


あ な た の 想 い を 、そ の 先 へ 。
あこがれ、夢、その先に広がる未来。

優しさあふれる岐阜の地で、あなたの想いを解き放とう。

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年に現在の地にキャン

パスを移転し、2022年には開学76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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沿  革
1946 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 岐阜専門学校に改称
1950 岐阜短期大学設置　生活科、被服科を家政科に統合
1954 岐阜女子短期大学に改称
1955 家政科を改組して生活科・被服科を増設
1969 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 岐阜市立女子短期大学に改称
2000 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　
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学長あいさつ

新しい時代に女性一人ひとりが活躍を
　岐阜市立女子短期大学は、女性人材の高

等教育機関として70年を超える歴史を刻み

ながら、既に１万７千人を超える有為な人材

を社会に送り出してきました。現在の１学

年の定員は、英語英文学科が50名、国際文

化学科が60名、食物栄養学科が60名、生活

デザイン学科が60名の合計230名となって

おり、教員数は37名と、公立ならではのきめ

の細かい少人数教育を実現させています。

　本学は、女子の中での教育や学校行事や

サークル活動等を通じて、女子のリーダーシ

ップやメンバーシップを体感していく環境を

整えており、社会に出る前の事前演習の機

会を大学全体として強力にサポートしてい

ます。ちなみに卒業生の概ねの進路志望は、

就職希望が８割、進学（編入学）が２割で、就

職希望者の就職内定率は、この５年間の平均値で97％と高いレベルを維持しており、本学出身

の先輩たちが岐阜地域を中心に広く社会から多くの期待を受けていることがうかがえます。

　２年間という短い期間ではありますが、どの学科に入学しても皆さんには、自信をもって社会

に巣立つことのできる優れた教養と技術を身につけられる教育カリキュラムが用意されていま

す。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、国際的

な場面や地域社会で活躍できるようになるでしょう。国際文化学科では、英語の他にアジアの

言語である中国語や韓国語を身につけるとともに、欧米やアジアの文化、国際関係を学びます。

また私たちの基盤となる日本語や日本文化、現代の生活に必要な情報科学の知識と技能につ

いても学び、国際化や多文化共生が進む社会で活躍できるようになるでしょう。食物栄養学科

では、栄養や食生活の面から健康についてはもちろん、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学び、高齢化社会が進む中でこれま

で以上に社会の期待を背負って活躍することができます。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通してクリエイティブな力を身につけ、ファッ

ション産業、建築・インテリア業界、印刷・出版業界などで活躍することができます。（詳細は、各

学科の紹介ページをご覧ください）

　わが国では、健康の増進や医療の発達によって人生100年という長寿社会の時代が到来し

つつあり、IOT、ビッグデータ、人工知能をはじめとする技術革新に支えられた人間中心の社会

Society5.0の実現が標榜されています。また世界的には、持続可能な国際社会の実現を目指

す開発目標SDGsを掲げた努力があらゆる分野で進められています。このような将来像の中で

私たちに必要となる資質・能力とはどのようなものでしょうか？

　知識や情報が最重要視された時代もありましたが、現代ではスマホなどのIT端末を使って

容易に過去の歴史やあらゆる分野の最新のデータを得ることができます。数年前の知識・技

術にはすでに陳腐化しているものもあります。伝統の力に敬意を払いつつ、革新の波を受け入

れ、さらに新しい社会を創造する、そんな力を持った若い人材が求められる時代になったと感

じます。

　本学では、新しい時代をより健全な形で構築していくのに欠くことのできない女性人材を育

成することを目指します。皆さんには、深い教養と専門能力に支えられた個性・アイデンティテ

ィーを育み、現代社会の中で生きる力を身につけて頂ければと思います。皆さん一人ひとりが

個性を持ったたくましい女性人材として育ち、社会で活躍できるよう、私たち教職員は（昨今の

新型コロナウイルス感染症にも適切に配慮しながら）全学一体となって皆さんを教育・支援し

ます。

学長　畑中 重光
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　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目指しています。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。

英語英文学科
Department of English

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、2019年度の卒業生の平均点は590点にまで伸びました。４年制大学で英語を専攻
する大学４年生の平均スコア（IPテスト）が583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。
※2020年度は中止となりました。2021年度以降、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえて実施の可否を判断します。

　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。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、

ネイティブ教員による「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。
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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。

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、大学に進学しています。

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）。

  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
●教養演習
●生活と経済
●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

英文読講読 ●イギリス文学講読Ⅰ
●アメリカ文学講読Ⅰ

●イギリス文学講読Ⅱ
●アメリカ文学講読Ⅱ

英米関係講義

●英語学概論Ⅰ ●英語学概論Ⅱ ●イギリス文学史
●現代アメリカ事情
●英語コミュニケーション論Ⅰ
●英語教育学概論

●イギリス文化論
●英語圏社会と文化
●英語コミュニケーション論Ⅱ

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
●アカデミック・イングリッシュⅠ
●エクステンシブ・リーディング
●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
●アカデミック・イングリッシュ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
●アカデミック・イングリッシュⅢ

●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

2017年度
(2018年3月卒業)

2018年度
(2019年3月卒業)

2019年度
(2020年3月卒業）

国
公
立

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

筑波大学
岐阜大学(6名)
名古屋市立大学(4名)
三重大学(3名)
…計14名

私
立

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

南山大学
椙山女学園大学（3名)
京都女子大学
関西外国語大学
…計6名

オーラル・イングリッシュⅠ～Ⅳ
生きた英語を身に付けよう

　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。

英会話AⅠ～AⅣ
自然な英会話表現を学ぼう

　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付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
付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。）准教授　小島 ますみ 准教授　コットン ランダル

Pick Up! 国際文化学科の授業

岐阜P05-10.indd   8 21/01/28   12:33



　　　　　　　

■ 英語英文学科

9     GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE     10

　岐女短に入学してから、本当にあっという間に半年が過ぎました。
短大での生活は２年しかないので忙しいですが、友達と過ごす時間
をとることもできますし、毎日がとても充実しています。
　私は高校で英語を中心に学ぶ学科に通っていたので、大学でも英
語の勉強を続けたいと思っていました。入学する前は授業の内容に
ついていけるのかという不安が大きかったですが、大学生活が始まっ
てみると自分の想像と違って、授業を楽しく受けることができていま
す。高校では学ばないような専門的なことを勉強できるので、新しい
発見が多くあります。例えば、英語コミュニケーション論という授業
では、会話で使う英文の細かな意味のニュアンスの違いを通して、正
しい文法の使い方などを学びます。自分たちが普段正しいと思って
使っている英文にも若干の意味の違いがあることに驚きました。英
会話の授業では、実際に友達と英語で会話しながらナチュラルなコ
ミュニケーションができるように練習します。日本では当たり前に
使っているコミュニケーションの仕方でも、それが海外では少し違っ
て受け取られてしまう時があることを学べます。アメリカ文学講読や
イギリス文学講読という授業では、有名な文学作品を読みながら毎
授業、少しずつ内容について読み取っていきます。書かれた本の時
代背景などが作品に反映されていたりするので、興味をもって読むこ
とができます。またTOEICや英検などの対策に特化した授業もある
ので、不安に感じている方はぜひ履修してみてほしいです。先生方が
とても優しいので、授業などで分からないところがあれば気軽に研究
室に尋ねてみると、分かりやすく教えてくださいます。
　岐女短での生活は毎日が忙しいので慣れるまで少し大変だとは思
いますが、同じ学科の友達と一緒に空きコマの時間を過ごしたり、課
題をしたりする時間がとても楽しいです。２年間という時間はあっと
いう間ですが、かけがえのない時間だと思うので、後悔しないように
私たちと一緒に思いっきり楽しみましょう！

　岐女短に入学し、あっという間に２年が経とうとしています。温か
い友人や先生方に恵まれ、居心地の良いこの短大生活が終わってし
まうのが名残惜しいほど充実した日々を送っています。
　私の高校時代は数学や化学が好きで理系へ進み、理系の４年制大
学を目指していました。いざ受験期になると進路に迷いが生じ、幼い
ころからの夢を実現させるために英語を学ぶことのできる岐女短の
英語英文学科へ入学しました。
　私は英語が好きでしたが、得意ではなかったので授業についてい
けるか不安でした。しかし、先生方が丁寧に授業をして下さるおかげ
で十分ついていくことができ、確実に実力を伸ばすことができまし
た。また、１年次では授業の中で、情報に関する資格を取得すること
ができます。私は、普通科高校に通っていたためパソコンの授業もほ
とんどなく、我流でやってきたため最初はとても苦労しました。わか
らないところは先生に質問し、友人に教えてもらいながら理解を深
め、毎日自宅でタイピングの練習を計画的に進めた結果、情報処理や
ワープロ検定を取得することができ、今では私の得意分野になった
と思います。英検やTOEICはもちろん、これらの検定料は短大教育
後援会からの補助があるので経済的にも負担が少なく受験ができ、
とてもありがたいです。
　岐女短は他大学に比べ学生数が少ないこともあり、先生方とも近
い距離で学べ、学生一人一人に親身になって相談に乗ってください
ます。また、図書館では豊富な書籍や静かな自習スペースがあり、
整った環境で勉学に励むことができます。
私はこの先も英語を学んでいきたいと思い、卒業後は４年生大学へ
の編入学を希望しています。整った学習環境での学びや先生方が手
厚くサポートしてくださるので心強く受験に望めます。クラスメイト
の進路は就職、編入、留学と様々ですが、切磋琢磨できる仲間です。
皆さんも岐女短で充実した学生生活を送ってみませんか？

英語英文学科１年生の履修例
月 火 水 木 金

１限 ライティングⅡ 生活と福祉 スポーツ＆
エクササイズ

イギリス
文学講読Ⅱ

２限 オーラル・
イングリッシュⅡ ジェンダー論 情報処理Ⅱ リーディングⅡ

３限 英会話AⅡ フランス語Ⅱ アメリカ
文学講読Ⅱ

４限 英語コミュニ
ケーション論Ⅱ 進路ガイダンス 英文法Ⅱ 検定英語演習

Ⅱ

英語英文学科２年生の履修例
月 火 水 木 金

１限

２限 英会話BⅣ ゼミナール

３限 英会話AⅣ イギリス文化論 英語学概論Ⅱ インターネット・
イングリッシュ

４限 ライティングⅣ フランス語

在学生
Interveiw

友人と協力しあいながら
様々な角度から英語を学ぶ
１年生 　藤本 彩里　愛知県立尾北高等学校 出身 

岐女短で身に着けた英語力で
次のステップへ
２年生 伊藤 萌花　岐阜県立加納高等学校 出身
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教員紹介

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社

岐女短で充実した２年間を！
　私は現在、パナソニック株式会社ライフソリューションズ社
でセールスプロモーターとして働いています。お客様に商品
を採用いただくことは決して簡単なことではないですが、
日々、刺激を受けて業務に取り組んでいます。
　まず、英語英文学科では、英語と英米文化について深く学べ
ます。また、実用英語だけでなくTOEICや英検などの資格取
得に向けた授業も用意されているので自分自身の英語スキル
を高めることができます。特に私の印象に残っているのは、１
年時の夏休みを利用したアメリカのホームステイプログラム
です。ホームステイ先や、クラスメイトと通う現地の学校での
生活が充実しており、また、英語以外での学びも多く、素晴ら
しい短期留学でした。

　そして、私が思う岐女短の最大の魅
力は、先生方との距離が近いところで
す。就職活動中にも親身に相談に乗っ
ていただきました。キャリア支援室にも気軽に通うことがで
き、就職についての相談や面接の練習も自分の満足がいくま
ですることができます。入学時は、就職先が明確ではなかっ
たのですが、岐女短でのサポート体制が整っているおかげで
希望通りの就職先を見つけることができました。とても感謝
しています。
　私が現在このように充実した毎日を送ることができている
のは岐女短での２年間があったからだと思っています。受験
生の皆さん、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？

大矢 結以
英語英文学科／2019年卒業

卒業生
Interveiw

専任講師　鈴木 辰一
【専門分野】英文学
【担当科目】イギリス文学講
読Ⅰ・Ⅱ、イギリス文学史、イ
ギリス文化論、リーディング
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、イギリス文学
研究Ⅰ・Ⅱ（ゼミ）、教養演
習、英語Ⅰ

短期大学での学びを新たな学びへ
　私は現在、名古屋市立大学に在籍しジェンダーについて学
んでいます。短期大学卒業後も、さらに学びを深められている
ことをうれしく思います。
　私は、短期大学入学前から４年制大学への編入学を考えて
いました。その当時は、国際教育学に興味がありましたが実
際にどのような大学に入るべきかなどは決めておらず漠然と
していました。そのため、国際教育学を学べる大学を調べつ
つ、短大の勉強をすすめていました。２年生で英語習得研究
のゼミに入り、アフリカの英語教育の実態を調べはじめると、
男女間に教育格差があることを知りました。そこからジェン
ダーという学問に興味をもちはじめ、日本のジェンダー格差は
他国と比較して大きいこと、このことが問題視され、是正する
ための活動が活発になっていることを知りジェンダー学を学

びたいと思うようになりました。
　編入学後はジェンダー学のゼミに所
属し、短大とはまた異なった視点から
社会を見つめています。日本の女性たちが置かれている状況
を既存の研究から調べ、現在はインタビューを行う準備をし
ています。
　編入するにあたって不安な時期もありましたが、短期大学
の先生たちが受験の相談に親身にのってくださり、編入を目
指す仲間も多くいたので根気よく勉強を続けられました。切
磋琢磨しながら勉強する環境が岐女短には整っています。短
大での２年間は本当にあっという間に過ぎてしまいます。み
なさんが短大に入学後、素敵な大学生活をおくり素敵な選択
ができることを願っています。

名古屋市立大学 人文社会学部 現代社会学科３年生 橋本 侑奈
英語英文学科／2020年卒業

　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54名（国公立大学32名、私立大学22
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 授 森藤 庄平
教 授 大澤 聡子
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
助 手 川合 真由美

Message
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　現代は情報技術をはじめとしたさまざまな方法で世界各地の人々

と交流する時代であるとともに、諸外国から日本を訪れる人々を受

け入れ、また日本で生活する諸外国の人々と共に暮らす時代でもあ

ります。

　国際文化学科では、私たちの基盤である日本から、世界へと視野

を広げていきます。

　世界の人々と交流し、共に暮らしていくために重要な言語となる

英語の能力を高め、欧米の文化を学びます。また日本と交流の歴史

が深い中国と韓国の言語・文化も学びます。

　さらに、現代社会に必要な情報科学の知識・技術についても学ぶ

ことができます。

　加えて「観光論」や「ホテル論」など世界の人々との交流に対応

したユニークな授業もあります。

　皆さんも国際文化学科で、国際化、多文化共生の時代に臨む準備

をしてみませんか。

国際文化学科
Department of Cross Cultural Studies

国际文化学科
국제문화학과

国際化、多文化共生の時代へ歩み出す。
現代は国際化、多文化共生の時代。

国際文化学科で、国際化、多文化共生に
積極的・主体的に関われる人材を目指そう！
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国際化、多文化共生の時代へ歩み出そう
　現代は世界各地の人々と交流する時代であり、さまざまな文化

をもつ人々を受け入れて共に生きる時代でもあります。

　国際文化学科では、このような時代に活躍する人材になるため、

国際社会で重要な言語である英語を学ぶとともに、日本人と交流

する機会がとりわけ多い近隣の国の言語である中国語、韓国語を

学びます。同時にそれらの言語が使われている国々の文化や社会

について学び、さらに多文化共生、国際関係、異文化コミュニケー

ション、国際協力へと視野を広げます。

　以上の深い学びのためには、自国の言語・文化への理解が前提

となります。本学科では世界の一言語としての日本語の特徴から

適切な表現方法を学び、日本文化から自分を見つめ直すことで、国

内外でよりよく“活きる”ための橋渡しをします。

　加えて現代社会は、高度情報化の面でも日々変化を遂げていま

す。そうしたデジタル化環境に対応し、かしこく生きていくために

必要な情報科学の知識や技能についても学ぶことができます。

　国際文化学科の特徴のひとつは、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、２年間を通

して学生達のアドバイザーになります。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。

　このほか、各種検定試験の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。

　国際化や多文化共生が切実に求められる時代です。あなたも国

際文化学科で学びながら充実した２年間を過ごしてみませんか？

文化の共生も求められます。このような観点から、「岐阜市内の『小さな
神仏』の調査－地元文化の再活性化のために－」、「岐阜市周辺地区にお
ける活性化のための調査－一日市場地区の祭礼行事を事例として－」な
どと題して、岐阜市の中心地区ではなく、周辺地区で自治会や老人会の
人々に守られてきた神仏の祭
礼を調査し、祭礼を通じて見た
周辺地区の活性化の問題点に
ついて発表した学生もいます。
　皆さんも教室での授業のほ
かに、地域をフィールドとした
実践型の学びにも取り組んで
みませんか？

　多文化に関する学びの方法は、文献で調べるほかアンケートや現地で
の観察、関係者へのインタビューなどさまざまです。２年生では専門演
習と卒業研究の授業を通して卒業論文を作成しますが、学生の中には岐
阜をフィールドとして、多文化共生に関する課題を見つけ、自ら調査を実
施して成果を報告する学生もいます。
　例えば「災害時における外国人支援について」と題して、在留外国人へ
の災害時の情報提供について検討した学生や、「外国人児童の教育につ
いて」と題して、自治体による外国人児童への就学支援について検討した
学生もいます。在留外国人の食文化について調べた学生もいます。
　また、多文化共生とは諸外国の人々と日本人との共生にとどまりませ
ん。日本人の中にも地域、年齢、時代、生活背景にしたがってさまざまな
文化をもつ人々がいます。地域社会の発展のためには日本人の中での多

地域をフィールドに、多文化共生の課題について、自ら実践的に学ぶ学生もいます
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　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。2019年度の中国語圏での研修は広東外語外貿大学

（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。

 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
●生活と環境
●健康とスポーツ
●情報処理（基礎）
●英語Ⅰ
●課題創造演習

●日本社会のあゆみ
●生活と福祉
●スポーツ＆エクササイズ
●英語Ⅱ
●ジェンダー論

●生活と化学
●心理学
●英語Ⅲ
●課題創造演習

●現代社会と法律
●生物学
●英語Ⅳ

●教養演習

専
門
教
育
科
目

異文化の理解

●多文化共生論
●日本文化論
●中国文化論
●韓国文化論

●アジア文化論
●日本文学論
●国際関係論

●文化人類学
●ヨーロッパ文化論
●比較文学論

●比較文化論
●民俗学
●英米文化論
●文化交流論
●国際協力論

情報・言語
コミュニ

ケーション
科目

●カレッジ・イングリッシュⅠ
●初級中国語Ⅰ
●初級中国語会話Ⅰ
●韓国語（入門Ⅰ）
●日本語表現法Ⅰ

●カレッジ・イングリッシュ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）
●日本語表現法Ⅱ
●情報科学概論
●認知情報処理

●異文化コミュニケーション
●カレッジ・イングリッシュⅢ
●中級中国語Ⅰ
●中級中国語会話Ⅰ
●応用中国語Ⅰ
●韓国語（会話Ⅰ）
●韓国語（文法・読解Ⅱ）

●カレッジ・イングリッシュⅣ
●中級中国語Ⅱ
●中級中国語会話Ⅱ
●応用中国語Ⅱ
●韓国語（会話Ⅱ）

●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 ●人間関係論 ●ホテル論 ●国際経済論
●観光論

ゼミ ●専門演習 ●卒業研究

宗教や家族制度から異文化理解を目指す

比較文化論、文化人類学　 
異文化との付き合い方を一緒に考えましょう。　

　「比較文化論」では、私たちの生活の中で営ま
れる観念や行動様式の中から、宗教をとりあげま
す。世界の人々との関わりは、多様な宗教との出
会いでもあります。宗教を学ぶ意義として、宗教
学者マックス・ミュラーの言葉「一つの宗教しか
知らないことは、宗教を知らないことである」を
紹介しておきます。
　さらに「文化人類学」では、婚姻、家族、親族
などを扱います。世界のさまざまな婚姻、家族、
親族の形態を知ることで、異文化理解のための視
野を身につけることを目指します。教授　川上 新二

日本文化から自分を見つめ直す
日本文化論　
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。

　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、自分の魅力
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。准教授　村中 菜摘

Pick Up! 国際文化学科の授業

広東外語外貿大学にて

海外研修プログラム・交換留学制度・海外編入学制度 ※新型コロナウイルスの影響により
2020年度は実施を見送りました。
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言語・文化の学習に
課外活動に、日々邁

ま い

進中
１年生 橋本 歩実　福島県立会津学鳳高校 出身 

充実した学びから、
成長を実感できる
２年生 檜田 夕梨香　岐阜県立本巣松陽高等学校 出身

　私にとって国際文化学科での授業は、初めてのことばかりで大変
興味深いものです。
　特に、その一つに挙げられるのが語学の授業です。国際文化学科
では英語はもちろん、中国語、韓国語を勉強できます。英語の授業で
は、映画を見ながらよりネイティブに近い表現を学んだり、旅行の際
に空港などで使える実践的な表現を学んだりします。先生の現地で
の体験談を聞きながら受ける授業は毎回新鮮です。中国語も韓国語
もネイティブの先生が一から丁寧に教えてくださいます。特に韓国
語の授業では、生活に密着した生のフレーズに触れられるため、いつ
か韓国へ行く時を想像しながら勉強しています。同時に３ヵ国の外
国語を勉強することで、それぞれの特徴や共通点・相違点を知り、言
語だけでなく現地の文化も感じられる点が大変興味深いです。
　二つ目は文化の授業です。高校までの歴史の授業とは異なり、他
国の人々の習慣や考え方などを、日本のそれと照らし合わせながら
勉強していきます。結婚観やマナー、習慣など、日本人である私たち
にとって当然のことが、他の国ではそうとは限らないのだと知るた
び、視野が広がるのを感じます。日本に外国人が増え続けている現
在、お互いの文化の違いを理解し、受け入れることの大切さを痛感さ
せられます。
　課外活動ではダンスサークルに所属しています。残念なことに今
年は新型コロナウイルスの影響により、対面でダンスを発表する機
会はありませんでしたが、オンラインで行われた桃林祭の動画コンテ
ストでは、数ある作品の中で一位に輝くことができました。現在は練
習時間や発表の機会に制限がありますが、この状況下で自分たちに
できることを考え、楽しく充実した活動に取り組めています。
　新型コロナウイルスの影響はありますが、授業やその他の活動を
通して、毎日濃密で充実した生活ができています。岐女短での学び
や経験を生かし、これから社会で活躍できるよう、あと一年もっと努
力します。

　私にとって岐女短で過ごしたこの２年間は、自分自身の新たな視
野の広がりや成長の実感を得られた、非常に充実したものでした。
その大きな理由として、先生方との距離の近さや真剣に学習に取り
組む周囲の学生の雰囲気があります。
　２年次前期から現在まで、オンライン授業と対面授業の両立が続
いていますが、先生方との距離の近さは変わらず、学びやすい環境だ
と感じます。授業方法は様々ですが、オンライン授業であっても、前
回の授業に対する学生の感想が毎回紹介され、多様な意見を聞きな
がら学びを深めることで授業をより楽しく感じることができました。
中国語と韓国語の授業では、毎回発音や文法を手厚く指導していた
だけるため、不安なく取り組めました。少人数で行う授業も多く、分
からない点を先生に質問しやすい環境である点も深い学びに活かせ
たと感じます。そうした環境だからこそ、英語や中国語、情報処理に
関する資格試験にも積極的に挑戦し、自分に自信を持つことができ
ました。
　１年次の９月にはアメリカ研修に参加しました。２人１組でホーム
ステイをしながら現地の学校で英語の授業を受けたり、現地の小学
生と交流したりと、短期間ながらも充実した時間を過ごせ、貴重な経
験になりました。
　２年次からはアメリカ文学を通してその国の文化を学ぶゼミに所
属しています。当初は自分の考えを述べることが苦手でしたが、先生
との距離が近く、分からない点を質問しやすい環境で学ぶうちに、次
第に意見を述べる力がつき、成長を実感できました。卒業論文に関
しても、一人一人のテーマに応じて書き方や内容について十分な指
導を受けられるため、安心して取り組んでいます。
　２年間は短いですが、自分の成長を感じられる濃密な時間となり、
岐女短で学ぶことができて良かったと強く感じます。

国際文化学科１年生の履修例
月 火 水 木 金

１限 英米文化論 日本文化論 健康とスポーツ

２限 日本語表現法Ⅰ 情報処理概論 韓国文化論
（隔週）

３限 初級中国語Ⅰ 英会話Ⅰ 英語Ⅰ

４限 中国文化論
／教養演習（隔週） アジア文化論 韓国語

（入門Ⅰ） 初級中国語会話Ⅰ

５限 情報処理Ⅰ（基礎） 生活と環境

国際文化学科２年生の履修例
月 火 水 木 金

１限 中級中国語会話Ⅰ 国際協力論 専門演習 民俗学 英語Ⅲ

２限 韓国語
（会話Ⅰ） 観光論 応用中国語Ⅰ

３限 中級中国語Ⅰ 専門演習 比較文学論 心理学

４限 ヨーロッパ文化論 韓国語
（文法・読解Ⅱ） 人間関係論

５限 情報社会論 国際経済論

在学生
Interveiw
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卒業生
Interveiw

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）

　国際文化学科では，学生たちが国際交流や多文化共生社会で活躍できる力が養えるように、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、私たちの基盤である
日本文化や日本語を学ぶ授業、それに加えて現代社会で重要な情報科学の知識・技能を学ぶ授業
を用意しています。
　英語関連の授業では、英語や英米文化、国際関係を学び、希望者は夏休みにアメリカの大学で
の研修に参加して英米文化を体験します。また学生たちは英検やTOEICにも挑戦します。
　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
国や台湾の大学での研修に参加して中国文化を体験します。学生たちは中国語関係の検定試験
にも挑戦します。さらには中国の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。
　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、韓国の威
徳大学への交換留学制度があり、韓国語関係の検定試験に挑戦します。
　多文化共生には自国の文化への再認識が必要です。自分を知ること、母語である日本語の適切な
表現を学ぶことは異文化理解や外国語学習の土台ですが、社会に出て働く上での支えともなります。
　さらに現代は、常に新しい情報ツールが生み出される高度デジタル化社会でもあります。こうし
た状況に対応するためには、情報科学の知識・技能も重要です。学生たちは情報関連の授業を受
け、情報に関連する検定試験にも挑戦します。

ようこそ、国際文化学科へ 

日本人としての誇り
　岐阜市立女子短大は２年制大学の為、短期間で多くのこと
を学ぶ必要があります。特に１年次は忙しく、私の短大生活
はあっという間でした。
　国際文化学科の授業は大きく教養教育科目と専門教育科
目に分かれており、私は専門教育科目が好きでした。中でも
印象的な授業は「日本語表現法」です。敬語は社会人にとって
必要不可欠ですが、学ぶ中でその表現の多さに驚くと同時に、
日本人の国民性ゆえに生まれたことばの美しさに感動しまし
た。
　また、私は交換留学制度の中国への留学生に選ばれまし
た。日本人学生は本学からの２名のみだったため、語学を学
ぶにはとても良い環境でした。授業は語学以外にも文化体験
や課外授業もあり、中国の文化を直接体感することができま
した。現地の学生や様々な国の留学生と交流し、異文化を理
解し尊重することの大切さを学びました。自分の意見を主張

できるようにもなり、人として成長した
と実感しています。
　国際文化学科で得た知識や経験は、
私に日本人としての誇りを教えてくれました。以前は母国へ
の関心や愛が欠けていましたが、授業や課外見学で日本文化
や地元の伝統文化に触れたことで関心が高まり、他国と比較
することでも日本の良さを客観視できた良い機会となりまし
た。
　現在私は、岐阜日野自動車株式会社の総務部で働いていま
す。仕事ではパソコンで表や書類を作成することも多く、本学
で学んだ情報処理や日本語表現が大変役立っています。任さ
れる業務には難しいものもありますが、ためになる内容ばかり
で、できる仕事が増えていくことにやりがいを感じています。
皆さんも岐女短でしか得ることのできない学びや経験を通
し、誇れる日本人、国際人になってください。

岐阜日野自動車株式会社 宮田 真帆　国際文化学科／ 2018年卒業

「やりたい」が見つかる、叶う岐女短
　高校卒業当時、明確に学びたい内容が決まっていなかった
私は、様々な分野について幅広く学べる岐女短の国際文化学
科に対し、他の大学や短期大学にない魅力を感じ、進学を決
めました。そうして入学した岐女短で、私はある授業に出合い
ます。それは日本文学をテーマに筆者の人生や時代背景を学
び、それらの視点から古典文学作品を分析するというもので
した。
　この講義を通じ、高校までに習ったものとは違う日本の古
典文学の世界に魅了され、私も古典についてもっと知りたい、
学びたいと考えるようになりました。これをきっかけに、私は
日本文学の専門の先生が多数在籍し専門的な学びができる
都留文科大学への編入を決意しました。岐女短は進路選択
として編入学を考えている学生への支援が確立されており、手
厚い指導を受けられることも特長です。私は編入学を決めて

からキャリア支援室に通いましたが、そ
こでのアドバイスや、支援室に置いてあ
る先輩方の体験記、過去問題に大いに
助けられました。試験問題の対策は自分で行う必要がありま
したが、日本文学が専門の先生に、学習の仕方から作文試験
の添削までお世話になりました。こうした先生方、職員の方々
の支援があって合格した都留文科大学ですが、現在は文学部
国文学科の中世文学ゼミに所属し、和歌についての卒業論文
を書いています。その中で、自分の興味がある事柄を徹底し
て追求できる楽しさ、和歌や日本文学の奥深さと面白さを
日々実感しています。
　岐女短で過ごした２年間はあっという間でしたが、自分のや
りたいことを見つけられ、夢を叶えることができた、かけがえ
のないものでした。

都留文科大学　文学部 栗山 萌　国際文化学科／2019年卒業

教員紹介

教 授 川上 新二
（学科長）

准 教 授 村中 菜摘

准 教 授 佐野 真也

専任講師 松浦 康之

専任講師 王 張璋

Message
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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。

食物栄養学科
Department of Food and Nutrition

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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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

 「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。

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。
　本学では、例年管理栄養士国家試験受験対策講座を開催し、管理栄養士国家試験の受験を予定されている卒業生等を
サポートしています。第34回管理栄養士国家試験（2020年）では本学科の卒業生15名が合格しています。

他大学との連携

　他大学との様々な交流活動を通して、人々の健康の保持増進に役立つ栄養士を目指し、実践力を身に付けていきます。
例えば、岐阜県内の医療系大学、短期大学、専門学校との多職種メディカルケアチーム医療教育は、医療現場での栄養管理
の必要性や栄養士の役割を確認するとともに、他の専門分野の学生との交流を通して、多職種の視点や、患者とのかかわり
方を学ぶ機会としています。また、岐阜大学応用生物学部との連携教育では、牛舎や鶏舎で家畜の飼育方法や衛生管理に
ついて実際に学び、食品の衛生管理の知識を深めています。

　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ひとつが「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。
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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。

  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
●生活と環境
●生活と化学
●課題創造演習
●健康とスポーツ

● 情報処理
（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
●課題創造演習

●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

食の安全性を実験から学ぶ
食品衛生学実験　 

希釈は生理食塩水です！
　講義科目と関連させながら、栄養士として仕
事を行う場合に必要な衛生管理業務に関連し
た実験を行います。実験内容として、手指のふ
き取り検査、家庭のまな板の衛生調査、市販食
品を用いた細菌検査、水質検査などです。また、
身近な食品に含まれる食品添加物の分析も行
います。これらの実験から「食品の安全性」に
対する意識を高め、理解を深めていきます。食
物栄養学科では他にも様々な実験科目があり
ますので、楽しく学ぶことができます。

栄養管理のシステムを学ぶ
臨床栄養学実習Ⅱ　 

体組成を測定してみよう！
　栄養ケアは、患者・入所者の方それ
ぞれに合わせて行うことが大切です。
また、栄養士のみではなく、医療従事
者とともにチームで行うことが求めら
れています。
　臨床栄養学実習Ⅱでは、適切な栄養
マネジメントができる実践能力を身に
付けます。また、多職種との連携、コ
ミュニケーション能力の重要性につい
て体験しながら学習します。

Pick Up! 食物栄養学科の授業
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仲間とともに成長する日々

１年生 浅野 佳子　岐阜県立大垣南高等学校 出身

共に成長できる場所

２年生 熊谷 茜　福井県立若狭高等学校 出身

　私は、人が生きるために必要不可欠な「食」という観点から誰かの
人生を豊かにするサポートがしたいと思い、食物栄養学科を志望し
ました。特に食生活の基盤づくりとなる幼児期の栄養指導に携わる
職に就きたいという目標をもって、勉学に励んでいます。
　食物栄養学科では、講義と実習の組み合わせにより、得た知識を
実際に自分で感じて身につけるという、効率的な勉強をすることがで
きます。さらに本学は少人数制であるため、先生に相談することや、
分からないことをすぐに質問することができます。こうした環境のお
かげで、より自分の考えをしっかり持った上で授業に参加することが
でき、さらに実習の中で仲間の考えを聞くことで思考を深めることが
できていると感じています。授業内容としては、食品の衛生管理や栄
養成分、栄養指導の技法など、栄養士に必要な様々な分野を学んで
います。
　皆さんは今、なりたい自分や将来の夢がはっきりとしていますか？
資格取得を目指す専門的な学科は難しく、その後の人生も決まって
しまうような不安があると考えている人がいらっしゃるかもしれませ
ん。しかし岐女短では、たとえ難しいと感じることがあっても、仲間
が頑張っている姿を常に感じ、それに後押しされて自分の力を伸ばす
ことができます。また、いつでも先生方が話を聞いてサポートしてく
ださる為、道に迷ったときにはヒントを得て、自分自身で答えを見つ
ける力を身につけることが出来る場所です。
　食べることが好き、食品の構成や成分について不思議だと感じた
ことがあるなど、少しでも「食」に興味ある人は、ぜひ私達と共に「食」
を楽しみ、疑問の答えを探しましょう。

　私は小さな頃から憧れていた職業である栄養士として早く社会に
出て働きたいと思い、岐女短の食物栄養学科に入学しました。給食
実習や食品実験などの多くの体験を通して、２年間で栄養士にとって
不可欠な知識や技術を学べるところに魅力を感じています。
　入学してからは、クラスの仲間との関わりが多いことに驚きまし
た。実習や実験は基本的にグループで行うため、皆と助け合って学
習していく場面が多くあります。自分では解決できない問題や疑問
があれば、それを仲間と共有して答えを導き出したり、逆に自分が教
える立場になったりして、より学びを深めることができることが、この
学科のよさだと思います。私は以前から消極的で、なかなか自分の
意見を言うことは苦手でした。しかし、この学科でクラスの皆と協力
する機会が増え、少人数制ということもあり、自然と自分を表現する
ことができるようになってきました。先生方やクラスの皆の温かい雰
囲気が心地よくて、いつの間にか自分の考えを伝えたいとまで思うよ
うになりました。共に切磋琢磨し合いながら学ぶことができる環境
が、この学科にはあります。
　一方、時には大変だと感じることもありました。それは、２年間で
栄養士の資格を取得することができる分、テストやレポート課題の際
には忙しいからです。しかし、私はこの忙しさを経験したことで、スケ
ジュールや体調を自己管理する大切さを学び、徐々に計画的に物事
に取り組むことが自然と身についた気がしています。その経験から
今では少し余裕が生まれ、充実した日々を送れています。
　私はこの学科に入学し、優しい仲間に出会えて、大好きな食物につ
いて学べて幸せです。皆さんもぜひ、この学科で充実した２年間を過
ごしてください。

食物栄養学科１年生の履修例
月 火 水 木 金

１限
栄養情報
処理実習 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Ⅰ２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２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

食品加工実習
／栄養指導論

実習Ⅱ
２限

３限 公衆衛生学 食品衛生学 生理学Ⅱ

４限 病態病理学 老年学 社会福祉概論 卒業研究 食品加工学

在学生
Interveiw
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充実していた岐女短生活
　食べることが大好きだった私は、小学生の頃、地域の食育マ
イスターとして指導してくださった管理栄養士さんのように、
子ども達に楽しく食にかかわることを伝えていきたいと思い、
管理栄養士を目指すようになりました。そして私が岐女短に
進学することを決めた理由は、２年間で効率良く栄養士の資
格を取得して、実務経験を積んだ後に管理栄養士の資格を取
ろうと思ったためです。そのため卒業後の進路は、迷わず栄
養士職を選びました。
　私が現在勤めている病院の栄養士の主な業務は、納品、発
注、在庫管理、調味料計量、調乳です。私は主に、調味料計量
と調乳の業務を担当しています。総合病院のため、様々な食
種に合わせた調味料の計量が必要です。最初は業務用の重
い調味料を持って計量することが大変でしたが、少しずつ慣れ
てきました。調乳の業務は、NICUやGCUに入院している赤

ちゃんのために、指示量の母乳やミル
クの作成をして、赤ちゃんが無事に退院
できるお手伝いをしています。
　短期大学は２年間しかないので、栄養士の資格を取得する
ためには必須科目が多く、忙しいです。しかし、座学だけでは
なく少人数で行う実習や実験などもあるので、慣れてしまえば
辛くないと思います。岐女短はきれいな校舎で快適に学習で
きる環境があるので、おすすめです。特に、図書館の自習ス
ペースはレポート作成等でよく利用しました。授業で分から
ないところは友達や先生に聞き、理解を深めていました。ま
た、サークルに所属すると、それが自分の経験として蓄えられ
ますし、他学科の人とも仲良くなれ、色んな人と接することで
自分の考えが広がるので、とてもおすすめです。皆さんも岐女
短で素敵なキャンパスライフを送ってみませんか。

藤田医科大学病院　栄養士 大山 晴子　食物栄養学科／ 2019年卒業

卒業生
Interveiw

先生方や友人と楽しく過ごす時間も大切に
　私は幼少期の頃から食べることが好きで、母とよく料理をし
ていたことから食について関心を持ち、将来栄養士になりたい
と思い、岐女短の食物栄養学科に入学しました。入学当初は
様々な地域から来ている人たちと一緒に、新しい環境で学ん
で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、
栄養や疾病、微生物についてなど様々な知識を学び、実験・実
習ではその知識を応用して、グループワークを通して実践力を
身につけることができました。
　私は入学当初は栄養士として就職しようと考えていたので
すが、１年生の春休みに手術のため３週間入院したことを
きっかけに、卒業後は進学することを決心しました。入院生

活で食事や健康の大切さを感じ、私は
１年でも早く管理栄養士として患者さ
んを食事から支えたいと思ったからで
す。進学することは私にとって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、短大の頃では学び得なかった詳
細な症例・食事療法について学んでいます。４年生にかけて
臨地時実習もあり、忙しい日々を過ごしていますが、就職に向
けた講座や、進路を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。
　短大の２年間はとても短く、あっという間です。授業や課題
ですぐに１日が終わってしまうこともありますが、先生方や友
人と楽しく過ごす時間も大切にし、将来にむかっていろんなこ
とに挑戦して、充実した学校生活を送ってください。

名古屋文理大学　健康生活学部 安田 朱里　食物栄養学科／2019年卒業

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

　コロナ禍の長期化によって、進路に悩んでいる受験生の皆さん。
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。
　ますます社会から期待され、やり甲斐のある栄養士。
　さあ、栄養士になって社会で活躍してみませんか。
　私たちは、あなたの夢を叶えるためにお手伝いします。
　Let's become a dietitian.

人生100年時代
やり甲斐のある栄養士になって活躍しませんか！

教員紹介

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

Message
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　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

「ものづくり」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「ものづくり」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

義や演習によって、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・Web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。

生活デザイン学科
Department of Design for Contemporary Life

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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ファッションの素材、造形、流通のプロへ

 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。

　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目指すことができます。

  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
●生活と環境
●スポーツ＆エクササイズ
●情報処理（基礎）
●英語Ⅰ
●教養演習
●課題創造演習（1・2年同時開講）

●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（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
●建築・インテリア概論
●美術・デザイン史

●ファッションデザイン論
●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
●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
●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
●ファッション史概論

●テキスタイル素材演習
●パターンメーキング論
●ブランドマーチャンダイジング
●ファッション造形演習Ⅲ
●材料管理学
●染色デザイン演習
●ファッションデザイン演習Ⅱ

●ファッション造形演習（和服）
●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
他専修単位互換科目 ●他専修単位互換科目
インターンシップ ●インターンシップ

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。「ブランド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。

Pick Up! 生活デザイン学科 ファッション専修の授業

ファッション専修
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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
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。

　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。

  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
●生活と環境
●スポーツ＆エクササイズ
●情報処理（基礎）
●英語Ⅰ
●教養演習
●課題創造演習（1・2年同時開講）

●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（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
●建築・インテリア概論
●美術・デザイン史

●ファッションデザイン論
●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
●公共施設計画論

●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
●施行と生産システム演習
●インテリアデザイン演習
●建築プレゼンテーション演習
●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
他専修単位互換科目 ●他専修単位互換科目
インターンシップ ●インターンシップ

店舗デザインで学ぶ、知識と技術の応用
インテリアデザイン演習
　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。

Pick Up! 生活デザイン学科 建築・インテリア専修の授業

建築・インテリア専修
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視覚表現全般の、実践的な能力を身につける
　グラフィックデザイン業界や印刷・Web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

つけることができます。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。

  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
●生活と環境
●スポーツ＆エクササイズ
●情報処理（基礎）
●英語Ⅰ
●教養演習
●課題創造演習（1・2年同時開講）

●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（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
●建築・インテリア概論
●美術・デザイン史

●ファッションデザイン論
●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
●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
●インテリアデザイン演習
●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
●パッケージデザイン

●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（実写）
●映像表現（アニメーション）

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
他専修単位互換科目 ●他専修単位互換科目
インターンシップ ●インターンシップ

 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。
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２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。

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。

Pick Up! 生活デザイン学科 ヴィジュアル専修の授業

ヴィジュアル専修
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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、柳ケ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。

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。本学
客員教授として永きにわたって講義をご担当いただいた故山本寛斎さん
の他、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、テキスタイルデザイ
ナーの鈴木マサルさんな
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。

★2019年………………………………………………………………………………………………………………………… ★2020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

産学連携事業「翔工房」
　入選　吉田実加
第18回ぎふ建築・生活・芸術系学生・生徒優秀作品展
　　最優秀賞　　　寸田紗矢香
　　一般審査賞　　高木日菜
日本衣料管理協会会長賞　森映美里
中部インテリアプランナー協会
　学生賞　中島有香
日本インテリア設計士協会
　INTERIOR優秀学生賞　森島朱音
CG-ARTS 協会賞　大河内晴

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。2019年度は、岐阜県美術館で卒業研究・制作展、みんなの森ぎふ
メディアコスモスで卒業研究発表会／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。

コンテスト
受賞歴
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充実した「濃い」日々

建築・インテリア専修１年生 梅木 望羽 福島県立会津学鳳
高等学校 出身

夢を叶えるための第一歩

ファッション専修１年生 河原 菜月   岐阜県立長良高等学校 出身

　初めてアーティストのライブに行った時、「こんな素晴らしいライブ
を作る一員になりたい」と思うようになりました。幼い頃から裁縫や
もの作りが好きだったこともあり、アーティストのライブ衣装のデザ
イン制作に携わる仕事をしたいという夢ができました。第一志望の
大学に落ちてしまい岐女短に通うことになりました。はじめは悔し
い思いが強く憂鬱でしたが、今ではとても充実した時間を過ごすこと
ができています。私は、受験する大学を決める時に「様々な分野のこ
とを学べて広い視野や知識を身につけられるか」という視点で大学
を選びました。岐女短の生活デザイン学科ではファッション・建築イ
ンテリア・ヴィジュアル３つの専修があり、他の専修の学習もできるた
めデザインについて様々な視点から学ぶことができます。
　私は普通科高校出身のため専門的な授業ついて行けるか不安も
ありました。しかし、ファッション専修のほとんどが普通科高校出身
で専門的に学んできていない子ばかりだったこともあり安心して授
業に臨むことができています。さらに、専門的に学んできた子から教
えてもらうことも多く、それぞれの得意なことを活かし助け合って学
ぶことができることも魅力の一つだと思います。また、先生方との距
離も近く、質問や相談などがしやすい環境だと思います。検定試験
の勉強や課題の提出など大変なこともありますが、夢を叶えるため
の第一歩だと思い頑張ることができています。受験生の皆さんも自
分の夢を叶えるための第一歩を岐女短で踏み出してみてください。

　今年はコロナ禍ということもあり、例年通りにはいかない部分がい
くつかあったと思います。前期のはじめはオンライン授業でやや戸
惑いましたが、画面越しでも『建築』や『デザイン』について学べること
は楽しく、早く対面で授業を受けたいと思っていました。
　６月に入ってからは、一部対面授業という形になり、授業の内容は
さらに濃くなりました。
　前期の「建築・インテリア基礎製図」という授業では、教科書の図面
を模写する課題や模型作りなどを行いました。空きコマの時間や空
いている時間を使い、課題をこなしました。課題をやる中で、同じ専
修の子たちと仲を深めることもできました。
　後期に入り取り組んでいる「建築・インテリア設計演習Ⅰ」では、上
記の授業で学んだことを活かして、まちビルの設計をしています。自
分が納得できる設計がしたく、気が付いたら１週間、２週間と日が
経っていて、１日１日の濃さに気づきます。充実していると実感しま
す。それも短期大学ならではだと思います。
　岐女短の魅力は、短期間で建築とデザインを一緒に学べるという
ことです。また、ファッション専修やヴィジュアル専修のことも学べ
るので、建築以外の知識も増え、考えの視野が広がるというのも魅力
的です。知らなかったことや、違う考え方に気付くことができるので、
新しい価値観に出会うきっかけにもなります。
　２年間という短い期間を自分のものにできるように、これからも勉
強に励み、沢山の知識を吸収していきたいと思います。みなさんも岐
女短で大学生活を楽しんでください。

ファッションデザイン専修１年の履修例
月 火 水 木 金

１限 生活と福祉 情報処理Ⅱ
ドレーピングⅠ

メディア
デザイン論

２限 ジェンダー論 スポーツ＆
エクササイズ

３限
ファッション

デザイン演習Ⅰ

インテリア
デザイン論

ファッション
造形論 ファッション

マーケティング
ファッション
造形演習Ⅱ

４限 英語Ⅱ 進路ガイダンス

５限 課題研究 文学と映像

建築・インテリアデザイン専修１年の履修例
月 火 水 木 金

１限 生活と福祉 情報処理Ⅱ
建築・インテリア

設計演習Ⅰ
２限 建築・インテリア

概論 ジェンダー論 スポーツ＆
エクササイズ

３限 構造力学 インテリア
デザイン論 一般構造

建築・インテリア
CAD演習

建築環境学

４限 英語Ⅱ 進路ガイダンス 建築設備学

５限 課題研究 生活と環境 文学と映像

在学生
Interveiw
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卒業生
Interveiw

岐女短を選んで良かった
　私は小さい頃からファッション関係の仕事に就きたいと
思っており、高校ではファッションの勉強をしていました。製
品の製造から販売まで幅広く学べる点や、地域に根付いた活
動に魅力を感じ、岐女短を選択しました。
　授業内容は、実際の業界について多くの知識や技術を身に
つけることができました。実習の授業は少人数で、分からな
い部分を遠慮なく聞ける環境でした。先生方から細かい指導
を受けることができ、理解できたときの手応えが自信に繋がり
ました。
　授業で産地の機屋に行ったことが印象に残っています。産
地ならではの道具や素材を使用した製品づくりの現場を見ら
れたのは貴重な体験でした。
　授業の課題を、常に一定の量こなしていく事が苦手で嫌に
なることも多かったです。しかし、同級生が頑張っている姿に

影響を受けたり、先生方の厳しくも温か
い指導のおかげでやり遂げることがで
きました。
　サークル活動ではピーチくらぶに所属していました。普段
は関わる機会のない、他学科の同級生や先輩、後輩と同じ目
的を持って活動に取り組んだのは良い経験になりました。
　現在は、先生のアドバイスを受けて繊維関係の職場で働い
ています。就職した頃はファッションと縁遠くなってしまい寂
しいなと思っていました。しかし卒業と同時に取得した衣料
管理士２級のご縁で、アパレルの方や試験機関の方と関わる
機会があり、色々な立場の方と情報交換するのがとても楽し
いです。
　岐女短で過ごす２年間は濃いですが一瞬でした。色々なこ
とを自分で選択していくと思いますが、悔いのないように過ご
してください。

株式会社シキボウ江南 藤吉 里恵　生活デザイン学科 ファッション専修／ 2017年卒業

岐女短の魅力、多様なカリキュラム
　私は、幼い頃からイラストを描くことが好きで、グラフィック
デザインを学びたいと考えていました。数ある大学の中で、岐
阜市立女子短期大学を選んだ理由は、カリキュラムが多様に
組み込めるところに魅力を感じたからです。グラフィックデザ
インに関する知識やスキルだけではなく、デジタル表現や、CG
制作、はたまた、所属と異なる専修の講義内容もカリキュラム
に取り入れることができ、幅広くデザインを学べる環境でした。
　そんな数ある講義や演習を繰り返していると、あっという間
に２年間が終わってしまいます。１年生は、発想トレーニング
やデザインの歴史と基礎を学び、２年生は学んできたことを応
用して、多くの演習、制作を繰り返します。多くの課題に追わ
れ、汗水垂らしながら忙しく日々を送っていた大学生活でした
が、学べば学ぶほど、形になっていく作品を見ると、成長してい

ると実感できました。
　入学当初は、デザインを今まで学ん
だことがなく、大学の講義についていけ
るか不安でしたが、一から丁寧に先生が教えてくださり、分か
らないことがあれば分かるまで教えてくれるほどの過保護さ
でした。これは、少人数クラスの強みだと思います。そんな優
しい先生方、クラスの仲間のおかげで無事に卒業でき、今では
立派な社会人になりました。印刷業界に就職した私は、大学
で学んだデザインの知識を活かした仕事をしています。
　後輩に一番伝えたいことと言えば、２年間は本当に短く濃
いということです。挫けそうになることもあるかもしれません
が、甘いものでも食べながら、息抜きを大切に頑張ってくださ
い。

株式会社弘文社 太田 彩音　生活デザイン学科 ヴィジュアル専修／2020年卒業

准教授　奥村 和則
【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
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。

　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々となるよう、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 教員紹介

教 授 服部 宏己
教 授 福村 愛美 
准 教 授 奥村 和則

准 教 授 太田 幸一
（学科長）

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
専任講師 臼井 直之
助 　 教 柴田 佐和子
助 　 手 深尾 茉里

Message
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主な就職先（過去3年間）

■公務／岐阜労働局、岐阜県庁、一宮市役所、中津川市役所
■金融・保険業／大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫、高山信用金庫、長野県信用組合、
JA共済、共栄ライフパートナーズ
■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、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、トナ
ミ運輸
■メーカー／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、
オンダ製作所、CCI、MTK、日本トムソン、日東工業、アンデン、ウツノ、河合シャーリン
グ、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、リゾートトラスト、ルート
イングループ、アパホテル
■複合サービス業／JAぎふ、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、ホンダカーズ岐阜、イド
ム、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、水甚、タリーズ
コーヒー ジャパン、イオンリテール、パン・パシフィック・インターナショナル・ホール
ディングス、サガミホールディングス、ゲンキー、アルビス、ビックモーター、トヨタホー
ム岐阜
■建設・不動産業／飛鳥建設、第一建設工業
■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／NOVAホールディングス、GABA、セイハネット
ワーク、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、サン・ワード、アスピカ

主な進学先（過去3年間）

■四大編入／奈良女子大学、筑波大学、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、名古屋観光専門学校、石川県歯科医療専門学校、
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）、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

主な就職先（過去3年間）

■建設・不動産業／エイブルネットワーク、トーシン、パナソニックホームズ静岡
■製造業／MTK、日電精密工業、村田機械、ブラザー工業、CCI、イマオコーポレー
ション、オンダ製作所、カイインダストリーズ、キョーラク、コベルコ建機、サンワトレー
ディング、大進精工、天龍ホールディングス、東和製作所、中部事務機、棚脚鋼材、日本
電気化学、パナソニックライフソリューションズ、ブリヂストンリテールジャパン、六合
エレメック、オンダ製作所、和銅
■電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業／日発電工、パナソニックエコソ
リューションズ、インフォファーム、共立コンピュータサービス、JR東海パッセンジャー
ズ、日本郵便、濃飛倉庫運輸、トナミ運輸、ホンダロジコム
■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、五十鈴東海、ス
ズキ販売グループ、岐阜ダイハツ、岐阜日野自動車、ゲンキー、東邦薬品、ロクシタン
ジャポン、バローホールディングス、フィットハウス
■金融・保険業／大垣共立銀行、ゆうちょ銀行、福邦銀行、関信用金庫、岐阜信用金
庫、大垣西濃信用金庫、京都北都信用金庫、共栄ライフパートナーズ、第一生命保険株
式会社、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、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、ルートイングループ、郡上八幡ホテル積翠園、合資会社親湯温泉
■医療・福祉／松岡整形外科・内科・リハビリテーション、森田整形外科、別所動物病
院、チェルシーアニマルクリニック
■複合サービス業／JA全農岐阜、JA共済連岐、JAぎふ、JAにしみの、JAレーク伊吹、
JA三ヶ日
■サービス業／中部空港旅客サービス、Kスカイ、スカイマーク株式会社、近畿日本
ツーリスト、フロンティア観光
■公務／岐阜県庁、岐阜県警察、岐阜県自動車会議所、郡上市役所、長野県小中事務
職員

主な進学先（過去3年間）

■四大編入／岐阜大学、三重大学、都留文科大学、新潟大学、名古屋市立大学、北九州
市立大学、南山大学、愛知大学、名古屋学院大学、関西外国語大学、京都外国語大学、
京都女子大学、遼寧師範大学、釜慶大学校

　私は二つの軸で就職活動を行いました。一つ目は大学で学んだ建築の知識・技能を活かし、幅広
い方に使っていただける施設に関わることです。二つ目は自活した生活のため、地元以外でも働ける
可能性があることです。
　私は本学での進路支援講座が行われる１年後期から就職活動を始めました。本学では講座の中
で面接対策やマナーを学ぶ場があり、基礎を教えていただけます。また履歴書やポートフォリオ添削
も先生方が親身になってくださり、不安を解消することができました。
　就職活動では四年制大学の方の中に紛れ、不安になることもあるかもしれませんが、２年間で学ん
だことに自信をもって自分らしく望むことが大切だと思います。就職活動と学校生活の両立にはス
ケジュール管理と体調管理も大切です。
　後悔しないよう一つ一つの会社に真摯に取り組み、自分が入りたい強い気持ちを伝えてください。

進路支援講座を活かして、強い気持ちで取り組もう
内定者
からの

Message

株式会社
バウハウス丸栄

生活デザイン学科
建築・インテリア専修２年
今井 涼葉　

卒業後の進路について

■ 卒業後の進路について
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英語英文
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進学・編入学

国際文化学科
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食物栄養学科 生活デザイン学科

主な就職先（過去3年間）

■栄養士／愛生病院、アイグラン、池内福祉会、犬山病院、魚国総本社、エームサービ

ス、おおのレディースクリニック、介護老人保健施設気比の杜、京都社会福祉協会、こど

も園いしはら、さとうファミリークリニック、しんぽ保育園、児童養護施設樹心寮、JAL

ロイヤルケータリング、月かげ保育園、トーカイフーズ、日清医療食品、日本海給食、日

本ゼネラルフード、花林レディースクリニック、富士産業、藤田医科大学病院、メフォス、

養南病院、わかくさ保育園

■食品・医薬品／アピ、井桁堂、カネ美食品、かりや愛知中央生活協同組合、小林薬品

工業、ジーケーエス、瀬戸内しまなみリーディング、タリーズコーヒージャパン、中部

フーズ、トリドールジャパン、フレシュール、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、レニエ、わかば農園

■事務職・その他／愛知県警察、エスラインギフ、大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫、

太田病院・太田メディカルクリニック、岐阜県福祉事業団、岐阜トヨペット、航空自衛

隊、コネクシオ、シーシーアイ株式会社、ジーユー、JAぎふ、JA信州諏訪、JA全農岐阜、

スギ薬局、たんぽぽ薬局、中電興業、中山耳鼻咽喉科、日本ケイテム、日本トムソン、日

本郵政、パナソニックライフソリューションズ、阪神調剤ホールディング、MTK、六条メ

ディカルモール

主な進学先（過去3年間）

■四大編入／石川県立大学、大阪府立大学、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、佐賀大学、至学館大学、島根大学、仁愛

大学、信州大学、中部大学、東海学院大学、名古屋文理大学、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、国際調理専門学校

主な就職先（過去3年間）

■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、三陽商会、トロン・テ・アン、ほていや、MARK STYLER、ヤマダヤ、

ユナイデットアローズ、ルネ、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、鷲見製材（ひだまりほーむ）、司設計、デザインボックス、ネイエ設

計事務所、リビングプラザ リヴアース、ワーク・キューブ、和光地所

■建築・インテリア（建設）／鳳建設、岐阜造園、新和建設、西濃建設、中設エンジ、パナ

ホーム愛岐、ひかりハウジング、ブルーハウス、ヤマカ木材

■建築・インテリア（販売）／イビケン、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、大鹿印刷

所、弘文社、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、日本アドバンストリーダーズソフトウェア、フリースタイル、丸眞、ムー

ブ、村田機械、ヤマニパッケージ、大和製本、ヨツハシ

■公務／岐阜市職員、清須市職員

■金融・保険業／十六カード

主な進学先（過去3年間）

■四大編入／京都橘大学、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／サンビレッジ国際医療福祉専門学校、中部ファッション専門学校

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。

　私は岐女短入学前、卒業後は就職か留学をしようと思っていました。しかし、英語英文学科で勉強
を進めていくうちに、更に知識を深めたいと思うようになり、編入学することに決めました。今年は新
型コロナウイルスの影響で夏休みも短かったり、志望校の選抜方法も例年と変わってしまったりと、
イレギュラーなことが多く、不安でいっぱいでした。また、私が編入学をしようと決断したのは２年生
になる直前と遅めでした。そのため、１年次から編入学を希望している子が周りにいる中、自分がやっ
ていけるのか不安に思うことも多々ありました。しかし、進路支援の先生やゼミの先生に相談をした
り、進路支援室にある先輩方が残してくださった受験体験記や志望校のホームページを見たりして、
この大学に絶対に合格したいという気持ちが強くなり、勉学へのモチベーションを強く持ち続けるこ
とができました。編入学試験は９〜11月が山場ですが、志望する人は大学のリサーチ、勉強に計画
的に取り組んでいってください。岐女短の先生方は、私達学生が頼れば頼るほど親身になって指導し
てくださったり、相談に乗ってくださったりします。受験は自分との闘いですが、辛いときは一人で悩
まず、積極的に先生方を頼り、受験勉強に取り組んでいってください。

編入合格者
からの

Message

名古屋市立大学　
人文社会学部
国際文化学科　

合格

英語英文学科２年
佐藤 美沙希　

■ 卒業後の進路について
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進路支援委員会
からの

Message 　学生の皆さんが、希望する進路を実現し社会に向けて力を発
揮できるよう、全学的な体制を整えきめ細やかに支援します。
キャリア支援室を設け、専門スタッフに相談できる体制を整える
とともに、進路支援委員、担任、ゼミ担当教員など教職員が一丸
となって学生一人ひとりをサポートします。
　進路支援講座を１年次の９月ごろから週１回のペースで開催
しています。全般のスケジュール、基礎知識、具体的な手順など
の説明から始まり、就職を希望する学生には、就職活動への心
構え、エントリーシートの書き方、適性検査、面接対策（集団面
接・個人面接）、ビジネスマナー研修・公務員対策講座などの充実した講座があります。編入学を希望する学生には、志望理
由書・小論文対策講座、面接対策講座、総合英語講座などがあります。
　上記の「OG・先輩と語る会」に加えて、教職員による企業への訪問や学内での合同説明会を開催するなど、企業との繋が
りを強化し就職に繋げています。求人情報・編入学情報は、随時学内専用ホームページに掲載するとともに、資料室ではこ
れまでの就職・進学に関わる企業・大学の情報やインターンシップの開催情報を自由に閲覧できるようにしています。
　これらを継続し積み重ねることによって、高い就職率・進学率を維持しており、より良い進路選択ができるように大学全体
で支援しています。

一人ひとりの進路を大学全体できめ細やかに支援します

夏季オープンキャンパス　※事前の予約は必要がありません。

　例年７月下旬から８月中旬にかけて、各学科の夏季のオープンキャンパスを開催します。主な内容は、学科
の概要説明、学生による発表、入試情報、模擬授業、学内施設見学ツアー、個別相談などです。また、一部の学
科において、総合型選抜のスクーリングも
夏のオープンキャンパス期間内で行います。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、令和３年度の開催日程はまだ未定です。
状況により、対面ではなく、オンラインで開
催することもあります。オープンキャンパス
の開催日程を随時大学のホームページで
お知らせしますので、確認してください。

編入学の流れ
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

■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

就職サポートの流れ
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

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。

主な
サポート

副学長
進路支援委員長
服部 宏己　

■ 入試について

オープンキャンパスについて
桃林祭（大学祭）
※事前の予約は必要がありません。

　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。主な内容は、学科
の概要説明、入試の個別相談、関連資料の配
布など、学科により開催形式（説明会／面談）
が異なります。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、令和３年度の桃林祭の開催日程はまだ未
定です。詳細は大学のホームページに確認し
てください。
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入試について

総合型選抜 実施学科 英  国  食  デ

　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々と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付けており、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行います。
　国際文化学科では、多様な民族文化、多様な価値観を理解し、相互の
差異を認め、互いに尊重し合うことのできる、国際感覚豊かな人材の育
成を目指しています。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
盛な学生の選抜を行います。
　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付けます。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の選抜を行います。

学校推薦型選抜 実施学科 英  国  食  デ

　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学生、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学生、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。

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。当入試では、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。

社会人選抜 実施学科 英  国  食  デ

　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選抜します。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。

留学生選抜 実施学科 英  国  食  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。

帰国生徒選抜 実施学科 英  国  食  デ

　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。

特  別  選  抜

　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。

本学独自入学試験 実施学科 英  国  食  デ

　高等学校卒業程度の学力検査、大学入学共通テストの成績の一部利
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利用の入学試験 実施学科 英  国  食  デ

　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。また、
３月入試も実施します。

一  般  選  抜

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〉

■ 入試について
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■ キャンパスライフ

キャンパスライフ

4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3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

■就職ガイダンス　　 ■学校推薦型選抜
　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

■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

年間カレンダー

入学式

夏期オープンキャンパス

あなたは自宅生？
それとも下宿生？

部活・サークルに
所属していますか？

通学手段は何ですか？

通学にかかる時間は？ アルバイトは
１週間で何時間？

アルバイトは
していますか？

Q.1 Q.2 Q.3

Q.4 Q.5 Q.6

■自宅生

■下宿生
   28.9%

■30分～60分
  28.6%

■15～20時間
   23.6%

■20時間以上
  11.4%

■30分以内
  35.7%

■60分～90分
  23.9%

■90分以上
  11.8%

■している
   28.4%

■していない
  38.0%

■自転車
   23.6%

■徒歩
9.3%

■車・バイク 5.5.%

71.1%

■していない

71.6%

■公共交通機関

61.6%

■15時間以内

65.0%

■している

62.0%

学生アンケート
2020年４月実施
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下宿学生
からの

Message
　私は岐女短へ入学した今年４月から一人暮らしを始めています。初めは知らない土地で暮らしていけるか、自立して
生活していけるかと不安でしたが、今では一人暮らしを経験して良かったなと感じています。
　岐阜市は都市と自然が融合していて住みやすく、特に岐女短周辺は自然が多く静かな環境のため勉学に励むことがで
きます。学生数もそれほど多くないため先生方との距離が近く、自分次第で色々な分野において為になる知識を吸収す
ることができます。学生生活では友人も増え、テストや課題などのために多忙な時期もありますが、お互いに情報交換を
行い切磋琢磨しながら、周りの支えのおかげで楽しく学ぶことができています。
　私は現在週に３日アルバイトを行い、その給料と奨学金で生活を送っています。自分でお金の管理や家事に取り組む
など、あまり得意ではなかった分野も次第に習慣となり、ある程度こなせるようになりました。おかげでこれまで当たり
前に親に頼っていた身の周りの事へありがたみを感じるようになり、一人暮らしだからこその発見も多く、大変ながらも
楽しい日々を送っています。
　また、自由な時間が多いため自己と向き合う時間が多く、自分は将来どういう人になりたいのか、どのような職業に就
きたいのかよく考えるようになりました。そこで自分のビジョンに近づくにはどうしたら良いのかを念頭に、逆算しなが
ら様々なことに挑戦し、いくつかのボランティアに参加するなど自分でアクションを起こすことが増えたように思います。
短大生活は２年間という限られた時間であるため、この短期間で何ができるのかを考え、興味をもったことには積極的に
取り組んでほしいです。皆さんも１日１日を大切に、一緒に充実した学生生活を送ってみませんか。

自己と向き合い充実した毎日を

国際文化学科１年
翁長 晴子

自宅生
からの

Message
　私は岐女短まで片道２時間以上かけて通学しています。入学する前は、下宿するか大変悩みましたが、高校時代から
朝早い時間の電車に乗って通っていたこともあり、自宅から通うことを決断しました。通学時間が長いことは大変ですが、
この決断を後悔していません。それはこの長い通学時間を上手く活用できる術を、自分で身につけることができたからです。
長い通学時間は、小テストの勉強や授業の復習をすることに決めました。この習慣がついたことで、普段の授業でも要点
を集中して聞くことができるようになり、復習すべきポイントがわかり、スムーズに勉強できるようになりました。また、こ
の隙間時間での勉強をそのままテスト勉強に直結できるため、テスト直前になって要点が分からないとか、何から手を付
ければよいか分からないということを防ぐことができました。私の学科はレポートや課題も多いですが、この隙間時間を
利用して計画的に進めることができたため、余裕を持って取り組めたことがよかったです。
　大学は、自己責任で授業やアルバイトなどの計画を立てなければいけないので大変ですが、自分で上手く時間を使うこ
とができれば、たとえ通学時間が長く、課題が多くてもプライベートを充実させることも可能です。また、何か困ったこと
があった時には、友人や先生方がサポートをして下さいます。岐女短での２年間はあっという間に過ぎていきますが、楽
しく、充実した大学生活を送って下さい。

長い通学時間を上手く活用して

食物栄養学科２年
坂本 千奈

■ 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。

4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3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

■就職ガイダンス　　 ■学校推薦型選抜
　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

■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

桃林祭（大学祭） 学位授与式

生活デザイン学科卒業研究発表会
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国際交流

■ 国際交流

生活デザイン学科主催

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。

生活デザイン学科主催

ヨーロッパ研修
　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。

国際文化学科主催

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。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、釜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。

Europe

Korea
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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。
岐女短独自のカリキュラムで、ただの「海外旅行」ではない経験をしよう。

（新型コロナウイルスの流行に伴い、2020年度の国際交流プログラムはすべて中止となりました。2021年度以降は、感染拡大状況を注視しながら、実施の可否を判断いたします）

■ 国際交流

国際文化学科主催

中国研修
　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。また帰途には深圳市と
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学で研修を実施しました。

国際文化学科主催

アメリカ研修
　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・文化演習を行っ
ています。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。

英語英文学科主催

アメリカ研修
　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。

China

U.S.A.
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部活・サークル活動
文化系

■ 部活・サークル活動

■ 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

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。

美術部
　美術部は絵を描くの大好き！もの作るの大好き！な学生たちの集
まりです。イラストがうまい人もいれば、粘土が好きな人、やレジンで
アクセサリーを作る人もいて、それぞれに好きなものを作ったり、時
に共同で制作したりと楽しく活動しています。

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
釜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。

シネマサークル
　シネマサークルは月１回、水曜日の放
課後に映画鑑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。一緒に
映画を楽しみませんか？

軽音楽サークル
　私たち軽音楽サークルは、岐阜大学と合同で活動しています。月
１のライブに向けて仲間とバンド練習に一生懸命取り組んでいます。
　音楽やバンドが好きな方、一緒に楽しい思い出作りしませんか？初
心者も大歓迎です！

ピーチクラブ
　私たち「ピーチくらぶ」は、岐女短の学生みんながより良い学生生
活を送れるようにサポートする活動をするサークルです！新入生歓
迎会や大学祭などの企画・運営、オープンキャンパスでのお手伝いや
新入生向け冊子「合格もも」「OCもも」の作成など様々な活動をして
います。
　興味がある方は、インスタグラム（＠peachclub.gcwc）もやってい
ますので、覗いてみてくださいね♪
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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。

体育系

■ 部活・サークル活動

■ 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

硬式テニス部
　週１で活動しています。仲良く楽しくテニスをしています！
テニスが好きな方、初心者の方など誰でも大歓迎です！！

ダンスサークル
　こんにちは！GRAVY CHICKです。メンバー全
員が仲良く楽しく活動しています！初心者も経験者
もK‐POP好きでもそうでなくても大歓迎です！文
化祭などのイベントに出て一緒に思い出を作りま
しょう！

バスケットボール部
　毎週木曜日に活動しています。部員みんなで楽
しく元気にバスケできるサークルです！初心者の方
も是非！！

ソフトテニス部
　私たちは、週に一度のペースで活動し
ています。主に乱打やミニゲームなどを
しています。初心者の方でも気軽に楽し
めます。是非一緒に体を動かしましょう！

バドミントン部
　毎週月･金曜日に活動しています。初心者や経験
者関係なく部員皆仲がいいです。また、先生方とも
楽しくバドミントンをしています。バドミントンに興
味のある方誰でも大歓迎です！

フットサルサークル
　毎週水曜日に外部からコーチをお呼びして活動
しています。ミニゲームを主にしています。未経験
でも全然大丈夫です！

ワンダーフォーゲル部
　（今年度は活動できなかったため、写
真は昨年度のまま使用）
　ワンダーフォーゲル部は、１年に４回程
活動します。そのため、勉強とサークル
の両立が可能です。何かサークルに入り
たいと考えている方、待っています！
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施設紹介

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。　

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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※バスの乗り場は2021年３月現在
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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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一日市場キャンパス
岐阜市立女子短期大学への交通アクセス

バス

JR「岐阜」駅前
JR岐阜バスターミナルから

岐阜バス　８番のりば ・「寺田ガーデン」行き
・「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
・「イオンタウン本巣」行き 約18分 「島大橋東」下車、徒歩3分

「名鉄岐阜」駅
岐阜バスターミナルから

岐阜バス　Ｃのりば ・「寺田ガーデン」行き
・「市立女子短大」行き 約23分 「市立女子短大」下車

長良橋通りから 岐阜バス　５番のりば ・「大野バスセンター」行き
・「イオンタウン本巣」行き 約17分 「島大橋東」下車、徒歩3分

タクシー
JR「岐阜」駅前から約20分

JR「西岐阜」駅前から約10分
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