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「国際的視野を備えた創造性と
　行動力豊かな教養人の育成」を建学の精神としています。

東海学院大学大学院

幼児教育学科

人間関係学研究科
臨床心理学専攻 修士課程

乳幼児期の子どもの豊かな心と健やかな体の成長・発達について、専門的知識と
技能を有し、子どもの成長・発達や、子どもを取り巻く社会の変化に主体的に 
対応できる実践力をもった人材の養成を目的としています。
2年制と、午後の時間を自由に使える「3年LaLa履修制度」があります。

心の問題に対処できる、高度な心理臨床の専門家
（公認心理師受験資格および臨床心理士受験資格）を
養成します。

公認心理師、臨床心理士養成第1種指定大学院

子ども医療・心理 子どもスポーツ 子ども音楽 子ども造形

● 幼稚園教諭二種免許　● 保育士　● こども音楽療育士　
● レクリエーション・インストラクター　● ピアヘルパー
● 准学校心理士　● 上級秘書士（メディカル秘書） 
● 認定病児保育スペシャリスト（アカデミック）　他

免許・資格

人間関係学部
心理学科

子ども発達学科

心理学の視点から、様々な職業分野において活躍できる人材を育てます。

子どもに関わる諸課題に自主的に取り組むことのできる人間性豊かな人材を育てます。

心　　　理

小学校教育

救 急 救 命

保　　　育

言 語 聴 覚

特別支援教育

●公認心理師（※大学院修了または2年の実務経験が必要）
●認定心理士　●救急救命士（国試受験資格）
●言語聴覚士（国試受験資格）　●中学校教諭一種免許（社会）
●高等学校教諭一種免許（公民） 他

免許・資格

●小学校教諭一種免許　●特別支援学校教諭一種免許
●学校図書館司書教諭　●幼稚園教諭一種免許
●保育士　●准学校心理士　●認定絵本士
●こども音楽療育士　他

免許・資格

健康福祉学部

総合福祉学科

福祉・スポーツ・医療に関する分野で活躍できる人材を育てます。

社会福祉・精神保健福祉・介護福祉 臨床工学 社会スポーツ

管理栄養学科

栄養や保健、医療の分野で活躍できる人材を育てます。
栄　養　士 管 理 栄 養 臨 床 検 査

●栄養士　●管理栄養士（国試受験資格）　
●臨床検査技師（国試受験資格）
●栄養教諭一種免許 他

免許・資格

東海学院大学短期大学部

東 海 学 院 大 学

●社会福祉士（国試受験資格）　●精神保健福祉士（国試受験資格）
●介護福祉士（国試受験資格）　●臨床工学技士（国試受験資格）
●公認スポーツ指導者　●トレーニング指導者 他

免許・資格
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　 部活動・サークル活動

バドミントン部
女子バレーボール部
ソフトテニス部
テニス部
ホッケー部
男子剣道部
硬式野球部
軟式野球部

チアリーディング部
あたっくONLY ONE（バレーボール）
バスケットボール
フットサル
遊部
ダンスパフォーマンスサークル
K-POPサークル

吹奏楽部
マーチングバンド部 
軽音楽 
茶華道 
フォーク・アコースティックサークル
写真研究
将棋サークル
みるくっく（料理）

ＴＧＵ手話サークル 
演劇サークル  
学生会執行部  
大学祭実行委員会 

附属図書館
（図書 24万冊、視聴覚資料 7,700点）
東海えほんの森
大学院附属心理臨床センター 心理相談室
救急救命実習室
高規格救急車
言語聴覚実習室
ピアノレッスン室　
ピアノ練習室（個室 計70台）
模擬保育室〈あそびの森〉

給食経営管理実習室
臨床栄養実習室
臨床検査実習室
介護実習室
臨床工学シミュレーション実習室
TGUトレーニングルーム
硬式野球部専用球場〈TGUスタジアム〉
TG danse studio goût
テニスコート 他

介護実習室

附属図書館 TGUスタジアム

給食経営管理実習室

　 設 備 ・ 施 設

■インターンシップ〔対面形式・オンライン形式〕
本学では、インターンシップをキャリア教育の一環としてカリ
キュラムに組み込んでおります。学生自身が関心を持つ業界や
職業を体験させていただくことにより、自己の強みや課題を発
見し、進路について考えを深める貴重な機会となっております。

■施設見学
企業だけでなく医療・福祉、教育・保育、公務員
などの施設見学により、施設の特長と共に業務内
容や求める人材像についてお聞かせいただきたい
と願っております。

法務省名古屋矯正管区
自衛隊
岐阜県各務原警察署
公益法人公衆衛生検査センター
戸田中央医科グループ
中部薬品株式会社V-drug
株式会社スギ薬局
株式会社サンドラッグ
Genky DrugStores株式会社
株式会社日本栄養給食協会
株式会社八百鮮
ぎふ農業協同組合
トヨタ生協
中日本フード株式会社

株式会社えがお
三か月ストアー
株式会社富士家
株式会社ポーラ
株式会社モード・プランニング・ジャパン
株式会社山信
株式会社ラグジュアリー
株式会社レッドバロン
トヨタカローラ岐阜
岐阜トヨペット
西濃運輸株式会社
税理士法人TACT高井法博会計事務所
株式会社パロマ
伊藤工務店

館林建設
内藤建設株式会社
株式会社岐阜商会
協和段ボール
グッデイすぎない
樹楽団らん日の東
笑顔グループ
株式会社新生メディカル
株式会社スターシステム
株式会社大雄
オリムベクスタ株式会社
株式会社S.K.Mコンサルタント
株式会社アイコン
株式会社クリエイト

令和3年度 インターンシップ参加実績　 ※学生からの報告による抜粋、順不同

インターンシップ、施設見学 受け入れのお願い

■ 体 育 系 ■ 文 化 系
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岐阜県厚生農業協同組合連合会/岐阜県保健環境研究所/地方独立行
政法人 岐阜県総合医療センター/医療法人 清光会 岐阜清流病院/岐
阜大学医学部附属病院/医療法人社団 慈朋会 澤田病院/しばた耳鼻
咽喉科/医療法人 坦水会 操健康クリニック/水谷医院/社団医療法人 
かなめ会 山内ホスピタル/かわしまファミリークリニック/フェニッ
クス総合クリニック/社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院/岐阜・
西濃医療センター 岐北厚生病院/大垣市民病院/むらいクリニック/
特定医療法人 録三会 太田病院/社会医療法人 厚生会 木沢記念病院/
美濃市立美濃病院/可児とうのう病院/岐阜県立多治見病院/高山赤十
字病院/岐阜県立下呂温泉病院/公益社団法人 日本海員掖済会 名古
屋掖済会病院/偕行会セントラルクリニック/社会医療法人 宏潤会 
大同病院/岡崎市医師会 公衆衛生センター/社会医療法人 杏嶺会/医
療法人 尾張健友会 千秋病院/中村メンタルクリニック/半田市医師
会健康管理センター/医療法人 徳洲会 名古屋徳洲会総合病院/津島
市民病院/社会医療法人財団 新和会 八千代病院/社会医療法人 志聖
会 総合犬山中央病院/国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
/学校法人 藤田学園 藤田医科大学病院/あま市民病院/医療法人 尚徳
会 ヨナハ総合病院/医療法人 徳洲会 静岡徳洲会病院/医療法人社団 
綾和会 掛川東病院/医療法人社団 伊豆七海会 熱海 海の見える病院

（戸田中央医科グループ）/浜松医科大学医学部附属病院/医療法人社
団 せいおう会 鶯谷健診センター/医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合
病院/富山県厚生農業協同組合連合会/黒部市民病院/京都医療セン
ター/医療法人財団 康生会 武田病院/洛和会ヘルスケアシステム 洛
和会音羽病院/神戸医療センター/医療法人社団 敬愛会 佐賀記念病
院/コメット歯科クリニック/やまむら歯科/医療法人 にいみ歯科医
院/こばやし歯科/株式会社 メディック/日本ステリ 株式会社 など

たんぽぽ薬局 株式会社/株式会社 高島屋前岐薬/中部薬品 株式会社/
株式会社 フォーブレイン/株式会社 モリキ/ゲンキー 株式会社/株式
会社 クスリのアオキ/ウエルシア薬局 株式会社/株式会社 サンメディ
カル/株式会社 コスモス薬品/株式会社 ホンダカーズ岐阜/まごころ 
株式会社/株式会社 ネクステージ/ディープラス 株式会社/株式会社 
レッドバロン/株式会社 ユーロフランス/株式会社 アイエーオート
バックス/株式会社 ヤマニパッケージ/株式会社 文友社/ハート 株式
会社/東邦液化ガス 株式会社/くまざわ書店グループ ACADEMIA /
株式会社 日本オプティカル/ユニー 株式会社/株式会社 ツルヤ/ホシ
ザキ四国 株式会社 など

社会福祉法人 岐阜県福祉事業団/社会福祉法人 大垣市社会福祉協議
会/社会福祉法人 海津市社会福祉協議会/社会福祉法人 小牧市社会
福祉協議会/介護老人保健施設 寺田ガーデン/社会福祉法人 信輪会 
特別養護老人ホーム るぴなすビラ/特別養護老人ホーム ことほぎ苑
/社会福祉法人 錦江舎 特別養護老人ホーム 夢眠/社会福祉法人 愛生
福祉会/高齢者複合福祉施設 スマイルコート黒田/社会福祉法人 薫
風会 特別養護老人ホーム 第二大和の里/社会福祉法人 西春日井福祉
会/社会福祉法人 大東福祉会/介護老人福祉施設 和合せいれいの里/
株式会社 松田会 エバーグリーンシティ/社会福祉法人 若竹大寿会/
ショートステイ サンクス高田/医療法人 玄一会 るりあん彦根/児童
養護施設 日本児童育成園/社会福祉法人 誠心会 児童養護施設 誠心
寮/社会福祉法人 擁童協会 大野慈童園/社会福祉法人 樹心会 児童養
護施設 樹心寮/桜友会 児童心理療育施設 桜学館/児童養護施設 ク
ローバーライト/一般社団法人 若者サポートnanairo/大垣市立ひま
わり学園/社会福祉法人 陶技学園/NPO法人 Jump ゆいまーる/株式
会社 YC チャイルドウィッシュ刈谷/株式会社 信花 グローアップ長
良/株式会社 イープレイス COLORS各務原校/放課後等デイサービ
ス事業所ラルジュ/株式会社 ヒューマンハート/放課後等デイサー
ビス キッズランド虹/特定非営利活動法人 とーたす/放課後等デ
イサービス キッズボンド/株式会社 エル・シー・エス/医療法人 大
野はぐくみクリニック（放課後等デイサービス） など

海上自衛隊/航空自衛隊/法務省 矯正局 大阪刑務所/法務省 矯正局  
名古屋刑務所/法務省 矯正局 福井刑務所/岐阜県庁/愛知県庁/岐阜県
警察本部/岐阜市役所/垂井町役場/川辺町役場/白川町役場/岐阜市消
防本部/大垣消防組合/揖斐郡消防組合消防本部/不破消防組合/中濃
消防組合/可茂消防事務組合/郡上市消防本部/下呂市消防本部/名古
屋市消防局/犬山市消防本部/江南市消防本部/小牧市消防本部/稲沢
市消防本部/大府市消防本部/西春日井広域事務組合消防本部/厚木市
消防本部/松本広域消防局/佐渡市消防本部/富山県東部消防組合/七
尾鹿島消防本部/嶺北消防組合/泉州南消防組合/日置市消防本部 など

公　立
各務原市/本巣市/山県市/大垣市/安八町/垂井町/養老町/美濃加茂市
/東白川村/稲沢市/清須市/ 那覇市
私　立
いづみ第2幼稚園/サニーサイドインターナショナルスクール/東海
第二幼稚園/長森幼稚園/ながら幼稚園/ほんごう幼稚園/若葉第三幼
稚園/さくら幼稚園/子苑第一幼稚園/羽島幼稚園/あかつき幼稚園/の
ぞみ第2幼稚園/武芸川幼稚園/かたびら第二幼稚園/かわい幼稚園/
聖公会紅葉幼稚園/沖ノ橋認定こども園/かがしまこども園/カトレヤ
こども園/黒野こども園/各務保育園/川島東こども園/うれしの認定
こども園/けやきの杜/まさきこども園/ほづみの森こども園/ながさ
わこども園/みつづかこども園/東江こども園/わかば海津北こども園
/ハチスチルドレンズセンター/牧谷保育園/美濃保育園/山手幼稚園/
遊々こども園/川辺町第3こども園/千草保育園/立正幼稚園/本郷こ
ども園/大野幼稚園/岩保育園/華陽保育園/聖徳保育園/なかよし岐阜
南保育園/ななさと保育園/日野保育園/笑顔いちばん スマイルキッ
ズ保育園/みらいず保育園/江吉良保育園/鹿野クリニック 企業主導
型保育園 プルート/ニチイキッズ美濃加茂保育園/りんご保育園/杉
山第三学園/石浦龍華会/日本保育サービス/平針保育園 など

関信用金庫/株式会社 南都銀行

株式会社 あみやき亭/有限会社 なまずや/株式会社 ホープ/株式会社 
ココスジャパン/エームサービス 株式会社/有限会社 タカクラ（布袋
病院）/日清医療食品 株式会社 /富士産業 株式会社/株式会社 ミール
サービスたにぐち/株式会社 三重給食センター など

めぐみの農業協同組合/株式会社 マーキュリー/株式会社 リクルー
トＲ＆Ｄスタッフィング/株式会社 リプラス/埼玉フォスター 株式
会社/株式会社 全日警 など学校法人 神谷学園/東海学院大学大学院 心理臨床センター/岐阜県

教育委員会/羽島市教育委員会/関市教育委員会/多治見市教育委員/
三重県教育委員会/長野県教教育委員会/北九州市教育委員会 など

※順不同

医 　 療

福　　祉

そ の 他

教　　育

卸・小売

東新土地 株式会社/株式会社 アイティ・コーエー/昇英建設 株式会
社/株式会社 豊橋園芸ガーデン/川村電機 株式会社/株式会社 トライ
不動産/株式会社 アルファシステム など

建設・不動産

新世日本金属 株式会社/株式会社 アスカ/中部エクストロン 株式会
社/株式会社 岩田鉄工所/株式会社 田口鉄工所/有限会社 早野研工/
岐阜アグリフーズ 株式会社/株式会社 刃物屋トギノン/中日クラフ
ト株式会社/株式会社 ミツイマシナリー/中外医薬生産 株式会社/株
式会社 高澤食品本舗/株式会社 なかしま/パワフル健康食品 株式会
社/コカ・コーラ ボトラーズジャパン 株式会社 広島工場 など

製 造 業

公　　務

幼稚園、認定こども園、保育園

金　　融

飲食サービス

就職先実績 （2020・2021年度卒業生）



教養科目（就業力を高める科目）・基礎ゼミ・専門科
目の履修をすることにより、1年生からキャリア・ 
ビジョンを描き、目標を持って資格取得を目指します。

学生就職課では、個別の進路相談を大切に進め、各
学生の価値観と条件に則したきめ細かい支援を実施
しています。

医療や栄養、保育の専門職を目指す学生には、資格
による履修課程別に就職ガイダンスを実施して支援
を進めています。

●令和3年９月10日に【福井県と東海学院大学および東海学院大学短期大学部との就職支援に関する協定】を締結しました。
●学生就職課へのご来訪について、ご来学、オンラインのいずれも承ります。感染対策等ご理解のうえ事前にご連絡 
　いただきますようお願い申し上げます。

特　長　1

特　長　2

特　長　3

トピックス

4月 ●就職ガイダンス〈全学年〉　●公務員採用試験説明会　●アルバイトの労働条件を確かめよう！セミナー

5月 ●編入ガイダンス　●就職ガイダンス

6月 ●大学院進学説明会　●公務員試験 就職模擬試験〈短大〉
●インターンシップ・ガイダンス　●教職実践セミナー

7月 ●公務員ガイダンス 消防編（岐阜市消防本部）　●ぎふ教師養成塾

8月 ●インターンシップ促進郵便　●就職活動応援郵便

9月 ●就職ガイダンス〈全学年〉　●職務適性テスト
●保育士・幼稚園教諭の資格を生かす業界セミナー〈短大〉

10月 ●職務適性テスト 解説・自己分析講座
●「就活ガイドブック」配付

11月
●就職模擬試験　●就職ガイダンス（就活プラン）
●保護者教育相談会　●保育の魅力紹介学生セミナー〈大学〉
●幼稚園園長 出前講座

12月
●就職ガイダンス（専門職ごと）　●就職活動応援郵便
●業界研究セミナー（中央こども相談センター）
●教員採用試験説明会

1月 ●就職ガイダンス（履歴書下書き、求人検索NAVI登録）　●「就活ガイドブック」配付〈短大〉
●ライフデザインセミナー〈短大〉　●保育の魅力紹介学生セミナー〈短大〉　●業界研究セミナー（言語聴覚士）

2月 ●グループディスカッションセミナー　●業界研究セミナー（栄養系）　●公務員試験対策講座〈短大〉
●卒業予定者 就職準備ガイダンス〈短大〉

3月 ●女子学生のための就職フェア　●業界研究セミナー（臨床工学技士） 　●就活セミナー

　 進 路 支 援 事 業
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　【P.6参照ください】

進路支援の特長



❶お電話またはメールにて、事業所の概要・募集職種・開催希望日程を 
お知らせください。

❷学内にて検討し、日程・学生の参加申し込み期日を調整させていただきます。
❸日程等の調整ができましたら、事業所様において学生向け説明会開催の 

告知ポスター（A4サイズ片面1枚）の作成をお願いいたします。
❹学生就職課より、学生の参加申し込み状況を連絡させていただきます。
　開催に向けてご準備をお願いいたします。
　（参加申し込みがない場合は、大変申し訳ございませんが中止とさせていただきます。）

専門職・一般企業就職希望者を対象に、学内にて事業所単独の説明会を
募集し、開催してまいります。
業務内容、望まれる人物像、採用試験のながれ等についてお話をいただ
ければ幸いでございます。

開催時間帯
12:40～13:20（昼休みの40分間）A
学生と個別に日程調整ができた場合には、ご指定の時間帯B

　 単独学内説明会の開催

事業所様からお預かりした資料を確実に学生に届ける
「頒布会」を開催いたします。学生が授業の合間等に、
事業所案内や採用試験についてまとめられた資料を 
自由に持ち帰ることのできる企画です。

（事業所のご担当者様に来学いただく必要はございません。）

※学事日程等の都合により、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

第1回：令和5年3月1日（水） ・2日（木）………………………… 資料の受付：2月24日（金）到着分まで
第2回：令和5年3月23日（木） ………………………………… 資料の受付：3月21日（火）到着分まで
第3回：令和5年4月13日（木）・14日（金） …………………… 資料の受付：4月11日（火）到着分まで
第4回：令和5年5月18日（木）・19日（金） …………………… 資料の受付：5月16日（火）到着分まで
第5回：令和5年6月15日（木）・16日（金） …………………… 資料の受付：6月13日（火）到着分まで
第6回：令和5年7月13日（木）・14日（金） …………………… 資料の受付：7月11日（火）到着分まで

開 催 日 程

❶パンフレット・採用案内等の資料を5セットご用意ください。
　複数種類の資料をご提供くださる場合は、ひとつの冊子に挟み込んでいただくか、封筒・クリアファイル等に入れるなど、
　事業所様においてセット組みをお願いいたします。
　※部数は各回（2日間合わせて）5セットを上限とさせていただきます。

❷下記の宛先までご送付ください。窓口にご持参いただいても結構です。

〒504-8504　岐阜県各務原市那加桐野町2-43
東海学院大学・東海学院大学短期大学部
学生就職課  頒布会係  宛

※お申込みのお電話・メール連絡等は不要です。各回、受付期日までに資料をお送りください。
　（複数回分をまとめてお送りいただくことも可能ですが、その際は参加の回を明記くださいますようお願いいたします。）

ご 参 加 方 法

お申し込み方法

　 就職情報・求人情報等資料 頒
は ん

布
ぷ

会
か い

の開催
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ぜひご検討ください。

※資料として事業所案内や採用試験情報
のほか、各回の開催時期に応じた説明
会・見学会の開催日、職員様の働く様
子などについてご案内くださいます
と、学生の“次なる一歩”につながりや
すいと存じます。



　求人についてのお願い

ご採用についてご計画の折には、ぜひとも本学学生に
機会をお与えくださいますようお願い申し上げます。

ご利用は無料、24時間受付可能です。
別紙ご案内を参照いただき、求人票登録をお願いいたします。
ご登録いただいた求人票は速やかに受理され、学生に公開されます。

本学指定の求人票様式は本学ホームページ（企業の方へ）よりダウンロードいただけます。（その他の様式でも可。）
ご提出いただいた求人票は『求人受付NAVI』への登録が完了次第、学生に公開されます。
また、学生就職課に配架して閲覧できるようにもいたします。
　※「❷自己申告書」の提出がない場合は登録をお受けできません。必ずご用意ください。
　※二次募集・追加募集を実施される場合は、随時、学生就職課までお知らせください。

学生就職課では就職支援を希望する卒業生に対しても支援をしております。
●「求人受付NAVI」採用条件欄にて「既卒者採用予定」を“あり”にチェックいただくと求人票の検索キーワード 
　として登録されます。
●求人票を郵送くださる際には、適宜、応募可能な旨を明記くださいますようお願い申し上げます。

本学には外国人留学生および障がいをもつ学生が若干名在籍しております。
●「求人受付NAVI」採用条件欄にて「留学生採用予定」や「障がい者採用予定」を“あり”にチェックいただくと求人票の 
　検索キーワードとして登録されます。
●求人票を郵送くださる際には、適宜、応募可能な旨を明記くださいますようお願い申し上げます。

❶求人票  ❷自己申告書  ❸青少年雇用情報シート  ❹事業所案内等（任意）をご用意ください。
下記❶～❹をご用意ください。

■『求人受付NAVI（J-NET）』をご利用ください。

■ 窓口（学生就職課）、郵送、メールでのお申し込みについて

既卒者対象の求人について

外国人留学生・障がいをもつ学生の求人について

本学学生に【内定】をお出しくださいましたら、文書・E-mail等にて内定者を学生就職課までご通知くださいますよう 
お願い申し上げます。
また、卒業生が貴職の職員として活躍されているご様子も併せてお知らせくだされば幸いでございます。

本学出身者のご通知について

1058-382-4761（直通）　    shushoku@tokaigakuin-u.ac.jp

求人に関するお問い合わせは『学生就職課』へ
学生就職課 事務室は東海学院大学短期大学部の1号館1階にございます。

（東海学院大学短期大学部・東海学院大学 共通）
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JR岐阜駅からバスで約20分
ア ク セ ス

■岐阜バスのりばのご案内
JR岐阜駅⑭番のりば または 
名鉄岐阜駅（バスターミナル）Dのりば より、
行先表示

「B65 日野西」
「B74 大洞緑団地」
「B81 せき東山」
「B87 中濃庁舎」にご乗車ください。
「東海学院大学前」下車、短期大学部まで徒歩約3分、
　　　　　　　　　　　東海学院大学まで徒歩約10分です。

豊橋

三河
安城

浜松 掛川 静岡

春日井

至中津川

豊橋

江南

平安通

新那加 三柿野
名鉄一宮

那加

各務原
市役所前

各務ケ原

鵜沼

関口

関
北神戸

養
老
線

J
R
関
西
本
線

名
鉄
竹
鼻
線

太
多
線

東海道新幹線

近鉄
名古
屋線

JR東海道本線
名鉄名古屋本線

JR東海道本線

名鉄名古屋本線

JR中央
本線名鉄

小牧
線

名鉄犬山線

名鉄各務原線

長良川鉄道

JR高山本線

至 高山・富山

岩倉
犬山岐阜羽島

米原

米原

至 桑名

大垣

京都

東海学院大学短期大学部
東海学院大学

新羽島

津

新幹線 名鉄線 長良川鉄道 JR 近鉄線 養老線

京都

美濃
太田

多治見尾張
一宮

刈谷 豊橋

四日市

岐阜

名古屋

卒業予定者データ

　
■三重：　6.4％　■長野：　4.8％
■静岡：　2.4％　■滋賀：　2.4％
■福井：　2.1％

■愛知：15.2％

■北海道・東北
　（北海道・岩手・秋田・福島）1.3％

■北陸
　（富山・石川・新潟）4.3％

■近畿
　（大阪・京都） 0.8％

■中国・四国
　（島根・山口） 1.1％

■九州・沖縄
　（熊本・鹿児島・長崎・
　 大分・沖縄） 2.9％

■関東
　（埼玉・千葉・東京・群馬・山梨）1.6％

男女比率

東濃
7.3％

飛騨 5.9％

岐阜
49.8％

西濃
18.5％

中濃
18.5％

■ 岐阜

出身地別学生比率

岐阜県内比率

54.7％

⑭番のりば
岐阜バス

（B65・B74・B81・B87）

約20分

徒歩

約3分
東海学院大学前 本　学

Dのりば

JR岐阜

名鉄岐阜

〒504-8511　岐阜県各務原市那加桐野町5-68
　TEL：058-389-2200（代表）　FAX：058-389-2205
　https://www.tokaigakuin-u.ac.jp/

〒504-8504　岐阜県各務原市那加桐野町2-43
　TEL：058-382-1148（代表）　FAX：058-383-5455
　https://www.tokaigakuin-u.ac.jp/

男性：53％ 女性：47％


