限

食物栄養学科1年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 病態病理学 老年学 日本社会の歩み 生理学Ⅱ 卒業研究

2 限
食品加工学実習

臨床栄養学
実習Ⅱ

栄養指導論
実習Ⅱ

食品衛生学
公衆衛生学

食品衛生学実験

現代社会と法律

3 限 社会福祉概論 英語Ⅳ

4 限 卒業研究 食品加工学

5 限

食物栄養学科２年生の履修例

教　　授	 小野		廣紀（学科長）
教　　授	 道家		晶子
准 教 授	 中村		こず枝
准 教 授	 堀　		光代
専任講師	 山田		紀子
専任講師	 舩越		弥生
専任講師	 長屋		郁子
助　　手	 渡邉		優子
助　　手	 酒井		千恵
助　　手	 黒木		由希子

ようこそ、食物栄養学科へ

学科長あいさつ

私は、食べ物が私達の健康をどのように支えているか興味があり、
食を通して人々の健康を支えていきたいと思い、栄養士の資格が取得
できる食物栄養学科に入学しました。	
食物栄養学科の授業は、講義だけでなく実験や調理実習、実際

に栄養指導を考えて発表をする授業などがあります。教科書だけで
は学べないことも実験や実習を通して学び、より理解を深めること
ができました。グループに分かれて学ぶことが多かったので、仲間と
一緒に協力したり相談しながら学んだことが印象深くとても良い思
い出です。先生は、基礎から丁寧に分かりやすく授業をしてくださ
いますし、質問をすると親身になって答えてくださいます。	
現在は、産婦人科の厨房で働いています。患者さんから「料理が美

味しかったです」と言っていただくのは何より嬉しいですし、どうすれば
患者さんに喜んでいただけるのかを考えながら日々仕事をしています。
岐女短は、1クラス約30人と少人数なのでクラス全体でとても仲が良

いです。そして、先生方は1人ひとり学生の事を気にかけてくださいます。	
私は、短大生活の中でダンスサークルと料理サークルとwin-win

クラブに所属し、部長も経験しました。楽しい思い出も沢山でき、
自分自身を成長させることもできました。とても充実した2年間を過ごす
ことができました。	
みなさんも色々なことを経験し、楽しく充実した学生生活を送って

くださいね。

私は健康願望が強く、「健康でいられるための食生活を勉強した
い！」と思い、岐女短の食物栄養学科に入学しました。
岐女短の先生方の授業は、とにかく分かりやすい！	という印象

が強く残っています。私は、高校で化学を履修していませんでした。
入学当初は、中学レベルの理科ができるくらいのもの･･･。そんな私で
もしっかり理解できるほど、授業は非常に分かりやすく、先生方の
工夫が伝わるものでした。少人数制の講義、グループ学習がほとんど
で、学びやすく、友人とコミュニケーションが取りやすい環境です。
その授業スタイルは、様々な人の多方向からの考え方や意見を取り
入れることもできます。次第に、自分自身の考えや意見に留まらず、
柔軟な考え方をできるようにもなりました。
また、授業以外のことでも、先生方は自分たちのことを気にかけて

くれる優しい先生ばかりです。そんな先生方のおかげで、私も無事に
岐女短を卒業することができ、今でも非常に感謝しています。
現在は、医薬品会社の研究開発部に勤務しており、品質管理業

務を行っています。原料から製品までの品質を試験する仕事です。
分析機器を使い、様々な方法で試験を行うので、難しく、入社当初
は不安ばかりでしたが、周りの先輩方は岐女短出身の方ばかりで、
いつも助けていただき、毎日頑張ることができています。
ぜひ、皆さんも、周りとの関わりを大切にし、充実した学生生活、
社会生活を送ってください！

教	授		小野		廣紀

担当科目：
生化学、基礎栄養学、
生活と化学	ほか

モットー：縁の下の力持ち

教員紹介

錦見		妃南
私立聖マリア女学院高等学校出身

野久		智世
岐阜県立本巣松陽高等学校出身

吉田		綾
食物栄養学科
2013年	卒業

河村		麻里那
食物栄養学科
2015年	卒業

日本の未来を創る
食をプロデュース

先生方や仲間に
支えられた2年間

少人数制でわかりやすい授業 グループ作業で理解力を深める

		小林薬品工業株式会社	 		医療法人社団	基生会	
		おおのレディースクリニック	

　食物栄養学科の学科長の小野です。
　食物栄養学科では、厚生労働大臣から認可
を受けた施設で、栄養士の養成を行っています。
本学科の教育の特徴は、30名程度を1クラス
として少人数教育を行い、講義ばかりではなく、
演習・実習・実験の充実を図った上、栄養士
として必要な知識および技術が体系的に学べ
るカリキュラム編成を行っていることです。
また、栄養士養成施設では珍しく、臨床栄養
に関する科目の強化を図り、将来、管理栄養
士への道を見据えた教育を行っています。
　「百聞は一見にしかず！」。受験を迷ってい
るなら、ぜひ一度、本学を訪れてみてください。
オープンキャンパスでは、本学科で学ぶ教育
内容がわかるばかりか、学内案内ツアーでは、
学舎の雰囲気が味わえます。雰囲気がわから
ないまま入学すると、あとあと後悔するかもし

れません。
　オープンキャンパスは、8月に2回、10月の
大学祭中に2回、計4度、行われます。日時に
ついては、本学のホームページで公開されてお
りますので確認してから、ぜひ本学にお越しく
ださい。教職員一同、皆さんの来学を心よりお
待ち申し上げております。
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生活デザイン学科
Department of Design for Contemporary Life

　生活デザイン学科は、人間が生活している空間と、それに関連する事物のデザイン
を追求する学科です。我々が考えるデザインとは「ものつくり」に関わる計画や意匠
だけではなく、人間が生きていく上で必要なデザイン的思考、智慧・哲学でもあります。
生活デザイン学科では「ものつくり」と「智慧」を修得した「専門性を有する教養人」、
「教養を有する専門家」の輩出を目指します。
　本学科はファッション専修と建築・インテリア専修、ヴィジュアル専修の3専修
から構成されています。各専修での専門科目は多くの実習・演習・実験によって、
より専門的な技術や知識を身につけることを主眼としており、地元の主力産業で
あるファッション産業をはじめ、建築・インテリア業界、印刷・出版業界などに
おいて、個人の能力を発揮し、社会に貢献できる人材の育成を目的としています。

ものをつくることが好き。

新しいものを生みだすなんてワクワクする。

ファッション、インテリア、ヴィジュアル、

岐女短のデザインの道は１つじゃない。

クリエイティブな分野で自分を高めたい。

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE 24



生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む） カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）
区　分 １年前期 １年後期 2 年前期 2 年後期

教
養
教
育
科
目

●生活と経済　●文学と映像
●生活と環境
●スポーツ実技
●情報処理 I（基礎）
●英語 I
●教養演習

●生活と福祉
●現代社会と法律
●ジェンダー論
●健康とスポーツ
●情報処理 II（応用）
●英語 II

●生活と化学
●心理学
●英語 III

●生物学
●日本社会の歩み
●英語 IV

専
門
教
育
科
目

基礎科目

●デザイン概論　●デッサン
●色彩学　●基礎造形
●生活材料学　●材料管理学
●ファッションデザイン論
●美術・デザイン史

●建築・インテリア概論
●メディアデザイン論
●インテリアデザイン論

専修科目
●ファッションデザイン画 I
●ファッション造形演習 I
●服飾文化史
●ファッションビジネス論

●ドレーピング I（基礎）
●ファッションデザイン演習
●ファッション造形演習 II
●ファッションマーケティング

●テキスタイル素材演習
●パターンメーキング論
●アパレルマーチャンダイジング
●ファッション造形論
●ファッションデザイン画 II
●ファッション造形演習 III
●ドレーピング II（応用）
●CAD パターンメーキング演習
●材量管理学

●ファッション販売論
●消費科学
●ファッション造形演習 IV
●テキスタイル染色演習

展開科目

●生活環境学
●テキスタイルデザイン
●地域・環境デザイン論
●生活造形演習
●広告デザイン論

ゼミナール ●課題研究 ●卒業研究
インターンシップ ●インターンシップ

区　分 １年前期 １年後期 2 年前期 2 年後期

教
養
教
育
科
目

●生活と経済　●文学と映像
●生活と環境
●スポーツ実技
●情報処理 I（基礎）
●英語 I
●教養演習

●生活と福祉
●現代社会と法律
●ジェンダー論
●健康とスポーツ
●情報処理 II（応用）
●英語 II

●生活と化学
●心理学
●英語 III

●生物学
●日本社会の歩み
●英語 IV

専
門
教
育
科
目

基礎科目

●デザイン概論　●色彩学
●基礎造形　●デッサン
●生活材料学
●ファッションデザイン論
●美術・デザイン史

●建築・インテリア概論
●メディアデザイン論
●インテリアデザイン論

専修科目
●建築・インテリア基礎製図
●建築計画論
●建築材料学

●建築・インテリア設計演習 I
●建築・インテリア CAD 演習
●一般構造
●構造力学
●建築環境学
●建築設備学

●建築・インテリア設計演習 II
●日本建築史
●西洋建築史
●構造力学演習
●施工と生産システム演習
●建築法規
●インテリアディスプレイデザイン
●空間デザイン演習
●住生活論

●建築・インテリア設計演習 III
●構造計画
●測量実習

展開科目

●生活環境学
●テキスタイルデザイン
●地域・環境デザイン論
●生活造形演習
●広告デザイン論

ゼミナール ●課題研究 ●卒業研究
インターンシップ ●インターンシップ

ファッションの素材、造形、流通のプロへ 快適に生活するための空間づくりを学ぶ
		取得可能な資格 		取得可能な資格

制作技術を身につける、
販売や流通の分野で
活躍する

2級衣料管理士（TA）
　テキスタイル産業やファッション
産業で活躍したい人にお勧めです。
所定の科目を履修し、認定試験に
合格すると、卒業と同時に取得でき
ます。

パターンメーキング
技術検定
　より完成度の高いパターン設計技
術を身につけ、企業が求めるレベル
に近づくための資格です。授業で
資格取得を支援しており、3級の合
格者は毎年8割以上です。

ファッションビジネス
能力検定
　素材からアパレル産業、百貨店・
小売店などの流通までのファッション
ビジネス全般の広範囲な領域での
専門的知識を身につけるための資格
です。毎年3級で9割以上、2級で
5割以上が合格しています。

ファッション販売
能力検定
　商品知識と、販売の実務に必要
な知識を身につけ、ファッション販売
ビジネスの世界で活躍する人材を
育成するための資格です。3級で
9割、2級で6割を超える合格は、
常に全国平均を上回っています。

目指せ！	一級建築士

一級・二級建築士
　建築・インテリア専修は、一級・
二級建築士の受験資格が得られ
る全国でも数少ない短大（専修）
です。指定された科目（40単位）を
取得することによって、二級建築士
（住宅などの小規模な建物を対
象）は卒業と同時に受験資格が得
られ、将来にわたって受けたい時に
いつでも挑戦することができます。
一級建築士（高層ビルなどすべて
の建築を対象）は実務経験4年を
経た後に受験資格が得られます。

リビングスタイリスト
資格試験
　インテリアをはじめとする住生活
商品を扱う販売の現場において、
店頭で商品の魅力を説明するだけ
でなく、顧客のライフスタイルを
把握し、もっとも適切な提案を行う
能力を身に付けます。十分な技術
を身に付けた接客・販売スタッフと
して活躍します。2級の合格者は8
～9割です。

建築CAD検定試験
　建築図面をパソコンで描く
CADは、建築・インテリア業界で
は、必須の技術となります。設計
などの業務において、広く活躍で
きる資格です。

市場調査と商品企画力をつける

ファッションマーケティング
　市場調査や商品企画の方法を学びます。国内外の
ファッション誌・業界新聞の購読、海外セミナーを通じて、
ブランド戦略やトレンド分析の手法を修得します。同時に
消費者のライフスタイルやニーズに基づくファッション
マップの作成方法を学びます。「アパレルマーチャンダイ
ジング」等の関連科目と共に総合的なマーケティング
力を身につけます。

店舗デザインで学ぶ、知識と技術の応用

インテリアディスプレイデザイン
　他者に空間イメージをわかりやすく伝えるために必要
となる、パースなどの投影図法や、展開図の作図法を
学びます。そして、自分で何屋さんを計画するか考え
て、小さな店舗を計画します。座学で学んだ知識や、
身の回りの家具等のスケール感覚を手がかりに、外装・
内装やサイン計画をおこない、模型と図面による発表を
します。

授業をcheck！ 授業をcheck！

　デザイン・生産分野から、マーケティング・マネージメント分野まで、ファッションビジネス
業界に関わる仕事を志望する人のための専修です。この業界には、企画生産を担うデザイナー
やパタンナー、マーチャンダイザー、小売店でのファッションアドバイザー、バイヤー、検査
機関での品質管理・検査技術者など様々な専門家が関わっています。本専修では、どの
分野においても必要となる必修科目と、「デザイン・製作」や「企画・流通」など、各専門
分野に必要とされる科目を選択的に履修するカリキュラムを構成し、総合的かつ専門的な
知識と技術を身につけます。選択科目の組み合わせにより一人一人の学生の進路計画に
合わせた実践的カリキュラムを組むことが可能です。卒業と同時に2級衣料管理士の資格
が取得でき、またファッションビジネス能力検定、ファッション販売能力検定、パターン
メーキング検定などの資格取得をめざすことができます。

　図書館、美術館、店舗・住宅、事務所などの建築・都市空間からインテリアや家具
などの室内空間まで、人間が快適に生活するための空間づくりに関わる仕事を志望する
人のための専修です。建築空間については設計や施工に関わる様 な々職種があり、本専修
では快適な空間づくりに要求される芸術性、機能性、安全性などに対して建築計画・設計、
構造、設備、歴史、施工、法律などの広域な科目を設定すると共に、設計デザインなどの
演習科目を通して専門的・技術的な能力を高めます。’09年度からは二級建築士に加え、
一級建築士の受験資格（要実務経験 4年）も得られるようになりました。「インテリアプラ
ンナー・インテリアコーディネーター」や、福祉に関わる豊富な知識を元に助言する「福祉
住環境コーディネーター」などの資格と合わせ、建築・インテリア業界で幅広く活躍できる
人材を育成します。

ファッション専修 建築・インテリア専修
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コンテスト受賞歴

卒業研究発表会・ファッションショー 卒業制作展

2014年度

2015年度

産学連携事業「翔工房」　入選　小野島桃子　細谷侑加
第 4 回ナゴヤリメイクコンテスト
　ミノヤ賞　西田保奈美
　中日本商業新聞社賞　赤岩真理奈
　アイリス賞　森泉美
全国染織連合会主催「第 17 回全国きものデザインコンクール」
　デザイン　一般部門／手描きの部　入選　浅野秋江
第 5 回岐阜マザーズコレクション
　グランプリ　細谷侑加  他 2 名
　繊維協会賞　佐々木彩  他 2 名

岐阜県繊維協会会長賞　大塚涼子
産学連携事業「翔工房」　入選　浅野秋江
第 6 回岐阜マザーズコレクション
　特別賞　澤井千佳　吉田真由香
　入選　浅野秋江

FUKUI FASHION GP 2014　入選　小野島桃子
岐阜県繊維協会会長賞　小野島桃子
第 24 回ア・ミューズ岐阜
　岐阜ファッション産業連合会理事長特別賞　細谷侑加
衣料管理協会会長賞　細谷侑加
中部インテリアプランナー協会 学生賞　畑瀬仁美
日本インテリア設計士協会 INTERIOR 優秀学生賞　桐山夕美恵
第 13 回ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展
　最優秀賞　上野響、優秀賞　深尾早希
　一般審査特別賞　小川あや香 　

第 5 回ナゴヤリメイクコンテスト
　入賞　浅野秋江　石川舞　杉浦祐菜
中部インテリアプランナー協会 学生賞　髙井瞳
日本インテリア設計士協会 INTERIOR 優秀学生賞　野田かずな
第 47 回各務原市美術展 デザイン・イラストレーションの部
　奨励賞　宇留野萌

第 46 回各務原市美術展
　入選　小川晏奈　森本紗季　吉田のどか
CG-ARTS 協会賞　久野そらん
紀文 第 7 回「子どもたちに伝えたいお正月絵本」コンテスト
　優秀賞　小川晏奈

「安祥文化のさと」ロゴマークコンテスト
　最優秀賞　福田早映
デザイン女子 No.1 決定戦 2015NAGOYA
　インテリア・プロダクト部門 第 2 位　鳥本采花

おおしま国際手作り絵本コンクール 2015　鳥本采花
みなべ町梅干パッケージデザインコンテスト
　佳作　小川晏奈
CG-ARTS 協会賞　今井都乃

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

視覚表現全般の、実践的な能力をつける
		取得可能な資格

表現あふれる
デザイナーになろう

色彩検定
　デザインに必要な「色」に関する
資格です。色彩学の授業内で資格
取得を積極的に支援し、毎年ほぼ
全員の学生が3級を受験、約9割が
合格しています。’02、’03、’10、’12、
’14、’15に優秀団体賞、’11に文部
科学大臣賞を受賞し、高い評価を
得ています。

マルチメディア・
CGクリエイター検定
　生活の中で幅広く活用している
マルチメディア検定とインターネット
について学び、情報リテラシー能力
を高め、制作に活用します。また、
より専門性の高いCGクリエイ
ター／エンジニア検定、Webデザ
イナー検定などと併願できます。

Webデザイナー検定
　Webサイトのデザインにおいて、
一定の条件（コンセプト・日程・
予算など）のもとに、コンセプトメイ
キング・制作・テスト・評価・運用を
行うための知識や技術を身につけ、
制作に活用します。マルチメディア・
CGクリエイター検定などと併願
できます。

CG制作の基礎を学ぶ

CG演習
　コンピュータを活用したグラフィック制作の第一歩
として、業界標準ソフトを使用し、CDジャケット等の
制作をします。CG制作の初心者にも丁寧な指導を心
がけています。2年次には本・雑誌を作る「DTP演習」
や大型ポスターを制作する「デジタルデザイン表現」
が開講されますが、それらに必要な基礎的知識・技術
を修得します。

授業をcheck！

　グラフィックデザイン業界や印刷・出版業界を志望する人のために、視覚表現全般に
ついての知識と技術、発想方法を学ぶ専修です。本専修では、手作業によるアナログ
表現に加えて、現在主流となるパソコンを用いたデジタル表現についても学習します。
また、絵本、イラストレーション、パッケージデザイン、DTP、Webデザインなどグラフィック
デザインやメディアデザインに関わる幅広いカリキュラムを設けており、ヴィジュアルデザイン
に関する総合的かつ実戦的な能力を身につけることが出来ます。現在、グラフィックデザイ
ナーは、デザイン事務所はもとより、印刷・出版、Web制作などの分野でも専門職として
必要とされています。さらに、パソコンによるプレゼンテーションスライドや資料の作成など、
一般企業においても視覚表現に関するデザイン能力が必要とされるケースが増えており、
ビジネス分野での活躍も期待されています。

区　分 １年前期 １年後期 2 年前期 2 年後期

教
養
教
育
科
目

●生活と経済　●文学と映像
●生活と環境
●スポーツ実技
●情報処理 I（基礎）
●英語 I
●教養演習

●生活と福祉
●現代社会と法律
●ジェンダー論
●健康とスポーツ
●情報処理 II（応用）
●英語 II

●生活と化学
●心理学
●英語 III

●生物学
●日本社会の歩み
●英語 IV

専
門
教
育
科
目

基礎科目

●デザイン概論　●色彩学
●基礎造形　●デッサン
●生活材料学
●材料管理学
●ファッションデザイン論
●美術・デザイン史

●建築・インテリア概論
●メディアデザイン論
●インテリアデザイン論

専修科目
●グラフィックデザイン I
●発想トレーニング
●イラストレーション I

●グラフィックデザイン II
● CG 演習
●イラストレーション II
●情報デザイン論
●映像機器論
●コミュニケーションデザイン論 I

●グラフィックデザイン III
● DTP 演習
● Web デザイン
●インテリアディスプレイデザイン
●絵本・イラストレーション
●コミュニケーションデザイン論 II

●グラフィクデザイン IV
●デジタルデザイン表現
●映像表現論

展開科目

●生活環境学
●テキスタイルデザイン
●地域・環境デザイン論
●生活造形演習
●広告デザイン論

ゼミナール ●課題研究 ●卒業研究
インターンシップ ●インターンシップ

 デザイン教育を通じた地域貢献
　デザインすること、デザインを学ぶこと
は、単なる机上の学問ではありません。
生活デザイン学科では、地域に出て活動
することで、知識を磨き、感性を育てる
ことを教育目標の一つとしています。
　ファッション、建築・インテリア、ヴィ
ジュアルの専門を活かした活動を通し
て、学生達は積極的に地域交流に参加しています。これまでの主な活動
に、ファッションショー「GIFUを着る」「岐阜マザーズコレクション」を
通した岐阜アパレル産業との交流、中心商店街を飾るフラッグアートへ
の出展などがあります。教員も、産官と連携したセミナーの開催、岐阜市
立図書館と連携したファッションライブラリーでの作品展示・公開講座
などの活動を行っています。大学内の授業ばかりでなく、これら学外における
諸活動を経験することにより、学生達は社会的にも実務的にも大きく成長
していきます。
　このような地域連携の実績が評価され、’03年度には本学科の『デザ
インを通した地域との交流による教育』プログラムが、公立短大で唯一、
文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に採択されました。

 2年間の集大成、卒業研究発表会

　生活デザイン学科では毎年、卒業研究を学外で発表しています。’14
年度は岐阜県図書館にて研究発表会とファッションショーを、岐阜県美
術館にて卒業制作作品と研究の展示を行いました。ファッション専修では

織作品や衣服、ブランド企画を展示しました。建築・インテリア専修では
家具や建築物の提案や、建築物の構造研究を展示しました。ヴィジュアル
専修では、絵本やパッケージ、Webサイトなどの作品を展示しました。

 あのアーティストの講義が聴ける！～特別講義～
　生活デザイン学科では、「生活」と
「芸術・文化」をキーワードとした各界
の著名人をお招きして、学生と一般市民
を対象に特別講義を開催しています。この
企画は、芸術文化の最先端で活躍して
いる著名人による講義ということで、その
内容は非常にユニークであり、毎回、学内
外から好評を得ています。これまでに、世界的ファッションデザイナーの山本
寛斎さん、絵本作家の五味太郎さん、詩人・翻訳家の谷川俊太郎さん、
アートユニット明和電機の土佐信道さん、映画作家の河瀬直美さん、都市
計画家の西郷真理子さん、文教大学教授で現代美術や絵本に造詣の深い
中川素子さんなど、多彩なゲストをお招きしています。
　山本寛斎さんには、「人間讃歌」をテーマに、ファッションにまつわる
お話だけでなく、これまでのデザイナー活動を通じた国際舞台での経験
を元に、国と国、人と人との交流の大切さについてお話し頂いています。
なお寛斎さんは本学の客員教授であるため、すべての学生が卒業までに
講義を受けることができます。

ヴィジュアル専修

27 GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE 28



生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科

 在学生の声  卒業生の声

私は幼いころから物を作ることが好きで、将来はものづくり
に携わりたいと思っていました。高校2年の夏頃からその
気持ちが建築関係の仕事へと向かっていき、大学で建築に
ついて学び、将来に繋げたいと思い、卒業後に二級建築士
の受験資格を得ることができる建築・インテリア専修を志望
しました。しかし高校入学時は、まだ将来について漠然とし
た目標しかなく普通科に進学したため、建築について専門的
な知識は持っておらず、最初は授業についていけるか不安で
した。しかし、そんな私でも分かり易いよう丁寧に教えてくだ
さる先生方のおかげで、きちんと理解し身に着けることが
できます。
前期は課題が多く大変に思うこともありますが、毎日計画

的に進めていればその努力に見合った実力はついていきます
し、それは今後への自信にも繋がります。また、同じ専修の
仲間だけでなく、他の専修の人と一緒に受ける講義も多くある

私は高校の時からパンフレットなどの広告デザインに興味
がありました。自分が生まれ育った岐阜市にヴィジュアルデザ
インを学べる生活デザイン学科があることを知り、岐女短に
入学しました。
ヴィジュアル専修ではデザインの基本から学ぶことができ、
前期には烏口を使った平面表現、イラストレーションなど様々
な課題に取り組みました。その他にも、資格を取得するための
勉強を含んだ講義もあり、私の場合は色彩検定3級を取得
しました。またWebデザイナー検定やマルチメディア検定も
受験することができます。アナログ表現からデジタル表現
まで実用的なデザインを学べます。
後期には課題研究があり、それぞれ希望する研究室に分か

れて専門的に学びます。私が受講しているグラフィックデザ
イン研究室ではいろいろなコンペにも挑戦し、スキルの向上
に努めています。少人数になるので、先生に相談しやすい

ため、広い視野で物事を捉え、幅広く多くのことを得ることも
できます。同じ志をもつ仲間と、互いに影響し合いながら高み
を目指し、二年という短い期間をサークル活動や資格取得
など有効に使い、充実した学生生活を送ることができると
思います。前期に基礎科目で身に着けたことを後期の授業
で活かすことができ、「建築・インテリア設計演習Ⅰ」では
自分で建物を設計し、模型や図面を制作します。自分で動線
を考慮し、平面図を考えることは大変ですが、段 と々良いも
のになっていくのは楽し
く、勉強になります。こ
こで学んだことを自分
のものにするよう努力
し、中身のある二年間
にできればいいと思い
ます。

環境で丁寧な指導を受けることができます。他の専修の人達
と合同で学ぶ講義などもあり、ファッション、建築・インテリア
についても学ぶことができ、幅広い分野について知識を得る
ことができるのは生活デザイン科の魅力でもあります。学校
行事として校外研修や桃林祭など楽しい行事もあります。
また進路ガイダンスが始まり、豊富な情報を得ることができ、
進路のサポートも充実しています。四年制大学とは違い、
短期間に学ばなければならないことが多くあり、初めて経験
する課題がほとんどで
大変なこともありますが、
友達同士で励まし合い、
お互いを高め合いながら
頑張っています。

月 火 水 木 金

1 限 建築設備学 生活と福祉 インテリア
デザイン論

2 限 建築環境学 ジェンダー論 建築・インテリア
概論 健康とスポーツ

3 限 情報処理Ⅱ 構造力学 メディアデザイン論
建築・インテリア

CAD演習
建築・インテリア

設計演習Ⅰ4 限 英語Ⅱ 一般構造 進路ガイダンス

5 限 課題研究

建築・インテリア専修１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 コミュニケーション
デザイン論 生活と福祉 情報デザイン論 インテリア

デザイン論 課題研究

2 限 映像機器論 ジェンダー論 建築・インテリア
概論 健康とスポーツ

3 限 英語Ⅱ
CG演習

メディアデザイン論
グラフィック

デザインII イラストレーションII
4 限 情報処理Ⅱ 進路ガイダンス

5 限

ヴィジュアル専修1年生の履修例

教　　授　　服部		宏己（学科長）
教　　授　　村上		眞知子
准 教 授　　平川		すみ子
准 教 授　　奥村		和則
准 教 授　　太田		幸一
准 教 授　　小川		直茂
専任講師　　畑中		久美子
専任講師　　坂本		牧葉
専任講師　　長谷川		祥子
助　　教　　柴田		佐和子
助　　教　　臼井		直之
助　　手　　佐藤		史織
客員教授　　山本		寛斎

　生活デザイン学科は、ファッション、建築・
インテリア、ヴィジュアルの3つの専修を設けて
います。各分野の専門性と幅広い教養を兼ね
備え、人々 の生活環境の向上に活躍できる人材
の輩出を目指します。カリキュラムは、基礎科目、
専修科目、展開科目の3つに分けられ、段階的
に学ぶことができるよう設定しています。これまで
ものづくりを経験したことがない人でも、心配する
ことなくスムーズに学ぶことができます。
　作品制作をするための施設や設備はかなり
充実しています。ぜひオープンキャンパスなどを
通して自分の目で確かめてみてください。また、
短期大学での2年間の集大成となる「卒業研究」
では、学外（昨年は岐阜県美術館、ぎふメディア
コスモス）での展示、口頭発表・ショー発表を
開催するなど、その成果を一般公開して学外に
向けた情報発信を行っています。その他、国内

の歴史的な町並み・美術館等を巡る学外研修
やヨーロッパを主とした海外研修を通して、実際
のものを見て触って感性を高める機会を多く
設けています。産・官・学による地域連携事業
など、実践的な活動にも積極的に取り組んで
います。
　皆さんの夢の実現に向けて、2年間の充実
した毎日を共に過ごしましょう。

生活デザイン学科で共に学ぼう

学科長あいさつ

スタイリストになるため、ファッションに関する専門的な知識を
習得したい、そんな思いから岐阜市立女子短期大学への入学を決め
ました。
岐女短に入学して1番良かったと思う事は、ファッションビジネス
について奥深く学べた事です。実際に自分のブランドを立ち上げる
と仮定してのブランド企画では、綿密なトレンド研究や市場調査、
ターゲット選定などを通して、普段何気なく手にする洋服一枚一枚
に、服を売る側の綿密な戦略がある事を学びました。
卒業後は、新たな場所に身を置くことで自分の可能性を広げたい
と思い、中国に留学することを決意しました。現在は上海体育学院
でマネージメントについて一から学び、アジアのスポーツウェアブランド
の戦略について研究しています。一見、体育分野と服飾分野では全く
共通点がないように思われがちですが、岐女短でファッションについ
て幅広く学んだからこそ、新たな視野を持って自分なりに研究を進める
ことが出来ています。
これから岐女短で学ばれる皆さん、2年間という短い時間で専門
的な知識を習得するには、想像を超える忙しさと様々な試練が
待っています。しかし、ファッションについて学びたいと思う強い気持
ちがあれば、生活デザイン学科で学ぶ事が出来る授業内容は決して
あなたを裏切りません。また、自分と同じような目標を持つ一生涯の
仲間とも出会えることでしょう。2年後の自分の成長を楽しみに、
学生生活を悔いなく過ごして下さい。

岐阜市立女子短期大学へ入学する前より、「将来はものをつくる
仕事に就きたい。」と思っていました。そのための資格を取れる大学
へ進学しようと考え、進学先を探していた際、“短期でかつ建築士の
資格が取れる学校”として岐女短を知り、入学を決めました。
また、生活デザイン学科の中の建築専修という立ち位置にも魅力
を感じていました。実際に、建築・インテリアデザイン専修の先生方
はもちろんのこと、学科の先生方は専修に関わらず親身になって接
してくださいます。設計作品の制作中、他専修の先生にアドバイス
をお願いすることも多々ありました。建築という専門分野を学びな
がら、様々な専門の先生方から講評を頂けたことで、「デザイン」と
いう大きな視野で物事を捉え、考えられるようになりました。
2年間の学生期間は短く、カリキュラムも詰まっていました。課題
も決して少なくありません。個々の専修課題もこなしながら、並行
してデザインの基礎課題にも取り組んでいました。当時は大変でし
たが、卒業した今、こうした時間の使い方は、私に合っていたと感じて
います。メリハリのある学生生活を送ることができたからです。
岐女短の学生は、2年間の学生生活を有意義に過ごそうと、学び
に遊びに…何事にも貪欲だったように思います。そんな周りに感化さ
れながら勉強できる環境は、とても居心地の良いものでした。岐女短
はそんな環境の整った大学です。これから入学される皆さんにも、有
意義な学生生活が訪れることを願っています。

教員紹介

渡邉		真有
建築・インテリア専修1年

静岡県立伊豆中央高等学校出身

宇留野		萌
ヴィジュアル専修1年

岐阜県立加納高等学校美術科出身

石岡		里実
生活デザイン学科

建築・インテリアデザイン専修
2015年	卒業

土井		優子
生活デザイン学科

ファッションデザイン専修
2014年	卒業

普通科出身でも
理解しやすい授業

実用的な
表現技術を学べる

メリハリをつけて有意義にすごした2年間 海外でスポーツウェアブランドを研究中

		株式会社森住建 		上海体育学院	経済管理学部
		スポーツマネジメント学科

教	授		服部		宏己

建築物の外観に関わる構造
設計やコンクリートなどの建築
材料の研究をしています。わか
りやすい講義のための教育
ツールの開発も行っています。

担当科目：建築材料学、一般
構造、構造力学、構造力学演
習、建築・インテリアCAD演習
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業
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卒業後の進路について 短期大学の２年間はあっという間です。
本学では１年生後期から、就職と進学との両方の希望者に対して進路支援を行います。

■ファッション（企画）／クロスプラス、サンラリー、瀧定名古屋、美濃屋、ラブリー
クィーン

■ファッション（検査機関）／カケンテストセンター、シキボウ江南

■ファッション（販売）／アイジーエー、イズ・ファーム、イトキン、キャン、クラウディア
コスチュームサービス、クロスカンパニー、サンエーインターナショナル、チュチュ
アンナ、トリニティアーツ、ファイブフォックス、ワールドストアパートナーズ、ワタベ
ウェディング、ユニクロ

■建築・インテリア（建設）／チェックハウス、トヨダ、野田建設、森住建、矢橋林業

■建築・インテリア（設計）／アーキ・キューブ、歩設計、SHPデザインスタジオ、エ
ム・ダブル・ラボ、車戸建築事務所、デザインボックス	、空間工房、巧建設計

■建築・インテリア（販売）／オンテック、シーエスエス総合舞台、TSP太陽、ディ
マンシェ、ブラザー不動産、ヤマガタヤ産業、リアルスタイル

■印刷・製本・グラフィック／アテナ工業、インファクトリー、大橋珍味堂、コームラ、
沢村印刷、サン電子、システムアドバンス、ダイキュー、チューキョー、中広、中部カレ
ンダー、日本紙工業、那加印刷、早川繊維工業、陽光堂

■製造業／JAぎふ

■公務／愛知県職員、岐阜市職員

■金融・保険業／十六銀行

■四大編入／大分大学、岡山県立大学、三重大学、和歌山大学、椙山女学園大学、
福井大学、弘益大学（韓国）、上海体育大学大学院（中国）

■専門学校／文化服装学院

■栄養士／愛知県厚生連海南病院、芥見幼稚園、魚国総本社、鶉保育園、鵜沼東
保育所、エームサービス中部日本、おおのレディースクリニック、岐阜給食センター、
岐阜病院、岐阜中央病院、久世食品、グリーンハウス、栄屋食品、シダックス、新生会、
千代田会、トーカイフーズ、ななさと保育園、ナリコマエンタープライズ、日清医療食品、
日本海給食、日本ゼネラルフード、富士産業、法華福祉会木の花保育園、マルタマ
フーズ、山内ホスピタル

■食品・医薬品／アピ、岩田食品、エースベーカリー、えびせんべいの里、岐阜アグリ
フーズ、岐阜セラツク製造所、久世食品、九重化成、小林薬品工業、坂本香料、CCI、
デリカスイト、中日本フード、名古屋製酪、明治製菓、名糖産業

■事務職／愛知銀行、池田町役場、大垣共立銀行、岐阜県警察、岐阜県庁、岐阜
信用金庫、共栄ライフパートナーズ、共立コンピュータサービス、さとうファミリークリ
ニック、十六銀行、住友軽金属工業、生活協同組合コープ岐阜、たんぽぽ薬局、中部
電力、つばさ皮フ科クリニック、東海理化、トヨタ自動車、日本生命、阪神調剤薬局、
福寿工業、ブラザー不動産、丸栄コンクリート工業、村田機械、森川・鈴木法律事務所、
六条メディカルモール（六条歯科クリニック・つちや整形外科）、わかば農園、JAぎふ、
JAにしみの、JR東海

■四大編入／岐阜大学、信州大学、奈良女子大学、名古屋市立大学、静岡県立
大学、神奈川県立保健福祉大学、岡山県立大学、山口県立大学、岐阜女子大学、
東海学院大学、仁愛大学、兵庫大学、岡山学院大学、川崎医療福祉大学

■専門学校／岐阜調理専門学校、大原学園岐阜校、愛知県厚生農業協同組合連合
会更生看護専門学校、名古屋製菓専門学校、名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校、
京都栄養医療専門学校、辻製菓専門学校、辻調理師専門学校、愛媛調理製菓専門
学校、横浜スイーツ＆カフェ専門学校　等

■建設・不動産業／ブラザー不動産、美濃善不動産、岐阜建築住宅センター、
久富電設、住居空間スマイルタイム

■製造業／村田機械、東海サーモ、三甲、富士変速機、児島精機、ヤクセル、
オムロンアミューズメント、濃尾電機、MTK、CCI、小林薬品工業、日電精密工業、
岐阜五十鈴、アドヴィックス、岐阜アグリフーズ、若葉農園、MPS、日本印刷、
アドキットインフォケーション

■電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業／中部電力、JR東海、共立コン
ピュータサービス、ITCネットワーク、濃飛倉庫運輸、朝日新聞サポートセンター

■卸売業、小売業／岐阜トヨタ自動車、岐阜トヨペット、岐阜日産自動車、田澤電材、
神協産業、ゲオホールディングス、ゲンキー、サマンサタバサ、GKS、バロー、中日本
フード、チタカ・インターナショナル・フーズ、サンワトレーディング

■金融・保険業／十六銀行、大垣共立銀行、大垣信用金庫、豊田信用金庫、岐阜
商工信用組合、関信用金庫、八幡信用金庫、トナーズ、共栄ライフパートナーズ

■飲食・宿泊業／名鉄犬山ホテル、リーガロイヤルホテル、ホテル竹島、盛岡グランド
ホテル

■医療・福祉／医療法人徳真会、医療法人孝友会、ニチイ学館、つちや整形外科、
松岡整形外科、セントラル歯科、あいデンタルクリニック、アール歯科クリニック

■複合サービス業／JAぎふ、JAあいち、JA愛知西、JAにしみの、JAいび川、JAとうと、
衣崎漁業協同組合

■サービス業／JR東海パッセンジャーズ、ドリームスカイ名古屋、旭エージェンシー、
ブラス

■公務／岐阜県庁、岐阜県警、岐阜地方検察庁、可児市役所、木祖村役場、名古屋
入国管理局、岐阜県健康管理センター

■四大編入／名古屋大学、岐阜大学、三重大学、名古屋市立大学、都留文科大学、
北陸大学、南山大学、愛知大学、椙山女学園大学、神戸女子大学、東海学院大学、
大阪人間科学大学、岐阜女子大学

■公務／岐阜県庁、岐阜市役所、名古屋市役所、愛知県警察事務

■金融・保険業／十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、大垣信用金庫、東海
東京証券、第一生命

■電気・ガス・熱供給、情報通信業、運輸業／全日本空輸、JR東海、中部電力、濃飛
倉庫運輸

■製造業／富士通、ブラザー工業、村田機械、アドヴィックス、イマオコーポレー
ション、CCI、ツキオカフィルム製薬、名古屋製酪、ユーハイム、カワボウ繊維、美濃屋

■観光業／岐阜都ホテル、ルートイングループ、名鉄犬山ホテル、星野リゾート、
潤観光、海栄館

■複合サービス業／日本郵便、JAぎふ、JA北びわこ、JA東びわこ、JAレーク伊吹

■卸売業、小売業／岐阜日産、田澤電材

■医療・福祉／岐阜県福祉事業団、服部耳鼻咽喉科、ひぐちクリニック、渡辺整形
外科、アピカ歯科、野口整形外科内科

■教育・学習支援業、学術研究機関／峰学館、七田チャイルドアカデミー

■サービス業／トラジャルフレール（空港地上職）、岐阜合同法律事務所

■四大編入／名古屋大学、奈良女子大学、岐阜大学、名古屋市立大学、三重大学、
信州大学、秋田大学、都留文科大学、奈良県立大学、南山大学、愛知大学、京都
女子大学、京都外国語大学、名古屋外国語大学、関西外国語大学、岐阜女子大学

■専門学校／フェローアカデミー（翻訳）、大原法律公務員専門学校、名古屋コミュ
ニケーションアート専門学校、名古屋看護助産専門学校、名古屋動物専門学校

■海外留学／Delaware	County	Community	College	（アメリカ合衆国）、EC	
Vancouver（カナダ）

自分のやりたいことを見つけよう
私が就職活動を通して、早めに自分のやりたいことを決めておくことが大切だと感じました。私は、健康補助食品
に興味を持ち、それに携われる仕事を求めて、就職活動を始め、自分が希望する企業に内定をいただくことができ
ました。やりたいことがあると、就職活動も始めやすく、企業にも熱意が伝わりやすいと思います。自分のやりたい
ことを見つけるのは、大変なことかもしれませんが、自分を見つめ直す良い機会にもなります。
就職活動は、勉学と並行して進めなければならず、忙しさや不安を感じることが多くなります。しかし、キャリア支援
室の方や学科の先生方が親身に相談にのってくださり、サポートしていただいたおかげで、納得のいく就職活動をする
ことができました。

食物栄養学科2年

小島		千彩華

英語英文学科 国際文化学科 食物栄養学科 生活デザイン学科

英語英文学科

金融・保険業

製造業

卸売業、
小売業

観光業公務
医療・
福祉

建設・
不動産業

教育・
学習支援業

電気・ガス・熱供給、
情報通信業、運輸業

サービス業

四大編入

海外
留学

専門
学校

複合
サービス業

国際文化学科

卸売業、小売業

製造業

医療・福祉

サービス業

進学・
編入学

複合サービス業

建設・不動産業

公務

食物栄養学科 栄養士

食品・医薬品

事務職

進学・
編入学

検査機関

販売

建設

設計販売

卸売業、
小売業

印刷・製本・
グラフィック・
企画

製造業

一
般
・
総
合

職

ファッシ
ョ
ン

専

門
職

建築・イ
ンテ

リア

ヴ
ィジュアル

生活デザイン
学科

進学・編入学
サービス業

※ヴィジュアル専修の
学生は平成26年度入
学生まで教員配置の
都合上、他の2専修よ
りも少数です。

就職・進学状況および就職者の産業別比率（2015 年 3 月卒業者）

主な就職先（過去 3 年間） 主な就職先（過去 3 年間） 主な就職先（過去 3 年間） 主な就職先（過去 3 年間）

主な進学先（過去 3 年間）
主な進学先（過去 3 年間）

主な進学先（過去 3 年間）

主な進学先（過去 3 年間）

英語英文学科2年

馬淵		裕美

先生方や友人に感謝
私は、高校時代に四年制大学入学を目指していましたが、入学試験がうまく行かず岐女短に入学しました。入学当初
から四年制大学への３年次編入学を目指し、結果として当初の志望校よりも高いレベルの大学に合格できました。
岐女短の先生方は、編入学試験に関する相談に親身に乗ってくださり、きめ細かな指導をしてくださいます。また、
編入学志望の友人も多いので、悩みや不安を共有し、励まし合うことができます。さらに、先輩達が残してくださった
編入学に関する資料が豊富にあるため、それらを活用することができます。
試験の合否は自分の努力次第ですが、岐女短の学生達は、一人暮らしでアルバイトをしながらでも、四年制大学
へ編入学しています。仲間と切磋琢磨できる環境で、様々なことを学べて本当によかったと思います。

内定者からのメッセージ 編入合格者からのメッセージアピ株式会社		内定 名古屋大学	文学部英語学専攻		合格
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　長い教育期間を終えて、いよいよ社会へ旅立つ人、
あるいは４年制大学への編入を希望する人に対して、
本学の教職員はできる限りの支援をします。
　キャリア支援室には、相談員を配置して、履歴書等の
添削をはじめ進路選択の相談にのります。また、求人情
報と編入学情報は学内ホームページに掲載して、学内から
自由に閲覧できます。また、進路支援委員会は、教員に
よる企業訪問・求人依頼を計画したり、進路ガイダンスの
年間計画を立てたりしています。例えば、就職を希望する
学生向けには就職活動への心構え、適性検査、集団模擬
面接、ビジネスマナー研修などを企画・実施しています。また、
編入学を希望する学生向けには、小論文対策講座、英語
筆記試験対策講座などを実施しています。

　長年、卒業生が就職先で活躍してくれているおかげで、
岐女短生に対する企業の評価と期待は高く、前ページ
（P31・32）のような企業への就職実績を上げています。
　就職活動や進学活動で迷ったとき、キャリア支援室の
相談員のみならず、各学科の教員が親身に相談にのり
ます。提出書類の添削、模擬面接の実施など、小規模
な短大の強みを生かして、全学体制で皆さんの就職進学
活動を支援しています。

副学長
進路支援委員長

瀬尾		幸市

卒業後の進路を側面的に支援します

一般入学試験

入試について

　本学の一般入試は「本学独自入学試験」と「大学入試センター試験利用の入学試験」の二つの入学試験があります。出願にあたっては、次の事項にご留意ください。
　「本学独自入学試験」と「大学入試センター試験利用の入学試験」を併願することができます。なお、前者と後者で同じ学科へ出願することも、別の学科へ出願する
ことも可能です。ただし、いずれの入学試験も2 学科以上を併願することはできません。また、出願はそれぞれの試験ごとに行わなければなりません。

学生募集要項の請求方法

郵便

請求者の住所・氏名を記入した返信用封筒（角 2 号）に切手を貼り、
下記の住所に送付してください。
送信用封筒には「学生募集要項・過去問題請求」と朱書きしてください。
※なお、返信用封筒に貼付する切手の金額は送付する資料の内容により異なりますので、
　お問い合わせください。

インターネット

http://www.gifu-cwc.ac.jp	にアクセスし、手順に従って、テレメール
Webまたはテレメールでご請求ください。

本学窓口

本学事務局窓口にて直接お渡しします。

〒 501-0192　岐阜市一日市場北町 7 番 1 号
岐阜市立女子短期大学　総務管理課　〈お問い合わせ  TEL 058-296-3131〉

オープンキャンパスについて

夏期オープンキャンパス	※事前の予約は必要ありません。
8月10日（水）	午前 10 時～		国際文化学科／午後	1 時～		英語英文学科	
8月12日（金）	午前 10 時～		食物栄養学科／午後	1 時～		生活デザイン学科
8月16日（火）	午後	1 時～		食物栄養学科
8月18日（木）	午前 10 時～		生活デザイン学科／午後	1 時～		国際文化学科
主な内容 	学科の特色・説明、入試情報、関連資料の配布・提供、学内施設案内、個別相談など

桃林祭（大学祭）※事前の予約は必要ありません。
10月22日（土）／23日（日）　午前10 時～	12 時
桃林祭（大学祭）の開催期間中にオープンキャンパスを行っています。
主な内容 	学科の特色、入試の説明・相談、関連資料の配布、学内施設案内など

　センター試験を利用しない入学試験です。高等学校卒業程度の学力検査、出身
高校の調査書、面接（生活デザイン学科のみ）にもとづいて選抜を行います。

実施学科本学独自入学試験 デ食国英

　大学入試センター試験の成績（学科によって受験を要する教科・科目が異なり
ます）、および出身高校の調査書にもとづいて選抜を行います。

実施学科大学入試センター試験
利用の入学試験 デ食国英

特別選抜試験

　生活デザイン学科の授業は、デザインという学科の特性上、「ものつくり」に
関わる実習・演習が多くあります。推薦入学試験（専門高校）では、そのような
生活デザインに関わる領域（被服・住居などの家政系・工業系領域及び美術・
デザイン領域）に対して、（学力だけでは計れない）専門高校で学んだ知識・技術
を評価し、専門に関して特に顕著な業績を残した学生を選抜します。

推薦入学試験（専門高校） 実施学科 デ

　本学での授業を理解できる日本語能力があり、勉学意欲が旺盛な学生を選抜
します。日本人学生と積極的に交流して、日本人学生に外国語学習や異文化理解
への動機付けをしてくれることも期待します。

実施学科留学生入学試験 デ食国英

　すでに社会人としての経験を積み、あらためて短期大学で学び、教養を深めたい
方、最新の専門的知識を得たい方を募集します。なお、他の学生に刺激を与え、
相互に学習意欲を高め合うことも期待します。

実施学科社会人入学試験 デ食国英

　勉学意欲が旺盛で、本学の学科の専門分野に興味をもち、関連する能力に
秀でた学生、異文化体験で身につけた様々な能力を持つ学生を選抜します。

実施学科帰国子女入学試験 デ食国英

　勉学に対する意欲が旺盛で、本学の学科の専門分野に興味をもち、関連す
る学力や能力に秀でた生徒、課外活動やコンテストなどに積極的に取り組み活
動してきた生徒、各種検定試験・資格取得などに積極的に取り組んだ学生を受
け入れます。

推薦入学試験 実施学科 デ食国英

　英語英文学科では、急速な国際化、情報化が叫ばれる現代、英語と英語文化
への理解を通して、未知の発想様式に眼を開き、国際感覚を身につけ、異なる
文化をもつ人 と々の触れ合いをはぐくんでゆくことのできる人材を求めています。
ＡＯ入試では、基礎的な英語コミュニケーション運用能力をすでに身につけて
おり、本学科で学ぼうとする強い意志と意欲を持った学生の選抜を目標として
います。
　国際文化学科では、多様な民族文化、多様な価値観を理解し、相互の差異を
認め、互いに尊重し合うことのできる、国際感覚豊かな人材の育成を目指して
います。21世紀の国際社会や、地域社会の国際化を考えるうえで、日本と中国
との関係は密接なものとなってきています。岐阜市は、日中平和友好条約締結
16年前の1962年、既に中国の杭州市との友好関係を築きあげるなど、日中交流
の先駆的役割を果たしてきました。
　このような精神を受け継ぐとともに、中国をはじめとする東アジア相互理解
を担う人材の育成を目指し、本学科では、中国およびアジアの言語・文化への
高い勉学意欲をもった学生を募ります。
　生活デザイン学科では、人間が生活している空間と、それに関連する事物の
デザインを追求する人材の育成を目指しています。ＡＯ入試ではスクーリング・面接
を通じて、生活デザイン学科の教育内容・理念を受験生に理解してもらうとと
もに、生活デザイン学科の教育内容に対する受験生の適性を評価します。生活
デザイン学科の授業は、講義・実験・実習・演習はもちろん、机上の学問に終始
するのではなく、地域社会の中で実践を通して知識と技術を身につけます。ＡＯ
入試では、そのような実践的な活動に対して興味と関心を持ち、率先して参加する
ような、向上心あふれる意欲的な学生を選抜することを目的としています。

AO入学試験
（アドミッション・オフィス入学試験）

デ国英実施学科

編入学の流れ就職サポートの流れ

主なサポート

■OG・先輩と語る会
■2年生から1年生へのアドバイス
■小論文の添削
■個別のサポート

進路支援講座
▼

OG・先輩と語る会で体験談を聞く
▼

編入に関する下調べ・志望校の決定
▼

個別サポート
▼

受験

OG・先輩と語る会

　岐女短ではOG・先輩と語る会を学科ごとに企画しています。岐女短を巣立って社会
で活躍しているOGや、就職活動を終えたばかりの先輩の体験談を聞くことは、もっと
も身近であるからこそとても参考になります。
　先輩と語る会では、大勢の後輩の前で堂 と々体験談を語る先輩を見て、「私たちも一年
たったらこんなにしっかりする必要があるんだ。頑張らなきゃ」と思えますし、OGは仕事
の楽しさ、喜び、また大変さを同じ目線で話してくれますので、就職活動に際しての指針
づくりにとても役に立ちます。
　また、会の後には個人的に話を聞ける時間も設定されていますので、人前では聞きづらい
質問なども面と向って聞くことができます。先輩から後輩へ。ここでも岐女短の良き伝統
を感じることができます。

１年生後期前半
■適性検査の実施
■履歴書・エントリーシートの添削
■外部講師によるガイダンス
■コミュニケーション講座
■スーツの着こなし方・メイクアップ研修
■一般常識・SPI 試験対策講座

１年生後期後半～春休み
■OG・先輩と語る会
■２年生から１年生へのアドバイス
■集団模擬面接講座
■ビジネスマナー研修

2年生前期～後期
■就職先の斡旋
■活動の相談・サポート

進路支援委員会からのメッセージ

入
試
に
つ
い
て
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 キャンパスカレンダー

 学生アンケート

Q1.あなたは自宅生？	それとも下宿生？

Q3. 通学手段は？

Q5.アルバイトは？

Q4.かかる時間は？

Q6.	1週間で何時間？

■通学について

■アルバイトについて

4月

April

October

10月

May

5月

November

11月

June

6月

December

12月

July

7月

January

1月

August

8月

February

2月

September

9月

March

3月

下宿学生からのメッセージ

自宅学生からのメッセージ

岐女短入学が決まり、ひとり暮らしを始めました。
わたしは実家でほとんど家事をしたことがなく、その
うえアパート周辺のことについても全く分からないと
いう状況で、本当にひとりで生活していけるのか……
と不安でいっぱいでした。しかし入学してみると、
同じようにひとり暮らしをしている仲間がたくさん
いて、お互いに家事について相談をしたり、周囲
のお店の情報交換ができて、半年も経たないうち
にひとり暮らしにも慣れ、余裕を持てるようになり
ました。わたしは今、アルバイトとサークル活動を
しており、アルバイトでは社会を経験する貴重な
機会に恵まれ、サークル活動では普段あまり接点
のない他学科の人たちとも仲よくなれます。勉強と
家事に加え、アルバイトやサークル活動をしている
と大変だと感じることもありますが、おかげで学生
生活がとても有意義です。ひとり暮らしでは、自分
に与えられている時間を自由に使うことができます。
最初は不安が多いと思いますが、２年間の大学生活
がよい思い出となるように１日１日を大切に過ごして
ください。

■入学式
■新入生ガイダンス
■在学生ガイダンス
■就職ガイダンス
　（２年生対象）
■前期開講
■定期健康診断

■開学記念日
　（10月15日）
■ AO入試
■大学祭（桃林祭）
■桃林祭オープンキャンパス

■新入生歓迎行事
■生協総会

■就職ガイダンス
　（１年生対象）
■推薦入試

■鵜飼見学
　（学外教養演習）

■生活デザイン学科
　卒業研究発表会
■冬季休業

■夏季休業
■夏期オープンキャンパス
■海外語学研修
　（国際文化学科）

■就職ガイダンス
　（１年生対象）

■海外語学研修
　（英語英文学科）
　（国際文化学科）
■後期開講
■三岐交流戦
　（三重短期大学との
　		スポーツ交流戦）

■海外研修
　（生活デザイン学科）
■春季休業
■一般入試

■学位授与式
■謝恩会

岐女短を選んだ理由の一つとして、家からの近さ
がありました。私の学科は課題が多く出されるので、
朝早くから来て夜遅くまで残っていく時があります。
また、土日も学校へ行く機会があるので、家からすぐ
通えることのありがたさを感じます。自転車だと15分、
車だと5分で通うことができ、おかげで時間を有効
に使うことができています。ギリギリの時間まで家や
学校で課題を進めることができます。
サークルも３つ掛け持ちしていて、課題との両立

がとても大変ですが、たくさんの友達や先輩と関わる
ことができるので楽しく、毎日が充実しています。
アルバイトもしていたので、幅広い年齢の人と関わ
りを持ち、いろいろな経験をしています。お互いを
高め合い、共に頑張って勉強している優しい友達、
良き先生と出会えたことに感謝しています。あっと
いう間に濃い日々が過ぎていきます。2 年という
短い期間ですがたくさんの思い出ができると思います。
楽しい思い出をたくさん作って下さい！

自立した学生生活を
送っています

課題にサークルなど
時間を有効活用

国際文化学科 1年

村上		麻弥

生活デザイン学科 1年

木野村		真優入学式

生活デザイン学科卒業研究発表会 学位授与式学園祭（桃林祭）

オープンキャンパス

自宅生
下宿生

71%
29%

Q2. 部活・サークル活動は？

している

していない
60%

40%

11%8%5%

徒歩

車・バイク 90分～
60分

60分～
30分

自転車

90分以上
公共
交通機関

37%58%
26%

29% 26%

30分以内

して
いない

15～
20時間

15時間
以内

している

20時間以上

52%59% 30%
41%

18%

キャンパス
ライフ Campus Life

さぁ、岐女短での新しい学生生活が始まります。
限られた 2年間をどう過ごすかはあなた次第。
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ヨーロッパ研修

　ルネサンス発祥の地イタリアの三都市（ローマ、
フィレンツェ、ミラノ）を訪問します。ローマでの
古代都市の散策や、学術交流協定を結んだ服飾
専門学校ポリモーダでの授業見学は、研修後の
制作や研究活動に活かせる貴重な経験です。

韓国研修

　威徳大学（慶州市）で韓国語の研修を受け、日本
語学科の学生たちと交流します。フィールドトリップ
では、慶州の世界遺産や港町の釜山を見学し、フィー
ルドワークやホームステイでは、現地の学生たちに
協力してもらい、韓国文化について調査します。

ヨーロッパ研修

　ファッション、建築・インテリア、ヴィジュアル
のデザイン分野で優れた造形物を見学できる海外
の都市を訪問します。平成 26 年度はロンドンで
セントポール大聖堂、ヴィクトリアアンドアルバート
博物館を、パリでルーブル美術館や、ゴシック様式、
アールヌーヴォーなどの建築を見学しました。

アメリカ研修

　カリフォルニア州立大学サンマルコス校（カリ
フォルニア）で、２週間の海外英語研修プログラム
があります。授業はもちろん、ホームステイやディ
ズニーランド・ユニバーサルスタジオなどの見学を通
して、英語力を向上させます。

中国研修

　国際文化学科では中国語圏の大学で研修を実施
し、現地学生との交流会、フィールドワーク、ホーム
ステイを行っています。これまで浙江工業大学（杭州
市）、北京語言大学（北京市）、吉林華橋外国語
学院（長春市）のほか、昨年度は台湾・台南市の
長栄大学で研修を実施しました。

アメリカ研修

　国際文化学科では、グアム大学で語学・文化演習
を行っています。グアム大学は50もの国々から留学
生が集まっている国際色豊かな大学で、多文化を
実体験できます。

 国際交流
机で勉強しているだけでは、わからないことがいっぱいある。
実際に体験してみることで、世界がぐっと近くなる。
岐女短は独自のカリキュラムで、ただの「海外旅行」ではない経験にしてくれます。

生活デザイン
学科主催

国際文化
学科主催

生活デザイン
学科主催

英語英文
学科主催

国際文化
学科主催

国際文化
学科主催
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■ ESSサークル
■ギター・マンドリンサークル
■軽音楽サークル
■ゴスペルサークル
■茶道部
■シネマサークル

■硬式テニス部
■ソフトテニス部
■ソフトボール部
■卓球部
■ダンスサークル
■トランポリン同好会

■書道同好会
■能楽部
■ピーチくらぶ
■美術部
■ Love♡ Rary
■料理サークル

■バスケットボール部
■バドミントン部
■バレーボール部
■フットサルサークル
■ワンダーフォーゲル部
■球技サークル

1 	能楽部
能舞台で格好よく舞ってみませんか、
和楽器の小鼓を打ってみませんか？	
部員全員初心者です。一緒に楽しく
お稽古しましょう！

2 	茶道部
週に一度裏千家のお稽古をします。桃
林祭と一月の初釜でお茶会を行い初釜
はOGの先輩も招きます。初心者でも
丁寧に教えていただけ楽しい部活です。

3 	ピーチくらぶ
私たちピーチくらぶは、岐女短生の
よりよい大学生活を応援するために、
夏祭りや新入生歓迎会など様々な
活動を生協と一緒に行っています。学科・
学年関係なく、仲良く楽しく元気に
活動中！！

4 	Love♡ Rary
Love ♡ Raryとは図書サークルです。
図書館の季節に合った飾りつけや貸し
出しの手伝い、ビブリオバトルを開催し
ています。本好きの人はぜひ集まれ !!!

5 	料理サークル
おいしいお菓子や料理を作ったり、料理
コンテストにも出場しています。和気
あいあいとした雰囲気で楽しく活動して
います！

1 	ダンスサークル
メンバーのほとんどが初心者です！	
講師の方のレッスンを受けて、みんな
で楽しく踊っています！	私たちと一緒
にHIPHOPを始めませんか？

2 	フットサルサークル
メンバーのほとんどが初心者です！	
みんな仲良しで、週に１回フットサル
を楽しんでいます！	私たちと一緒に
フットサルをしましょう！♪

3 	バドミントン部
活動はいつも楽しく和気あいあい♪
大会にも積極的に参加しています。
初心者も大歓迎。みんなで一緒にいい
汗を流しましょう。

4 	バスケットボール部
私たちバスケ部は人数が少なく基礎
的な練習を中心に活動しているので、
初心者も大歓迎！	また、いろんな学科
の人たちとも仲良くなれます！

5 	バレーボール部
週３回、体育館で活動しています。楽
しく体を動かせますよ！	初心者大歓
迎です。みんなで一緒に楽しくバレー
をしましょう♪

1

2

4

3

5

1

2

4

3

5

 部活・サークル活動
学生生活をもっと楽しむ方法。
かけがえのない仲間や経験を増やしていこう。
学生生活だからできること、すべてが未来の自分のチカラになる。

文化系 体育系
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図書館
　英語英文、国際文化、食物栄養、生活デザイン
という特色ある４学科の専門分野は多岐にわたり
ます。様々な分野の専門書や学術雑誌を中心に
収蔵し、ベストセラーや文庫本などの一般的な図書・
雑誌も備えています。
　新聞・雑誌をゆったりと閲覧するスペース、気持ち
を集中させて学習に取り組むスペース、ミーティング
や共同作業ができるグループ学習室、豊富なビデオ・
DVDを準備した視聴覚コーナーなど、目的に応じた
多彩な利用ができます。

学生ホール
　大学生協が併設された学生ホールには、大きな
吹き抜け空間と白いテーブルが特徴的な食堂と、
オープンテラスがあり、お昼休みや授業の空き時間、
放課後には憩いの場として、多くの学生で賑わい
ます。サークル活動、生協学生委員会（ピーチくらぶ）
が企画する新入生歓迎会、クリスマス会などの各種
イベントにも利用されます。

大学生協について

　本学には大学生協があり、学生生活を快適に過ごせるようバックアップ
しています。大学生協で利用できるサービスとして、学生食堂をはじめ、購
買、自動車学校の割引と斡旋、資格取得支援、卒業式の袴レンタル・着
付け、書籍、CD&DVDソフトの割引などを行っています。
　また年に２回、お買い上げレシートによる抽選会も実施しています。「生メール」
という意見箱もあり、学生や教職員の皆さんの要望や声を大切にしています。
　その他、様 な々形で学生生活をサポートしています。ぜひ、積極的にご利用
下さい。

 施設紹介
岐女短のキャンパスは2000 年中部建築賞を受賞しています。
スタイリッシュで使い易い空間が学生生活をよりステキなものにしてくれます。

 一日市場キャンパス
岐阜駅からバスで約 20 分。川や田畑に囲まれた静かな場所にあります。
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至高山

至犬山

至名古屋

大縄場大橋

鏡島大橋

河渡橋

穂積大橋

岐阜市立女子短期大学

島大橋

尻毛橋

JR東海道本線

岐阜県庁

至大垣

至名神羽島I.C.

156

303

岐阜城
金華山

至本巣

岐阜市役所

長良川

名鉄岐阜駅

21

JR岐阜駅

JR西岐阜駅

■	岐女短への交通アクセス
	 ［バス］
	 ●JR 岐阜駅前		JR 岐阜バスターミナル
	 	 岐阜バス		8 番のりば	 ・「東改田」行き（約 21分）／・「市立女子短大」行き（約 21分）
　		 	 →「市立女子短大」下車
	 	 岐阜バス		7 番のりば	 ・「北方バスターミナル」行き／・「リバーサイドモール」行き（約18分）
　		 	 →「島大橋東」下車（徒歩 5分）
	 ●名鉄岐阜駅		岐阜バスターミナル
	 	 岐阜バス		C のりば	 ・「東改田」行き（約 23分）／・「市立女子短大」行き（約 23分）
	 	 	 →「市立女子短大」下車
	 	 長良橋通り（三菱UFJ 信託銀行前）
	 	 岐阜バス		5 番のりば	 ・「北方バスターミナル」行き／・「リバーサイドモール」行き（約17分）
	 	 	 →「島大橋東」下車（徒歩 5分）
	 ［タクシー］
	 ● JR 岐阜駅前　→（約 20 分）
	 ● JR 西岐阜駅　→（約 5分）
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岐阜市立女子短期大学
住所：〒501-0192 岐阜市一日市場北町 7 番 1号
TEL 058-296-3131　FAX 058-296-3130
URL http://www.gifu-cwc.ac.jp
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岐阜市立女子短期大学
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