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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」ではあり

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。CALL 教室で学ぶ「オーラル・イングリッ
シュ」、ネイティブ教員による「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
●アメリカ社会研究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
●アメリカ社会研究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

●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
　CALL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、CALL 教室における映像・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、人間はどのように言語を習得するのか、
習得を促進・阻害する要因は何か、また研究成果を学習や
教育にどのように活かしたらいいのか、といったテーマについて
掘り下げます。学んだことを自らの学習へ応用し、自律的な
英語学習者になることを目指しています。
　「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、学内でも受験ができる
ようになっており、2015年度の卒業生
の平均点は594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。

充実の実践的カリキュラム

パソコン・情報処理
　情報化の時代である現代は、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て
います。就職に有利になるよう各種
検定試験に向けた演習を行い、情報
処理技能検定試験（表計算）、パソコ
ンスピード認定試験（英文）、日本語
ワープロ試験、文書デザイン検定試
験、ホームページ作成検定試験などを
受検することができます。毎年多くの
学生が、1級や2級に合格しています。

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での研修
を行っています。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、1年生から2年生に上がる際に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
生も近年増えています。

 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。

2013年度
（2014年3月卒業）

2014年度
（2015年3月卒業）

2015年度
（2016年3月卒業）

国公立大学

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

名古屋大学
奈良女子大学
名古屋市立大学（3名）
岐阜大学（6名）
など
…計12名

私 立 大 学

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

南山大学
愛知大学（2名）
など
…計4名

※ 2017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

入学して半年が経ちました。先生や友達にも恵まれ、充実
した大学生活を送っています。私はこの夏、自分でNGOの
インターンシップに参加し、フィリピンで環境、教育、衛生
を改善する活動を行いました。この経験により、英語力が
格段に伸びたばかりでなく、人間としても成長することができ
ました。英語英文学科にはアメリカ人とイギリス人の先生に
よる授業があるので、いろいろな英語に触れることができ
ます。また、授業の中で英語を使う機会がたくさんあり、
フィリピンで培った英語力を更に向上させることができます。
また、英語そのものを学ぶだけでなく、アメリカ文学、イギリス
文学などさまざまな授業があるので、英米の言語、文化、
社会について、多角的に深く学ぶことができます。さらに、先生
方はとても親切で、親身に相談にのってくださいます。私の場
合、フィリピンで学んだことをどのように将来活かしていけば
いいかなど、先生方にたくさん相談にのっていただきました。

岐女短での2年間、学び続ける楽しさを実感しています。
英語英文学科では、1年次に基礎的な英語力を養う授業が数
多く開講されます。2年次からは、英語でプレゼンテーションを
行うなど、英語をコミュニケーションの手段として用いる授業
も多くなります。これらの授業を積極的に履修することで、
英語力をさらに向上させることができます。また、第二外国語
としてフランス語の授業もあり、言語や文化を深く学びたい
学生にとって、岐女短は大変魅力的です。さらに、パソコン
技能検定などの検定試験にも力を入れており、就職活動の
際にとても役立ちます。
私は、卒業後4年制大学へ編入学することを希望していた

ため、1年次後半から始まる編入学セミナーに参加しました。
このセミナーは、編入学の準備に大変役立ちました。2年次
から始まるゼミでは、現代米国事情に関するゼミに所属し、
進学してさらに学びたいという気持ちを強くしました。英語

私は4年制大学への編入学を考えているのですが、英検や
TOEIC対策を含め、編入学の準備に必要な指導も受けられる
など、素晴らしい環境が整っています。また、周りには将来の
目標に向かって頑張る友人も多く、夢や悩みを話し合ったり、
勉強会をしたりと、いつもお互いに切磋琢磨しています。今の
自分よりさらに成長して岐女短を卒業できるよう、残りの大学
生活も頑張りたいと思います。

英文学科の先生方は、編入学や就職について親身に相談に
のってくださいます。私は、勉学や編入学について分からない
ことや困ったことがあった時、何度も先生方の研究室を訪れ
ました。
岐女短で真剣に学びたいことを見つけることができ、将来

の道を切り開くことができました。2年間はあっという間です
が、大変有意義な時間を過ごすことができました。サポートして
くださった先生方、家族、友達に深く感謝し、これからも成長を
続けたいと思います。

月 火 水 木 金

1 限 情報処理Ⅱ リーディングⅡ

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

3 限 健康とスポーツ ライティングⅡ 英語情報
教育演習

アメリカ文学
講読Ⅱ 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 英文法Ⅱ

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 英語学概論Ⅱ 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 英会話ＡⅣ フランス語Ⅳ

英語英文学科２年生の履修例

教　　授　　梅澤		敏郎（学科長）

教　　授　　中西		満貴典

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

臨時助手　　山内		裕美子

　英語英文学科では、①実用英語力、②英語
学・英米文学・英語教育学などの学問分野の
力、③情報処理・パソコン活用力、が身に付き
ます。英米文化や時事英語など、英語に関連
する様々な事柄も学べます。希望制の少人数
教育ゼミナールでは、1人の先生の専門学問
分野を深く、概論などでは各先生の専門学問
分野を広く学べます。私のゼミでは、英語学
（言語学・文法）、特に英語の言語としての歴
史や仕組みを、ドイツ語やフランス語（これら
の言語の手ほどきも、課外の勉強会を毎週
開き、行っています）との関連に触れながら、
和気藹 と々した雰囲気で勉強・研究していま
す。この3年間、本学科卒業生（毎年約50～
60名）の進路は、就職率ほぼ100%、4年制
大学3年次編入学試験合格者51名（名大・
文、奈良女子大・文、信大・人文、経済、三重

大・人文、岐大・地域科、名市大・人文社会な
ど国公立35名、南山大・外国語、愛知大・国
際コミュニケーション、京都女子大・文、京
都外大・外国語、関西外大・外国語など有
名私立16名）（順不同）です。海外留学や
各種専門学校に進む人もいます。皆さんと
一緒に勉強できる日を、私達は楽しみにして
います。

ようこそ、英語英文学科へ

学科長あいさつ

教員紹介

車		英見乃
聖マリア女学院高等学校出身

伊藤		愛
岐阜県立大垣西高等学校出身

南山大学外国語学部英米学科3年次編入学予定

毎日が
充実しています！

学び続ける
楽しさを実感

私は現在、名古屋大学大学院に在籍し、言語学や外国語教育を
専攻しています。
このような私も、岐女短に入学した頃は、英語が得意ではなく（大学
入試センター試験の英語の得点が6割、TOEICも400点台）、自分に
自信がもてませんでした。しかし、岐女短で実用英語、英米文学、英語
学など幅広い視点から英語について学び、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
させるために、4年制大学への編入学を目指すことにしました。編入学
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。その結果、
TOEIC835点、英検準１級を取得することができました。岐女短の
最大の魅力は、このように学生と教員の距離が近いことだと思います。
卒業後は南山大学の3年次に編入学し、教員免許を取得しました。
さらに名古屋大学大学院に進学したのは、岐女短で興味をもった
言語学や言語教育学をより深く学び、研究をしたいと思ったからです。
現在は、深い専門知識をもち生徒の良さを引き出すことができる英語
教師を目指し、日々勉学や研究に励んでいます。
岐女短の英語英文学科には、自分の夢に向かって頑張ることが

できる環境があり、それを支えてくださる先生方がいらっしゃいます。
皆さんも岐女短で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、真剣に向き合って
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。

川尻		奈那香
英語英文学科
2015年	卒業

杉山		友希
英語英文学科
2014年	卒業

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

教	授		梅澤		敏郎

英語学、特に英語史、及び英
語教育学（応用言語学）を研
究している。

担当科目：英語学概論Ⅰ・Ⅱ、
英語学研究（ゼミ）Ⅰ・Ⅱ、英
文法Ⅰ・Ⅱ、ライティングⅢ・
Ⅳ、海外英語演習、教養演
習、英語Ⅰ

		名古屋大学大学院
		国際開発研究科	博士前期課程1年生
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国
際
文
化
学
科

　国際文化学科は、世界の多様な文化や価値観を理解し、言語コミュニケー
ション能力や情報コミュニケーション能力を身につけ、国際化・情報化した現在
の社会において積極的・主体的に活躍できる人材の育成を目的としています。
　そのため本学科では、日本を含めたアジアの文化や国際関係、英語・中国語・
韓国語といった主要な外国語が学べるほか、高度情報化社会にも対応できる
よう、コンピュータを使った情報処理の知識と技術も身につけることができます。
さらには「観光論」や「ホテル論」など、グローバル化に対応したユニークな
授業もあります。
　国際文化学科で私たちと一緒に、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。

日本を知り、アジアを知り、そして世界に近づこう。

国際文化学科で、アジアに立脚した国際人への

第一歩を踏み出そう。

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE 12



国
際
文
化
学
科

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（関数）
●情報処理演習Ⅰ（表現）
●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。

　現代は、さまざまな国の人々と交流しながら暮らしていく
時代です。私たちの場合、とりわけ近隣の中国や韓国の人々
との交流が多いのが実状です。私たちは今後も、さまざまな
分野で中国や韓国の人 と々の交流を続けていくことでしょう。
　国際文化学科では、英語を学ぶとともに、日本人が交流
する機会の最も多い国の言語である中国語・韓国語を学び、
さらに、それらの言語が使われている国々の文化や社会に
ついても学びます。また、現代のコミュニケーション手段と
して重要なコンピュータを使った情報処理も学べます。学生
各自の関心に合わせて、中国や韓国の文化・言語の授業を
重点的に選択したり、情報処理関連の授業を中心に学んだ
りすることもできます。
　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サポートします。

　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、
世界に向かって歩み出す

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・交換留学制度・海外編入学制度
　国際文化学科では、夏季休暇中に中国・韓国・アメリカで海外研修を
実施しています。この研修は本学科の「海外言語・文化演習」として卒業
単位にも含まれます。昨年の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）にて行われました。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さまざまな名所旧跡を自分の足で訪れる機会が豊富
にあり、その国の歴史や文化を肌で感じとることができます。
　また、国際文化学科では、中国の浙江工業大学、大連大学、吉林華橋
外国語学院および台湾の長栄大学の4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。
　加えて、本学科卒業後の進路の選択肢として、長栄大学への編入学
制度を設けています。これは長栄大学の2年次あるいは3年次に編入学
する制度で、本協定によってさまざまな特典が受けられます。長栄大学
卒業後は現地で働き、国際的に活躍できる可能性も広がります。
　国際文化学科での学生生活は日常そのものが異文化体験です。本学科
の仲間や教員と一緒に、異文化を直接体験し、自分の殻を破ってみませんか。

※ 2017年度から運用のカリキュラムです

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。

中国人留学生たちと交流

韓国研修でチマチョゴリ体験
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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、日本を含む世界の多様な文化や言語
について２年間という短い期間で幅広く学ぶことができます。
言語については、中国語、韓国語、英語の３か国語を学習で
き、わたしは３つすべてを受講していますが、それぞれの言語
に特徴があり、それらの相違点や共通点を楽しみながら
学んでいます。
文化関連の講義では、日本や他国の価値観を知る発見
と感動を味わい、自分の視野を広げることができます。わたし
は、世界のさまざまな文化を学んだ上で、日本文化の〈力強く
繊細な美しさ〉に心惹かれました。特に、学外研修で観戦
した相撲の迫力に圧倒されました。相撲観戦は初めての体験
で詳しくはありませんでしたが、力士たちが戦う姿や宙に塩を
投げる動き、鋭い眼差しに凛 し々さと色っぽさを感じ、とても
ドキドキしました。それまで相撲を見に行くという発想がなく、
学外教養演習で「なぜ相撲？」と思っていましたが、日本文化

国際文化学科は異文化理解に関する講義や中国語・韓国
語・英語といった言語の演習、社会人になってから役立つ
情報処理の授業が充実しています。私は日常生活でパソコン
を使う機会が少なく、タイピング速度が遅かったため、情報
処理関連の授業についていけるか不安でしたが、先生方が
資料やパワーポイントを使って丁寧に指導してくださるため、
パソコンが苦手な人でも安心して授業を受けることができます。
さらに国際文化学科では、中国・韓国・アメリカの３つの海外
研修、中国・韓国の大学との交換留学制度、中国への編入学
制度もあり、異文化を直接肌で感じるチャンスが豊富です。
私は短大卒業後に４年制大学への３年次編入を希望して
いたため、１年次の後期から学内の編入学ガイダンスや講座
に出席し、編入学に関する授業や英語・小論文指導なども
受けることができました。また、キャリア支援室では過去に
編入学試験に合格した先輩方の体験談や過去問題の内容

を知る上でたいへん貴重な体験になりました。
また、学科の先生が本当に温かい方ばかりなので、アド
バイザー、担任、他の先生方とも、気兼ねすることなく相談
や雑談をすることができます。
クラスの雰囲気も明るく、全員が仲よしです。クラス単位
で情報処理や語学、体育などの授業を受けたり、大学祭の
模擬店を出したりするので、クラス全員と会話をし、協力する
機会があり、私自身も素敵な友だちがたくさんできました。それ
ぞれに目標をもち、積極的でキラキラした仲間たちに囲まれ、
わたしは充実した学生生活を送っています。
２年間という短い時間です
が、学習や資格取得に励み、
仲間と刺激し合い、人間的に
大きく成長できるよう精進して
いきたいと思っています。

が書かれている「進学報告書」も閲覧でき、多くの貴重な情報
を得ることができたため、たいへん参考になりました。岐女短
では学生と教職員の方 と々の距離が近く、学業や進路などに
ついていつも親身になって相談にのってもらえました。キャリア
支援室の方々に何度も面接練習をしていただき、多くの方々の
サポートもあったおかげで、第１志望の名古屋市立大学の
編入学試験に合格できました。
短大は２年間しかありませんが、自分の進路や目標をしっかり
持って行動していくことによって、とても充実した学生生活を
送ることができます。
これからもしっかりと
目標をもって、積極的
に行動していくことを
心がけていきたいです。

月 火 水 木 金

1 限 情報処理演習Ⅰ 現代国際事情 文化人類学

2 限 日本文学論 ジェンダー論 ホテル論 日本語表現法Ⅰ 英語Ⅱ

3 限 英会話Ⅱ 韓国語Ⅱ 教養演習 情報処理演習Ⅰ

4 限 初級中国語Ⅱ スポーツ実技 進路ガイダンス 初級中国語会話Ⅱ

国際文化学科１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 英語Ⅲ 専門演習（ゼミ）

2 限 国際協力論 民俗学 比較文学論

3 限 ヨーロッパ文化論 観光論 英会話Ⅲ 心理学

4 限 専門演習（ゼミ） 人間関係論

国際文化学科２年生の履修例

教　　授　　王　		武雲（学科長）

教　　授　　川上		新二

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

専任講師　　松浦		康之

　急速な国際化、情報化への対応が叫ばれる
現代で、異文化の理解力、言語コミュニケー
ション能力のほか、情報化社会で生きるため
に必要な情報処理能力の習得がますます重要
になっています。国際文化学科では、豊かな
国際感覚と社会人に必要な実践的能力を養う
ためにさまざまな科目をそろえています。
　本学科では、アジア・欧米を中心とした｢異
文化理解｣の科目群から、自分と世界のつながり
を複眼的に学びます。自国文化の理解、異なる
文化を持つ人々の相互理解を目指し、多様な
世界観を育んでいきます。異文化理解には言語
の運用能力が不可欠ですので、「言語コミュニ
ケーション」科目群で英語、中国語、韓国語を
勉強することができます。さらに、社会人として
必須である情報処理関連の科目では、資格
取得のために、授業での指導以外に教員主催

の勉強会が開かれ、資格試験の受験を支援す
る環境も整っています。
　また、夏休みの海外語学研修では、授業で
習得した言語能力を試す機会になり、外国の
文化や習慣などに直接触れることもできます。
皆さんも国際文化学科で、国際感覚を有した
教養豊かな人間になることを目指し、楽しく
充実した学生生活を送りましょう。

ようこそ、国際文化学科へ

学科長あいさつ

私は今、夢であったホテルウーマンの仕事をしています。
短大の２年間で外国の文化や言語、正しい日本語、パソコンの

スキルなど様々な分野の勉強をしましたが、社会人になってから役に
立たないことは1つもありません。あらゆる場面で、それぞれの知識が
役に立っています。私が勤務しているホテルには中国からのお客様が
たくさんいらっしゃるのですが、岐女短で学んだ中国語、中国の文化や
風習についての知識は、お客様との良好な関係づくりに繋がっています。
また、日本語の授業で学んだ正しい日本語や敬語は、接客の仕事中は
もちろんのこと、上司や先輩と会話をする上でも大切です。そして、今の
時代にはどの職場でも欠かせなくなっているパソコン。高校時代には
パソコンの知識も技術も皆無であった私でも、岐女短での２年間で
ワードとエクセルの資格を取得するまでに成長しました。
そのように私が大きく成長できたのも、学生1人1人に対する先生方
のご丁寧なご指導があったからです。大人数のなかでは質問しにくい
という女子はたくさんいると思いますし、私自身もそうでした。しかし、
少人数制の岐女短では、疑問点を積極的に訊きやすい環境が用意
されているため、深くて幅広い知識を得ることができます。学生と先生
方との距離が近いという点こそ、私が岐女短を愛する最大の理由です。
秋田から遠く離れた岐阜に進学し、当初は不安だらけでしたが、

岐女短での素敵な出会いと時間は、私の人生の大切な宝物になり
ました。今進学について迷っている皆さん、岐女短で数々の新しい
発見に驚き、喜び、素晴らしい2年間を過ごしてみませんか？

教	授		王		武雲

プロフィール：家族社会学、
ジェンダー研究、社会変容
と女性の社会的地位に関する
研究を専門としている。

担当科目：アジア文化論、中国
文化論、初級中国語、中級
中国語、教養演習、専門演習、
卒業研究

教員紹介

深尾		百香
岐阜県立岐阜城北高等学校出身

徳山		佳央梨
岐阜県立岐阜北高等学校出身

藤原		佳穂
国際文化学科
2016年	卒業

武富		洋子
国際文化学科
2016年	卒業

学外研修の大相撲観戦と
鵜飼見学に興奮！

目標に向かって
積極的に行動した２年間

観光ホテル勤務の夢を叶えてくれた岐女短 中国留学と名古屋市立大学 3 年次編入

		安比高原ホテル安比グランド 		名古屋市立大学
		人文社会学部	現代社会学科３年生

私は2016年の３月に岐女短を卒業し、現在は名古屋市立大学の
人文社会学部現代社会学科に通っています。私は岐女短に入学するまで、
アジアの文化や言語にはあまり興味がありませんでしたが、国際文化学科
の授業を受けていくうちに、アジア（特に中国）に興味を持つように
なりました。授業を通して中国の言語や文化について知るにつれて
面白さを覚え、「実際に自分の目で見てみたい」と考え、交換留学制度
を利用して１年間、大連で勉強しました。留学中には数々の苦難があり
ましたが、周りの仲間と切磋琢磨し、自分が知っていた中国とは違った
リアルな本場を体感でき、とても有意義な時間を過ごしました。
帰国後はHSKや中国語検定の取得、大学編入のための勉強をし、

現在の大学に３年次編入しました。編入学の際にも留学経験や中国語
は役に立ちました。岐女短のよい点は、先生方との距離の近さです。
編入学希望でも就職希望でも、先生方は熱心に指導してくださいます。
また、海外に足を運ぶチャンスも多く、海外研修や交換留学制度も充実
しています。交換留学制度がなかったら、今の私はいないでしょう。
岐女短は「私の人生を変えてくれた場所」です。アジアという選択
肢をくれ、交換留学という機会を与えてくれました。在学中支えて
くださった先生方には感謝でいっぱいです。受験生の皆さんにとって
も、岐女短は多くのチャンスを与えてくれる場所だと思います。
私は現在、名古屋市立大学で〈日本の現代社会の問題〉について

学んでおり、将来は両方の大学で学んだ知識を活かし、日本とアジア
諸国の架け橋になれるような職業に就きたいと考えています。
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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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食
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科

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
がいのある仕事です。

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。
　第30回管理栄養士国家試験では、本
学科の卒業生15名（合格率44.7%）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。

※ 2017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

健康と食が密接な関係にあることを皆さんは知っています
か。私は幼い頃から興味を持っていた食と関わりながら、人々
の健康をサポートすることで社会貢献したいと思い、食物
栄養学科を志望しました。
勉強が苦手な私は入学当初、授業についていけるか不安

でした。実際の講義でも難しく感じることが多いですが、どの
科目の先生も丁寧に分かりやすく教えて下さり、また少人数
指導という整った環境の下で学習ができ、理解を深めること
ができています。私は分からないところを先生に聞いたり、
全教科習ったことを分かりやすくノートにまとめたりすること
で意欲的に授業に参加しています。
また、実験や実習を通して班の子と協力して意見を出し
合い、授業や課題を進めていく機会が多くあります。自分
の意見が上手くまとまらず、挫けそうになることもありますが、
講義だけでは学ぶことのできない協調性や自発性、コミュニ

「食を通して人々の健康に寄与したい」という思いから、
食と健康を学ぶことができる本学への入学を決めました。
この学科では、実習や実験を通じ実践的に学ぶことができ
ます。調理学実習の他に、栄養指導論実習では、グループ
単位で活動を進め発表等をします。計画、準備を自分たち
で「考えて」、仲間と協力し合って作り上げていくことで、行動
力や協調性を身に付けることができました。生化学実験で
は、実際に自分たちの唾液を用いてデンプンの消化を観察
したり、食品衛生学実験では食品中の菌数を測定したりして
います。座学で学んだ知識が実践で確かめられる面白みは
実験の楽しさの一つです。
大学は高校までと違い、学ぼうと自ら「考える」ことが重要

です。しかし、これは、1人で考えるという意味ではありません。
本学の先生方は、私たちが努力をした分真剣に応え、温かく
見守って下さいます。授業で課題やレポートが出され辛いと

ケーション能力などを身に付けることができます。同時に、
レポートや発表などを乗り越えることで得られる達成感や
成長を感じることもできます。
本学を目指そうとしている方々の中には私と同じように

勉強を苦手とし、不安を感じている人がいるかもしれません。
しかし、問題ありません。自分の努力次第でどこまででも成長
することができ、本学の整った環境で２年間という短い時間
を中身の濃いものにできることと思います。私は先生方や
クラスメイトに支えられ、大切な仲間と共に高め合っていく
事で乗り越えることが
できています。
皆さんもこの短大で

素敵な仲間と出会い、
自分を大きく成長させて
みませんか。

思う時もありますが、私はその課題を「よく考えた」という過程
が大切だと考え、目の前のことをコツコツとやり遂げました。
それによって、文章力や「考える力」などが養われ自分を大きく
成長させることができました。
授業、課題、グループ活動など、一つ一つは小さな努力で

あっても、積み重なるとそれが成長への大きな糧となると思い
ます。私はスキルを磨けただけでなく、やりたい仕事も見つけ
ることができ、岐女短に入学して本当に良かったと感じて
います。
こんな栄養士になりたい、
自分を成長させたい、など
何でも良いので目標を持ち、
2年という短い時間でも充実
した2年間だったと思える
ように過ごしてください。

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

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

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
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、食を通して多くの人に健康と笑顔を届けたいと思い、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。
食物栄養学科では、実験や実習が多くありました。食品加工学

実習では、ソーセージやこんにゃく作り、缶詰加工など、普段できない
作業を実際に行うことができ、とても興味深く学ぶことができました。
解剖生理学実験では、安静時と有酸素運動時の代謝測定を行い、
消費しているエネルギー量を求める実験が印象的でした。このように
実験や実習を通して、自ら体験することでより理解を深めることが
できました。また、1クラス30人程と少人数であったため、授業に積極
的に参加することができ、先生方やクラスの仲間1人ひとりと親密に
交流することができることも岐女短の魅力だと思いました。
2年間という短い期間でしたが、栄養士として必要な知識や技術

を身につけることはもちろん、大切な友人がたくさんでき、充実した
学生生活を送ることができました。
現在は、品質管理の仕事に就き、栄養成分などの分析を行って

います。分析機器や測定装置の操作、試験方法など覚えることが
たくさんありますが、周りの先輩方に助けていただきながら、毎日
頑張っています。
皆さんもぜひ、岐女短で素敵な仲間と共に充実した学生生活を

送ってください。

私はアレルギー体質のため、食と健康との繋がりに幼い頃から
興味を持っていました。その後栄養士という仕事を知り、自分の知識
を人のために役立てたいと思い、その資格が取得できる岐女短の
食物栄養学科へ入学することを決めました。
高校では文系クラスにいたため、化学や生理学などの理系の専門
授業についていけるのか不安でしたが、基礎から固めていく丁寧な
講義のおかげでその不安は解消され、他の科目でもしっかりと応用
できるまでになりました。現場を想定した実習も充実しており、班の
仲間たちと協力して調理や実験等を行うことで、講義だけでは分から
ない変化や技術、そして協調性の大切さを学びました。
卒業後は診療所の栄養士として、学んだことを活かし、栄養指導や

献立管理を行っています。実務経験を経て管理栄養士の国家試験に
挑んだ時は、仕事の合間に膨大な範囲の勉強をしなければならず、
とても大変でした。しかし短大時代の友人たちとの励ましあいや
短大で催された対策講座が私の強い支えとなり、そのおかげで合格
することができました。在学中ばかりではなく卒業後の温かい支援
も、岐女短の魅力のひとつだと思います。
短大での学生生活はあっという間に終わってしまいます。その中で

のさまざまな経験は、今後きっと役立つものになるはずです。興味のあ
ること、やりたいことがあれば、物怖じせずにどんどん挑戦して楽しく
充実した学生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

木下		瑠夏
岐阜県立東濃実業高等学校出身

大江		翔子
岐阜県立岐山高等学校出身

安江		優佳莉
食物栄養学科
2012年	卒業

白木		由希子
食物栄養学科
2015年	卒業

協調性・コミュニケーション
能力も身につきます

「考える」ことは自分を
成長させるための糧

丁寧な講義と手厚い支援 実験、実習で身に付いた知識や技術

		アピ株式会社			医療法人	若葉会	
		さとうファミリークリニック	

　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。
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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
●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
●材料管理学

●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。 2009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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卒業研究発表会・ファッションショー 卒業制作展

コンテスト受賞歴
2015年度

2016年度

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

第 6 回ナゴヤリメイクコンテスト
　名古屋市長賞　田口鈴菜
　セトコ賞　太田はるな
　アイリス賞　岩井智子
　日本ホビー協会賞　佐藤実紗
産学連携事業「翔工房」
　入選　奥村香音　里見和音　西垣美和子
第 7 回岐阜マザーズコレクション
　入選　太田はるな　大洞梨佐　田口鈴菜
ジャパン・テキスタイル・コンテスト 2016
　学生の部 奨励賞　藤吉里恵

第 5 回ナゴヤリメイクコンテスト
　審査委員長特別賞　浅野秋江
　セトコ賞　石川舞
　アイリス賞　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 21 回倉敷ファッションフロンティア 2016
　優秀デザイン画特別賞　半谷悠菜
第 20 回記念全国きものデザインコンクール
　一般手描の部 入選　西垣美和子
福井ファッショングランプリ 2016
　入賞　口田優理子
第 6 回 東京レザーフェア・革のデザインコンテスト 2016
クリエイティブ部門
　最優秀賞　坪内綾乃
　入賞　中村日菜子
中部インテリアプランナー協会 学生賞　松下愛日

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
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

日本インテリア設計士協会 INTERIOR 優秀学生賞
　小畑知里
第 15 回ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展
　最優秀賞　堀居知秋
　優秀賞 小林唯菜　白石みゆき
　一般審査 特別賞　植木美有
CG-ARTS 協会賞　長澤実桜
チャリティー年賀状 学生デザインコンテスト 2017
　入選　池田稔理

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。2002、2003、
2010、2012、2014、2015年度に
優秀団体賞、2011年度に文部科学
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
●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、2003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。2015
年度はぎふメディアコスモス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、パッケージデザイン、グラフィックデザイン、Webサイト、
絵本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
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 在学生の声  卒業生の声

私は高校生の時、広告や商品パッケージなどについて深く
学びたいと思いヴィジュアルデザインが学べる岐女短を志望
しました。
今までデザインの専門的なことは学んだことがないため、

入学当初は授業についていけるのか不安でした。しかし、同じ
仲間と１から基礎を学べるため課題をやりながら、先生方に
アドバイスを頂き充実した日 を々送ることができています。演習
では、1年の前期に絵の具でのアナログで描くことを主に学び、
後期になるとイラストレーターなどのデジタルで学ぶことが多く
なってきます。課題は多いですが、良いものに仕上げるために
たくさん考えて自分で表現することは将来にとても生きてくる
と思います。座学では、デザインの知識はもちろん検定試験
の勉強を含めた講義もあります。また、後期には進路ガイダンス
も始まり就職・進学に直結したサポートが受けられるので、
大学でただ学ぶのではなく、将来の夢に向けて必要なスキル

小さい頃から洋服に興味があり、将来はアパレル関係の
仕事に就きたいと密かに思っていた私は、高校は普通科に
進学したものの、服飾を学びたいという強い思いから、岐女短
のファッション専修を志望しました。入学した頃の私には服飾
の知識は全くなく、授業などついていけるか不安でした。しかし
先生方はいろんなことを優しく丁寧に教えてくださるので、
どんどん知識が身につき、きちんと理解して学ぶことができ
ます。授業も興味のあることばかりで、日々たくさんのことを
吸収しています。また他の専修の内容の授業も受けることに
よって、幅広いデザインの知識が深まります。同じ興味、関心
を持った仲間がたくさんいるので、励まし合い、助け合い、
楽しい毎日を送ることができています。私の一番興味のある
授業は「ファッション造形演習」です。パターンを引くのは
難しいですが、平面の布が体に合うような立体になっていく
点がとても興味深いです。私がもっている目標のひとつとして、

が身につけられます。
生活デザイン学科は、３つの専修に分かれているため違う

分野のデザインの講義も受けられ、幅広い知識が身につきます。
デザインをする上ではたくさんの知識が必要になってくるので、
岐女短で様 な々デザインが学べるのは良さだと思います。
周りには気の合う仲間がたくさんおり、楽しく互いに高め
合える存在です。また、専修で分かれるため先生方との距離
が近く、様々なことが吸収できます。短期大学なので短期間
で多くのことを学ばなけれ
ばなりませんが、助け合
い、高め合える仲間がいる
ことはとても大切なことだ
と思いますし、大学生活
がより濃いものになって
います。

様 な々資格を取ることがあります。ファッション関係の資格を
中心に、一部他の専修の分野の資格にも挑戦したいと考えて
います。2年間という短い期間で、日々やることも多く忙しい
ですが、上手く時間を見つけて勉強すれば、色 な々検定を受け、
資格を取得することができます。授業の他、行事や検定、課題
にアルバイトと忙しい日 を々送っていますが、とても充実して
おり、無駄のない生活を送ることができています。まだ入学
して1年もたっていないですが、すでに岐女短にきてよかった
と思っています。

月 火 水 木 金

1 限 映像機器論 生活と福祉 情報デザイン論
イラストレーションⅡ

インテリア
デザイン論Ⅱ

2 限 健康とスポーツ ジェンダー論 メディアデザイン論 現代社会と法律

3 限 情報処理Ⅱ
CG演習

建築・インテリア
概論 グラフィック

デザインⅡ

コミュニケーション
デザイン論Ⅰ

4 限 英語Ⅱ 進路ガイダンス 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 生活と福祉 課題研究
ドレ－ピング

インテリア
デザイン論

2 限 健康とスポーツ ジェンダー論 メディアデザイン論 現代社会と法律

3 限 情報処理Ⅱ ファッション
マーケティング

演習

建築・インテリア
概論 ファッション

デザイン演習
ファッション

造形演習4 限 英語Ⅱ 進路ガイダンス

5 限 課題研究

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　　奥村		和則
准 教 授　　太田		幸一
准 教 授　　小川		直茂
准 教 授　　中谷		友机子
専任講師　　畑中		久美子
専任講師　　坂本		牧葉
専任講師　　加藤		祥子
助　　教　　柴田		佐和子
助　　教　　臼井		直之
助　　手　　古閑		早央里
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

2年間の短大生活で印象に残ったことは、10月に開催される桃林祭
で行われるファッション専修によるファッションショーと翔工房です。
ファッションショーでは、テーマ設定、チーム編成、ショー構成、
衣装デザインなど、ショーに関わることのほぼすべてを学生だけの
力で行いました。日々の課題をこなしながらショーの準備を行い、
慌ただしくも充実した日々を過ごせたと思います。学生生活で1年
生と2年生がちゃんと関わる機会があるのはこのファッション
ショーだけだと思うので、同学年だけでなく先輩や後輩と仲良くなり
たい人は桃林祭がチャンスだと思います。
翔工房とは、一宮地場産業ファッションデザインセンターの人材
育成事業です。私は、卒業研究で作品に使用する生地を制作する
ため、参加させていただきました。翔工房では、担当の匠講師に自分
が考えるイメージを伝えて生地を制作していただきます。匠講師と
相談しながら、微妙な色の違いや糸一本単位でのデザインの調整
など、細かい所まで妥協せずに考えた結果、素晴らしい生地を完成
させることができました。翔工房に参加したことで、自分がデザイン
したオリジナルの生地を制作することができ、とても貴重な体験に
なったと思います。参加できる人数は限られていますが、ぜひ挑戦して
みてください。
学生生活は2年間しかありません。日々の講義やイベントなど、
何事にも全力で挑んで有意義な学生生活を過ごしてください。

将来、デザインに関する職に就きたいという思いが強く、専門的
な知識と技術を習得できる進学先を探していました。高校の担任
の先生に薦められたこともあり、岐阜市立女子短期大学への進学
を決めました。
短大生活は、課題制作の毎日でした。友達とアイデアを出しあい、
先生に相談しながら課題をこなし、技術や知識が身についていく楽しさ
を感じました。授業では、デザインの基礎的知識、アイデア構築に
関する内容から、実技まで幅広く学びました。学生に対して優しく、
時には厳しい先生方の熱心な指導のおかげで、デザインの難しさ
から楽しさまで多くの知識が身についたと思います。
2年間という短い期間で学ぶことは想像以上に忙しく、時には弱音
を吐いてしまうこともありました。そんな時、共に学ぶ友人たちが
励ましてくれたおかげで、最後まで目標に向かうことが出来ました。
短大では、専門的な知識・技術を学んだことと同時に、こうした友人
たちとの出会いもかけがえのない思い出となりました。
入学前は漠然としていた進路でしたが、短大で学ぶ中で目指す方向
が明確になりました。私は現在、Webデザイナーとして働いています。
デザイナーになるという夢を実現できたことは、岐女短で過ごした
2年間があったからだと感じます。
今はまだ将来がはっきりとしていない方も、岐女短で学ぶことで夢
や目標がきっと見えてくると思います。素晴らしい先生方や友達と
充実した2年間を過ごしてください。

教員紹介

小澤		愛永
ヴィジュアル専修1年

関市立関商工高等学校総合ビジネス科出身

片桐		美伽
ファッション専修1年

愛知県立一宮興道高等学校普通科出身

田中		美月
生活デザイン学科

グラフィックデザイン専修
（現ヴィジュアル専修）

2013年	卒業

細谷		侑加
生活デザイン学科

ファッションデザイン専修
（現ファッション専修）

2015年	卒業

将来の夢に向けた
勉強ができる

たくさんのことを
吸収する日々

平坦ではなかったデザイナーへの道のり ファッションショーとオリジナル生地の制作

		株式会社システムアドバンス 		一般財団法人カケンテストセンター

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
後
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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）／サンラリー、瀧定名古屋、ヒロタ、美濃屋、ロングラン

■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、サマンサタバサジャパンリミテッド、サンエー
インターナショナル、シュガーマトリックス、チュチュアンナ、トリニティアーツ、パル
グループ、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、
ユナイテッドアローズ、ユニクロ

■建築・インテリア（設計）／アーキ・キューブ、オノコム、SHPデザインスタジオ、
エム・ダブル・ラボ、空間工房、車戸建築事務所、巧建設計、デザインボックス、盛本
構造設計事務所

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

■建築・インテリア（販売）／シーエスエス総合舞台、末永製作所、ディマンシェ、
平塚家具、丸泰

■建築・インテリア（不動産）／積村ビル管理、ブラザー不動産

■印刷・製本・グラフィック／アテナ工業、アドキットインフォケーション、エクシール
コーポレーション、大橋珍味堂、システムアドバンス、JOB	ART、ダイキュー、ダブル
エディション、チューキョー、那加印刷、日本紙工業、早川繊維工業、村田機械

■電気・ガス・熱供給業／中部電力

■公務／愛知県職員、岐阜市職員、岐阜県職員

■金融・保険業／十六銀行

■四大編入／大分大学、岡山県立大学、滋賀県立大学、長岡造形大学、奈良女子
大学、三重大学、和歌山大学、椙山女学園大学、福井大学、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・北陸支社、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、岐阜中央病院、岐阜病院、岐阜米穀、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、富士産業岐阜
事業部・静岡事業部、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、カネ美食品、
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、桂新堂、小林薬品工
業、坂本香料、CCI、デリカスイト、中日本フード、扶桑守口食品、名古屋製酪、名糖産
業、MeijiSeikaファルマ

■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、八神製作所、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

■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、兵神装備

■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、いすゞ 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、住居時間

■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／岐阜健康管理センター、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、六条メディカルモール

■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、中部国際空港サービス

■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、大連大学（中国）、台湾師範大学（台湾）

■公務／岐阜県庁、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、飯田
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、濃飛倉庫運輸、
共立コンピュータサービス、中広

■製造業／村田機械、イマオコーポレーション、CCI、名古屋製酪、三重リコピー、
MTK、天龍エアロコンポーネント、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、
JA福光

■卸売業、小売業／岐阜日産、岐阜トヨペット、田沢電材

■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、しほ歯科医院

■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、浅野
税理士事務所、ロマンティア

■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、
島根大学、信州大学、秋田大学、都留文科大学、奈良県立大学、山梨県立大学、
山口県立大学、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、佛教大学

■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、名古屋動物専門学校、名古屋看護助産専門
学校、富山赤十字

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

企業を決めたら、自分らしく自信をもって
私は地元に帰ることが企業選びの第一条件でした。そして、建築について学んでいてそれを生かせる仕事につきたい
と思っていたので、この二つの条件を満たしている企業にしぼって就職活動をしていきました。自分の中で絶対に譲れない
条件や就きたい職業を決めていると、企業探しが楽になると思います。春休みに情報開示がされるので、春休みのうちに
就職活動を進めると、精神的に余裕がでてきて授業や卒業研究に集中できました。最初は就職活動に必要な書類の
書き方やマナーなどを全く知らなくて不安でしたが、1年生のうちに進路支援講座で学べるのでとても助かりました。
基本的なことですが、面接は笑顔ではっきりと答えることが何より一番です。周りと比べず、自分に自信をもって就職
活動に取り組んでいってください。

生活デザイン学科2年

小畑		知里

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

公務

医療・福祉

複合
サービス業

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

国際文化学科

製造業

卸売小売業

情報
通信業

金融
保険業

サービス業

複合サービス業
（農協・日本郵便）

飲食店・宿泊業

運輸業

建設業

医療・福祉

不動産業
公務員

進学・
編入学

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

企画

建設

設計

販売
印刷・web・
グラフィック・
企画

事務職

ファッション

建築

・イ
ン
テ
リ
ア

ヴィジュアル

進学・編入学

インテリア

公務員

不動産

一
般
・
総
合
職

専

門
職

生活デザイン
学科

就職・進学状況（2016 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）

英語英文学科卒業生

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古川製材株式会社		内定 名古屋大学	文学部英語学専攻		合格
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　進路支援に経験豊富なキャリア相談員、各学科の教員
代表、就職担当事務職員で構成される進路支援委員会が
担任やゼミ担当と共に全学体制で、あなたの卒業後の
進路について具体的で親身な支援を行っています。進路
支援委員会では進路ガイダンスの年間計画を立て教員に
よる企業訪問や求人依頼、企業説明会や各種講座などの
企画と実施をしています。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、適正検査、集団模擬面接、
ビジネスマナー研修など。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。
　キャリア支援室には、キャリア相談員を配置して気軽
に相談できる体制を整え、進路選択の相談、履歴書や

エントリーシートなど提出書類の添削、模擬面接など就活
全般について相談や指導が受けられます。進路支援に
関する参考資料を取り揃え自由に閲覧できます。企業から
本学への求人票、公務員募集、四年制大学編入の案内、
学外の企業説明会やセミナーの開催情報を得られます。
　本学は創立 71年目を迎え、多くの卒業生の活躍に
より就職先や地域社会で岐女短生に対する評価と期待
を受けて高い進路決定率を誇っています。

副学長
進路支援委員長

道家		晶子

キャリア支援室を活用しましょう

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 2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 9 日（水）	午前10時～12時		国際文化学科／午後	1 時～	3 時		英語英文学科	
8月10日（木）	午前10時～12時		食物栄養学科／午後	1 時～	3 時		生活デザイン学科
8月16日（水）	午後	1 時～	3 時		食物栄養学科
8月18日（金）	午前10時～12時		生活デザイン学科
8月23日（水）	午後	1 時～	3 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28日（土）／29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。なお、国際文化
学科は２度の入学試験（２月中旬、３月中旬）を実施します。

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。とりわけ、その経済的、政治的な存在感を高めている中国との関係が日本
の発展に大きく影響しています。AO入試では、中国語および中国を含むアジアの
文化に強い関心を持ち、勉学意欲旺盛な学生を募集します。
　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1年
経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
質問なども面と向か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
■エントリーシートの添削
■OG・先輩と語る会
■２年生から１年生へのアドバイス
■ビジネスマナー研修
■集団模擬面接・筆記試験対策講座

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

岐女短への入学が決まり、憧れていた一人暮らし
が始まりました。初めは、今まで家族に頼っていた
ことを全て自分でやらなければならず、予想以上に
忙しい毎日でした。また、私は３人兄弟の賑やかな
家庭で育ったため、静かな下宿がとても寂しく、辛い
気持ちになることもありました。しかしすぐに友達が
でき、寂しさや不安も解消しました。それどころか、
一人暮らしがだんだん楽しくなってきました。まず、
帰宅後の時間を自由に使うことができます。同じ
下宿生同士でお泊まりをするのも楽しいです。放課
後には友達同士で勉強をしたり、買い物や食事へ
行ったりするなど、今では下宿生活をエンジョイして
います。また、アルバイトは幅広い年齢の人や他
大学の学生と関わることができる良い機会で、多く
の下宿生が行っています。アルバイトは社会経験が
できる貴重な場なので、自分を高め、就職の準備
にもなると思います。
２年間という短い時間をどう過ごすかは自分次第
です。充実した大学生活になるように、良い思い出
をたくさん作ってくださいね！

■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

■就職ガイダンス
　スタート
　（１年生対象）
■開学記念日
　（10月15日）
■ AO入試
■桃林祭（大学祭）
■桃林祭オープンキャンパス

■新入生歓迎行事
■生協総会

■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）

■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

私が、この大学を選んだ理由の1つは、自宅から
近いということでした。1年生の時は、電車とバス
を使い、1時間ほどかけて通学していました。バスで
は他学科の人と友達になったり、同じ学科の友達と
勉強や授業について話し合ったりする交流の場でも
ありました。また、私は混雑する時間帯を避けて
バスを利用していたので、結果として、友達と夜遅く
まで大学に残り、課題を進めることもできました。
2年生になってからは自家用車で通学をするように
なり、15分で学校につくようになったため、朝は時間
の余裕ができ、早く学校に来ることができるように
なりました。そのため、授業が始まる前に勉強を
する時間を持つことができました。
大学へ入学すると、課題、アルバイト、サークル
など忙しくなります。しかし時間の使い方も自分で
自由に決めやすくなると思います。自宅からの通学
時間が長くて大変だと思うかもしれませんが、空いた
時間をうまく使い、勉強も遊びも充実した大学生活
を送ってください。

不安や寂しさも
すぐに解消

忙しくても
時間は自ら作り出す

英語英文学科 1年

川島		千果

食物栄養学科 2年

竹内		杏奈入学式

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

66%
34%

Q2. 部活・サークル活動は？

している

していない

50%50%

15%
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%60%27% 24%

30分以内

24%

して
いない

15～
20時間

15時間
以内

している

20時間以上

51%55%45%
30%

19%

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。2014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
ズニーランドの見学、現地学生との交流などを
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、わからないことがたくさんある。
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

■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

■シネマサークル

■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

■Win-Winクラブ

■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 	ソフトテニス部
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。

2 	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？

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♪

3 	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！

6 	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！♪

4 	バドミントン部
いつも楽しく和気あいあいと活動して
います♪初心者も大歓迎なので一緒に
楽しくバドミントンをしましょう。

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

毎夏恒例の三重短期大学と岐女短の交歓競技会

6
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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	 	・「大野バスセンター」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
	 	 岐阜バス		5 番のりば	 	・「大野バスセンター」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
大学案内 2018

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

〒501-0192 岐阜市一日市場北町7番1号
TEL 058-296-3131　FAX 058-296-3130
http://www.gifu-cwc.ac.jp
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