




思い描いたその未来。

学び、育み、この手でつかむ。

優しさあふれる岐阜の地で、

夢への一歩を踏み出そう。

学び 育み 夢ひらく

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。
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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。

学長あいさつ
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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
 生活科、被服科を家政科に統合
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
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英語英文学科
Department of English



英
語
英
文
学
科

　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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　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。グローバル化が進展
する社会の中で、英語によるコミュニケーション能力の必要性
はどんどん増しています。卒業後実社会で役に立つ英語力を
養成するため、外国人教師による「英会話」、CALL 教室にお
ける映像・音声教材を活用した「オーラル・イングリッシュ」
に加え、「リーディング」、「ライティング」など、多くの「実用
英語」科目を開講しています。また、英検、TOEIC、TOEFL
といった資格取得に直結した授業も開講し、これらの英語資
格の取得をサポートしています。毎年、卒業生の多くが
TOEICで高得点を取得しています。
　「英米文学」では、シェイクスピア、ルイス・キャロル、トウェ
インらの書いた作品、女性作家やアフリカ系アメリカ人の現代
小説について学びます。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。
　「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ています。
　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！

 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、担任教員による個別相談（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ページをご覧くだ
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名ほどですが、毎年4年制大学の3年次編入
学試験に多数の学生が合格しています。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。

2016年度
（2017年3月卒業）

2017年度
（2018年3月卒業）

2018年度
（2019年3月卒業）

国
公
立

岐阜大学
信州大学
名古屋市立大学（4名）
…計6名

奈良女子大学
岐阜大学（3名）
名古屋市立大学（3名）
三重大学
信州大学
山梨県立大学
…計10名

岐阜大学（2名）
名古屋市立大学（2名）
三重大学（3名）
京都府立大学
…計8名

私
立

南山大学
…計1名

南山大学
愛知大学
椙山女学園大学（2名）
など　…計8名

南山大学
愛知大学（2名）
椙山女学園大学（3名）
関西外国語大学
など…計8名
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英
語
英
文
学
科

　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。

　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、身近なトピックでスピーキ
ング練習も行います。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。）

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
自然な英会話表現を学ぼう

英会話AⅠ～AⅣ

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
●教養演習
●生活と経済
●文学と映像
●生活と環境
●情報処理Ⅰ（基礎）
●スポーツ&エクササイズ

●フランス語Ⅱ
●日本社会の歩み
●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

●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 ●英語コミュニケーション論Ⅰ ●英語コミュニケーション論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
●英語圏社会と文化

ゼミナール

●英語コミュニケーション研究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

●英語コミュニケーション研究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 AⅢ
●英会話BⅢ
●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 AⅣ
●英会話BⅣ
●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

※2020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

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、2019年度の卒業生の平均点は590
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。アメリカの生活を体験できる楽しいプログ
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。

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

充実の実践的カリキュ
ラム

pick up
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皆さんは短大にどんなイメージを持っていますか。授業が多
く、忙しいイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。
私も入学する前はそのようなイメージを持っていました。いざ入
学してみると、確かに授業は多く、忙しいため、慣れるまでは大
変でした。しかし、私は忙しくても岐女短に入学してよかったと
思っています。まず、短大は四大が４年かけて行う授業を２年で
行うので、２年間がぎゅっと詰まっています。そのため、１つ１つの
授業の内容もとても濃く、全部楽しいです。英会話は、アメリカ人
の先生とイギリス人の先生の授業と２つあるため、国による細か
な英語の違いも学ぶことができます。また、高校では学ぶことの
なかったアメリカ文学やイギリス文学など、専門的な科目も多く
あります。英語を学びたいと思っている人にはぴったりの授業ば
かりだと思います。また、英語だけでなく、パソコンの授業も充実
しているので、英検やTOEICなどの英語資格以外にも、情報処
理検定や、ワープロ検定など、将来に役立つ資格も数多くとるこ

あっという間に２年生の後期がスタートし、気づけば卒業まで
半年を切っていました。短期大学は短いと聞いていたものの、想
像をはるかに越えるスピードで時が流れていきました。今振り
返ってみると、多くの思い出が蘇ります。
私は、高校を卒業してからも英語を続けて勉強したいと思っ

ていました。短期大学であるにもかかわらず様々な英語の授業
があり、多くのことを学ぶことができそうな岐女短の英語英文学
科に魅力を感じ、入学を決意しました。１年生の前期から２年生
の後期までずっと、アメリカ人やイギリス人のネイティブ教員との
英会話の授業がありました。私は英会話の授業を全てとってき
ました。おかげで、英語でコミュニケーションをとる力がかなりつ
いたと思っています。今思うと、そこでクラスメイトとたくさん会話
でき、仲良くなるきっかけになったと思います。
また、映画や物語を通してアメリカやイギリスの文学・文化を

学びました。私は入学する前は、文学に難しいイメージを持って

とができます。岐女短の授業は、４限まである日や１限から始ま
る日も多いです。しかし、履修の組み方次第では昼からにしたり、
午前だけにしたりすることも可能です。学生のほとんどがアルバ
イトもしています。英語英文学科は１学年約50人ですが、２つの
クラスに分かれていて、それぞれに担任の先生もいます。先生と
の距離が近く、親しみやすいところもいいところの１つだと思い
ます。また、英語英文学科は就職も編入も盛んです。真面目な子
が多く、一生懸命な子が多いため、周りに刺激を受けながら、自
分の目標に向かって頑張れると思います。岐女短での生活は、
毎日が濃く充実しています。自分にかけられる時間が短いとわ
かっているからこそ、時間を無駄に
せず、限られた時間で勉強や遊びに
全力で取り組めると思います。ぜひ
岐女短で、私たちと一緒に充実した
２年間を過ごしましょう！

いましたが、実際に授業を受けてみると、馴染みのある『不思議
の国のアリス』や、『ローマの休日』を英語で鑑賞することで楽し
く文学や文化を学ぶことができました。特に印象に残っているの
はイギリス文学の授業で、『不思議の国のアリス』の物語を読ん
だことです。アリスならではの難しい表現や世界観があったり、イ
ギリスの子供の様子やイギリスの文化が伝わってきたりと、文学
と文化が深い関係にあることを知りました。他にも英語のしくみ
を学ぶ英語学や、英語教育学など、どの授業も興味深く、これら
を通して多くのことを学ぶことができました。
短大生活は、本当にあっという間です。私は、ボランティア活

動やサークル活動、学園祭や食堂での
ランチ、そしてアルバイトなど、全てを
楽しみました。勉強も勉強以外のこと
も、どれも大切な思い出になるとても
充実した２年間だったと思います。

月 火 水 木 金

1 限 英会話BⅡ 生活と福祉 健康とスポーツ アメリカ文学
講読Ⅱ コミュニケーション論Ⅱ

2 限 ライティングⅡ 情報処理Ⅱ 日本社会の歩み 英語情報教育
演習

3 限 英会話AⅡ フランス語Ⅱ

4 限 オーラル・
イングリッシュⅡ 英文法Ⅱ リーディングⅡ

英語英文学科１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限

2限 イギリス文化論 リーディングⅣ ゼミナール ライティングⅣ 現代社会と
法律

3 限 英会話B Ⅳ 英語学概論Ⅱ 英会話A Ⅳ 英語レトリック
概論

4 限 インターネット
イングリッシュ

英語英文学科２年生の履修例

大場  優芽
岐阜県立大垣東高等学校出身

吉田  真代
岐阜県立岐阜商業高等学校出身

勉強も遊びもぎゅっと

詰まった濃厚な日々

全てが大切な思い出に

なった充実の２年間

在学生の声

1年生

2年生
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英
語
英
文
学
科

message

教　　授 梅澤  敏郎

教　　授 森藤  庄平

准 教 授 コットン  ランダル

准 教 授 小島  ますみ（学科長）

専任講師 鈴木  辰一

専任講師 古東  佐知子

助　　手 川合  真由美

英語英文学科では、英米および英語圏の言語、
文学、文化などを学ぶことを通して、自分を見つめ
るとともに世界に対して目を開き、幅広く深い教養
を修得することを目指します。また、実用的な英
語の力を身に付け、国際的な場面や地域社会で活
躍することができる学生の育成にも力を入れてい
ます。具体的には、①実用英語力、②英米文学・
英語学・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、の3つを重視して授業を展
開しています。現代アメリカ事情やビジネス英語な
ど、英語に関連するさまざまな事柄も学べます。1
年次には、アメリカ合衆国カリフォルニアで約2週
間の海外英語演習を行っています。この演習で
は、現地でホームステイをしながらカリフォルニア
州立大学の語学研修施設で英語やアメリカ文化
を学びます。ディズニーランドへの遠足も含まれる
など、学生に人気のプログラムになっています。ま
た、2年次には少人数制のゼミナールがあり、専門

分野の学問を深めつつ、卒業研究に取り組みま
す。どのゼミも、和気藹 と々した雰囲気の中、楽し
く、かつ真剣に行っています。
本学科で学び、力を付けた卒業生の進路は、こ

の3年間を見ても、就職率はほぼ100%、4年制大
学3年次編入学試験合格者は41名（国公立大学
24名、私立大学17名）と堅調です。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

教員紹介

私は現在、全日本空輸株式会社で客室乗務員として働い
ています。働いている国際線では、様々な国籍の方と接す
る事が多く、日常的に英語を使用しています。幼い頃から
憧れを抱いていた客室乗務員を目指すきっかけを与えてく
れ、夢を叶えられたのは、岐女短での2年間があったから
だと感じます。
まず英語英文学科の授業では、英語を文法から英会話

まで幅広く学ぶことができ、語学だけではなく文化や考え
方なども勉強できるため、英語圏の知識が深まります。ま
た、英語英文学科が主催する夏休み期間中のホームステイ
プログラムもあり、実際にアメリカで過ごすことでアメリカ
文化を体感することが出来ます。
就職活動においては、サポート体制が整っているため、

様々なセミナーの情報や就活に関する情報が気軽に取得
出来る環境になっています。私はもともと航空会社希望で
したが、岐女短での進路支援講座の１つ「エアライン対策
講座」というセミナーへ参加したことをきっかけに、夢への
一歩をさらに踏み出すことが出来ました。
受験生の皆さん、私は岐女短での2年間で、今でも交流

を大切にしたいと思う友人達と出会いました。岐女短で夢
を応援し支えてくれる先生方や仲間達と楽しく充実した
キャンパスライフを送ってみませんか。

私は現在名古屋市立大学に在籍し、多文化共生について学
んでいます。新たな環境で学び、日々刺激を受けています。 
私は、岐女短に入学する前から編入しようと考えていたの

ですが、自分が学びたい分野が明確になっていませんでし
た。しかし、入学後、授業やゼミ等を通して、自分が興味を持
てる分野を見つけることができました。英会話の授業ではイ
ギリス人、アメリカ人の先生の下で、実践的な英語によるコ
ミュニケーションを学び、英米文学の授業では異文化に触れ
ました。そして、ゼミでハイチ系の黒人女性移民作家の文学
作品についての卒業論文を書いたことがきっかけで、移民、
ジェンダーに興味を持ち、四年制大学で学びたい分野を明
確にすることができました。岐女短は編入対策が非常に整っ
ており、先生方も親身になって相談に乗って下さりました。 
卒業後、私は名古屋市立大学で多文化共生に関するゼミ

に所属し、名古屋市に在住する外国人が抱える問題や、より
住みやすい場所にするためには何が必要か等について学ん
でいます。ゼミでは、実際に外国人に名古屋市の住みやすさ
に関するアンケート調査を実施する等の活動をしています。
ゼミ以外でも日本に住む外国人の子供向けの日本語教室ボ
ランティアに参加するなど、新たなことに挑戦しています。 
このように現在充実した大学生活を送れているのも、岐

女短での学びがあったからこそだと思っています。2年間とい
う短い期間ではありますが、非常に濃い2年間を過ごすこと
ができます。あなたも岐女短で積極的に学び、充実した学生
生活を送りませんか。

山田  夕貴
英語英文学科／2016年卒業

遠藤  美来
英語英文学科／2019年卒業

国際線の客室乗務員になる夢を実現 学びたいことを明確にして4年制大学へ

全日本空輸株式会社
(ANA)

名古屋市立大学
人文社会学部　国際文化学科3年生

准教授  小島  ますみ
【専門分野】英語教育学、第二言語習
得、応用言語学

【担当科目】英語教育学概論、オーラル・
イングリッシュⅠ、インターネット・イン
グリッシュ、検定英語演習Ⅱ、英語情報
教育演習、タッチタイピング演習、英語
習得研究（ゼミ）、教養演習、英語Ⅰ

卒業生の声
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Department of Cross Cultural Studies      

国際文化学科



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。

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。
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広東外語外貿大學にて

　現代は、さまざまな国の人 と々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 と々の
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
で中国や韓国の人々 と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

 海外研修プログラム・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。昨年度の中国語圏での研修は広東外語外貿大
學（広東省広州市）、韓国での研修は威徳大学（慶尚北道慶州市）、英
語圏での研修はペニンシュラカレッジ（アメリカ合衆国ワシントン州）
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
言語及び文化の授業を受けるとともに、現地学生との交流活動などを
行います。フィールドトリップでは、現地のさまざまな名所旧跡を自分
自身の足で訪れる機会が豊富にあり、その国の歴史や文化、生活など
を肌で感じることができます。普段の授業で学んだ表現や現地で知っ
た言い回しを使ってみて、それが通じた時の喜びは格別です。
　また、国際文化学科では、中国の浙江工業大学（浙江省杭州市）、大
連大学（遼寧省大連市）、吉林外国語大学（吉林省長春市）および台湾
の長榮大學（台南市）との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、吉林外国語大学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。本学科卒業後の進路選
択のひとつとして、長榮大學への編入学制度もあります。これは長榮大
學の2年次あるいは3年次に編入学する制度です。
　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、積極的に異文化を体験しましょう。新た
な自分を発見できるかも知れません。

中国人留学生との交流
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国
際
文
化
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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

●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&エクササイズ
●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

●日本文化論
●アジア文化論
●中国文化論
●韓国文化論
●英米文化論

●文化人類学
●日本文学論
●国際関係論

●民俗学
●比較文学論
●ヨーロッパ文化論
●国際協力論

●比較文化論
●文化交流論

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（入門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（入門Ⅱ）
●韓国語（文法・読解Ⅰ）
●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（文法・読解Ⅱ）
●韓国語（会話Ⅰ）
●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（会話Ⅱ）
●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（英語圏）　　●海外言語・文化演習（韓国）　　●海外言語・文化演習（中国語圏）

関連科目 ●現代国際事情
●ホテル論

●国際経済論
●人間関係論
●観光論

ゼミ ●専門演習 ●卒業研究

　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。

　本講義では日本人の精神文化について学
びます。一般的に日本人は謙遜で礼儀正しく
協調性があるとされます。また「無常」から
発展した「おもてなし」の心は、世界で評価さ
れる日本の精神文化の代表ですね。一方こう
した日本人の内面は国際的交流の場で誤解
を受けたり、普段の人間関係での悩みの原因
になったりもします。日本人のものの考え方
の特徴を客観的に眺め、その魅力や改善点
を明確にし、よりよく生きるヒントを見つけま
しょう。

実用的な資格取得を目指す

情報処理演習Ⅱ（応用）
日本文化から自分を考える

日本文化論

※2020年度から運用のカリキュラムです

教授  木村 充位 准教授  村中 菜摘

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、希望者は中国語
圏や韓国での研修に参加し、言語と文
化の理解を深めることができます。留学
や就職にも役立つ、これらの資格取得に
チャレンジする学生を支援しています。

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。

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？

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

資格試験・検定試験
をしっかりサポート！

pick up

「難しそうだな」と思う
あなたにも丁寧に教
えます。

自分を知り、少しだけ
行動を変えてみるこ
とが大切なのです。
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在学生の声

私にとって国際文化学科での学びや経験は興味深く、新鮮
な世界です。
まず、1年次の夏休みに参加したアメリカ研修では、現地の大

学で英語を学び、ホームステイをします。他にも、観光を楽しん
だり現地の大学生と交流したりもしました。英語に包まれた空
間で過ごすことで、特にリスニングの力を伸ばせたと実感してい
ます。更に、外から客観的に日本を見たり、生きたアメリカの文
化を体感したりと、普段の生活では得られない貴重な体験が出
来ました。アメリカで過ごした時間は全てが新鮮で、一生忘れる
ことのないかけがえのない宝物になりました。
次に、情報処理の授業ではWordとExcelを学びます。正直、

パソコン操作は苦手でしたが、先生方が丁寧に指導してくださ
るおかげで、ワープロ検定の級を取得することが出来ました。現
在も他の検定に挑戦すべく日々励んでいます。検定を受ける際
には補助金も出るため、多くの学生が就職活動に役立つ資格

私は岐女短に入学し、勉強をしていく中で自分の視野や可能
性を広げることができ、大きく成長できたと感じています。
国際文化学科では様々な分野の勉強をすることができます

が、私にとって特に達成感を味わえたのが、中国語や韓国語の
授業です。ネイティブの先生が一から丁寧に教えてくださるた
め、初心者の私でも不安がありませんでした。今まで触れたこと
のなかった言語が少しずつ理解でき、活用できるようになること
に大きな喜びを感じています。また情報処理の授業では検定試
験の内容に合わせた指導をして頂けます。私は日本語ワープロ
検定準2級や表計算2級を取得し、就職活動に生かせたことで
将来に自身がつきました。
更に、私は1年次の「日本文学論」で学んだ『源氏物語』に興

味を持ち、2年次からは登場人物の生き方や内面を探求する日
本文学のゼミに所属しています。人物の内面を理解し、共感する
ことは実社会で人間関係を育むためにも有効だと感じます。現

を積極的に取得しています。
文化に関する授業では、日本や他国の考え方について学びま

す。その中で、特に「日本文化論」で学んだ「相手を大切に思い、
心から本音で接することで温かい人間関係づくりができる」と
いうことを通し、自分のものの考え方や行動を変えることが出
来ました。私は本学から紹介された学外の社会活動に参加して
います。メンバーの年齢や立場は様々ですが、私は最年少で知
り合いもいません。こうした環境で、以前の私なら発言したくて
も言えずにいたでしょうが、授業で学んだことを思い出し、勇気
を出して発言したことで良い交流が出来ました。自分自身大きく
成長したと実感出来た瞬間でした。
私は国際文化学科で出会った友

達と楽しく有意義な大学生活を過
ごす中で、様々なものの見方が出来
る国際人を目指します。

在は人物論を展開する卒業論文を作成中ですが、ゼミ生一人ひ
とりに合った指導をして頂けるため、先生との距離も近く、文章
表現などで分からない点も相談しやすいです。
私は「ピーチくらぶ」という、学生生活の充実のために活動す

るサークルに所属し、1年次には、新入生歓迎会や夏祭りなどの
運営を担いました。大変忙しく、スケジュール管理に戸惑う時も
ありましたが、日々の授業での勉強に加えサークル活動にも取り
組んだことで、更に豊かな学生生活を送ることができたと実感
しています。
2年という短い期間ですが、4年制大学に負けないくらい濃密

で充実した時間を過ごすことができているため、岐女短に入学
して良かったと強く感じていま
す。今後は国際文化学科で学ん
だ多くのことを活かし、立派な
社会人として活躍したいです。

月 火 水 木 金

1 限 情報処理概論 韓国文化論

2 限 健康とスポーツ 日本語表現法Ⅰ 初級中国語Ⅰ 日本文化論 アジア文化論

3 限 英会話Ⅰ 英語Ⅰ 情報処理Ⅰ
（基礎） 英米文化論

4 限 中国文化論 韓国語（入門Ⅰ） 初級中国語会話Ⅰ

5 限 文学と映像 生活と環境

国際文化学科1年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 専門演習 比較文学論

2 限 観光論

3 限 中級中国語会話Ⅰ 国際協力論 中級中国語Ⅰ 民俗学 心理学

4 限 ヨーロッパ文化論 情報処理演習Ⅱ
（応用） 英会話Ⅲ 人間関係論

5 限 専門演習

国際文化学科2年生の履修例

林  れん
岐阜県立大垣西高等学校出身

合葉  智安
静岡県立小笠高等学校出身

多様なものの見方が

できる国際人を目指す

大きな成長を

感じられる2年間

1年生

2年生
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国
際
文
化
学
科

卒業生の声

教　　授 川上  新二（学科長）

教　　授 王　  武雲

教　　授 木村  充位

准 教 授 村中  菜摘

准 教 授 佐野  真也

准 教 授 荒木  隆人

専任講師 松浦  康之

専任講師 柳楽  有里

教員紹介

message

国際文化学科では、学生たちが国際交流や多文
化社会で活躍できる力を養えるように、アジアに軸
足を置いて、英語、中国語、韓国語の授業、それら
の言語が使用される欧米やアジアの文化、私たち
の文化である日本文化や日本語を学ぶ授業、それ
に加えて情報コミュニケーションの能力を養う授業
を用意しています。
中国関連の授業では、中国語を学びながらアジ

ア文化や中国文化を学び、希望者は夏休みに中国
や台湾の大学に研修に行って中国文化を体験しま
す。さらには大連大学や吉林外国語大学への交換
留学制度もあります。学生たちは卒業までに中国語
関係の検定試験に挑戦します。韓国関連の授業も
同様に、韓国語や韓国文化の授業、夏休みの韓国
の大学での研修、威徳大学への交換留学制度があ
り、身につけた能力で韓国語関係の検定試験に挑
戦します。英語関連の授業には、英語や英米文化、

国際関係の授業、夏休みのアメリカの大学での研
修があり、学生たちは英検やTOEICに挑戦します。
国際交流にあたって忘れてならないのは私たち自
身の日本語、日本文化です。これらの授業も開講し
ています。
国際交流では情報コミュニケーションの能力も

大切です。コンピュータを使う能力を高めるための
授業もあり、学生たちは情報処理能力の検定試験
に挑戦します。

ようこそ、国際文化学科へ

教　授  川上  新二
博士（仏教学）
韓国の民俗宗教を研究している。編訳
書に『韓国文化シンボル事典』（平凡
社）がある。

【担当科目】文化人類学、民俗学、韓国文
化論、韓国語（文法・読解Ⅰ、Ⅱ）、韓国語
（会話Ⅰ、Ⅱ）

山田  彩華
国際文化学科／2018年卒業

波多野  莉帆
国際文化学科／2019年卒業

さまざまな学びから人間的な成長へ 「今の私」の大きな自信に

コーセー化粧品販売
株式会社 関信用金庫

私が岐女短への入学を考えたのは、中学生時代から日本とア
ジアの関係や文化に興味があり、高校の先生方に勧められたこ
とがきっかけです。特に韓国の音楽や文化に興味があり、交換留
学制度や、韓国についての授業を本格的に行っている国際文化
学科に入学しました。
授業では、海外の文化や語学を学ぶだけでなく、日本人として

改めて考えるべき日本語の表現や日本文化も学ぶことが出来ま
す。加えて、演習の授業がきめ細やかで、外国語科目も中国・韓
国人の先生方が発音や文法を非常にきめ細やかに指導して下さ
います。また、岐女短は他の四年制大学に比べて学生数が少ない
ため、先生と学生との距離が近く、優しく丁寧に教えて頂けるの
で他の授業も大変分かりやすく、楽しみながら学べるのが魅力
です。
私は１年生在籍中の夏季休業期間に、３つのコースがある「海

外言語・文化演習」のうち、８日間の韓国研修に参加し、実際に現
地の大学生とともに韓国語の授業を受けたり、ホームステイした
りと、個人旅行ではできない貴重な体験をしました。この研修へ
の参加をきっかけに韓国で実際に生活してみたいと思い、１年間
休学してソウルの語学堂への留学を決めました。留学・復学する
際には先生方が親身に相談に乗ってくださり、最初は不安があり
ましたが、留学生活に積極的に挑戦することが出来ました。
実社会に出て、岐女短での日本語、特に敬語の学習が、職場の

上司やお客様を相手にする私の仕事にとって何度も役に立ちまし
た。国際文化学科は多様な言語・文化を学べるだけでなく、人と
して成長できる場所です。受験生の皆さんはこれから挑戦したい
こと、目標など様々あると思います。２年間の短い期間、沢山の授
業を通して色々なことに挑戦し、素敵な人生の第一歩を踏み出し
てください。

私は現在、関信用金庫で預金担当として窓口業務を行っており
ます。
私はもともと世界遺産が大好きで、大学で何を学びたいか明確

に決まっていたわけではありませんでしたが、様々な国の文化を知
りたいと思ったため、国際文化学科への進学を決めました。
授業では、特に中国語と日本文化の面白さ、奥深さを知りまし

た。少人数制の授業だからこそ、疑問点などはその場で気軽に先
生に質問できます。学生一人ひとりに合ったアドバイスを頂けるこ
とも嬉しくて頑張り続けることができました。
中国からの留学生と同じ時間を過ごせたことも貴重な経験で、

交流を通して中国語も更に好きになりました。他国の文化に触れ
ながらそれを受け入れることで、自分自身と向き合う機会にもなり
ました。
更に、夏季休暇中にアメリカでの研修に参加したり、趣味の

世界遺産検定を受けたりと新しい挑戦をする中で、これまで
引っ込み思案だった自分自身が、積極的に変化していく感覚が
ありました。
2年次には日本文学のゼミに入り、自らのことばで言いたいこと

を的確な文章で表現する難しさを感じながら、古典文学を読み深
め作品の世界に入り込んでいく感覚に夢中になり、有意義な時間
を過ごす喜びを感じました。
弊庫窓口には幅広い年代のお客様がお越し下さいます。私自

身、職場において、授業で学んだ美しいことば遣いや敬語を自信
を持って使えた時、学んだことが生きていると実感します。情報処
理、敬語や正しいことば遣いには難しいイメージがある方も多い
と思いますが、授業で実践的に学べたことは、将来必ず自分のた
めになります。自らの興味を大切にし、充実した環境で過ごせた
国際文化学科での2年間は、現在の私の大きな自信につながって
います。
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　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、
各種疾患の予防や食事療法、栄養の指導、給食の運営まで幅広く重
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、卒業研究を通して能力の向
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、きめ細かく指導しています。本学科において学び、「食
と健康」の専門知識と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を含むさまざまな場面で活躍しています。

食べることは生きることにつながる。
超高齢社会、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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　わが国では、がん、心臓疾患、脳血管障害、糖尿病、肥満、
高血圧症、脂質異常症、動脈硬化症などの生活習慣病にかか
る人が増え予備軍も増加しています。その背景には、食生活の
乱れや食に関する知識不足などがあることはよく知られていま
す。なぜこのような状況になってしまったのでしょうか。私たち
人間には、好き嫌いがあり、栄養のバランスを考えて食事をす
ることは難しく、好きなものを好きなだけ食べてしまう傾向が
あることが原因ではないでしょうか。
　健康を支える基本的で重要なものの一つが「食生活」です。
健康な身体を維持するために1日に必要となるそれぞれの栄養
素量は決まっています。食物栄養学科では、栄養素をバランス
よく摂取するための知識や技術を学ぶことができます。
　本学科では、栄養学を学ぶ基礎となる科目（食品学、食品
加工学、食品衛生学、調理学、給食管理、基礎栄養学、解剖学、
生理学、生化学など）、栄養士・管理栄養士業務に必要な科目（栄
養指導論、臨床栄養学、応用栄養学、病態病理学、情報処理
など）といった幅広いカリキュラムを提供しています。

　これらの知識・技術を駆使し、食生活の面から一人一人の健
康維持に尽力し、生活習慣病を防ぐ予防医学にも通じる大切
な役割を果たすのが「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が数千万人もいる現在、栄養士の果たす
役割は非常に重要であり、やりがいのある仕事と言えます。

実績ある教育で養う基礎学力
社会に貢献できる「食」と「健康」の専門家を養成

 即戦力につながる。現場で学ぶ校外実習
　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、「栄養・食事管理」だけで
はなく「経営管理」の役割も担っています。栄養士には栄養・安全に加
え、給食経営にかかわることについて総合的に判断でき、マネジメント
する能力が必要です。
　１年前期に『給食管理』の授業で、「栄養・食事管理」や「経営管
理」について学び、１年後期に『給食管理実習Ⅰ』として、学内の給食管

理実習施設において、大
量調理を行います。２年生
では、『給食管理実習Ⅱ』
として、実際に栄養士が
勤務している集団給食施
設において、栄養士業務
を１週間見学・実習しま
す。実際の施設における
実習を通じて、大量調理
作業の流れ、衛生管理、運営経営管理など、給食管理業務の全体像を
学びます。
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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＆エクササイズ

●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

　私たちのからだは、約60兆
個の細胞からできていると言わ
れています。一つひとつの細胞
の中では、何が起こっているの
でしょうか。細胞のしくみを消
化実験や酵素実験から学びま
す。細胞のしくみがわかれば、
人体の理解が深まります。

　食材を加工して加工食品を製造します。加工
食品に対するあなたのイメージは、どちらです
か。便利で有用、食生活に欠かせない!? 使用さ
れている添加物が心配!?
　正解は自ら食材に加工を施し、その効果や物
性の変化を知り、製造する過程で見えてくるで
しょう。みかん缶詰、ジャム瓶詰、麺、豆腐、蒟
蒻、練り製品、ソーセージ、パンなどの製造、味
噌、ヨーグルト、キムチなどの発酵食品作りにも
挑戦します。

人体のしくみを細胞から学ぶ

生化学実験
加工食品の製造から食品加工を学ぶ

食品加工学実習

※2020年度から運用のカリキュラムです

卒業と同時に取得

【 栄養士 】
　本学所定科目の単位を取得すれば、
卒業と同時に栄養士になれます。栄養
士免許取得後は病院、学校、福祉施
設、食品産業など幅広い分野に就職し
ています。
　本学では、栄養士の役割や専門性
について理解を深め、栄養士として自
覚を身に付けてもらうため、「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・行政・福祉施設
などで活躍している現役栄養士を講師
に迎え、各施設での栄養士の職務に
ついて話していただきます。

管理栄養士国家試験対策

管理栄養士国家試験
受験対策講座

　本学では、3月に行われる管理栄養士国家試験
の受験を予定されている方を対象として、本学科の
教員がそれぞれの専門分野について、対策を研究
し、わかりやすく解説します。例年9月末から10月
末にかけて、分野ごとに1回120分のカリキュラムを
予定しております（変更の可能性もありますので日
程の詳細や申込み方法などは本学科ホームページ
をご参照ください）。各回の単独受講が可能ですの
で、不得意な分野、苦手な分野の克服にも利用して
いただけます。本学の卒業生だけでなく、一般の方
も受講可能です。資格取得を目指して食物栄養学
科の教員とともに合格を目指しましょう。

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」を得るには、①栄養士免許取
得後、栄養士として3年間の実務経験
を積むこと（最短で卒後4年間）、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33回管理栄養士国
家試験（2019年）では本学科の卒業
生13名が合格しています。

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

「食」のスペシャリスト
へ

pick up

「1番、測ります。」
「それ、2番だよ。」
「えー？！…ほんとに！」

りんご風味いっぱい
のジャムの完成！
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在学生の声

食物栄養学科では、食を通して人々の健康について学んで
います。食べ物の中にはどの栄養素がどれくらい含まれ、それ
を食べた時にどのような効果をもたらすのだろう。では、その
効果を発揮するまでには、身体の中でどのような過程を経る
のだろうか。また、私達は当たり前のように調理されたものを
食べているが、その調理方法にはどんな意味があるのだろ
う。このように、講義では「食」について様々な角度から見つ
め、更に実験や実習によって理解を深めています。実験や実
習はグループの班員と考え、相談し、協力し合いながら作業
を進めていきます。もし、分からないことが生じても、先生方
が丁寧に指導してくださるので安心です。仲間との距離が近
く、先生方からのサポートが手厚いこと。これは、少人数であ
る岐女短のよさであると感じています。
みなさんには夢や目標はありますか。私にはあります。「食

によって人々の笑顔を増やす」これが、私の夢です。しかし、

私は幼い頃から食べることが好きで食に対する強い興味か
ら食物栄養学科に入学しました。入学してからは実習・実験
など様々な形態で様々な角度から食について学んできまし
た。学びを深めるごとに新しい発見があり、食の奥深さを
日々感じています。
この食物栄養学科は少人数体制で学んでいます。少人数で

あるからこそクラス全員と交流することができ、困った時や
悩んだ時に助け合える深い繋がりが生まれています。また、
グループ学習が多いことに魅力を感じます。グループで学習
することにより、チーム間でのコミュニケーションや協調性を
学べると同時に、自分一人では思いつかない新しい考えを知
ることができ、より広い視点から物事をみる力がついていき
ます。さらに、自分の考えを発表する機会も多くあります。い
かに自分の頭で考え、その考えを人に伝えられるかを試すこ
とになり、これまで私はこうした場がとても苦手でしたが、た

私が受験生だった時は夢がわからなくなっていました。「食」
に興味はあるけれど、それを、自信を持って語ることはできま
せんでした。でも、入学後に多くの人 と々出会い「食」について
一緒に考えたりする中で、非常に沢山のことを学び、それが少
しずつ自信につながっていることを実感しています。
みなさんの中には、受験に大きな不安や悩みを抱えている

方もいらっしゃると思います。でも、そこで立ち止まらずに一
歩踏み出してみませ
んか。興味深いこ
と、好きなことは大
きな原石だと思いま
す。ぜひ、私達と共に
この食物栄養学科で
沢山学び、夢を叶え
ていきましょう。

くさん経験することにより自分の考えを少しずつ言葉にして、
相手に伝えられるようになりました。こうした経験は就職活
動の際にもとても役に立ちました。レポート課題などが多い
と大変に思うこともありますが、仲間とともに情報を共有しな
がら、励まし合うことで乗り越えることができ、忙しい毎日の
中で自分のやるべき事を管理する力もつけることができたと
感じています。
岐女短での2年間は驚くほどあっという間に過ぎていきま

す。ですが、仲間との絆が
深まった濃い2年間でし
た。私はこの学科にきて本
当によかったです。みなさ
んにもぜひ食物栄養学科
で充実した毎日を送っても
らいたいです。

月 火 水 木 金

1 限

生化学実験/
応用栄養学実習

給食管理実習Ⅰ/
栄養指導論実習Ⅰ

栄養情報処理
演習2 限 ジェンダー論 英語Ⅱ

3 限 生化学Ⅰ
栄養士特論

食品微生物学

4 限 スポーツ＆
エクササイズ 進路ガイダンス 解剖学/生理学Ⅰ 臨床栄養学Ⅰ

食物栄養学科１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限

臨床栄養学実習Ⅱ
/食品衛生学実験

食品加工学実習/
栄養指導論実習Ⅱ

生物学

2 限 公衆衛生学

3 限 社会福祉概論 卒業研究 生理学Ⅱ

4 限 病態病理学 食品衛生学 食品加工学

食物栄養学科2年生の履修例

阿部  茉莉子
新潟県立新発田高等学校出身

沖  明祐佳
岐阜県立長良高等学校出身

多くの学びある時間を

充実した日々

1年生

2年生
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食
物
栄
養
学
科

卒業生の声

教　　授 小野  廣紀（学科長）

教　　授 道家  晶子
教　　授 高橋  秀典
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

教員紹介
message

日本はいまや少子・高齢化社会を迎え、要介
護者の増加に伴う介護費の増加や生活習慣病に
よる国民医療費の増加などが社会問題となって
います。このような時代、栄養士の職域は医療
機関・介護施設・福祉施設・学校・保健所・給食
会社・食品メーカーなど多岐にわたっています。
栄養士は食と栄養の専門家として専門性を発揮
し、国民の栄養改善、健康増進、疾病予防など重要
な役割を担い、さらには国民の医療費削減に貢献
することが期待されています。
さあ、ますます社会から期待され、活躍の場が

広がる栄養士。

私たちと一緒に、あなたの明るい未来に夢を
馳せませんか。
Let's become a dietitian.

人生100年時代　栄養士になろう！

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

 私は現在、栄養士として産婦人科で働いています。母のよ
うに食に携わりながら人の役に立つような仕事がしたいと思
い、食物栄養学科に入学しました。短大の頃を思い返すと、
私は勉強が得意ではありませんでしたが、実験や実習を少
人数のグループで行うことで、積極的にディスカッションを
して情報を共有し、分からないところをしっかり理解するこ
とができていたように感じます。いつも仲間と刺激し合いな
がら取り組んできました。
就職活動は、就職懇談会で卒業生からお話を聞く機会が

あり、産婦人科で働く栄養士の存在を知りました。それを機
に自分も目指したいと思うようになり、現在の職場へ見学に
行った後、就職試験を受けました。
業務は調理がメインで、おやつや夜食、出産祝いのフレン

チディナーも振る舞っています。栄養指導は、一ヶ月に数
回、離乳食教室や妊婦さんを対象とした個別相談を行いま
す。私自身、妊娠・出産を経験したことがない為、指導する
にあたって戸惑う部分も多くありますが、情報収集をしなが
ら日々奮闘しています。妊娠・授乳期の食生活は、母体だけ
でなく赤ちゃんの命や成長に関わり重要です。そのためお母
さんが安心安全な出産や子育てができるように、栄養士とし
て食の面から全力でサポートすることを心がけています。妊
娠・出産という素晴らしい経験を間近で感じ、お母さんと赤
ちゃんの両方に寄り添うことができる今の仕事に、誇りとや
りがいを感じています。
仲間と切磋琢磨して学んだ岐女短での2年間は、私にとっ

て有意義な時間でした。栄養士として産婦人科で働けてい
る今の私があるのは、短大時代の仲間や先生の存在が欠
かせませんでした。そんな素敵な出会いがあることが、岐女
短食物栄養学科の魅力の一つだと感じています。是非、魅
力ある食物栄養学科での生活を楽しんでください。

私は幼少期に体調を崩し、食事ができない時期があった
ことから健康と食について関心を持ったことがきっかけで、
将来管理栄養士になりたいと思い、岐女短の食物栄養学科
に入学しました。地元を離れ、新しい環境で生活していくこと
に不安を抱いていましたが、岐女短の温かく親身になってく
ださる先生方や、共に学ぶクラスの仲間に支えてもらったお
かげで、充実した2年間を過ごすことができました。
短大での授業には、講義と実験・実習があります。講義で

は、栄養や人体についてなどの知識を身につけることがで
き、実験・実習では講義で学んだことを活かし、グループワー
クを通して実践力をつけることができました。科目によって
は、難しいと感じるものもありましたが、友人たちと協力しな
がら、一つひとつ理解を深めていくことができました。
短大で栄養学について学んでいく中で、私はさらに学びを

深めたいと考えるようになり、卒業後は進学することを決心
しました。私にとって進学することは決して容易なことではあ
りませんでしたが、担任の先生や進路支援室の方々など周囲
の人たちに支援してもらったおかげで、進学することができ
ました。編入学した現在の大学では、授業のほかに、研究室
で高齢者の健康状態について研究したり、子どもたちを対象
とした食育教室を実践したりしています。また、就職や大学
院進学に向けた講座や、進路支援担当の方が常にいらして
相談しやすい環境があり、安心して卒業後のことも考えなが
ら過ごしています。
2年間はとても短く、あっという間に過ぎてしまいます。授

業での学びだけでなく、先生方や友人との出会い、クラブ活
動など学外での経験を積極的に大切にして、ぜひ充実した学
生生活を送ってください。

植松  琴代
食物栄養学科／2018年卒業

田中  稚子
食物栄養学科／2019年卒業

仲間と切磋琢磨して学んだ岐女短 授業＋αの経験も大切に

花林レディースクリニック 神戸女子大学
家政学部
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Department of Design for Contemporary Life

生活デザイン学科



生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科

　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
必要な創造的思考、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。各専修とも幅広い内容の講義
や実習・演習・実験によって、専門的かつ実践的な知識や技術を身に
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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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＆エクササイズ
●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
●英語Ⅱ
●健康とスポーツ
●情報処理Ⅱ（応用）

●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

●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Ⅰ
●ファッション造形演習II
●ファッションマーケティング
●ファッション造形論

●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）
●材料管理学
●ファッションデザイン演習Ⅱ

●ファッション販売論
●消費科学
●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

ファッション専修 建築・インテリア専修

※ 2020 年度から運用のカリキュラムです

　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技術検定などの資格取得をめざすことができます。

ファッションの素材、造形、流通のプロへ

　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、海外コレクション
のセミナーを通じて、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。

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
pick up

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

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
ン産業の分野で活躍したい人に
お勧めです。所定の科目を履修
し、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

　パターンメーキングに関する知
識・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。授業でも、資格取得を支援し
ています。

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。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。

取得可能な資格
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生
活
デ
ザ
イ
ン
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

●生活と経済
●文学と映像
●生活と環境
●スポーツ＆エクササイズ
●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
●英語II
●健康とスポーツ
●情報処理II（応用）

●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
●建築法規
●構造力学演習
●施工と生産システム演習
●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

建築・インテリア専修

　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々な職種があり、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。これらの指定された科目を取得す
ることで二級建築士・一級建築士（要実務経験 4 年）への道が開かれます。また、イン
テリアや地域・環境に関する科目も選択することができ、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。

快適に生活するための空間づくりを学ぶ

　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。

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
pick up

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

目指せ！ 一級建築士

【 一級・二級建築士（受験資格） 】
　建築・インテリア専修は、卒業と
同時に一級・二級建築士の資格試
験を受験できる、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（住宅や小規模な店舗
などを対象）は、資格試験に合格す
れば直ちに免許登録することがで
きます。合格者は年々増加し、設計
業務において活躍しています。一級
建築士（高層ビルなどを含む全て
の建物を対象）は、資格試験に合格
すれば4年の実務経験の後、免許
登録することができます。

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、商品の魅力を説明し、適切な
提案を行う能力を養います。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。

【 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。

福祉住環境
コーディネーター検定試験

　医療・福祉・建築などに関する
知識と情報を習得し、全ての人が
自立した生活を送ることができる
住環境を提案します。高齢化が進
んでいく中で、そのニーズは確実
に高まっています。

取得可能な資格

※ 2020 年度から運用のカリキュラムです
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ヴィジュアル専修

　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践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。

視覚表現全般の、実践的な能力を身につける

　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。

CG制作の基礎を学ぶ

CG演習
pick up

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）

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。検定を
主催する色彩検定協会からも高
い評価を得ており、これまで文部
科学大臣賞1回、優秀団体賞7
回、奨励賞1回の団体賞を受賞し
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。

取得可能な資格

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＆エクササイズ
●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
●英語 II
●健康とスポーツ
●情報処理 II（応用）

●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
●イラストレーション II
●情報デザイン論
●CG演習
●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

●グラフィックデザイン 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

※ 2020 年度から運用のカリキュラムです
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生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科

研究発表・ファッションショー 卒業研究・制作展

コンテスト受賞歴
2018年
産学連携事業「翔工房」
　入選　倉光由夏　樋口京花
2018大垣ファッションフェスティバル
　県地域女性団体協議会賞　牧下朝香
第18回YKKファスニングアワード
　入選　倉光由夏
第56回全国ファッションデザインコンテスト
　入選　山田望未
倉敷ファッションフロンティア2018
　優秀デザイン画特別賞　小西佑奈
第8回ナゴヤリメイクコンテスト
　セトコ賞　石井美帆

第9回岐阜マザーズコレクション・コンテスト
　岐阜市長賞　小西佑奈
　入選　岩田友花　盛田莉花
小林レース作品コンテスト
　ハマナカ株式会社賞　和泉黎子
第16回ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展
　最優秀賞　小枝陽永乃
　優秀賞　井塚美咲
デザイン女子No.1決定戦2018
　入選　仁平日菜子
　インテリア・プロダクト部門　特別賞　小澤愛永

第50回各務原市美術展
　デザイン・イラストレーション部門　奨励賞　高木優衣
第15回日本年賀状大賞コンクール
　絵手紙部門（一般の部）奨励賞　原口有彩
日本衣料管理協会会長賞　片桐美伽
中部インテリアプランナー協会 学生賞　鷲見小春
日本インテリア設計士協会 INTERIOR 優秀学生賞
　西山里紗子
CG-ARTS 協会賞　小澤愛永

2019年
産学連携事業「翔工房」
　入選　横井伶実
第9回ナゴヤリメイクコンテスト
　丸糸賞　清水莉子
第10回岐阜マザーズコレクション・コンテスト
　グランプリ賞　小西佑奈
　入選　岩田友花

第17回ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展
　最優秀賞　桒幡ひかる
　優秀賞　柴田文乃　仁平日菜子　山口茜
第72回岐阜市美術展
　グラフィックデザイン部門　奨励賞　栗田野明
第51回各務原市美術展
　デザイン・イラストレーションの部　入選　髙橋芽生

日本衣料管理協会会長賞　原美奈子
中部インテリアプランナー協会 学生賞　大西晴歌
日本インテリア設計士協会 INTERIOR 優秀学生賞
　寸田紗矢香
CG-ARTS 協会賞　國田早希

 地域貢献を通じた実践的デザイン教育
　生活デザイン学科では、地域
社会への貢献を重要なミッショ
ンの一つとして捉えており、
ファッション／建築・インテリ
ア／ヴィジュアル分野のデザイ
ンによる地域貢献活動を積極
的に行っています。そして、それ
らの活動に学生が参加することで、現場での体験を通じてデザイン能力
を磨く実践的デザイン教育へと展開しています。
　近年の活動としては、「岐阜マザーズコレクション」「ア・ミューズ岐阜」
を通した岐阜アパレル産業との交流、羽島市および岐阜県毛織工業組合
との産地研修やセミナーの実施、柳ヶ瀬地区での市街地活性化ワーク
ショップの開催、岐阜市民病院小児病棟の壁画制作「こどものもりプロ
ジェクト」などがあります。いずれも新聞などのメディアで取り上げられ、
社会的に注目を集めています。
　これらの活動を経験することで、学生諸氏は授業で学ぶ内容と実社会
との関わりを知り、社会的にも実務的にも大きく成長していきます。

 2年間の集大成、卒業研究発表会

　生活デザイン学科では、学生の2年間の集大成である「卒業研究」の
成果をより多くの方々に見ていただくために、学外での公開発表を実施し
ています。2018年度は、みんなの森ぎふメディアコスモスで卒業研究・制
作展および研究発表会／ファッションショーを執り行いました。例年、各

専修の専門性を存分に発揮して「社会における様々な問題を解決するた
めのデザイン」「日々の生活を豊かにするためのデザイン」の理念にもと
づいて制作した多様な作品を発表し、好評を博しています。

 あのクリエイターの講義が聴ける！～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、芸術文化の最前
線で活躍している著名人に
よる講義ということで、そ
の内容はいずれも非常に
ユニークで刺激的です。これまでに、世界的ファッションデザイナーで
本学客員教授の山本寛斎さん、プロダクトデザイナーの喜多俊之さん、
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、テキスタイ
ルコーディネーターの安東陽子さんなど、多彩なゲストをお招きしてい
ます。講師の方々の実体験を交えた情熱的な講義は、デザインの世界
を志す学生に大きな夢と感動を与えています。
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在学生の声

高校生の頃パタンナーになりたいと思いファッションの道へ進
もうと大学を探していました。しかし、普通科から入れる大学はあ
まりに少なく、諦めかけていた時、岐女短のファッション専修を知
りました。クラスの半数以上は普通科の出身の子が占めている
ので、私のように専門の知識がなくても心配はいりません。
「ファッション造形演習」では、自分の寸法、自分の好きな生
地で型紙から制作物を作るため、完成したときの達成感が大き
くとても楽しいです。工業用のミシンを触るのは初めてで不安で
したが、少人数制なので先生との距離が近く、先生に質問しな
がらクラスのみんなと楽しく、時には笑い声が飛び交うような空
間で自分のペースで進められます。
課題は他の専修よりは少ないですが大変です。また、授業の

密度がとても高いため1コマも気を緩める事が出来ないので授
業も大変です。しかし先生方から基礎からゆっくり丁寧に教え
て頂けるので理解して学ぶことができ、知識が身につきます。専

修を超えて行われる講座もあるので、ヴィジュアルや建築・イン
テリアの知識も学ばなければいけませんが、他専修の人とも繋
がりが持てるので、いろんな知識が得られ視野がとても広がり
ます。
私はより専門的知識を身につけるため、就職ではなく編入

学を考えています。そのために検定や資格の取得など今でき
ることを愚直に頑張っています。上手く時間を使えば課題や
検定、行事やアルバ
イトなどとても充実
した学生生活が過
ごせます。同じ目標
を持つ仲間たちと
一緒に有意義な学
生生活を過ごしてく
ださい。

近藤  萌恵
ファッション専修

愛知県立津島高等学校出身

ものづくりの

達成感は格別

1年生

私は高校時代、デザインとは全く接点のない食品の分野を
学んでいました。しかし、授業で商品開発の活動をしていた
際に、新商品のパッケージデザインを任されたことがきっか
けで、パッケージデザインやWEBデザインなどの身の回りの
デザインに興味を持ち始めました。この出来事からもっとデ
ザインを学んでみたいと思い、この短大を受験しました。
この学科の授業の内容は実技科目が多いですが、基礎から

じっくりと学び始めるので、無理なく着実に技術を身に着け
ることができます。そのため、私のようなデザインの経験や技
術がない人でも安心して授業についていくことができます。毎
週多くの課題が出されるため大変なこともありますが、先生
方の指導・アドバイスを受けたり、周りと相談し合ったりして
乗り越えることで作品を完成させる達成感を味わうことがで
きます。
製作した作品はクラス内で発表・交流し合うので、自分の

作品のいいところや課題点を知ることができ、より良い作品
づくりができます。また、皆の作品もじっくりと見ることがで
きるので、自分にはなかった発想や工夫点を知り、吸収する
ことができるのもこの学科の授業の特徴です。
岐女短の魅力は、2年間という短い期間の中で充実した密

度の濃い専門科目がたくさん学べるという点です。この“たく
さん学べる”という
経験は、私たちに
とってとても貴重な
経験になるのでは
ないでしょうか。
皆さんもこの岐

女短で充実した大
学生活を送ってみ
ませんか？

岩田  有紗
ヴィジュアル専修

岐阜県立岐阜農林高等学校出身

基礎から

じっくり学べる

1年生

月 火 水 木 金

1 限 課題研究 ファッション
造形論

ドレーピングⅠ
2 限 建築とスポーツ

3 限
ファッション
デザイン演習Ⅰ

英語Ⅱ 課題研究
ファッション
マーケティング

ファッション
造形演習

4 限 建築・インテリア
概論 進路ガイダンス

5 限 情報処理Ⅱ 課題研究

ファッション専修１年生の履修例

月 火 水 木 金

1 限 映像機器論 生活と福祉 情報デザイン論
CG演習

2 限 メディア
デザイン論 健康とスポーツ

3 限 コミュニケーション
デザイン論 英語ⅡA 課題研究

グラフィック
デザインⅡ

イラスト
レーションⅡ

4 限 進路ガイダンス

5 限 情報処理ⅡA

ヴィジュアル専修１年生の履修例
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卒業生の声

教　　授　　服部  宏己
准 教 授　　奥村  和則（学科長）
准 教 授　　太田  幸一
准 教 授　　小川  直茂
准 教 授　　中谷  友机子
准 教 授　　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　　深尾  茉里
客員教授　　山本  寛斎

教員紹介

message

生活デザイン学科は、生活を豊かに、潤いのあ
るものにするため、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、多くのスペ
シャリストの卵を輩出しております。
この3つの領域は互いに関わりを持っており、切

り離すことはできません。例えば、暑い室内におい
て、どんな材質の衣服をまとい、住環境の快適性
を考え、視覚的に（心理的に）涼感を得るにはどう
したらよいか等、衣環境、住環境、視（覚）環境は
繋がっており、さらには他の諸環境とも関連してお
ります。そのため、生活デザイン学科では包括的に
学べるカリキュラムを組んでいます。
自らの専門を明確にすることは大事であり、社

会に出たときの強みとなります。そのため、各専修
における専門的なカリキュラムでしっかりとした専
門性を身に付け、一般教養科目、専門基礎科目、ま
たは、発展科目と広げていってください。狭めた視

野に囚われ、専門という殻に閉じこもってしまう
と、新しい事物の発見を見逃してしまいます。2年
という短い時間ではありますが、自らの専門を深
めつつ、知識・教養を広げてもらいたいと考えてい
ます。矛盾するようにも聞こえますが、おおいに学
んで充実した日 と々なるよう、我々教職員は全力で
バックアップします。卒業時にその濃密な2年間を
振り返り、互いにその学びの足跡をみて良かったと
言えるよう、しっかりと頑張っていきましょう。

生活デザイン学科で共に学ぼう

准教授  奥村  和則
デザインのアイデア支援やプロセスについ
て研究しています。また新しい造形材料と
伝統的手法とのマッチング、表現について
考察を行い、毎年作品を発表しています。

【担当科目】発想トレーニング、CG演習、メ
ディアデザイン論、コミュニケーションデザ
イン論、DTP演習、デジタルデザイン表現

私は高校生の頃に将来デザイナーになりたいという夢を
持ち、岐阜市立女子短期大学に入学しました。デザインに関
して経験知識ともにゼロからのスタートだったので、授業に
ついていけるかとても心配でした。ですが、イラスト、映像、グ
ラフィックなど幅広い分野を基礎から応用までしっかり学ぶ
ことができ、先生方の細かな指導のもと自分のペースで身に
付けていくことができました。また、ファッションや建築・イン
テリア専修の科目も履修したことで、多方面のデザインに関
する知識を深められました。幅広い分野の知識を得ることは
自分のデザイナーとしての幅を広げるチャンスだと思います。
皆さんにもぜひ、たくさんの科目を履修してほしいです！
卒業後は地元のパッケージ会社でグラフィックデザイナー

として就職しました。憧れだった職業で働くことができ、毎日
とても充実しています。学生時代、課題を夢中でこなしたお
かげで「期限内に作品を仕上げる力」を得たことが、仕事を
する上で自分の一番の糧になっています。どんなに良いデザ
インを描いても、納期に間に合わなければそれは会社の信
頼を落とす事に繋がってしまいます。学生時代、先生方は期
限を守って提出することに厳しかった思い出がありますが、
必ず自分の強みになるので、皆さんも限られた時間の中で自
分の納得の行く作品を仕上げる力をつけてください！
2年間という短い期間での生活は想像より忙しく、課題に

追われて大変な毎日でしたが、友人達と時に競い、時に支え
合って楽しく過ごせた日々は自分にとって宝物です。
皆さんもこの貴重な2年間をモノにして自分の夢を叶えて

ください。応援しています。

小さいころから建物を見たり創造することが好きだったた
め、大学で建築について学ぶことを決めました。第一希望の
大学には合格できず、急遽大学を探しなおして岐女短に入学
しました。そのため、短大生活の当初は、なぜ自分はここにい
るのだろうという複雑な思いでいっぱいでした。しかし、少し
ずつ短大に馴染み、先生や新しい仲間と過ごしていくうちに、
自分の想像以上に楽しく充実した日 を々送ることができまし
た。このように思うことができたのも、短大生活の中で出会っ
た先生や仲間の存在が大きく、岐女短の先生や学生は本当
に素敵な人ばかりでした。困ったことがあればすぐに相談に
のってくださる先生が常におり、夜遅くまで一生懸命に課題
に取り組み、お互いに考えを話し合える仲間と過ごす日 は々、
毎日が刺激的で楽しく、あっという間に2年間が過ぎました。
岐女短に通いながらも、やはり自分が最初に志望した大学

に入りたいという思いを捨てきれず、私は編入を決めました。
短大の忙しい日 と々同時に、編入試験の勉強の両立は非常
に大変でしたが、無事に希望する大学に合格し、現在大学4
年生として、卒業研究に取り組んでいます。
最初は、不安な気持ちで入った岐女短でしたが、私は岐女

短を選んで本当に良かったと心の底から思います。4年制大
学に進学はしたものの、岐女短で過ごしたような先生との親
密さはなく、どこか寂しさを感じます。授業で気軽に質問が
でき、懇切丁寧に指導してくださり、専門知識だけでなく幅広
い視野を与えてくれる大学は岐女短だけだと思います。2年
間はあっという間ですが、どんなことにも一生懸命取り組み、
充実した短大生活を送ってください。

広瀬  和日葉
生活デザイン学科　ヴィジュアル専修／

2018年卒業

岡本  尚子
生活デザイン学科　建築・インテリア専修／

2018年卒業

デザイナーになった！ 仲間と過ごした、楽しく刺激的な日々

株式会社ヤマニパッケージ 
デザイン課

三重大学
工学部建築学科3年次編入
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卒業後の進路について

■建設・不動産業／トーシン、パナホーム静岡、まごころ住宅、マルキホームズ、
住居時間
■製造業／MTK、日電精密工業、村田機械、ブラザー工業、イマオコーポレー
ション、キョーラク、六合エレメック、オンダ製作所、大進精工、中部事務機、濃尾
電機、わかば農園、牧歌コーポレーション
■電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業／パナソニックエコソリューション
ズ、株式会社アイコン、サンメッセ、共立コンピュータサービス、十六コンピュータ
サービス、電算システム、日本郵便、濃飛倉庫運輸、東伸運輸、ST物流サービス、
ホンダロジコム、アドキットインフォケーション
■卸売業、小売業／岐阜トヨペット、岐阜トヨタ自動車、ネッツトヨタ、スズキ販売会社
グループ、岐阜日野自動車、キタガワマルカネ、アルビオン、コーセー、ロクシタン
ジャポン、P＆G、バローホールディングス、ヨシケイ石川
■金融・保険業／大垣共立銀行、関信用金庫、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、
八幡信用金庫、長野県信用組合、共栄ライフパートナーズ、東京東海証券、中部しん
きんカード
■飲食・宿泊業／アパホテル、リゾートトラスト、ヒルトン名古屋、東横イン、ダイワロイ
ヤル、ナカモサンルートサイプレスガーデンホテル、岩手ホテルアンドリゾート、合資
会社親湯温泉、長島観光開発
■医療・福祉／六条歯科クリニック、村本内科胃腸科医院、メディカルケアサービス
株式会社
■複合サービス業／JA全農岐阜、JAぎふ、JA愛知西、JAいび川、JA三ヶ日
■サービス業／中部空港旅客サービス、ANA中部、ANA大阪、JALナビア、Kスカイ
■公務／岐阜県庁、岐阜県警、高山市役所、岐阜県自動車会議所、天竜村社会福祉
協議会

■四大編入／岐阜大学、三重大学、南山大学、都留文科大学、名古屋市立大学、
信州大学、神戸大学、大連大学、遼寧師範大学、長栄大學

■公務／岐阜県庁、一宮市役所、羽島市役所、中津川市役所、岐阜県警
■金融・保険業／大垣共立銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、高山信用金庫、長野県
信用組合、JA共済
■電気・ガス・熱供給、情報通信業、運輸業／ANA中部空港、ANA沖縄空港、日本郵便、
日新、濃飛倉庫運輸、共立コンピューターサービス、電算システム、インフォファーム
■製造業／村田機械、パナソニックエコソリューションズ、イマオコーポレーション、CCI、
MTK、メニコンネクト、国盛化学、オンダ製作所、岩田製作所、オーツカ、キョーラク
■観光業／近畿日本ツーリスト、ツーリストトップワールド、岐阜グランドホテル、リゾートトラ
スト、ルートイングループ、アパホテル、名古屋観光ホテル、昼神ホテル温泉ホテルはなや
■複合サービス業／全農、JAぎふ、JA東びわこ、JAいなば
■卸売業、小売業／岐阜日産、岐阜トヨペット、ネッツトヨタ、ケリングジャパン グッチ、マックス
マーラジャパン、アダストリア、タリーズコーヒー ジャパン、イオンリテール、バロー、サガミ
ホールディングス、ゲンキー、ビックモーター、トヨタホーム岐阜
■建設・不動産業／矢橋大理石、飛鳥建設、第一建設工業、美濃善不動産
■医療・福祉／つちや整形外科、つばさ皮膚科
■食品・医薬品／アピ
■教育・学習支援業、学術研究機関／スクールIE、さなる、NOVAホールディングス、GABA、
イングリッシュ クラブ ベース、YAMASA言語文化研究所
■サービス業／中部国際空港旅客サービス、羽田エアポートエンタープライズ、リクルート
ライフスタイル、レゴランドジャパン、平安閣

■四大編入／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、京都府立大学、
山梨県立大学、南山大学、愛知大学、京都女子大学、京都外国語大学、関西外国語大学、金城
学院大学、椙山女学園大学
■専門学校／富山外国語専門学校、布池外語専門学校、名古屋観光専門学校、レコールバンタン
■海外留学／Edmonds Community College（アメリカ）、EC Vancouver（カナダ）、
VGC International College（カナダ）、EF International Language Center（アメ
リカ）、Language Links Education & Training College（オーストラリア）、Mount 
Maunganui Language Centre（ニュージーランド）

英語英文学科 国際文化学科

英語英文学科

金融・
保険業

医療・
福祉

運輸・
郵便業

製造業

卸売業、
小売業

建設業

情報
通信業

四大編入

専門
学校

電気・
ガス業

学術研究・
技術

飲食・
宿泊業

生活関連
サービス

公務員

教育、
学習支援

国際文化学科

製造業

卸売業、
小売業

公務員

建設業

情報
通信業

教育、
学習支援

飲食・
宿泊業

運輸・
郵便業

金融・
保険業

複合
サービス業

進学・
編入学

電気ガス業
学術研究・技術
生活関連サービス

サービス業

就職・進学状況（2019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）

主な進学先（過去3年間）

主な進学先（過去3年間）

充実した進路支援対策を活用して、前向きに取り組もう
私は、食物栄養学科で学んだ知識をいかした仕事がしたいという思いで、就職活動をはじめ

ました。学んだことをいかせる職業が栄養士だけではないと知り、短大で開かれた合同企業説
明会はもちろん、学外で開催される説明会にも積極的に参加し、情報収集に力を入れました。
仕事の内容だけでなく、福利厚生なども考えながら自分が働きたいと思う企業をみつけることが
大切です。働きたい企業が見つかれば、前向きな気持ちで就職活動に取り組むことができます。
本学では進路支援対策が充実しており、１年次から行われる就職支援講座では、筆記テスト

の対策、グループ面接対策、就職活動に必要なマナーなど、多くのことが学べます。自由参加
なので選択できますが、色々役に立つことがあるのでおすすめです。
就職活動中は悩みや不安がたくさんあると思います。そんな時は一人で考え込まず、先生方や

友人に早めに相談すると、解決はしなくても気持ちが楽になります。自分が “やりたいこと” を
みつけ、前向きに頑張ってください。

食物栄養学科2年

村山  かおり

アピ
株式会社

内定者からのメッセー
ジ
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後
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卒
業

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）／美濃屋
■ファッション（検査機関）／カケンテストセンター、ケケン試験認証センター、
シキボウ江南、ボーケン品質評価機構
■ファッション（販売）／アイア、アダストリア、アーバンリサーチ、オンワード樫山、コス
モマツオカ、ZARA、トロン・テ・アン、パルグループ、ほていや、MARK STYLER、
ヤマダヤ、ルネ、ローズバット、ワールドストアパートナーズ、ワタベウェディング
■建築・インテリア（設計）／アーキ・キューブ一級建築士事務所、川﨑ハウジング
中部、GA設計事務所、司設計、デザインボックス、ネイエ設計事務所、服部多賢士・
設計室、古川製材、ワーク・キューブ、和光地所
■建築・インテリア（建設）／岐阜造園、新和建設、西濃建設、ひかりハウジング、
ブルーハウス、ワット・コンサルティング
■建築・インテリア（販売）／イビケン、越前屋、大垣設備、サンレジャン、棚橋鋼材、
ディマンシェ
■建築・インテリア（不動産）／大雄
■印刷・製本・グラフィック／インファクトリー、エスト、エス・プロジェクト、弘文社、
三敬、システムアドバンス、鈴活印刷、スタイルフリー、タイムカプセル、チューキョー、
那加印刷、中山POPセンター、フリースタイル、丸眞、ムーブ、村田機械、メディア
スタイル、ヤマニパッケージ、ヨツハシ
■公務／岐阜県職員、清須市職員、松江市職員
■金融・保険業／十六カード

■四大編入／京都橘大学、金城学院大学、椙山女学園大学、奈良女子大学、三重
大学、日本大学
■専門学校／大阪市立デザイン教育研究所、サンビレッジ国際医療福祉専門学校、
日本宝飾クラフト学院、HAL名古屋

■栄養士／愛生病院、愛名保育園、アイグラン、石本商事、犬山病院、魚国総本社、
エームサービス中部日本、おおのレディースクリニック、京都社会福祉協会、こども園
いしはら、こばと幼稚園、さとうファミリークリニック、児童養護施設樹心寮、しんぽ
保育園、JALロイヤルケータリング、花林レディースクリニック、トーカイフーズ、日清
医療食品、日本ゼネラルフード、百葉の会、富士産業、わかくさ保育園
■食品・医薬品／アピ、井桁堂、オーイズミフーズ、カネ美食品、岐阜アグリフーズ、
グルマンマルセ、九重化成、小林薬品工業、ジーケーエス、タリーズコーヒージャパン、
戸田屋、トリドールジャパン、ボン・リブラン、みの食製菓、ヤマザキビスケット、ヨシケイ
ライフスタイル、ライスアイランド（岐阜米穀）、わかば農園
■事務職・その他／愛知県警察、イービーエム、大垣共立銀行、岐阜県福祉事業団、
岐阜トヨペット、ゲンキー、CCI株式会社、ジーユー、JA富山市、JAにしみの、JA信州
諏訪、JA全国農業協同組合岐阜、JAひだ、滋賀近交運輸倉庫、十六コンピューター
サービス、スギ薬局、たんぽぽ薬局、中部しんきんカード、中電興業、中山耳鼻咽喉
科、日本ケイテム、日本テレメッセージ、日本トムソン、日本郵政、マツバラ、ミズタ二
バルブ工業、ムト一、山宗株式会社、領下眼科、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）、ロジテックINAソリューションズ

■四大編入／石川県立大学、神奈川県立保健福祉大学、岐阜女子大学、岐阜大学、
神戸学院大学、神戸女子大学、仁愛大学、佐賀大学、島根大学、信州大学、中部
大学、東海学院大学、山形県立米沢栄養大学、山口県立大学
■専門学校／鈴木学園中央歯科衛生士調理製菓専門学校、日本聴能言語福祉学院

食物栄養学科 生活デザイン学科

食物栄養学科

栄養士

食品・医薬品

事務職・その他

進学・
編入学

検査機関

販売

建設

設計

販売

印刷・web・
グラフィック・
企画

ファッション

建築

・イ
ン
テ
リ
ア

ヴ

ィジュアル

一
般
・総
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職

専
門
職

生活デザイン
学科

進学・
編入学

事務職

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）

短大での経験を経て、さらなる学びの世界へ
私は短大で学んだことを活かして自身の向上を図り、短大で経験したことや学んだことから

興味を持ったものをもっと学びたいと思い編入することを決めました。元々就職か編入か迷
い一人で悩んでいたのですが、先生に相談し、背中を押してもらい編入することを決めること
ができました。周りは就職する人が多いので、不安になることもありましたが、編入対策講座
などで一緒に編入に向けて頑張れる仲間を見つけることで少し気が楽になりました。学校に
よって試験日や試験科目は様々で、6月に試験がある学校もあります。なるべく早く学校調べ
をし、オープンキャンパスに行くなど情報収集をしておくことが大切です。また、試験日が遅
い学校でも、卒業研究や学祭の準備と両立できるように計画をしっかり立てることが大事だ
と思います。担任の先生や学科の先生、またキャリア支援室の先生など、助けてくれる先生
はたくさんいるので、一人で悩まず合格に向けて取り組んでいってください。生活デザイン学科2年

中川  葵

金城学院大学
生活環境学部
環境デザイン学科

合格

編入合格者からのメッ
セージ
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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、担任やゼミ担当とともに全学体制で、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、適性検査、集団模擬面接、ビジネスマナー研
修などを、編入学を希望する学生向けには小論文対
策講座、面接対策講座、総合英語講座などを実施し
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、模擬面接などの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
揃えており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74周年を迎え、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

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。

●桃林祭（大学祭）
※事前の予約は必要ありません。

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

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

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。

全 学 科 6/21（日）10:00～16:00
英 語 英 文 学 科 8/10（月）13:00～15:00
国 際 文 化 学 科 8/10（月）10:00～12:00
食 物 栄 養 学 科 8/11（火）10:00～12:00

生活デザイン学科 7/19（日）13:00～15:00
8/ 1（土）10:00～12:00

全 学 科 10/24（土）10:00～12:00
10/25（日）10:00～12:00

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、志望理由書の添削
■面接指導など個別のサポート

進路支援講座
▼

編入に関する下調べ・志望校の決定
▼

OG・先輩と語る会で体験談を聞く
▼

個別サポート
▼

受験

１年生後期～春休み

■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
■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

　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々と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。

OG・先輩と語る会
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入
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に
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入
試

大学入学共通テスト
利用の入学試験 実施学科 デ食国英

社会人選抜 実施学科 デ食国英

留学生選抜 実施学科 デ食国英

帰国子女選抜 実施学科 デ食国英

学校推薦型選抜 実施学科 デ食国英

　本学の一般選抜は「本学独自入学試験」と「大学入学共通テスト利用の入学試験」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「大学入学共通テスト利用の入学試験」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

〒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〉

　高等学校卒業程度の学力検査、大学入学共通テスト成績の一部利用（英語英
文学科、国際文化学科）、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。

　大学入学共通テストの成績（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。

学校推薦型選抜（専門高校） 実施学科 デ

　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、「ものづくり」
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。

　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。

　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。

　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。

　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。

　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。当
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。当入試では、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。
　食物栄養学科では栄養士を養成しています。人生100年時代、日本はいまや
少子・高齢化社会を迎え、要介護者の増加に伴う介護費の増加や生活習慣病
による国民医療費の増加などが社会問題となっています。このような時代、ます
ます社会から期待され、活躍の場が広がる栄養士。栄養士に関心のある学生の
入学を期待しています。当入試では、アドミッション・ポリシーを十分に理解した
うえ、栄養士を目指して学ぶ意欲の高い学生の選抜を行います。
　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。当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。当
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。

入試について

本学独自入学試験 実施学科 デ食国英

一般選抜

特別選抜

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。

総合型選抜 実施学科 デ国英 食
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13.1%
90分以上
13.113.113.113.113.113.113.113.113.113.113.113.113.1%%%%%%%%%

33.8%
15～20時間

17.7%
20時間以上

70.3%
29.7%
下宿生

自宅生 37.3%
62.7%
していない

している

60.9%
39.1%
していない

している

60.960.960.960.960.960.960.960.960.960.960.960.960.9%%%%%%%%%% 48.5%
15時間以内39.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.1%%%%%%%

63.7%
23.6%
自転車 公共

交通機関

9.4%
徒歩 3.3%

車・バイク

34.7%

26.1%
30分～60分

30分以内

26.1%
60分～90分

13.1%
90分以上

33.8%
15～20時間

17.7%
20時間以上

70.3%
29.7%
下宿生

自宅生 37.3%
62.7%
していない

している

60.9%
39.1%
していない

している
48.5%
15時間以内

48.548.548.548.548.548.548.548.548.548.548.548.548.5%%%%%%%%%%

63.7%
23.6%
自転車 公共

交通機関

9.4%
徒歩 3.3%

車・バイク

34.7%

26.1%
30分～60分

30分以内

26.1%
60分～90分

13.1%
90分以上

33.8%
15～20時間
33.833.833.833.833.833.833.833.833.833.833.8%%%%%%%

17.7%
20時間以上
17.717.717.717.717.717.717.717.717.717.7%%%%%%%%

4月 April May5月 June6月 July7月 August8月 September9月

■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

■新入生歓迎行事 ■鵜飼見学
　（学外教養演習）

■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

入学式 夏期オープンキャンパス

キャンパスライフ 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。

【 年間カレンダー 】

学生アンケート

あなたは自宅生？ 
それとも下宿生？Q. 1 通学手段は

何ですか？Q. 3

通学にかかる
時間は？Q. 4 アルバイトは

していますか？Q . 5 アルバイトは
1週間で何時間？Q. 6

部活・サークルに
所属していますか？Q . 2
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下宿学生からのメッセージ 自宅学生からのメッセージ

私は、岐女短に入学してから一人暮らしをしています。一人暮ら
しへの憧れもあり、毎日が新鮮で、初めのころは楽しく過ごしてい
ました。しかし、慣れない環境の中で、やはり学業とアルバイトを
両立し、家事すべてを自分で行い、継続していくことは難しく、親
のありがたみを痛感しました。そんな時、同じ環境の中で頑張って
いる仲間をみたり、相談したりすることでとても励まされ、アルバイ
ト先の先輩からは家事や生活面でのアドバイスをいただいたりと、
多くの人の支えがあったからこそ、今では毎日とても充実した楽し
い大学生活を送ることができています。来年私は留学を考えてい
るので、週 4でアルバイトにはげみ、なるべくお昼はお弁当を作る
ようにしています。

一人暮らしを通して、今までは誰かがやってくれるからいいやと
いう考えでしたが、自分がやらなくては始まらないので、何事も自
分でやるようになり、ある程度の家事もできるようになりました。
一番大きく変わったのは、時間の使い方です。大学に入ってからは、
常に時間との戦いなので、手帳でスケジュールをしっかりと管理し、
時間を有意義に利用することを心がけています。
岐女短の2年間は、四年制大学に比べてとても忙しく、あっと

いう間に過ぎていきます。その分、一日一日がとても濃く充実した
ものになっていると私は思います。限られた時間の中で、後悔の
ない楽しい大学ライフを送ってください！

私は、岐女短までバスで片道約 40 分かけて通っています。時
間帯によっては乗り換えがあり、待ち時間が長くさらに時間がか
かることもあります。しかし私は、こうした一見マイナスに思える
条件から、逆に時間を有効に活用する方法を身につけることが出
来ました。少しでも空いた時間を使って小テストや定期試験の勉
強、予定を確認したり今後の計画を立てたりと、出来ることが多
くあると実感しています。そのおかけで睡眠時間が増え、他に取
り組むべき事柄にも手が回るようになるなど、1日のうちに出来る
ことが増えました。

大学は高校とは違い、授業の構成やサークル、ボランティアな
どの予定の入れ方など、自分の意志で決定しなければならない
ことが多くあります。しかしその分、時間の使い方も自分で決め
られ、時間の大切さにも気づくことが出来ました。

岐女短の大学生活はあっという間で、まもなく入学してから1
年が経とうとしています。2年間という短い時間ですが、充実した
楽しい大学生活を送ってください。

自立して
時間管理をしっかり！

時間を大切に使い、
有意義な毎日を

英語英文学科 1年

井藤  葉月
国際文化学科 1年

星野  華瑠佳

October10月 November11月 December12月 January1月 February2月 March3月

■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）
■総合型選抜
■桃林祭（大学祭）
■桃林祭オープンキャンパス

■学校推薦型選抜 ■生活デザイン学科
　卒業研究発表会
■冬季休業

■海外研修
　（生活デザイン学科）
■春季休業
■一般選抜

■学位授与式
■謝恩会

生活デザイン学科卒業研究発表会 学位授与式桃林祭（学園祭）
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　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
学できる海外都市を訪問します。2018 年
度はイタリアの3都市（ミラノ、ヴェネツィア、
フィレンツェ）で歴史的建造物や芸術作品
を多数鑑賞しました。また、ポリモーダ服
飾専門学校との交流を行いました。

　2017年度はプラハ（チェコスロバキア）
とウィーン（オーストリア）の2 都市を訪
問しました。岐阜市の姉妹都市でもある
ウィーン市マイドリング区のヘッツェンドル
フ服飾専門学校では、学内施設のほか演
習や授業の様子を見学し、現地の教員や
学生と活発な意見交換を交わしました。

●海外言語・文化演習（韓国）
　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。
慶州市にある仏国寺などの世界遺産、浦項
市九龍浦に残る日本家屋街、釡山市の繁華
街などを見学し、ホームスティも行なって韓
国の人々 の日常生活を体験します。

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。

国際交流

生活デザイン学科主催

ヨーロッパ研修

生活デザイン学科主催

ヨーロッパ研修

国際文化学科主催

韓国研修

Europe

Europe

Korea
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●海外言語・文化演習（中国語圏）
　中国語圏の大学で研修を行っています。
2019 年度は中国広州市にある広東外語外
貿大学で中国語を学ぶともに、中国人の学
生との交流やフィールドワークを行いました。
また帰途には深 市と香港でも文化遺産を
見学しました。前年度には台湾の台南市にあ
る長榮大學で研修を実施しました。

●海外英語演習
　カリフォルニア州立大学において、2週間
の海外英語研修プログラムを行っています。
アメリカの大学で授業を受け、ホームステイ
や現地学生との交流などを通し、英語力を
向上させます。アメリカのディズニーランド
にも行く、楽しいプログラムになっています。

●海外言語・文化演習（英語圏）
　アメリカ合衆国ワシントン州ポートエン
ジェルスのペニンシュラ・カレッジで語学・
文化演習を行いました。ペニンシュラ・カ
レッジは、世界中からの留学生が集まる国
際色豊かなカレッジで多文化を実体験でき
ます。

国際文化学科主催

中国研修

英語英文学科主催

アメリカ研修

国際文化学科主催

アメリカ研修

the U.S.A.

the U.S.A.

China
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1  茶道部
茶道部は、週一回校内の和室でお茶の先生
に来ていただいて活動しています。10月の
桃林祭と1月の初釡に向けてお稽古に励ん
でいます。ほとんどの学生が初心者ですが、
一生懸命練習をしてしっかりとお点前ができ
るようになります。部員同士でも教え合った
りと仲良く活動しています。

2  シネマサークル
月に１回、金曜日の放課後に映画観賞会を
開催しています。活動日や映画作品について
は、サークル内でリクエストを募り決定しま
す。とてもゆるーいサークルなので、気軽に
入部、歓迎です！

3  Win-Winクラブ
Win-Winクラブでは野菜を育てる活動と、
短大近くの子ども食堂のお手伝いをしてい
ます。農場では、畑作りから収穫まで自分
たちで行います。その他、バーベキューや
鍋パーティーなど季節のイベントも行うのん
びりとした楽しいクラブです。

4  Love ♡ Rary
ゆるゆるとマイペースに活動中の図書サーク
ルです。本の POP 紹介や SVA「絵本を届
ける運動」への参加、イベント中の館内飾
り付けなど幅広く活動しています。本が好き
な人もそうでない人も、ぜひ気軽に覗いてみ
てくださいね。現在は隔週で活動中。

5  軽音楽サークル
私たち軽音サークルは、岐阜大学と合同で
活動しています。月一のライブに向けて日々
仲間たちとバンド練習に取り組んでいます。
音楽やバンドが好き！という方を待っていま
す。初心者の方も大歓迎です。

6  ピーチクラブ
ピーチくらぶは、岐女短生の大学生活をより良
くする為に、大学生協活動を中心に動いている
サークルです。新入生歓迎会や夏祭りの様なイ
ベントの企画や、他大学同士の交流会の参加
など、活動内容は様 で々す。活動を通して自分
自身を成長させることができる場所で、ステキ
な思い出を作りませんか？

7  美術部
イラスト、刺繍、アクセサリー、スライムや
ゲームに至るまで、創作・ものづくりなら何
でも大歓迎のサークルです。学祭では大き
なフラッグアートを作成するほか、自分たち
で作ったものを展示・販売できます。美術
部は自由な創作活動を応援しています。

2

1

4

7

3

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。

部活・サークル活動

文化系
■ 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

■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
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4  バドミントン部
毎週月・金曜日に活動を行なっています。部
員だけでなく、先生方とも楽しくバドミントン
をしています。バドミントンが好きな方、運動
不足を解消したい方など大歓迎です！

5  バレーボール部
少人数ではありますが、毎日楽しく練習して
います。上下関係も全くなく仲良く、ワイワ
イ活動しています！

6  フットサルサークル
毎週水曜日、16時半から体育館にて活動し
ています。外部からコーチをお呼びし、基礎
的なパス練習やミニゲームをしています。誰
でも大歓迎です！

7  ワンダーフォーゲル部
ワンダーフォーゲル部は月に一度、金華山や
養老の滝等へ行きます。勉強とバイトの両立
可能です。体を動かしたい人、待っています！

1  硬式テニス部
週一で活動しています。仲良く楽しくテニスを
しましょう！初心者も大歓迎です。興味を持っ
た人は是非一度遊びに来てください！！

2  ソフトテニス部
毎週月曜日に活動をしています。みんなの
仲も良く、楽しくテニスができるサークルな
ので初心者も大歓迎です！

3  ダンスサークル
こんにちは！GRAVY CHICKです！みんなと
ても仲が良く賑やかな雰囲気が魅力です☆
初心者の方も大歓迎なので是非見に来てく
ださい！

1 2

5 6

体育系
■硬式テニス部

■ソフトテニス部

■卓球部

■ダンスサークル

■トランポリン同好会

■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
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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、様々な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。

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。

施設紹介 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。
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