
家政学部の現状と課題

令和2年度

令和2年度 外部評価委員会
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生 活 科 学 専 攻 定員 25名

住居学
専 攻

建築スペースデザインコース

定員 25名

インテリア・プロダクトデザインコース



育成する人物像と教育目標

育成する人物像 教育目標

健
康
栄
養
学
科

健康と栄養の専門知識と技術を修得し、管理栄養士取得にとどま
らず、地域社会で有用な資格を取得できる力と、自律性、協調性、
倫理観、コミュニケーション能力や、豊かな人間性を修得し、地域
社会の幅広い分野で活躍できる人材を育成する。

地域の栄養と食に関する課題を抽出し、客観的に分析するための
科学的・論理的思考力や科学的根拠に基づいた実践的能力を修
得できるよう科目を配置し、学生参加型授業、グループワーク等に
より、課題の発見・解決に向けた主体的な深い学びを支援する。

生
活
科
学
専
攻

家庭科に関する専門性を身に付け、特に縫う技術の高い家庭科
教員を育成する。

家庭科に関する専門性を身に付けた中学校・高等学校の家庭科
教員を育成する。特に被服実習を強化し、洋裁・和裁の高い技術
を育成し、専門高校にも対応できる家庭科教員を育成する。

住
居
学
専
攻

住むひとの『満足する住環境を創造できる』スペシャリストを養成
する。

（卒業時一級・二級建築士合格レベルの知識を有する）

住環境に関する専門知識と技術を習得し、住環境の安全・安心・
快適性の確保、健康・環境問題等を幅広く対応出来る実践力と感
性を有した人材を育成し、社会の発展に寄与することを目的とする。

令和2年度 外部評価委員会 １



学びの道筋（健康栄養学科）

令和2年度 外部評価委員会 ２

内定率 98.0％（R3.1月末現在）

管理栄養士・栄養士関係職 90.7％

保育，飲食サービス，事務職，金融業等

今年度の内定状況

病院や福祉施設，行政（保健所、保健セン

ター），栄養教諭，食品会社，給食施設，
ドラッグストア，保育所やこども園などで
活躍

家庭科教諭，栄養教諭，幼稚園教諭，保育士，健康運動実践指導者，登録販売者，医療事務，
サプリメントアドバイザー など

管理栄養士・栄養士
卒業後の進路

取得資格実績



学びの道筋（生活科学専攻）

令和2年度 外部評価委員会 ３

今年度の内定状況
91％（R3.1月末現在）

岐阜県
教職員
採用状況

卒業後の進路
○中・高等学校の家庭科教諭として活躍

○小学校教諭として活躍

○繊維、アパレル企業で品質管理やファッション販売員
として活躍

○病院で医療事務員として活躍

○一般企業で、受付、事務員、スタッフとして活躍

○大学院への進学

年 度 令和3年 令和2年 平成31年 平成30年 平成29年

採用数（中・高） 12 8 11 11 11

本学卒業生を含む合格者数 1 2 5 5 6



学びの道筋（住居学専攻）

令和2年度 外部評価委員会 ４

今年度の内定状況

就職先内訳

93％（R3.1月末現在）内定率

・在学中に宅地建物取引士を取得した学生が4名おり、そのうち2名は不動産
会社への早い内定が取れた。

・複数の資格（宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、福祉住環境コー
ディネーター等）取得者は、コロナ禍にあっても希望するハウスメーカーへの就
職が決まった。

・ほとんどの学生が、大学で学んだことが活かせる業種、職種に就職を決めた。

今年度の主な就職先

石友ホーム株式会社、
クラシスホーム株式会社
内藤建設株式会社、
伸和建設株式会社
株式会社サンテン・コーポレーション
株式会社Y's design 建築設計室
静岡セキスイハイム不動産株式会社
JAめぐみの

設計事務所やハウスメーカー、建
設会社などで建築士、現場監督、リ
フォームプランナー、ＣＡＤオペレー
ターなど
として活躍

一級建築士 二級建築士

卒業後の進路

ハウスメーカー、住宅設備会社、家
具メーカーなどでインテリアコーディ
ネーター、リフォームプランナー、家
具デザイナーなどとして活躍



コア・カリキュラムとそれを構成する科目（健康栄養学科）

令和2年度 外部評価委員会 ５

出し巻き卵の作り方を示した動画 調理実習で出し巻き卵を
焼く学生

はじめて実習で作った料理の試食
（間隔を空けて2部屋に分かれて）

切り方を解説した動画 7種類の切り方を習得動画を確認しながら切り方の練習
（学生宅）

対面授業

●コロナ禍で調理学実習も遠隔授業を実施



コア・カリキュラムとそれを構成する科目（生活科学専攻）

令和2年度 外部評価委員会 ６



コア・カリキュラムとそれを構成する科目（住居学専攻）

令和2年度 外部評価委員会 ７



調理技能習得

健康問題抽出
問題解決法修得 問題解決策の提案 さぎ草祭（学園祭）参加 実践活動

特色ある活動・研究活動・研究の社会還元（健康栄養学科）

令和2年度 外部評価委員会 ８

●学科学生の学園祭参加

●近隣市町の健康問題解決に貢献するゼミ活動
コロナ禍で実施できず

地域貢献できる
人材

さぎ草祭（学園祭）参加

2日間で販売予定だったミニ懐石
を本番さながらに練習させていた
だき、学内で試食
▼

▲

発表予定だったポスターを掲示
◀試作

グループで
相談▶

学生の主体的活動を支援

●美濃市
健康・栄養教室共同運営、地域食材
を活用したレシピ提案や商品開発

●山県市
栄養教室共同運営、地域食材を活
用したレシピ提案

＜地域連携＞



特色ある活動・研究活動・研究の社会還元（生活科学専攻）

令和2年度 外部評価委員会 ９

＜地域連携プロジェクト＞ ECO+ものづくりプロジェクト

令和２年度の主な活動内容

3月 運営委員会・リーダー会

4月・5月 リモートによる活動

（マスク製作を中心に）

5月 高齢者施設等へ手作りマスク配布

6月1日 新入生歓迎会

6月 1年生基礎技術修得のための製作

6月28日 OCで高校生にマスク配布

7月～ グループ活動 販売商品の企画・製作

10月3日 小さなクラフト展出店（金神社）

11月7・8日 さぎ草祭模擬店出店＝中止

12月13日 柳ヶ瀬コンテストに合わせて出店

（ワークショップ・販売）

2・3月 親子の手づくりワークショップ（予定）

高齢者施設へマスク配布

小さなクラフト展出店

＜生活科学研究会＞

＜研修旅行＞

活動内容
「tomoniつながる和綿プロジェクト」 に参加

主 催：公益財団法人岐阜県教育文化財団
事務局：ぎふ清流文化プラザ

研修場所
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 関鍛冶伝承館
フェザーミュージアム 美濃和紙の里会館

・地域社会活動を体験。
・成果を大学祭で発表。

・貴重な体験学習の場。



特色ある活動・研究活動・研究の社会還元（住居学専攻）

令和2年度 外部評価委員会 １０

■実習棟リフォーム及び10号館南側外構計画（R1年度～2年度）

プレゼンR1.08.05 外構片付R1.10.03～ 外壁めくりR1.11.21～ 建具取替工事R1.12.15～ 外壁張工事R2.6.18～

■各務原市の空き家リノベーション提案

■山県市の空き家リノベーション工事

現地調査 企画・設計 プレゼン（2021年1月20日実施予定 下記写真は昨年の様子）

特別プロジェクト実習

地域連携プロジェクト

現地調査 既存クロス撤去工事 窓枠塗装工事 壁下地工事 建具クロス張り工事



入学前 1年次 2年次 3年次 4年次

国家
試験
対策

入学前
課題

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

食物栄養学研究法Ⅰ
毎月テスト（単位化）

食物栄養学研究法Ⅱ
毎月テスト・外部模試（単位化）

食物栄養学研究法Ⅲ
毎月テスト・外部模試（単位化）

食物栄養学研究法Ⅳ
外部模試（単位化）

資格支援（健康栄養学科）

令和2年度 外部評価委員会

管理栄養士国家試験受験までの道のり

資格取得状況

R2度 R1度 H30度 H29度 H28度

管理栄養士（合格者数） 104人 122人 116人 137人

管理栄養士（合格率） 92.0％ 95.3％ 100％ 98.5％

栄養教諭採用 2人 1人 0人 0人 0人

登録販売者（合格者数） 14人 5人 3人 13人

登録販売者（合格率） 77.8％ 35.7％ 15.8％ 84.6％

１１

12月栄養士実力認定試験

3月

国試

受験



資格支援（生活科学専攻・住居学専攻）

令和2年度 外部評価委員会

生活科学専攻

住居学専攻

長期休暇課題による学修
1年次 2年次 3年次 4年次

春 夏 春 夏 春 夏 春 夏

・基礎力を高める演習
課題（国・数）

・布絵本の製作

・基礎力を高める演
習課題（国・数）

・ハーフパンツの製
作

・家庭科教員になる
ための専門基礎

・ブラウスの製作と
製作レポート

・家庭科教員になる
ための専門基礎

・手芸要素を取り入
れたトートバッグの
製作と製作レポート

・家庭科教員になる
ための採用試験
対策・和布を用い
た作品製作と製作
レポート

・消費者力検定ワーク
ブック
・毛糸を使ってペット
ボトルカバーの製作

・教員採用試験
筆記対策

・教員採用試験
実技試験対策

R2 R1 H30 H29 H28

中学校一種免許（家庭） 中（9） 中3 中11 中7 中13

高等学校一種免許（家庭） 高（9） 高6 高12 高8 高13

小学校教諭一種免許 （1） 2 2 4 3

取得状況

ｶﾗｰ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（２級）

１年

ｲﾝﾃﾘｱ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

２年

福祉住環境
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（２級）

３年 就職１年目

建築士
受験

宅地建物
取引士

４年

建築士合格
への受験
対策期間に

ｷｯﾁﾝ
ｽﾍﾟｼﾔﾘｽﾄ

４年生
Mさんの
在学中の
資格取得

R２ R1 H３０ H２９ H２８

宅地建物取引士 2 ５ ２ ０ ０

インテリア
コーディネーター

11
（1次）

10 ８ ４ ２

一級建築士 ２ ３ １ １

二級建築士 ５ ０ ５ １ ５

取得状況

１２


