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年にキャンパスを
現在の地に移転し、2023年には開学77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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学長あいさつ

新しい時代に
女性一人ひとりが活躍を

学長

岐阜市立女子短期大学は、女性人材

言語、文学、文化などを学ぶことを通し

Society5.0 の実現が標榜されています。

の高等教育機関として 70 年を超える歴

て、国際的な場面や地域社会で活躍で

また世界的には、持続可能な国際社会

史を刻みながら、既に１万７千人を超え

きるようになるでしょう。国際文化学科

の実現を目指す開発目標 SDGs を掲げ

る有為な人材を社会に送り出してきまし

では、英語のほかにアジアの言語であ

た努力があらゆる分野で進められていま

た。現在の１学年の定員は、英語英文

る中国語や韓国語を身につけるととも

す。このような将来像の中で私たちに必

学科が 50 名、国際文化学科が 60 名、

に、欧米やアジアの文化、国際関係を

要となる資質・能力とはどのようなもの

食物栄養学科が 60 名、生活デザイン

学びます。また私たちの基盤となる日本

でしょうか？

学科が 60 名の合計 230 名となってお

語や日本文化、現代の生活に必要な情

り、教員数は 37 名（2022 年 3 月現在）

報科 学の知 識と技 能についても学び、

ありましたが、現代ではスマホなどの

と、公立ならではのきめの細かい少人

国際化や多文化共生が進む社会で活躍

IT 端末を使って容易に過去の歴史やあ

数教育を実現させています。

できるようになるでしょう。食物栄養学

らゆる分野の最新のデータを得ること

本学は、女子の中での教育や学校行

知識や情報が最重要視された時代も

科では、栄養や食生活の面から健康に

ができます。数年前の知識・技術には

事やサークル活動等を通じて、女子の

ついてはもちろん、人体の構造と機能、

すでに陳 腐化しているものもあります。

リーダーシップやメンバーシップを体感

食品と衛生、各種疾患の予防や食事療

伝統の力に敬意を払いつつ、革新の波

していく環境を整えており、社会に出る

法、栄養の指導、給食の運営まで幅広

を受け入れ、さらに新しい社会を創造

前の事前演習の機会を大学全体として

く学び、高齢化社会が進む中でこれま

する、そんな力を持った若い人材が求め

強力にサポートしています。ちなみに卒

で以上に社会の期待を背負って活躍す

られる時代になったと感じます。

業生の概ねの進路志望は、就職希望が

ることができます。生活デザイン学科で

本学では、新しい時代をより健全な

８割、進学（編入学）が２割で、就職希

は、人間が生活している空間とそれに関

形で構築していくのに欠くことのできな

望者の就職内定率は、この５年間の平

連する事物のデザインを通してクリエイ

い女性人材を育成することを目指しま

均値で 97％と高いレベルを維持してお

ティブな力を身につけ、ファッション産

す。皆さんには、深い教養と専門能力

り、本学出身の先輩たちが岐阜地域を

業、建 築・インテリア業 界、印刷・出

に支えられた個性・アイデンティティー

中心に広く社会から多くの期待を受けて

版業界などで活躍することができます。

を育み、現代社会の中で生きる力を身

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、
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畑中 重光

（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

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、

自信をもって社会に巣立つことのできる

達によって人生 100 年という長寿社会

私たち教職員は（昨今の新型コロナウィ

優れた教養と技術を身につけられる教

の時代が到来しつつあり、IOT、ビッグ

ルス感 染 症にも適 切に配 慮しながら）

育カリキュラムが用意されています。英

データ、人工知能をはじめとする技術

全学一体となって皆さんを教育・支援し

語英文学科では、英米および英語圏の

革 新 に 支 えら れ た 人 間 中 心 の 社 会

ます。

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE

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

1969 年

英文科を英文学科、

生活科・被服科を増設

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

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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英語英文学科

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。
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。

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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英語英文学科から世界が広がる！
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

「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

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

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

加え、
「リーディング」
、
「ライティング」など、多くの「実用英語」

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

科目を開講しています。また、英検、TOEIC、TOEFL といっ

学習者になることを目指しています。

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

「ゼミナール」は少人数・個別指導・高度な学問的専門性を

得をサポートしています。毎年、卒業生の多くが TOEIC で高

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

得点を取得しています。

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

「英米文学」では、シェイクスピア、ルイス・キャロル、トウェ

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。

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

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

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

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

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

自分を発見することができると思います。

毎年、就職率ほぼ100%！

海外留学の道も！

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE

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。
2018年度

（2019年3月卒業）

私立

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33ページをご覧ください）。

4年制大学編入にも強い！！

国公立

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33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。
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け入れるために必要な力を身につけます。

2019年度

（2020年3月卒業）

2020年度

（2021年3月卒業）

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

お茶の水女子大学
奈良女子大学
岐阜大学
三重大学(2名)
名古屋市立大学
…計6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

南山大学
愛知大学(2名)
関西外国語大学
金城学院大学
東京経済大学
…計6名

英語英文学科

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）
区 分

１年前期

教養教育科目
英文講読

英米関係講義

１年後期

2 年前期

●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

●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

専門教育科目

ゼミナール

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 A Ⅱ
●英会話 B Ⅱ
●英文法Ⅱ
●英語情報教育演習
●検定英語演習Ⅱ

2 年後期

●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

●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

●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

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

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

●海外英語演習
インターンシップ

PICK UP

●インターンシップ

英語英文学科の授業

生きた英語を身につけよう

自然な英会話表現を学ぼう

オーラル・イングリッシュⅠ～Ⅳ

英会話AⅠ～A Ⅳ

CALLを使用した英語のリスニング力・
スピーキング力を伸ばすための授業です。
映画やニュース、ドキュメンタリーの映像
を見ながら、生きた英語を楽しく学びま
す。また、自分の意見を英語で発表できる
力を身につけます。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

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

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。

教授

大澤 聡子

准教授

コットン ランダル

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。）

リキュラム
充実の実践的カ
資格検定試験

充実の実践的カリキュラム

アメリカで生きた英語を身につけよう

【 英検・TOEIC 】

【 パソコン・情報処理 】

【 海外研修プログラム 】

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、
2020年度の卒業生の平均点は548点にま
で伸びました。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。

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。

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、2021年度は中止となりました。2022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。

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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在学生INTERVIEW
実用英語の知識を
生かして就職活動を

岐女短での学びと目標

1年生

2年生

花木 玲奈

岐阜県立大垣南高等学校出身

岐女短に入学して早くも半年が過ぎました。気心の合う友人
と、常に温かなサポートをしてくださる先生方に支えられ、充実
した毎日を過ごしています。
私は幼少期から文章を読んだり書いたりすることが好きで、
高校ではより多くの書物を読み、多様な考えを知りたいと思い、
英語の学習に力を入れるようになりました。“多様性と協働性に
溢れる世の中を実現したい”という漠然とした目標を持っていた
私は進路に迷い、夢の実現のツールとなる英語を学ぶために岐
女短の英語英文学科に進学を決めました。女子大学のほうが
目標の達成に近づきやすいと思ったことも理由の一つです。
英語英文学科では英語学概論で英語の成り立ちや要素を学
び、英文法、ライティングで学習英文法を身につけます。リー
ディングや文学購読の授業でそれらの知識を運用、定着化し、
更にネイティブ・スピーカーの先生との英会話を通して使える英
語を習得します。岐女短での学びは全て繋がっていて、アウト
プットする機会も多くあるため、自分の成長を感じながら向上
心を持って日々の授業に取り組む事ができます。私は英語に触
れることは好きでしたが文法の分野が苦手で、
今でも皆が理解
している問題を自分が間違えたりして落ち込むことがあります。
そのような時は、先生方や友人が常に私をサポートしてくれま
す。授業外の時間に先生方の研究室へ行き再度授業の解説を
していただくこともあります。岐女短は他大学に比べて学生数
が少なく、自分のペースで着実に学ぶことができる環境が整っ
ています。
卒業後は4年制大学へ編入し、社会学的観点から結婚制度
とジェンダーの関係を学ぶことを望んでいます。この目標を見つ
けることができたのは、岐女短での英語に関する幅広い分野
の学習と先生方、友人との出会いがあったからです。2年という
限られた期間に自分と真摯に向き合うことができるのは短期大
学生の特権です。
就職、進学と様々な目標を持つ仲間と実りある毎日を過ご
せていることを幸せに思います。皆さんも岐女短で自分の新
たな可能性を
探してみませ
んか？

岐女短に入学してから、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。
私は、中学、高校時代に英語を学習してきた中で、
その楽しさ
を知り、大学でも英語を学んで、より英語力を向上させていきた
いと思い、現在、英語英文学科で勉学に励んでいます。
入学当初は、この学科内には英語が得意な子ばかりだろう
し、英語が好きなだけだった自分が授業についていけるのか不
安を抱えていました。
ですが、実際は英語が得意な子もそうで
ない子も楽しめる授業内容ばかりで、わからないことがあって
も先生方に気軽に相談することができます。英会話の授業で
は、ネイティブの先生が授業をしてくださるので、発音をしっか
り確認できるし、海外の自然な会話のポイントを身につけるこ
とができます。授業内では、クラスのみんなで英語を使ってい
ろいろな会話で盛り上がっています。英会話の力を楽しく、
そし
て確実につけることができます。また英語だけではなく、
１年生
からパソコンの使い方を学ぶことができます。私はもともと
Excelを利用することや、タイピングがとても苦手だったので、
最初はとても苦労しました。わからないことは先生に質問した
り、周りの友人に教えてもらいながら、自宅でも練習をして、着
実に力をつけていくことができました。その結果、情報処理や
ワープロ検定を取得することができ、タイピング力も向上しまし
た。英検やTOEICなどの検定費用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することができ、
とてもありがたいです。
岐女短は学生数が少ないこともあり、先生方と近い距離で
学べて、不安なこともすぐに相談できるので、安心して学校生活
を送ることができます。私は短大卒業後、就職して社会人にな
ります。1年次から就活や、編入についての講座があり、情報を
得ることができるし、進路においての不安は、先生たちはもちろ
ん、
キャリア支援室の方々もアドバイスをしてくださったり、面接
練習などもしてく
ださるので、とて
も心強いです。
ぜ ひ岐 女 短で
充実した学生生活
を送ってください！

英語英文学科1年生の履修例

英語英文学科2年生の履修例

月

1限

9

鈴木 晴菜

宮城県立佐沼高等学校出身

火

水

木

金

月

英語学概論Ⅱ

ライティングⅡ

1限

2限

英文法Ⅱ

ジェンダー論

イギリス文学
講読

2限

3限

英会話AⅡ

英語情報教育

検定英語演習Ⅱ

3限

4限

オーラル
イングリッシュⅡ

英会話BⅡ

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE

フランス語Ⅱ

リーディングⅡ

4限

火

水

木

金

アメリカ文学
研究Ⅱ

英会話A Ⅳ

生物学

ライティングⅣ
イギリス文化論
韓国語入門Ⅱ

リーディングⅣ
インターネット・
イングリッシュ

英語英文学科

卒業生INTERVIEW
就職

岐阜トヨペット株式会社

レクサス長良

短いからこそ無駄なく充実した２年間を

上村 みちる ｜ 英語英文学科2018年3月卒業

私は、受験生の頃、やりたいことが見つからず、進路に迷っていました。
そんな中、これから社会に出る上で必要になるであろう「英語」と「パソコ
ン技術」を学ぶことができ、また２年後の進路も、就職、編入、留学など
様々な選択肢があることに、当時私はとても魅力を感じ、岐女短へ入学し
ました。
英語英文学科では、英語、英米文学や文化、英語でのコミュニケーショ
ンスキルなど幅広く学ぶことができ、また、TOEICや英語検定はもちろん、
パソコン技能などの検定にも特化したカリキュラムがあるため、資格取得
に向けた対策をとることができます。
大学生活の中で一番印象に残っているのは、カリフォルニアでの海外
英語演習です。
１年次の夏という早い段階で行くことで、今の自分の実力を

進学

三重大学

知る良い機会となり、なによりホームステイ先の家族と過ごす中で、英語
の楽しさを感じると共に、もっと話せるようになりたいという思いが生ま
れ、その後のモチベーションアップに繋がりました。
私の思う岐女短最大の魅力は、先生方に相談しやすい環境だと思いま
す。進路に悩んでいた時期は、進路指導の先生をはじめゼミの先生方に、
何度も就職先の相談に乗っていただき、また面接の練習もしてくださいま
した。学生一人ひとりに親身に向き合ってくださる先生方のおかげで、妥
協せず就職活動を続けることができました。
今振り返ると、短大での生活はあっという間でしたが、無駄のない充実
した時間を過ごすことができたと感じています。皆様も、岐女短での２年
間で素敵な女性を目指してみませんか？

人文学部 文化学科

自分と向き合い成長できた２年間

中井 朋花 ｜ 英語英文学科 2021年3月卒業

私は入学した時から４年制大学３年次編入学を目指していましたが、入
学当初は、何を勉強したいのかがはっきりしておらず、目標も漠然としたも
のでした。しかし、岐女短での学びの中で、目標を明確にして編入学を目
指すことができました。
私は英語が得意ではなかったため、上手くいかないことも多かったで
す。またコロナ禍で、1人で勉強する時間が長く、考え込んでしまう辛い時
期もありました。それでも、最後まで頑張り続けることができたのは、励ま
してくれる友人や先生がいたからだと思います。
友人は、みんな優しく、選ぶ進路が違ったとしても励まし合えて、素敵な
仲間になることができた人達ばかりでした。先生もとても親切で、忙しい
中にも関わらず、過去問の添削をたくさんしてくださり、相談にも乗ってく
ださいました。また、面接試験についても様々なアドバイスをしてくださっ

MESSAGE

て、とても心強かったです。先生との距離が近く、相談しやすいので自分に
合った編入学試験対策をすることができたと思っています。
講義も編入学試験に繋がる知識を得られるものが多かったです。また、
編入学に関する情報は大学受験に比べて圧倒的に少なく、不安なことも多
かったですが、岐女短の先輩方が残してくださった過去問や体験談のお
かげで編入学試験の情報を得ることが出来ました。岐女短の細やかなサ
ポートのおかげで、塾などにも行かずに最後まで頑張ることが出来たと思
います。
短期大学ということで、早く進路を決めなければいけなかったですが、
自分と向き合い、人として成長できることができる良い機会だったと思い
ます。大変な時期があると思いますが、たくさん悩んで悔いのない選択を
し、頑張ってください！

ようこそ、英語英文学科へ

教員紹介

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

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、和気藹々とした雰囲気の中、楽し

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

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

の力を身につけ、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

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48名（国公立大学
28名、私立大学20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。

准教授

教

授

大澤 聡子

教

授

森藤 庄平

准 教 授
（学科長）

小島 ますみ

准 教 授

コットン ランダル

専任講師

鈴木 辰一

助

川合 真由美

手

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、エクステンシブ・リーディング、英語習
得研究（ゼミ）、教養演習、英語I

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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国際文化学科

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！
現代は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外国籍の人々と共
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。

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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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

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。

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、

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

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

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

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

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

化コミュニケーション、国際協力へと視野を広げます。

手となり、大学生活が充実するようサポートします。

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

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。

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

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

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。

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

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

んか？

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
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、岐阜をフィールドとして多文化共生、男女共同参画に関する課題
を調査、検討する学生もいます。
例えば、岐阜市国際交流協会が主催する外国籍の小学生を対象とし
た日本語教育ボランティア「はなまるクラス」に参加しながら「外国籍
を持つ児童を対象とした日本語支援の取り組み」と題する卒業論文を
作成して、外国籍の小学生たちが抱える日本語学習の課題と解決策を
検討した学生もいます。また岐
阜市女性センターと協力して、
同センターが発行する「ぎふし
男女共同参画情報 紙・織」18
号の編集を行なった学生もい
ます。そこで は 岐 阜 県 の 大 学
生・短大生にアンケートを実施
して男女共同参画に関する若
者の意識を調査しました。
皆さんも地 域での実践型の
学びに取り組んでみませんか？

「ぎふし男女共同参画情報紙・織」18 号
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国際文化学科

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

教養教育科目

●生活と経済
●岐阜学入門
●健康とスポーツ
●データサイエンス概論
●情報処理（基礎）
●英語Ⅰ
●課題創造演習

2 年前期

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

2 年後期

●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
異文化
の理解

専門教育科目

情報・言語
コミュニ
ケーション
科目

●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

●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・統計処理

●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）
●やさしい日本語（作文）

●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）
関連科目

●人間関係論

●海外言語・文化演習（韓国）
●国際経済論
●観光論

●ホテル論

ゼミ

PICK UP

●海外言語・文化演習（中国語圏）

●専門演習

●卒業研究

国 際 文化 学 科 の 授 業

日本文化から自分を見つめ直す

中国式考え方ってどんな感じ？

日本文化論

中国文化論

本講義では日本人の精神文化を学びま
す。一般的に日本人は礼儀正しく協調性
があるとされます。また「無常」から発展
した「おもてなし」の心は海外でも評価さ
れていますね。一方、日本人の内面や行動
は国際的な場で誤解されたり、日常生活

中国は世界一の人口を持つ多民族国家
です。本講義は中国の多様な文化現象のう
ち、少数民族、世界遺産、大衆娯楽文化な
どの切り口から中国社会の特徴に触れて
もらいます。日本と異なる社会や文化の特
徴から、何か問題に直面した時の中国式思

で悩みや生きづらさの原因になったりし
ます。日本人のものの考え方や特徴を客
観的に眺めることで、自分の魅力や改善
点に気づき、日々をよりよく生きるヒント
を探りましょう。

考と、そこから生まれる中国式問題解決法
を紹介します。ますますグローバル化が進
む世界で、異文化を理解するための視野
を身につけることを目指します。

教授

村中 菜摘

海外研修プログラム・交換留学制度・海外編入学制度

専任講師

王 張璋

※新 型コロナウイルスの影響により、2021年度は実施を見送りました。

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。例年は、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
行われています。いずれも、ネイティブスピーカーの現地教員による言語
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。

広東外語外貿大学にて

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。
GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE

14

在学生INTERVIEW
語学が身につく実感、
文化を発見する楽しみ

1年生

春原 ひかり

2年生

長野県上田染谷丘高等学校出身

山口 凌

岐阜県立長良高等学校出身

私が国際文化学科に入学した理由は、
もともと英語が好きで
大学でもさらに学びたいと考えたことと、高校時代の台湾留学
の経験から中国語の学習に興味があったためです。語学の授
業はとても楽しく、様々な国の文化を学べる文化論の授業も非
常に面白いです。
まず語学の授業には、英語の授業の他にネイティブの先生
による中国語・韓国語があります。私は英語の他に中国語と韓
国語も選択していますが、
ドラマに出てきた表現が実際に教科
書に登場したり、現地の人が実際によく使うフレーズを教えても
らえたりするため、異国の言葉でも身近に感じながら学ぶこと
ができます。スーパーや駅で流れる音声アナウンスに中国語や
韓国語のものがありますが、私は最近そのアナウンスの内容が
聞き取れるようになってきました。普段の学習が身についている
と実感することができ、
モチベーションに繋がる瞬間です。難し
い内容もありますが、親身に質問に答えてくださる先生方、互い
に教え合える友人が沢山いるおかげで、毎日楽しく授業を受け
ています。
文化論の授業では、アジア・ヨーロッパ諸国の文化について
も学べますが、私たちに最も身近な国、日本について学べる「日
本文化論」もあります。日本の文学作品から昔の人が抱えてい
た恋愛や人間関係の悩みに共感したり、はるか昔から変わらな
い日本人特有の感情について学んだりととても興味深いです。
日本の良さや日本人特有の感情は、自分が生まれ育った国の文
化だからこそ気付けていないものが多く、改めて学ぶと意外な
発見があります。異国の文化を学ぶ際にも、自分の国の様子と
比較しながら学ぶことができるのでさらに面白く感じます。
女子短大という新しい世界に始めは不安がありましたが、
サークルの優しい先輩、穏やかで楽しい友人達、面白くて温か
い先生方のおかげで、大変充実した日々を送ることができま
す。二年間の学びはあっという間に過ぎてしまうため、一日一日
を大切に過ごしたいです。

私は岐女短で過ごした２年間のなかで多様な文化や価値観
に対する理解を深め、国際交流において重要な、相手を思いや
る力やコミュニケーション力を高めることができました。
新型コロナの影響により、
１年次から現在まで対面授業とオ
ンライン授業を併用してきました。どちらの授業形態であって
も、先生方が学生の理解度に合わせて授業を進めてくださるた
め、難しい内容も自分のペースで学ぶことができました。周りの
学生たちも非常に熱心に授業に取り組んでいます。常に仲間た
ちを意識しながら向上心をもって勉学に励むことができまし
た。国際文化学科では思いやりに溢れた友人や先生に囲まれ
ながら、言語や文化、情報処理など、自身が関心のある内容を
深く学ぶことができます。
私は国際文化学科で学んだ多文化共生への理解をより深め
たいと思い、一年次の秋頃から現在まで、岐阜市国際交流協会
が主催する、在日外国人を対象とした日本語教育ボランティア
に参加しています。この活動では、国籍や年齢の異なる在日外
国人の方々にオンライン上で日本語や日本の文化について教え
ます。その際、生徒さんから出身国の文化の話や日本に対する
価値観を聞くことができ、外国人の方の生の意見に触れる大切
さを実感しました。また活動の中で、説明が難しい日本語や日
本の文化が多くあることに気付きました。敬語や擬態語といっ
た日本語特有の表現は特に説明が難しいため、学習者の立場
になって分かりやすく伝わるよう、絵やジェスチャーなど使って
工夫しました。伝えたかったことを理解してもらえた瞬間は非
常に嬉しかったです。ボランティア活動を通し、自分自身の日本
語能力や他者に伝える力を向上させることができました。
２年間という短い時間でしたが、国際文化学科ではあたたか
い友人や先生方とともに充実した生活を送ることができまし
た。ボランティア活動では、岐阜市在住の外国人の方々に貢献
するとともに、自身のコミュニケーション力を高められました。２
年間の学びや経験を今後の人生に活かし、国籍や性別、年齢
を問わず交流を深められる人間になりたいです。

国際文化学科1年生の履修例

国際文化学科2年生の履修例

月

1限

デザイン概論
（開放科目）

2限

初級中国語Ⅰ

3 限 日本語表現法Ⅰ
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多文化共生の学びを
ボランティア活動に

火

英語Ⅰ

水

多文化共生論

初級中国語
会話Ⅰ

4限

情報処理
（基礎）

5限

生活と環境

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE

韓国語
（入門Ⅰ）

木

月

金

日本文化論

1限

健康とスポーツ

2限

教養演習

3限
人間関係論

4限

カレッジ・
イングリッシュⅠ

5限

火

水

英会話Ⅲ

専門演習

応用中国語Ⅰ

金

情報処理演習Ⅱ
専門演習

比較文学論

木

英語Ⅲ

中級
中国語会話Ⅰ
中級中国語Ⅰ
生活と化学

心理学

国際文化学科

卒業生INTERVIEW
就職

岐阜日産自動車株式会社

異文化を学んで

小林 梓 ｜ 国際文化学科2021年3月卒業

私は、２年間で広い分野のことを学ぶことができたと感じています。国
際文化学科では、主に中国語、韓国語、英語などの言語とその国の文化を
学ぶことができます。また、情報処理の資格取得にも挑戦することができ
ます。さらに、全学科が対象の授業ではジェンダーや北欧の福祉について
も学びました。そのような、短大入学以前には触れたことがなかった分野
を学ぶことは大きな刺激となり、自分自身の視野を広げることに繋がった
と思います。
私が特に印象に残っていることは異文化理解についての授業です。入学
前は異文化といえば外国の文化をさすのだと考えており、あまり身近に感
じられていませんでした。ところが実際は、異文化は外国だけでなく同じ
日本にも存在することがわかりました。さらに、家族や友人との間でさえ
異文化はあると知り驚きました。今まで、親しい関係の人と価値観が合わ

ろうと思っていました。しかし異文化について学んだことでその考え方は
間違っていると気が付きました。それ以来、人と関わるときは「自分以外は
全員異文化」という考えを持つようになりました。自分と全く同じ価値観を
持っている人はいないのだから自分の考えを押し付けず、まずは相手の考
えとの違いを認めて理解する必要があると思います。この考えは、社会人
になった現在でも大切にしています。
これから新しい道を歩んで行く皆さんに卒業生の私から伝えたいこと
があります。それは、好きなことや関心のあることに積極的に挑戦してほし
いということです。私自身も、もともと韓国の文化に興味があり国際文化学
科に入学しました。好きなことに対して学びを深めることは今だからこそ
できることだと思います。皆さんが充実したキャンパスライフを送れるよう
に応援しています。

ないことがあると、これほど近い関係なのになぜ考えが違ってしまうのだ

就職

関信用金庫

知識と実践

丹羽 このみ ｜ 国際文化学科2021年3月卒業

私は現在、関信用金庫の営業店で預金係として働いています。後方事
務をしたり、窓口業務をしたり、様々な仕事をしています。大変なこともあ

どを、友達を相手に実際にやってみます。間違えることや失敗もあります
が、授業の中での失敗は必ず身になります。入庫してから、ビジネスマナー

りますが、短大で得た知識や経験は社会人になってからも役に立っていま
す。窓口業務や電話応対で特に役立っていることは日本語表現法の授業
です。正しい日本語を使いお客様とコミュニケーションをとることは、簡単
そうですが実際難しいものです。
「日本語表現法Ⅰ」は、文法や敬語がメインです。自分が正しいと思って
いた日本語、句読点によって捉え方が複数ある文など、身近な言葉だから
こそ気づかなかったことを、授業を通じて気づかせてくれました。
「日本語
表現法Ⅱ」は、実践を交えた授業です。自分たちでシチュエーションを考え
会話文を作ることや、話し手・聞き手の立場から良い印象を与える方法な

等の研修がありましたが、短大で学んだことがあるものがほとんどです。
支店配属になってからも堂々と電話応対ができ、窓口にも立つことができ
るのも日本語表現法の授業のお陰です。
岐女短では、授業内外においてコミュニケーションがとても多いことが
魅力だと思います。先生との距離が近く気軽に質問にも行くことができ、
グループワークもあり、クラスメイトと関わる機会が多いです。
２年間の学生生活はあっという間に過ぎていきます。岐女短でしか学べ
ないこと経験できないことがあるので、思い切って挑戦して充実した学生
生活を送ってほしいと思います。

MESSAGE

ようこそ、国際文化学科へ

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
データサイエンスの知識・技能を学ぶ授業を用意し
ています。
世界共通語とされる英語や、隣国であり人的往来
の最も多い中国や韓国の言語・文化を学ぶことは私

多文化共生社会では自分の文化の理解も重要であ
り、自分を知ることが異文化理解の土台になります。
そのために日本文化や日本文学を学びます。また母語
である日本語の適切な表現法を身につけることは社
会人として必要であるため、日本語表現法を学びま
す。近年外国籍の人々とのコミュニケーション手段とし
て重視される「やさしい日本語」の授業もあります。
さらに現代は情報教育の時代でもあり、データサ
イエンスや情報・統計処理を学ぶ授業も用意してい

たちにとって重要です。国際文化学科では英語や英
米文化、国際関係、中国語や韓国語、アジア文化、中

ます。

国文化、韓国文化を学びます。希望者は夏休みにアメ
リカ、中国や台湾、韓国の大学での研修に参加し、
そ
れぞれ英米文化、中国文化、韓国文化を体験します。
学生たちは英検やTOEIC、中国語や韓国語の検定
試験にも挑戦します。

教

授

教員紹介
教
授
（学科長）

川上 新二

授

村中 菜摘

准 教 授

佐野 真也

専任講師

王 張璋

専任講師

松浦 康之

教

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、比較
文化論、韓国語（文法・読解Ⅰ、Ⅱ）ほか

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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食物栄養学科

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。
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。

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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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
わが国では、がん、心臓疾患、脳血管障害、糖尿病、肥満、

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

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

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

あることが原因ではないでしょうか。

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

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。

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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食物栄養学科

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）
区

分

１年前期

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Ⅰ
（基礎）
●英語Ⅰ
●教養演習

１年後期
●生活と福祉
●ジェンダー論
●英語Ⅱ
●スポーツ＆エクササイズ

2 年前期

2 年後期
●現代社会と法律
●生物学
●日本社会の歩み
●英語Ⅳ

●心理学
●英語 Ⅲ
●課題創造演習

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

専門教育科目

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

基礎化学

●基礎実験化学

●給食管理実習Ⅱ

卒業研究

PICK UP

●卒業研究

食物栄養学科の授業

からだの中を覗いてみよう！

ライフステージごとの
栄養について学ぼう！

生化学実験

応用栄養学実習

私たちの体は、糖質、たんぱく質、脂質など
といった化学物質からできています。これら
の物質は、体の中で分解と合成を繰り返し、
体を支えています（これを代謝といいます）。
これらの物質の体の中での働きを知るために
は、それらが、生体内で、どのように反応し変
化しているのかを理解する必要があります。
生化学実験では、まず食品中に含まれる糖質、たんぱく質、脂質を用いて、
消化実験を行い、消化のしくみを学びます。また、生体内で起こっている化学
反応のほとんどが、酵素によって行われています。酵素の性質を調べ、理解す
ることによって代謝のしくみを考えてみます。

人は生まれてから高齢に
なるまで体の状態は一定で
はないため、それぞれの時
期にあった栄養の摂取が必
要です。応用栄養学実習で
は、各時期の特徴を踏まえ、献立を作成します。また、
各時期の献立を調理して、どのような工夫がされている
か、目で見て、味わって確認します。この科目は、栄養士
として必要な知識や技術を習得するのはもちろんです
が、実生活と結びついた内容を学んでいきます。

ャリストへ
「食」のスペシ
卒業と同時に取得

卒業後に目指す国家試験

交流を通して学びを深める

【 栄養士 】

【 管理栄養士 】

【 他大学との連携 】

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
覚を身につけてもらうため、「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35回管理栄養士国家試験（2021年）で
は本学科の卒業生12名が合格しています。

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、実践力を身につけていきます。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。
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在学生INTERVIEW

私が伝えたいこと

1年生

吉岡 史夏

2年生

岐阜県立岐阜農林高等学校出身

中川 千阿

富山県立高岡商業高等学校出身

私は、人生の中で密接に関係してくる食と栄養について詳
しく学び、将来人々の健康を支えていけるような栄養士にな
りたいと思い、食物栄養学科に入学しました。食物栄養学科
では、食品に含まれる栄養素についてだけでなく、人体の構
造や働き、栄養の指導、給食の運営まで幅広い分野を学ぶこ
とができます。そして、講義で得た知識を活かし、実習で実践
しています。これらの実際に経験することで、講義では得ら
れない理解を深めていくことができます。また、少人数体制で
あるため、先生や仲間との距離が近く、実験や実習などのグ
ループ作業を通して全員と仲良くなることができることも魅力
の一つだと思います。
私自身入学前までは、勉強についていけるかとても不安で
した。しかし、本学では食品に関してのとても基本的な知識
からわかりやすく教えていただけるため、勉強についていけ
ないのではないかという思いはどんどん減少していきました。
もし分からないところがある場合にも、周りの仲間に助けを
求めながら、問題を解決していくことができています。今、入
学後の勉強が 不安だと思う人がいるかもしれません。しか
し、食について学びたいという気持ちがあれば心配しなくて
も大丈夫だと思います。
短大での生活は毎日忙しいため、時間の流れがあっという
間ですが、日々の濃密さが高いものだと感じています。食へ
の興味が少しでもある人は是非、私達と一緒に学びを深めて
いきましょう。

私は、高校時代の部活動を通してスポーツに携わる方々を
「食」の面から支援したいと思うようになり、岐女短の食物
栄養学科に入学しました。本学では座学だけでなく、実習や
実験など、様々な授業形態から食について学んでいます。
食物栄養学科は2クラスに分かれており、少人数で学ぶこ
とができます。少人数のため、先生方との距離が近く、先生方
に質問や相談などがしやすいです。また、実験や実習ではグ
ループワークが多いため、それらを通して友人との仲を深め
られるのも少人数制の良い点だと感じています。
私は高校が商業科であったため、生物や化学についての深
い知識はなく、短大の授業についていけるか不安でした。し
かし、基礎から学べる授業が多く、わからないところがあれ
ば先生方が理解できるまで指導してくださるおかげで、学ぶ
ことの楽しさや、自分の夢に近づいている喜びを日々感じて
います。また、下宿生活をすることで、自分でできることが増
え、人としても成長できていると実感しています。
将来の夢を持ち、それを叶えることはとても難しいことだと
思います。本学では、私たちの夢を実現するために、先生方
が全力でご指導・サポートしてくださいます。また、同じ夢を
持った仲間たちと助け合いながら、日々1歩ずつ成長すること
ができます。岐女短生として、夢の実現に向けて一緒に成長し
ていきましょう！

食物栄養学科１年生の履修例

食物栄養学科2年生の履修例

月

火

1限

生化学

生活と福祉

2限

スポーツ＆
エクササイズ

3限

栄養情報処理
実習

水

木

金

食品微生物学

給食管理実習Ⅰ/
栄養指導論実習Ⅰ

月

1限
生化学実験/
応用栄養学実習

火

水

老年学

卒業研究

食品加工学実習/

2 限 臨床栄養学実習Ⅱ

木

金

卒業研究

食品加工学

食品衛生学

生理学Ⅱ

公衆衛生学

解剖学/生理学Ⅰ

4限

臨床栄養学Ⅰ
栄養士特論

5限
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成長できる場所
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英語Ⅱ

栄養指導論実習Ⅱ/
食品衛生学実験

3限
4限

病態病理学

社会福祉概論

食物栄養学科

卒業生INTERVIEW
就職

株式会社あきんどスシロー

今の私の糧

阿部 茉莉子 ｜ 食物栄養学科 2021年3月卒業

「岐女短で良かった。」
私は卒業してから今日まで、そう思わなかったことがありません。
岐女短で私が得たことは大きく2つあります。
1つ目は、知識と技術です。本学科では、食と健康について様々な角度
から見つめ、深めていきます。豊富な講義・実験・実習で修得した知識と
技術は、外食企業で働く今の私の自信となっています。例えば、食中毒の
危険性を店舗のスタッフさんに伝える時、大学で学んだ食中毒と衛生管理
の知識が活かされます。また、口頭では伝えづらい事柄を大勢のスタッフ
さんに伝えたい時には、掲示物を作ることがあります。その際、栄養指導
論実習などで実践していた教材作りの経験が活き、私の自信の持てる仕
事の1つです。
2つ目は、自分と向き合う時間です。私は、
「将来は食にかかわる仕事を

就職

したい」という気持ちだけで本学科に入学しました。ですので、大学卒業後
どのように食に関わっていくかを明確に決めることが難しかったです。しか
し、1つ1つの選択に背中を押してくれる仲間や恩師と出会い、目標を具体
的に考えることができました。これは、少人数制の岐女短だからこそだっ
たと思います。
岐女短での2年間は本当にあっという間です。私は新潟県出身なので、
全く知らない土地での初めてのひとり暮らしは不安だらけでした。しかし、
それを乗り越え、勉強も遊びも全部を全力で楽しむことができたのは、岐
女短で素敵な仲間に出会えたからです。ずっと大切にしたい宝物を沢山得
られた2年間は今の私の糧です。是非皆さんにも充実した時間を過ごして
いただきたいです。

日清医療食品株式会社

私の夢への第一歩

磯貝 衣里奈 ｜ 食物栄養学科 2021年3月卒業

私は幼い頃から料理をしたり食べたりする事が好きでした。
また、以前入院した時に食べた入院食をきっかけに、食事の面から健

事を確認し考え食札を作るのはとても難しいですが、日々学びながら業
務を行っています。

康をサポートする栄養士を目指したいと考えるようになり、食物栄養学
科を志望しました。岐阜女子短大では栄養に関する講義から微生物や
食品加工等の幅広い分野を学び、学んだ事を生かすために実習を行い
ます。少人数での実験や実習を行うので、気軽に相談したり意見交換し
たりと内容の濃いディスカッションを行うことが出来て、お互い切磋琢磨
しながら学ぶことが出来ました。
2021年の春、卒業して総合病院に配属されました。今私が勤めている
病院では、食札の作成と盛付後のチェックが主な仕事で、食札作成で
は、患者様1人1人に記載されているコメントやアレルギーを確認し、提
供出来る内容に料理を変更していきます。食事確認では、トレーに乗っ

そして、委託栄養士の仕事は他にもあります。患者様のアレルギー内
容のチェックをしたり、食材の在庫管理をしたり（勿論発注もしたり）、
献立作成等も作業に含まれます。病院の栄養士とは、患者様に安心で安
全な、それでありながら満足してもらえる食事を提供するために日々話合
いをしています。時折頂ける患者様からのお礼の手紙が何よりの励みに
なり誇りだと先輩栄養士に教えて頂きました。
短大で学ぶ2年間はとても短くあっという間に過ぎていきます。卒業し
て社会人となってから、もっと深く学んでいたら良かったと最近思いま
す。ですが、その2年で学んだ事は確実に今の自分の基礎となっていま
す。短い時間で栄養士の資格を取得するので、講義やレポートで忙しい

ている食事と食札の内容が合っているかを確認します。どの食事（食
種）が提供出来るのか食事内容が他の献立と被っていないか等様々な

ですが、時間に忙殺されないで先生方や友人との時間も大切にし、充実
し楽しい大学での生活を送ってください。

MESSAGE

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！

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.
教

授

小野 廣紀

【担当科目】生化学、基礎栄養学、生活
と化学 ほか
【モットー】縁の下の力持ち

教員紹介
教
授
（学科長）

小野 廣紀

教

授

高橋 秀典

教

授

道家 晶子

准 教 授

堀

光代

専任講師

長屋 郁子

助

手

黒木 由希子

助

手

酒井 千恵

助

手

渡邉 優子
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生活デザイン学科

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。
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。
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ファッション専修
ファッションの素材、造形、流通のプロへ
デザイン・生産分野から、マーケティング・マーチャンダイジング分野まで、ファッション・繊維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。さらに、ファッション・繊維産地に近い立地を
活かして、生産現場で働く職人によるレクチャーやオリジナルテキスタイルの制作など、産地
との連携による、より実践的な知識と技術を習得することが可能です。卒業と同時に 2 級衣
料管理士の資格が取得でき、またファッションに関連する資格取得も目指すことができます。
PICK UP

【 2級衣料管理士
（TA）】

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・業界新聞の講読、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。

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）
分

１年前期

１年後期

2 年前期

教養教育科目
専門教育科目

●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）

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

ゼミナール

●生物学
●日本社会の歩み
●英語 IV

●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

●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
●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
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●生活と化学
●心理学
●英語 III

展開科目
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制作技術を身につける、
販売や流通の分野で活躍する

ファッション 専 修 の 授 業

市場調査と商品企画力をつける

区

取得可能な資格

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。

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。

生活デザイン学科

建築・インテリア専修
快適に生活するための空間づくりを学ぶ
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。
PICK UP

建 築・イン テリア 専 修 の 授 業

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。

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

●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）

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・インテリア設計演習 I
●建築・インテリア CAD 演習
●建築・インテリア基礎製図 ●一般構造
●建築計画論
●構造力学
●建築材料学
●建築環境学
●建築設備学
●公共施設計画論

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）

●生物学
●日本社会の歩み
●英語 IV

●生活と化学
●心理学
●英語 III

専門教育科目

●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

●課題研究

●建築・インテリア設計演習 III
●構造計画
●測量実習

●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

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
技術を身につけた接 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。

●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

展開科目

ゼミナール

2 年後期

取得可能な資格

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。
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ヴィジュアル専修
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。
PICK UP

ヴィジュアル 専 修 の 授 業

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。

分

１年前期

１年後期

2 年前期

●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）

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

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）

専門教育科目

ゼミナール
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●生物学
●日本社会の歩み
●英語 IV

●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

●課題研究

●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）

●卒業研究
●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

【 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8回、
奨励賞2回の団体賞を受賞してい
ます。

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

●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

他専修単位互換科目

GIFU CITY WOMEN'S COLLEGE

2 年後期

●生活と化学
●心理学
●英語 III

展開科目

表現あふれる
デザイナーになろう

マルチメディア・
CGクリエイター検定

カリキュラム（必修科目と選択科目を含む）
区

取得可能な資格

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。

生活デザイン学科

2年間の集大成、卒業研究発表会
研究発表・ファッションショー

卒業研究・制作展

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。近年は、みんなの森ぎふメディアコスモスで卒業研究・制作展示を執り行っています。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。

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」などを通した岐阜
アパレル産業との交流、近隣地域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」、岐阜市新庁舎授乳室の壁
画制作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。これまで、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。

コンテスト受賞歴
2020年

2021年

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

産学連携事業「翔工房」 入選 中津杏菜
第11回岐阜マザーズコレクション・コンテスト
入選 河原菜月 下垣内あい 西脇杏菜
花き振興企画コンペティション
理事長賞 酒井杏樹 濵田野乃香 河合優実 髙井沙野花 加藤咲
日本衣料管理協会会長賞 近藤萌恵
中部インテリアプランナー協会 学生賞 河野蒼
日本インテリア設計士協会 INTERIOR 優秀学生賞 中須賀光月
CG-ARTS 協会賞 小坂千尋
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在学生INTERVIEW
毎日充実している
私の大学生活

1年生

野崎 由羅

1年生

建築・インテリア専修
岐阜県立岐山高等学校出身

小木曽 真優

ヴィジュアル専修
岐阜県立加納高等学校出身

小学生の頃から、オシャレな家や建物を観るのが好きで、将
来は建築関係の仕事に就き、私も素敵な家を建てたいと思って
いました。そのために、
２年間で建築についての知識を学ぶこと
ができ、また、
１級・２級建築士の試験に対応したカリキュラム構
成になっている生活デザイン学科 建築・インテリア専修を志
望しました。高校までに建築を学んだことがないことや、
２年間
で社会に出るための知識を習得するため、授業の速さに不安
がありましたが、先生方が分かりやすく、かつ丁寧に教えてくだ
さるため、
今では毎日、安心して楽しく授業を受けています。
特に生活デザイン学科は課題が多いのですが、友人達と
授業が入っていない時間や、放課後遅くまで残ってやりきっ
ています。同じ目標をもった友人との仲を深めることもでき、
努力する楽しさを感じることもでき、充実した学校生活を送
れています。またファッションやヴィジュアルの分野も学ぶこ
とができるため、デザインに対しての幅広い知識を得ること
ができます。
また、私はダンスサークルに入っており、毎週の活動に参加
することで先輩や他の学科の方と関わる中で、友人関係が広
がりました。年に数回、コンテストや発表会があり、部員全員
で１つ１つのイベントに向けて努力する姿勢が私は素敵に感
じます。
短期大学なので２年間しかありませんが、その分、毎日が濃
密で、充実した生活が送れていますし、自分の目標に向かって
より努力しようと思えます。これからも様々なことに目を向けて
努力していきたいです。ぜひ、岐女短での生活を楽しんでくだ
さい。

昔からなにかモノを作ることが好きだった私は、高校生の
頃に将来デザイナーになりたいと思うようになり、幅広いデザ
インを学ぶことのできる岐阜市立女子短期大学生活デザイン
学科に入学しました。
生活デザイン学科は実技の演習科目が多く、デザインを勉
強したことが無かった私はとても不安でしたが、先生方が基
礎から丁寧に教えてくださったおかげで着実に技術が身につ
いていきました。
一緒に頑張っている仲間から刺激を受けることも多いで
す。授業内でプレゼンテーションをしたり、展示会のような形
式で皆の作品を鑑賞する機会があります。そこでは客観的な
意見や自分には無かったアイデアを得ることができて楽しい
です。思うようにいかず落ち込むこともありますが、次の課題
に生かすためにどうしたら良いかを考えることでデザイナーと
しての力をつけることができます。
また、時間を上手く使えばサークルやアルバイトなど充実
した大学生活を送ることもできます。私はダンスサークルに所
属しています。ステージに向けて練習をしたり、動画コンテス
トに応募したりと皆で一つの作品を作り上げる達成感を味わ
いました。
岐女短での生活は自分の想像よりも忙しく、大変な日々で
す。だからこそ、専門知識をたくさん学び、同じ目標を持つか
けがえのない仲間とも出会うことができます。ぜひ充実した2
年間を岐女短で過ごしましょう！

建築・インテリア専修１年生の履修例

ヴィジュアル専修１年生の履修例

月

1限
2限

建築・インテリア
CAD演習

火

水

木

金

生活と福祉

英語Ⅱ

建築環境学

メディア
デザイン論

1限

建築設備学

現代社会と法律

2限

インテリア
デザイン論

3限

コミュニケーション
デザイン論Ⅰ

4限

課題研究

ジェンダー論

3 限 公共施設計画論
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充実した2年間を
岐女短で

4限

構造力学

5限

課題研究

健康とスポーツ
一般構造
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進路ガイダンス

建築・インテリア
設計演習Ⅰ

課題研究

月

5限

イラスト
レーションⅡ

火

水

生活と福祉

英語Ⅱ

ジェンダー論

情報処理
（応用）
健康とスポーツ

木
CG演習

金
メディア
デザイン論
現代社会と法律

グラフィック
デザインⅡ

情報デザイン論

生活デザイン学科

卒業生INTERVIEW
就職

株式会社ルネ

「ファッションで人を輝かせる」仕事をめざして

立澤 愛佳 ｜ 生活デザイン学科 ファッション専修 2021年3月卒業

私は小さい頃から洋服や細かい作業が好きで、洋服に関わる仕事に
憧れを持ち、働いてみたいと考えていました。高校の頃から家政科の授
業等でファッションに関する勉強をしており、更に知識や技術を増やす
ため、岐阜市立女子短期大学の生活デザイン学科で学ぶことを決めまし
た。入学当初は、授業が毎日あり課題も多く、自分が想像していた学生
生活とは真逆の忙しい生活を送っていました。ですが、困った時に相談
にのってくださる先生方や、共に頑張る友人達のおかげで、とても楽しく
充実した学生生活になりました。友人達と夜遅くまで作業室で課題に取
り組んだ事も、今では素敵な思い出です。
私は、洋服やファッションで人を輝かせ、人が笑顔になるところが見

就職

たいという思いから、卒業後にアパレル会社に婦人服の販売員として就
職しました。学生時代に学んだ生地の特性や販売、縫製知識など、どの
授業も販売のあらゆる場面で活きており、様々な経験が自分の自信にも
繋がっています。皆さんにも、岐阜市立女子短期大学で沢山の知識や技
術を習得し、自分のものにしていただきたいです。新型コロナウィルスの
影響で思うように就職活動が進まず、アパレル業界を諦めようと考えた
事もありますが、今はこの道に進んで良かったと心から思います。
入学当初は慣れない環境で初めての事が多く、不安になる事も多々あ
りましたが、2年間はあっという間ですので、どんなことにも一生懸命取
り組んで充実した短大生活を楽しんでください。

株式会社大洞工務店

建築士を目指して

宇野 美留香 ｜ 生活デザイン学科 建築・インテリア専修 2021年3月卒業

私は自宅をリフォームした際に、自分の思いがかたちになったのを見

では図面の解読や、光波やレベルの設置等岐女短で習ったことも役立っ

て、建築に興味を持ちました。そこで建築とデザインを両立して学べる岐
阜市立女子短期大学（岐女短）に入学しようと思いました。特に一、二級
建築士の受験資格を得られるということに魅力に感じたことが、入学の
決め手になりました。建築士法の改定により、建築士の受験をより早い
時期からチャレンジすることができるようになり、今は資格取得を目指
し、資格学校で合格に向け日々学習に励んでいます。
岐女短卒業後、私は工務店に就職し、現場監督の補佐として実際に建
物の建設に関わらせていただいています。図面上の建物が実際の建物に
変化していく様子は、とても迫力あるものでした。実際現場を見て、どん
な状況か、どうできていくのか新たな発見ばかりで、毎日勉強です。現場

ています。また、岐女短で習ったことがこういったことだったのかと、実
際に見てさらに理解を深めることもできました。
私は岐女短から建築を学び始め、入学当初はわからないことも多く、
戸惑うことも多くありましたが、仲間や先生の支えもあり無事に卒業する
ことが出来ました。課題に追われ仲間と励ましあいながら乗り切った
り、海外研修で有名な建築物の迫力を実際に感じたりとつらいこと、楽
しかったこといろいろありましたが、今では大切な思い出です。２年とい
う短い間ですが、皆さん自身が満足のゆく短大生活を過ごせるよう陰な
がら応援しています。

MESSAGE

教員紹介

生活デザイン学科で共に学ぼう

生活デザイン学科は、
ファッション、建築・インテリ

ジュアル専修のゼミでWebデザインを学んだり、建

ア、
ヴィジュアルの３専修を設けることにより、生活に
関わる様々なデザインの知識を学んでもらい、豊か

築・インテリア専修の学生がファッション専修のゼミ
で断熱材の研究を行ったりしています。

な生活環境を実現するための能力を身につけてもら
うことを学科の目標としています。

まずは皆さんが主として取り組みたいデザインの
領域を選んでください。最も興味のある分野であっ

学科では各専修で専門性を身につけながら知識・
教養を高めてもらえるようにカリキュラムを組んでい
ます。一般教養科目・専門基礎科目でデザイン全般
に必要な教養と知識を学び、専門専修科目で３つの
専門領域それぞれにおける能力を高めます。
３つの専門領域は独立しているわけではなく、生
活環境の中で相互に作用しています。例えば、
「暖か
さ」のある生活環境を実現する場合、衣服の素材・構
造で保温性を高め、壁の構造、空調などで室内空間
を暖かい空間に整え、視覚効果で心理的に暖かさを
強調させるなどにより、3つの分野でのデザインの工
夫で最大限に暖かさが感じられる快適な生活空間を
実現することができます。このため、生活デザイン学
科でそれぞれの領域を横断した学びができるように
しています。実際に、ファッション専修の学生がヴィ

たり、将来なりたい職業であったり、きっかけは多種
多様。他の領域をデザイナーに必要な領域と捉え、
メインの領域の能力を集中的に高めるのもよし。複
数の領域を複合的に学び、
マルチな活動ができるデ
ザイナーを目指すのもよし。学び方はあなた次第。
我々教職員は皆さんの学びを全力でバックアップし
ます。
准教授

太田 幸一

ファッション用素材を中心に生活デザイン全
般で用いられる繊維材料の特性などについ
て研究しています。染色・洗濯やリサイクル素
材などの研究を通して、環境問題の解決にも
取り組んでいます。
【担当科目】生活材料学、材料管理学、消費
科学、テキスタイル素材演習、テキスタイル
染色演習、生活環境学

ファッション専修
教

授

准 教 授
（学科長）

福村 愛美
太田 幸一

准 教 授

中谷 友机子

助

柴田 佐和子

教

建築・インテリア専修
教

授

服部 宏己

准 教 授

畑中 久美子

専任講師

臼井 直之

専任講師

加藤 祥子

ヴィジュアル専修
准 教 授

奥村 和則

助

深尾 茉里

手

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE

30

教育・研究活動
国際・語学／食物・栄養／デザインの各専門分野に精通した教員が、
特色豊かな教育・研究活動を精力的に実施しています。

英語英文学科

専任講師

鈴木 辰一 【専門分野】英文学（特にシェイクスピア受容史）

子供向け物語として再話された
シェイクスピア劇の研究
今から約 400 年前のイングランドで活躍した劇
作家ウィリアム・シェイクスピアの作品は、様々な
形で世に伝えられてきました。私は、特に 19 世紀
末～ 20 世紀初頭のイギリスで数多く出版された子
供向けの再話物語を取り上げ、それらが原作とどの
ように異なって作品世界、登場人物を描いているの
かを分析しています。そして、時代背景の変化が作
品世界の描写にどのように影響しているのか、また、
作品描写を通じて、読者にどのような価値観を提
示しているのかを考察しています。

食物栄養学科

教授

道家 晶子 【専門分野】食品機能／食品加工、食品学／食育推進

機能性米の分析と
加工に関する研究
機能性米とは、高血圧症、高脂血症、糖尿病、
腎臓病と言った生活習慣病や、スギ花粉症、アト
ピ―性皮膚炎などのアレルギー疾患の予防もしくは
治療効果を期待した米です。例えば、高血圧対策
米、低たんぱく米などがあります。試料に LGC ソ
フト（低グルテリン性と低アミロース性を組み合わ
せた複合新形質米系統）を用いて、米のたんぱく
質のグルテリン定量を行い、栽培時期と窒素肥料
の影響を分析しました。また、低たんぱく米粉を
活用した加工品の提案を行い、食品加工時の試料
の適性を検討しました。
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低たんぱく米を用いた新規加工品として、①低たんぱく質米団子 ②コ
コナッツアイス ③米粉クッキー ④米粉蒸しパン の 4 種類を食物栄養
学科学生達と考え、試作、提案

教育・研究活動／地域貢献活動

地域貢献活動
公立の研究・教育機関として地域社会の発展に寄与するため、産官学との連携事業や
公開講座の開催など、地域貢献活動に積極的に取り組んでいます。

国際文化学科

教授

川上 新二 【専門分野】宗教民俗学

岐阜市一日市場の
祭礼の調査
本学が位置する一日市場で行われる祭礼（地蔵
尊の祭り、川祭りなど）の現状を、学生と一緒に自
治会、住民、郷土史研究会の方々から話を聞きな
がら調査しています。これらの祭礼を継承していき
たいという地域の方々の思いが活かされる方法は何
かとの視点から調査しています。調査結果は 2018
年と 2019 年のネットワーク大学コンソーシアム岐
阜「学生による地 域課 題 解決 提 案事業」として、
学生たちによって発表されました。

生活デザイン学科

ファッション専修 助教

柴田 佐和子 【専門分野】服飾造形、アパレル科学

ウール素材を活用した
ワークショップの開講
地元産地の尾州産地では毛織物が多く生産され
ています。このことから、ウールをより身近に感じ
てもらうことを目的に、ウール素材を活用したワー
クショップを開講しています。これまで、アームニッ
ティン（腕編み）を利用したスヌード作りや電子レ
ンジを利用したウールのレンジ染めを行い、いずれ
のワークショップも楽しみながらウールに親しんで
もらうことができました。今後も、産地と連携しな
がらウール素材を活用したワークショップの開催を
計画しています。
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卒業後の進路について
専門学校

英語英文
学科

生活関連
サービス
電気・ガス業

出版・印刷業
飲食・宿泊業
製造業

卸売小売業

進学・編入学

卸売小売業

四大編入

国際文化
学科

建設・不動産業

製造業

複合サービス業

不動産業
教育、
学習支援

金融
保険業

公務

公務

医療・福祉

医療・福祉

飲食店､宿泊業

金融
保険業

サービス業

主な就職先（過去 3 年間）

電気・ガス・熱供給・水道・
情報通信・運輸業

主な就職先（過去 3 年間）

公務 ｜ 岐阜労働局、岐阜県庁、中津川市役所

建設・不動産業 ｜ エイブルネットワーク

金融・保険業 ｜ 岐阜信用金庫、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、プレステージインターナショナル富山BPOタウン

製造業 ｜ MTK、村田機械、鯖江村田製作所、日本トムソン、CCI、カイインダスト
リーズ、キョーラク、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、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、和銅

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、電算システム、
インフォファーム、
トナミ運輸、田澤電材
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、
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、
名南製作所、アレックカワイ、東知、Aitoss
観光業 ｜ リゾートトラスト、ルートイングループ、アパホテル、長島観光開発、高山
グリーンホテル
複合サービス業 ｜ JAぎふ
卸売業、小売業 ｜ 岐阜日産、岐阜トヨペット、ホンダカーズ岐阜、スズキ自販中部、
ガリバー、
マックスマーラジャパン、エフ・ディ・シィ・フレンズ、アダストリア、イオンリ
テール、
ヤマダ電機、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、
ヤマ
ダヤ、
サガミホールディングス、ゲンキー、アルビス、ゲオホールディングス、坪井花苑
建設・不動産業 ｜ 飛鳥建設、第一建設工業、日構技術センター、
トレジャーボックス
医療・福祉 ｜ 岐阜健康管理センター、新生会、葵鐘会、
つちや整形外科、たんぽぽ薬局
教育・学習支援業、学術研究機関 ｜ NOVAホールディングス、セイハネットワーク、
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、
平安閣、
アスピカ

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、
インフォファーム、JR東海パッセンジャーズ、
トナミ運輸
卸売業、小売業 ｜ 岐阜日産自動車、ネッツトヨタ、スズキ販売グループ、岐阜ダイハツ、
岐阜日野自動車、バローホールディングス、イービーエム、タンポポ薬局、ゲンキー、
クスリのアオキ、フィットハウス
金融・保険業 ｜ ゆうちょ銀行、関信用金庫、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、福邦
銀行、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
飲食・宿泊業 ｜ アパホテル、ルートイングループ、郡上八幡ホテル積翠園、フロン
ティア観光
医療・福祉 ｜ 岐阜健康管理センター、
つちや整形外科、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共済連岐阜、JAぎふ、JAにしみの、JAレーク伊吹、JA福光
サービス業 ｜ 中部空港旅客サービス、Kスカイ、JAL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、濃飛葬祭
公務 ｜ 岐阜県庁、岐阜県警察、岐阜県小中事務職員、関市職員、長野県小中事務職員

主な進学先（過去 3 年間）

主な進学先（過去 3 年間）
四大編入 ｜ お茶の水女子大学、筑波大学、岐阜大学、名古屋市立大学、三重大学、
京都府立大学、南山大学、愛知大学、金城学院大学、椙山女学園大学、京都女子大学、
京都外国語大学、関西外国語大学、東京経済大学

四大編入 ｜ 岐阜大学、新潟大学、名古屋市立大学、北九州市立大学、南山大学、
岐阜保健大学、椙山女学園大学、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、名古屋動物専門学校、釜慶大学校（韓国）
、長榮大學（台湾）

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、
名古屋
ウェディング＆ブライダル専門学校
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）

内定者 からの
メッセージ
英語英文学科 2 年

堀内 紫帆

内定先

シーシーアイ株 式会 社
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自信を持って取り組もう
私は就職活動をする上で「大学で学んだ英語を活かせる仕事」
「モノづくりに携われる仕事」の二
つを軸に活動してきました。
私が就職活動を始めたのは進路支援講座が始まった一年の後期です。講座では就職活動の始め
方から履歴書・エントリーシートの書き方、筆記・面接試験対策など、就活で役立つことをたくさん
教えていただきました。またクラス担任やゼミ担当の先生、進路支援の先生にも、書類の添削や面
接練習をしていただきました。進路について悩んでいた時期もありましたが、先生方がとても親身に
なって相談に乗ってくださったので、安心して就職活動を進めることができました。
就職活動で大切なことは、周りと自分を比べないで焦らずに進めていくことだと私は思います。疲
れたときは一度休んでまた再出発すれば良いと思います。自信を持って自分らしく、自分のペースで
活動していきましょう。

卒業後の進路について

短期大学の２年間はあっという間です。
本学では１年生後期から、就職と進学との両方の希望者に対して進路支援を行います。

進学・編入学
販売
進学・
編入学

公務

合

事務職

食品・
医薬品

生活
デザイン
学科
職

インテリア
建築・
門 職

栄養士

専

食物栄養
学科

総
一 般・

事務職・
その他

製作

ファッ
ショ
ン

建設

インテリア

ル
ュア
ヴィジ

不動産
グラフィック・
web・情報・企画

主な就職先（過去 3 年間）

主な就職先（過去 3 年間）

栄養士 ｜ 熱田福祉会、池内福祉会、石本商事、一冨士フードサービス、犬山病院、
医療法人明峰会リバーサイド気比の杜、魚国総本社、エームサービス、大野保育園、
大山崎さくらの里保育園、グリーンハウス、シダックス、社会福祉法人静清会羽衣の園、
社会福祉法人高山社会福祉会、社会福祉法人紫水会、朱七保育園、スイートスタイル、
誠心デイサービスセンターひまわり、たんぽぽ保育園、デリクックちくま、東洋食品、
トーカイフーズ、にっこり園、日清医療食品、日本海給食、日本ゼネラルフード、藤田医科
大学ばんたね病院、富士産業、藤田医科大学病院、ふじや、松岡整形外科、メフォス、
わかくさ保育園
食品・医薬品 ｜ アピ、カネ美食品、九重化成、小林薬品工業、シーシーアイ、スイート
スタイル、スシロー、住岡食品、
中部フーズ、
トリードルホールディングス、
フレシュール、
ベストーネ、
ヤマザキビスケット、
レニエ
事務職・その他 ｜ エスラインギフ、大垣西濃信用金庫、太田病院・太田メディカルク
リニック（特定医療法人録三会）、柏商工、岐阜県警察事務、岐阜信用金庫、ぎふ農
業協同組合、黒田製作所、航空自衛隊、コーケツ、コネクシオ、小林薬品工業、生活
協同組合コープぎふ、全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部、たんぽぽ薬局、
日本トムソン（岐阜製作所）、日本郵便、ネッツトヨタ岐阜、パナソニックライフソリュー
ションズ、ハビックス、阪神調剤ホールディング、メガネ流通センター、MTK

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、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、中部大学、名古屋文理大学、山口県立大学
専門学校 ｜ 国際調理専門学校

ファッション（企画）
｜ 美濃屋
ファッション（製作）
｜ 東亜和裁、
サンエース
ファッション（検査機関）
｜ カケンテストセンター
ファッション（販売）
｜ アーバンリサーチ、アイア、アイジーエー、アダストリア、アバハ
ウスインターナショナル、オー・アール・エフ、オンワード樫山、三陽商会、ノーリーズ、
パルグループ、ほていや、MARK STYLER、
ヤマダヤ、ユナイデットアローズ、ルネ
建築・インテリア（設計）
｜ 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、和光地所
建築・インテリア（建設）
｜ 鳳建設、岐阜造園、新和建設、シビル・デザイン・ツーワン、
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、
バウハウス丸栄
建築・インテリア（販売）
｜ イビケン、
サンレジャン、棚橋鋼材、万代家具、藤岡木工所
建築・インテリア（不動産）
｜ 大雄、不動産SHOPナカジツ
グラフィック・Web・情報・企画 ｜ インファクトリー、エスト、エス・プロジェクト、大鹿
印刷所、
GRASPERS、弘文社、
コムズ、
システナ、鈴活印刷、
タイムカプセル、高桑印刷、
チューキョー、テクノア、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、大和製本、ヨツハシ
公務 ｜ 岐阜市職員、清須市職員、徳島市職員
製造業 ｜ 岩城工業、オーツカ、キョーラク、
サンワトレーディング、和銅

主な進学先（過去 3 年間）
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、福井大学、
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、ノア
デザインカレッジ

編入
合格者 からの
メッセージ
英語英文学科 2 年

深江 柚花

進学先

名古屋市立 大学

人 文 社 会 学 部 国 際 文化 学 科

入学時から積極的に計画を
私は、岐女短へ入学した時から、3 年次編入することを目標にしていました。1 年生の 4 月から授業を
積極的に履修し頑張ってきました。全ての授業を履修している友達は周りにあまりいなかったのですが、
一つ一つの授業内容が関連し合っていてより深く楽しく学ぶことが出来たと感じています。ゼミでも、自
分の興味のあることについてさらに深く学ぶことが出来ます。宿題が多く、大変な時もありましたが、同
じゼミやクラスの仲間の頑張っている姿を見ると何度も励まされ、私も頑張ることが出来ました。岐女短
には、編入を志し頑張っている仲間たちや、どんなことでも親切に相談に乗ってくださり丁寧に指導して
くださる先生方が沢山います。一人で頑張っていると途中でくじけそうになってしまうこともありましたが、
周りの温かい人たちに支えられ、私も最後まで頑張ることが出来ました。短大は 2 年間なので卒業まで
あっという間ですが、その分時間を無駄にしないように毎日を過ごすことができ、とても意義のある短大
生活を送ることが出来ました。毎日コツコツ頑張ることで、2 年後には何か大きな力が自分に備わってい
ると思います。周りの仲間を大切にして、悔いのないよう有意義な短大生活を送ってください。
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■就職サポートの流れ

■編入学の流れ
進路支援講座

１年生後期〜春休み
■適性検査の実施

■ OG・先輩と語る会

■履歴書の添削

■２年生から１年生への

■外部講師によるガイダンス

▼

編入に関する下調べ・志望校の決定
▼

アドバイス

■コミュニケーション講座

■ビジネスマナー研修

■スーツの着こなし方・

■集団模擬面接・筆記試験

OG・先輩と語る会で体験談を聞く
▼

個別サポート

対策講座

メイクアップ研修

▼

■一般常識・SPI 試験対策講座

受験

■エントリーシートの添削

主なサポート

2 年生前期〜後期
■就職先の斡旋

■OG・先輩と語る会

■活動の相談・サポート

進 路支 援 委員
からの

会

メッセージ

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。

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

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 副学長
催しています。全般のスケジュール、基礎知識、具体的な 進路支援委員長
手順などの説明から始まり、就職を希望する学生には、就 服部 宏己
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。
左記の「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。

オープンキャンパスについて
●2022年 夏季オープンキャンパス
※対面開催及び Web による遠隔開催を予定しています。

全

学

科 6/5
（日）13:00～17:00

英 語 英 文 学 科 7/23（土）10:00～12:00、8/11
（木・祝）10:00～12:00
国 際 文 化 学 科 7/23（土）10:00～12:00、8/11
（木・祝）10:00～12:00
食 物 栄 養 学 科 7/10（日）10:00～12:00、8/7（日）10:00～12:00
生活デザイン学科 7/23（土）13:00～15:00、8/7（日）10:00～12:00
主な内容
学科の特色・説明、入試情報、模擬授業、学内施設案内、関連資料配布、
個別相談など。総合型選抜入試説明会やスクーリングも夏季オープンキャン
パス期間内で行います。
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■小論文、志望理由書の添削

■2年生から1年生へのアドバイス ■面接指導など個別のサポート

● 詳しくは大学ホームページをご覧ください。

●2022年 桃林祭（大学祭）
※対面開催及び Web による遠隔開催を予定しています。

全 学 科

10/22（土）10:00～12:00
10/23（日）10:00～12:00

桃 林 祭（大学祭）の開催期間
中に、 オープ ンキャンパ スを
行っています。
主な内容
学科の特色・説明、入試の説明・
相談、関連資料配布など。

入試について

入試について
一般選抜
本学の一般選抜は「本学個別試験」と「大学入学共通テスト利用」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。
「本学個別試験」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。

本学個別試験

実施学科

英

国

食

大学入学共通テスト利用

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、国際文化学科のA型のみ）、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。英語英文学科、国際文化学科のB型の
小論文では、読解力や文章要約能力などを問います。

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月にも大学
入学共通テスト利用の入学試験を実施します。

特別選抜
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、未知の発想様式に目を開き、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行います。
国際文化学科では、多文化共生社会で活躍できる人材の育成を目指していま
す。我が国と中国、韓国とは隣国として古くから交流をもちながら歴史を紡いで
きました。現在でもさまざまな分野で交流が行われています。今後ますます友好
を深化させていく人材の育成を目指して、中国や韓国の言語・文化に関する高い
勉学意欲を持った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、本学科の教育内容・理念を受験生に理解してもらうとともに、本学科
の教育内容に対する受験生の適性を評価します。本学科の授業は、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
の選抜を行います。

学校推薦型選抜

実施学科

英

国

食

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。

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。

学生募集要項の請求方法
郵便

インターネット

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。

https://www.gifu-cwc.ac.jp にアクセスし、手順に従って、

※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。

〒 501-0192

岐阜市立女子短期大学

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。

岐阜市一日市場北町 7 番 1 号

総務管理課 〈お問い合わせ TEL 058-296-3131〉

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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キャンパスライフ

年間
カレンダー

入学式

4

月

5

April

■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

月

May

■新入生歓迎行事

6

夏期オープンキャンパス

月

7

June

■春季オープン
キャンパス

月

8

July

9

August

（学科ごとに開催時期は異なります）

［英語英文学科］
［国際文化学科］

■夏季休業
■夏季オープンキャンパス
■海外語学研修
［国際文化学科］

学生アンケート

徒歩

岐女短での生活について学生の皆さんに聞いてみました。

30%

している

35%

下宿生
自宅生
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28%

30%

11%

徒歩

していない

23
30%

11%

車・バイク

22%

以上

徒歩

している
車・バイク
車・バイク
車・バイク
自転車
% 自転車 Q . 自転車
%
%
% バス
%
%
%

部活・サークルに
所属していますか？

していない

徒歩

11%

下宿生

下宿生

September

■後期開講

■前期開講
■定期健康診断

30%

月

■海外語学研修

■学外教養演習：鵜飼見学

［２年生対象］

下宿生

月

4
%
大いに利用
している

70%

大いに利用
している

70%

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。

桃林祭（学園祭）

10

月

October

■就職ガイダンス
スタート

生活デザイン学科卒業研究発表会

11

月

12

November

■学校推薦型選抜

［１年生対象］

月

December

■総合型選抜Ⅱ
■卒業研究発表会

［生活デザイン学科］

■開学記念日

■冬季休業

（10 月 15 日）

1

月

学位授与式

January

2

月

February

■一般選抜Ⅰ・Ⅱ
■春季休業
■海外研修

［生活デザイン学科］

3

月

March

■学位授与式
■総合型選抜Ⅲ
■一般選抜Ⅲ

■総合型選抜Ⅰ
■桃林祭（大学祭）
■桃林祭オープンキャンパス
（大学祭と同時開催）

下宿生 からの メッセージ
新しい環境で楽しい毎日を
食物栄養学科 2 年

大坪 華蓮

私は、岐女短に入学してから一人暮らしを始めました。楽し
みにしていた一人暮らしですが、自分のことは自分でやらなけ
ればならず、想像以上に大変でした。初めは慣れない家事に
苦戦して、提出期限間際に課題が終わることが頻繁にありま
した。そこで、手帳にやることリストを書いたり、自分で時間割
を作ったりして 1日の予定を明確にしました。空きコマや放課
後には、友人たちと課題を進めました。時間割によっては、次
の授業まで 2 時間ほど空く日があるので、スキマ時間を上手
に活用することが大切です。私は進学を希望していたので、帰
宅後は課題に加え受験勉強も並行して行いました。使える時
間は限りがあるので、1 分 1 秒も無駄にしないという気持ちで
生活しました。
私の学科は、実験・実習が多く、班員と協力して楽しみな
がら学ぶことができます。共通の趣味や目標を持つ友人たち
と、楽しい毎日を過ごしています。また、親身になってお話を
聞いてくださる先生が多くいらっしゃいます。落ち込んだり悩
んだりしたこともありましたが、私は岐女短に進学して良かっ
たです。
2 年間はあっという間ですが、新しい環境でさまざまなこと
に挑戦できるので、自分を成長させるチャンスです。岐女短で
充実した大学生活を送ってください！

自宅生 からの メッセージ
時間の大切さを実感
生活デザイン学科

ファッション専修 1 年

松浦 萌

私は岐女短までバスと電車で 1 時間ほどかけて通ってい
ます。はじめの頃は高校生の時より長くなった通学時間やバ
スの利用に慣れず、通学するだけで精一杯でした。しかし、
今はこの時間を有効活用出来るように努めています。レポー
トや小テスト勉強、スケジュール管理などできることは多く
あります。
最近では検定の勉強も通学時に取り組んでいます。
授業やアルバイトで毎日忙しいので時間の大切さを実感
しています。空きコマには仲間と衣装制作やレポート作成を
することもあります。通学時間などの隙間時間を有効活用す
ることで自由時間が増え、入学当初よりゆとりを持って生活
できるようなりました。
入学から半年経ちましたが、とてもあっという間に感じま
す。高校と違い授業も初めて学ぶ事ばかりで楽しいです。2
年という短い時間ですが、時間を上手く使って充実した学
校生活を送ってください。

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE

38

国際交流

机で勉強しているだけでは、わからないことがたくさんある。
実際に体験してみることで、世界がぐっと近くなる。
岐女短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 型コロナウィルスの流行に伴い、2020、2021年度の国際交流プログラムはすべて中止となりました。
2022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。

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。

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、ホームステイも行なって
韓国の人々の日常生活を体験します。
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国際交流／部活・サークル活動

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

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
■ 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

フットサルサークル

ダンスサークル

毎週水曜の 16:30 から体育館でコーチに
教えていただきながら楽しく活動していま
す。運動が 苦手でも是非来てみてくださ
い！！

先輩後輩、みんなが仲良く活動していま
す！他校との交流イベントや桃林祭など、
披露する機会が沢山あります。初心者経
験者関係なく楽しめるサークルです！！

文化 系

■ 軽音楽サークル

料理サークル

Win-Win クラブ

私たち料理サークルでは月に一回活動を
行っています。自分たちで作りたい料理を
決め楽しく調理しています。今までに作っ
たり、食べたことがなかったりする料理に
も挑戦することができます。料理経験が
少なくても大歓迎です！

Win-Win クラブでは、岐阜大学の農園を
お借りして、畑作りから収穫までを行って
います。春夏は、トマト、ナス、きゅうり。
秋冬は、ブロッコリー、ほうれん草、蕪を
育てました。
野菜の育て方を学びたい方や、
美味しい野菜を食べたい方、自然の中で
のんびり活動したい方におすすめのクラブ
です。

■ シネマサークル
■ ピーチくらぶ
■ 美術部
■ Love ♡ Rary
■ 料理サークル
■ Win-Win クラブ

GIFU CITY WOMEN' S CO LLEGE
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施設 紹介

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

図書館
英語英 文、国際 文化、食物栄養、生
活デザインという特色ある４学科の専門
分野は多岐にわたります。様々な分野の
専門書や学術雑誌を中心に収蔵し、ベス
トセラーや文庫本などの一般的な図書・
雑誌も備えています。
新聞・雑誌をゆったりと閲覧するスペー
ス、気持ちを集中させて学習に取り組む
スペース、ミーティングや共同作業がで
きるグル ープ 学 習 室、 豊 富 なビ デ オ・
DVD を準 備した視 聴 覚コーナーなど、
目的に応じた多彩な利用ができます。

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

大学生協について
本学には大学生協があり、学生生活を快適に過ごせるようバックアップし
ています。大学生協で利用できるサービスとして、学生食堂をはじめ、購買、
自動車学校の割引と斡旋、資格取得支援、卒業式の袴レンタル・着付け、
書籍、CD&DVD ソフトの割引などを行っています。
また年に２回、お買い上げレシートによる抽選会も実施しています。
「生
メール」という意見箱もあり、学生や教職員の皆さんの要望や声を大切にし
ています。
その他、様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
利用ください。
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一日市場キャンパス アクセスマップ
岐阜駅からバスで約20分。静かな場所にあります。
至山県

島大橋東
伊自良川

島大橋

岐阜大学

島大橋東

岐阜北警察署

岐阜環状線

市立女子短大
短大口

繰船橋
岐阜環状線

岐阜市立女子短期大学

至鵜飼い大橋
長良川国際会議場

尻毛橋
303
長良川

忠節橋

島大橋

長良橋

メモリアルセンター
都ホテル 岐阜長良川

橋
金華

伊自良川

至本巣

マーサ21

岐阜城
金華山

岐阜市役所

岐阜市立女子短期大学
大縄場大橋

156

鏡島大橋
名鉄岐阜駅
河渡橋

JR東海道本線

駅

JR西岐阜

至大垣
穂積大橋

岐阜県庁

至高山

JR岐阜駅

至犬山
21
至名神羽島I.C.

至名古屋

岐阜市立女子短期大学への交通アクセス
● JR岐阜駅 JR岐阜バスターミナルから

バ

ス

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 5 分

・「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

・「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 5 分

●名鉄岐阜駅 名鉄岐阜バスターミナルから
岐 阜 バ ス C のりば
●長良橋通りから
岐阜バス 5 番のりば

タクシー

● JR岐阜駅前から

岐阜市立女子短期大学
TEL 058-296-3131

FAX 058-296-3130

約20分

● JR西岐阜駅から

約10分

〒501- 0192 岐阜市一日市場北町 7 番 1 号

URL https://www.gifu-cwc.ac.jp/

