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短期大学卒業により、国際的に修得単位が通用する

「短期大学士」の学位取得

総合短期大学ならではのメリット
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確かなスキルを持つ
“専門家”を育てます！

本学では歯科衛生士の国家資格とともに短期大学士の学位も取得

できます。歯科衛生士は、子どもから高齢者の方まで一生自分の歯で

食べたり、飲み込んだりできるようにお口の健康を保つことを支援する

専門職です。職場も歯科医院から総合病院、保健センター、介護施設、

訪問口腔ケアなど多岐にわたり、とてもやりがいのある仕事です。

学科長

石川 隆義
教授

学科長からのメッセージ

医療人として
思いやりの心をもつ
歯科衛生士に
歯科医療現場で求められる知識と技術を身につけ

口腔ケアのスペシャリストに

大垣女子短期大学歯科衛生学科ならではの5つのポイント

感染防止機能を備えた最新ユニットチェアを使った
より実践的な実習が可能

少人数教育による丁寧な指導

他学科の教員による豊富な授業

充実した実習環境
チューター制度

教養科目の授業、サークル、イベントなどの課外
活動を通してさまざまな価値観にふれる

病院歯科専修クラス

審美歯科専修クラス

専門的口腔ケア専修クラス

総合歯科診療専修クラス

総合病院

審美歯科・矯正歯科

一般歯科医院

→

→

→

→

1. 最新設備による学内実習環境

将来の就職先を見据えたクラスの選択

2. 4つの専修クラス

自宅から通いやすい歯科医院で実習を行います。

3. 学生の地元で行われる臨床実習

1. 多彩な教養・専門科目を学ぶ

2. 他学科の学生との交流介護保険施設・
障がい者歯科
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再就職支援や技術トレーニングの実施

卒業後のフォロー
5
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基礎実習

歯科衛生学科での3年間の学びは、基礎から着実にステップアップしていきます。
すべての知識や技術は、実践で必須となるもの。
しっかりと身につけて即戦力となれるよう最新の実習設備や医療機器が
整備されています。※2019年4月現在、マネキン実習机保有台数68台、ユニットチェア36台

充実した設備で、実践的な技術を修得

相互実習

2018年8月に最新のユニットチェアが導入された歯科臨床実習室。

基本的な操作方法を、実際の歯科医療現場と同じ環境で学ぶことができます。

2年次後期から始まる歯科医院や総合病院での臨床・臨地実習に向け、

実践的な知識や技術をより早く、より確実に修得することができます。

大垣女子短期大
学だからできる！

提示装置やカメラを使い、教員のデモンストレーションを大きな
モニターに映し出します。手元の動作を確認しながら実習を行う
ので、細かい処置もしっかりと確認することができます。

内部の水を清潔に保つクリーンシステムを導入した
最新ユニットチェアを使用して、さまざまな実習を行い
ます。口腔内写真やレントゲン写真をモニターに映し
出して保健指導への活用や、口腔内カメラを使って
内部の様子を見ながら実習をすることができます。

稲葉 彩乃さん

臨床・臨地実習前に、患者役と歯科衛生士役それぞれ交互に経験し、相互
実習を行います。患者役が歯科衛生士役にアドバイスを書いたカードを渡
すことで、課題を見つける気づきに
つながり、患者の気持ちが理解でき
るようになります。これらを繰り返す
ことで、技術だけでなく患者への配
慮とコミュニケーション能力を身に
つけることができます。

基礎実習室には、回転器具やバ
キュームなどの歯科器械が備え
られているので、試験や相互実
習前に不安な術式を自主練習し
ます。気軽に練習できる環境が
あるので、安心して復習すること
ができます。

いつでも自主練習できる環境があります 患者の立場を経験し、必要な配慮を理解します

今井 藍子 講師

基礎実習室は、一人につき1台使えるよう最新の模型ユニットが導入され学修効率が向上しました。

また、看護学科の施設を使い、介護技術の基本を学ぶことができるのも大垣女子短期大学ならではの魅力。

歯科衛生士を目指して専門的な技術を繰り返し実践し、一つひとつの技術を確実に身につけていきます。

2019年
4月～

実習衣
のデザ

インが

新しくな
りました

！
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近隣の総合病院の歯科口腔外科での治療など
チーム医療における最先端の歯科医療を体験します。

学生の居住地などにより、通いやすい最適な施設を選択。

病院歯科専修クラス

歯科矯正の分野を中心に、審美的改善をするための
専門的な知識・技術を身につけます。

審美歯科専修クラス

実習の事前・事後指導

卒 業 後 の 進 路を見 据えた 4 つ の 専 修クラス

3年間の学びの流れ

実習に行く前の不安や問題点を確認し、しっかり準備をしてから実習へ。さらに実習から

戻ったら、不十分だった部分を先生を交えて話し合い、復習することで多くの気づきにつな

がります。この繰り返しを行うことで、医療現場での対応力を身につけます。

事前指導 事後指導実習

総合病院 歯科口腔外科実習先 矯正歯科医院実習先

高齢者や障がい者などの口腔ケアを通して、
コミュニケーションを工夫しながら、

QOL（生活の質）を高める対応を学びます。

専門的口腔ケア専修クラス

さまざまな年齢や症状に合わせて歯科治療や
予防処置の技術を身につけ、患者対応を学びます。

総合歯科診療専修クラス

介護老人福祉施設、
特別支援学校、歯科医院など

実習先 一般歯科医院実習先

臨床・臨地実習

Ⅰ 期
2年 11～1月

Ⅱ 期
3年 4～7月

Ⅲ 期
3年 9～11月

総合病院で対応する手術や入院患者の手術前後に行う口腔ケ
アなど特殊な外科的処置を学びます。

●実習内容
矯正治療にともなう各種矯正装置の特徴を理解し、口腔管理の
指導や治療など患者対応を身につけます。

●実習内容

対象者の身体状況を把握し、一人ひとりに合わせた口腔ケアプ
ランを立てます。そのプランをもとに実際に口腔ケアを行い、観察
力と技術を修得します。

●実習内容

知識を再確認するために、今までの学びを復習します。
また臨床実習に向けて必要な技術も身につけます。

臨床実習での症例検討や術式の確認・患者への
対応などを教員と振り返り、以降の学修に生かして
いきます。

むし歯や歯周病の予防処置や保健指導、治療後のメンテナンス
などを中心に、さまざまな治療全般に対応できる技術を学びます。

●実習内容

教養科目

専門基礎科目

専門科目

1年次 2年次 3年次

歯科の二大疾患である、むし歯と
歯周病を予防するための業務です。
フッ化物の塗布、歯垢・歯石の除
去などを主に行います。

歯科予防処置

歯科医師の指示のもと、歯科医療
の一部を担います。診療用器具の
滅菌・消毒やX線撮影の補助、カ
ルテ管理などの仕事があります。

生活習慣病であるむし歯や歯周病
の予防には、歯科保健指導が不
可欠です。はみがき指導を主に口
の健康について指導します。

歯科診療補助 歯科保健指導

患者の生活の質を向上するために、
摂食嚥下（食べる・飲みこむ）など
口腔機能の維持と向上のための
知識や技術を学びます。

摂食嚥下リハビリテーション

歯 科 衛 生 士になるために必 要な学び

臨床実習 ◎歯科医院
◎総合病院

臨地実習 ◎保育園 
◎小学校
◎高等学校

◎高齢者通所施設
◎保健センター

実習先

1、2年次で基本的な知識・技術を修得した後、2年次後期からⅠ期・Ⅱ期の臨床実習を行います。
3年次後期のⅢ期では歯科衛生士としての専門性をさらに高めるため、実習先の領域を選択することができます。
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前期

放課後は友だちと授業の復習をしたり、
アルバイトなどをしています。

月 　　　　火 　　　　水 　　　　木 　　　　金　

診療補助
総論

歯周病予防
技術法Ⅰ

生理学

口腔衛生学Ⅰ

歯科臨床
概論

解剖学

微生物学

スポーツ
演習Ⅰ

女性学

歯科保健
指導基礎

病理学

歯科衛生士
概論

診療補助
基礎Ⅰ

1
限

3
限

4
限

2
限 基礎生物

日本国憲法

教養・
キャリア
基礎演習Ⅰ

口腔解剖学Ⅰ

後期
月 　　　　火 　　　　水 　　　　木 　　　　金　

診療補助
基礎Ⅱ

発達口腔
保健学 口腔衛生学Ⅱ

口腔解剖学Ⅱ

小児歯科学
う蝕予防
処置法Ⅰ

子育て入門

くらしの科学

歯周病
予防技術法Ⅱ

外国語
コミュニケーションⅡ

歯周病予防
基礎

1
限

3
限

4
限

2
限

歯科放射線学

美術入門

薬理学

教養・
キャリア
基礎演習Ⅱ

栄養生化学

1年次
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診療補助基礎

診療を安全に行うために、環

境整備や器械・器具のメンテ

ナンスや医療事故・感染対策

について理解します。また学生

相互で歯型を採り、模型を作

製するうえで歯科材料の性質

や器具の取り扱いについて修

得します。

歯周病予防技術法

歯周病の概念と原因を知り、

口腔観察を通して器具の取

扱い方法を身につけます。また

歯石除去の実習では、模型を

使用して訓練し、相互で口腔

内での実習を行うことで技術

を身につけます。

Ogaki Women’s College
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大垣女子短期大学では、学生生活を豊かにす

るために“学友会”があります。 特に力を入れて

活動するのは、みずき祭（大学祭）！ 来場者が楽

しめるような企画・模擬店・ステージイベントを開

催します。私は１年次・２年次は大学祭実行委員

として学生の意見を取り入れていきながら活動を

しました。実行委員を通して、他学科の学生との

仲が深まったことや無事にみずき祭を終えたとき

の達成感は他には変えられないものです。

2年次

1年次の時間割を紹介します

Pick Up!
カリキュラム

岐阜県安八郡出身
澁谷 花梨さん

母に背中を押されて選んだ大学
学びを通して、歯科衛生士の可能性を知りました

　大垣女子短期大学を卒業して歯科衛生士として働いている母の姿

を見て、歯科衛生士に興味を持つようになりました。進学先を決める時

に、母からの後押しがあったこと、短大に母が知っている先生もいて安

心できたことが入学を決めた理由です。入学後には新入生歓迎会が

あり、同じ学科の子だけでなく、他学科の子ともすぐに仲良くなることが

できました。私は「踊ってみた」というサークルに入り、仲間とのダンスを

楽しんでいます。実習では先の尖った器具を使うので、最初は器具の

扱いに緊張しましたが、相互実習で患者役の仲間の感想を聞いて相

手の反応を知ることで慣れました。入学前は、歯科衛生士は歯科医師

の隣でサポートをするだけだと思っていました。しかし、実習を重ねるうち

に、歯磨き指導や歯周病の予防処置など、歯科衛生士ができる業務

の幅広さを知りました。2年次からの臨床実習がとても楽しみです。

人を相手にした実習が増え
コミュニケーションの大切さを知りました

　1年次は座学や模型を使った授業や学生同士の実習が多くありま

したが、2年次からは地域の方を対象にした実習・演習が増えます。例

えば、保健指導法は、学内の子育てサロン「ぷっぷぁ」で子どもと実際

にふれあいながら指導を行い、また、高校生を相手に指導する機会も

あり、幅広い年齢層への口腔ケアについて学びました。口腔健康管

理演習では、高齢者や寝たきりの方など、特別な口腔ケアを必要とす

る患者についての学びが増えました。

　高齢者の方は口腔内に水が多くあると、むせたり、誤って飲み込み

肺炎を起こす可能性があるため、吸引しながら歯磨きをするなど、今ま

でにない口腔ケア技術を学ぶことができました。今後は患者と接する

際に技術だけではなく、笑顔や話しやすさなどのコミュニケーション能

力も身につけていけるように取り組んでいきます。

学生生活をもっと楽しむ！
学友会活動

岐阜県養老郡出身
伊藤 さやかさん

保健指導法 口腔健康管理演習 臨床医学

保健指導では生活行動に合わせて助言や援

助を行います。口腔内の診査を行い、情報を把

握して個別での保健指導を行い、指導技術と

コミュニケーション能力を養います。

高齢者、要支援者、要介助者、障がい者のＱＯ

Ｌを向上するために、各症例に応じた口腔衛生

管理技術の基礎を修得します。

リハビリテーションの概論と臨床を学び、歯科

衛生士がチーム医療の中で障がい者に対して

果たすべき役割を理解します。

Pick Up!
カリキュラム
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高 い 合 格 率を誇る、 国 家 試 験 対 策

取 得 できる資 格と進 路
資　格 進　路

◎近年の就職実績（一部紹介・順不同）

2018年度就職率

いながわクリニック
おおくま歯科・こぐま歯科
おおた歯科クリニック
おひさまデンタルクリニック歯科・矯正歯科
各務歯科医院
ココデンタルクリニック
さくデンタルクリニック
しんせい歯科
すぎうら歯科
田中矯正歯科医院
にじいろ歯科
ビバ・スマイル歯科
フォーラム歯科
ほほえみ歯科医院
まなべ歯科クリニック
りょうすけ歯科クリニック

正規の課程で必要単位を取得し卒業と同時に
得られる免許・資格

※任用資格とは、公務員などで採用され実際に業務に就いたときに
　初めて名乗ることのできる資格です。

● 歯科衛生士国家試験受験資格　
● 社会福祉主事任用資格

□歯科医院

授業などを活用して取得を目指す資格

● ピアヘルパー

歯科衛生士（国家資格）に加え、
「短期大学士」の学位取得！

□ 総合病院
大垣市民病院
豊川市民病院

大垣市保健センター 

　　　　　　　　 他

□ 保健センター

3年次

私が選んだ
専修クラスを紹介します！

愛知県西尾市出身
杉浦 瑞波さん

　私が大垣女子短期大学を選んだのは、一般教養が身につくことと3

年次に専修クラスが選択でき、しっかりと学ぶことができる環境があった

からです。実習では、保健センター、一般歯科医院、総合病院などの実

習施設に行き、乳幼児の検診や口腔ケアなど多くのことを経験しました。

今では器具の扱い方だけでなく、治療の経過を把握して診療の補助や

口腔ケアができるようになったことに自分自身の成長を感じます。治療

後に患者から笑顔で「ありがとう」と言ってもらえると、歯科衛生士は

やっぱり素敵な仕事だと思います。

　今は3月の国家試験に向けて勉強をしています。わからない問題があ

ると先生の研究室に質問に行きますが、丁寧に指導してもらえるので、

安心して学修することができます。卒業後は、患者に安心感を与えるこ

とができる歯科衛生士を目指して頑張ります。

いろいろな施設に行きたいと思い、専門的口腔

ケア専修クラスを選択。特別支援学校、高齢者

通所施設、総合病院へ実習に行きました。対象

者とコミュニケーションを取りながら、一人ひとり

に合わせて作成した口腔ケアプランに基づき実

践しました。卒業後は、総合病院の歯科口腔外

科に就職しますが、専修クラスでの経験を入院

患者や手術前後の患者への口腔ケアに役立

てていきます。

臨床・臨地実習

歯科医院、総合病院、学校など、実際

の歯科医療現場で約９００時間におよ

ぶ実習を行い、学内で学んだ知識・技

術をより実践的なものとします。３年次

は卒業後を見据えた専修クラスに分か

れて実習を行い歯科衛生士としての専

門性をさらに高めます。実習前後の指

導体制も充実しており、成長を支えます。

地域歯科保健活動

口腔の健康の保持・増進の大

切さを知り、それをサポートする

ために必要な知識・技術を修

得します。学内の子育てサロン

開催時に子どもたちに歯の大

切さを伝えたり、地域の小学生

や高校生を対象とした健康教

育の実習を行います。

Pick Up!
カリキュラム

Ogaki Women’s College
GUIDE BOOK

※海外でも修得単位が保証されるので、幅広い活躍が可能に。
※多様化する女性の生き方に合った“将来のアドバンテージ”に。

国家試験直前まで、教員が即時対応。
万全の準備で試験に臨めます。

いつでも質問OK

3年次の後期には、
6～7回の模擬試験を実施。

模擬試験による
実力確認

一人ひとりに合わせた指導で、
苦手科目もしっかりと克服。

習熟度に合わせた指導

1～2年次で学んだ基礎科目を
3年次に再度復習。

徹底した試験科目の
復習を実施

学生一人ひとりの
学修状況を把握し、
国家試験に
合格できるように
支援を行います。

教授   海原 康孝

准教授 水嶋 広美

講師   川畠 智子

教授 久本 たき子

講師 飯岡 美幸

助教 藤澤 さち子

副学長 学科長 教授 石川 隆義

 教授   小原 勝

 准教授 阿尾 敦子

 講師   今井 藍子

教員紹介

3年間の学びから感じたことは
歯科衛生士は患者に喜ばれる仕事

学生の学修状況を把握し、
一人ひとりに合った指導を実施

歯科衛生学科では、6～7人で1クラスのチューター制度を導

入し、日常的に学生の指導を行っています。学修上の悩みや

相談にも乗り、学生一人ひとりの学修課題を把握し、適切な

指導助言を行う体制を整えています。

チューター制度 教育懇談会

大学生活をより実りあるものとす

るために、保護者の方との懇談

の機会を設けています。学修状

況、学生生活、進路などについ

て現況を共有し、学生の学びを

支えます。

保護者との連携により学生の学びを支える

国家試験
合格率
（第28回歯科衛生士国家試験実績）

（就職希望者49名）

98.2%



市民のニーズに寄り添った
歯科保健サービスを提供できる
歯科衛生士を目指しています

髙橋  佳奈さん

2016年度卒業
岐阜県大垣市出身

　行政職の歯科衛生士として集団健診や小学校での歯磨き指導

など、保健師や管理栄養士、理学療法士などさまざまな職種の方と

連携しながら仕事をしています。

　在学中は歯科衛生士としての知識や技術はもちろん、社会人とし

てのマナーやコミュニケーションのとり方など幅広く学んできました。

歯科保健指導の授業では実際に小学校に出向いて歯科指導を行

いますが、指導内容や資料など、すべてグループで作成し、練習した

ことが現在の仕事にとても役立っています。

　まだまだ未熟で知識不足を感じますが、常に明るく笑顔で対応し、

市民のニーズに寄り添った歯科保健サービスを提供できるようにな

りたいと思います。

　大垣女子短期大学は、最新の歯科ユニットなど設備が整った環境で

実習ができ、また先生方が熱心に指導してくれるので、安心して学ぶこと

ができます。ぜひ、この短大で歯科衛生士になる夢をかなえましょう。

大垣市保健センターまごころ歯科
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臨床実習で、
患者に寄り添う姿勢の
大切さを学びました

細やかな気配りのできる
優れた資質を持った歯科衛生士

就職先より 職場 CHECK職場 CHECK

　人を支える歯科衛生士という仕事に就きたいと思い、大垣女子

短期大学に進学しました。大学案内を見て少人数制で、先生から

しっかりと指導を受けることができる環境だと思ったこと、また高校

の先生から勧められたことが決め手になりました。

　在学中は臨床・臨地実習を通してさまざまな年齢層や考え方を

持つ患者に対し、寄り添う姿勢をもちながらコミュニケーションをとる

ことが歯科衛生士の大切な役割であることを学びました。授業で口

腔ケアの新商品のレクチャーを受けたことや、歯科保健指導なども

実践的で今の仕事に役立っています。

　学生時代、私は内気な性格で人に話しかけることが苦手でしたが、

先生には相談しやすく、また先生からも声かけをしてもらえてとても

心強かったです。今後は自信を持って患者に向き合えるよう、よりス

キルアップしていきます。

飛田  香菜子さん

2017年度卒業
愛知県一宮市出身

安藤  公敏 先生

まごころ歯科
院長

橋本　敦 様

大垣市役所 福祉部 保健センター
大垣市保健センター所長

M e s s a g e M e s s a g e

INTERVIEW
INTERVIEW

Ogaki Women’s College
GUIDE BOOK

　飛田さんは仕事がとても丁寧で、

患者からもとても好評です。患者を

よく見ていて、口腔以外の体の痛

みに対しても細やかな気配りをす

るなど、とても優れた資質を持って

います。

　将来はリーダーシップのとれる歯

科衛生士になってくれることを期

待しています。大垣女子短期大学

では学習面だけでなく、生活面でも

社会人としてあるべき姿勢をきちん

と指導をされていることで、優れた

学生が育っているように思います。

在学中の実践的な学びで
優れた行政職の歯科衛生士

就職先より

　髙橋さんは社会人基礎力も高く、保

健行政に関する専門外の業務につい

ても積極的で、窓口や電話対応も率先

して行ってくれています。

　また、子どもへの歯科指導や高齢者

への健康教育など、さまざまな場面で幅

広い年代にわかりやすく指導する技術

を身につけています。これは大垣女子短

期大学で、現場で役立つ実践的な教育

をしているからだと感じています。

　今後も自己研鑽に励み、地域歯科保

健のエキスパートに成長することを期待

しています。



定期試験

地域歯科保
健活動
[高等学校]【

3年】

地域歯科保
健活動
[小学校]【3

年】

【3年】

【2年】

総合病院実
習

夏季休暇

13 14Ogaki Women’s College
GUIDE BOOK

冬季休暇

地域歯科保
健活動

市民の健康
広場

国家試験

歯科医院実
習

（2年11月～
 3年11月）

地域歯科保
健活動
［保育園］【

2年】

総合病院実
習

［高等学校
］【2年】

【2年】

保健センター
実習 【2年】

高齢者通所
施設実習 【2年】

春季休暇

Campus
Life

前期授業開
始

入学式

幅広い年代の参加者にブラッシング

指導などの保健指導を行います。日

頃の学びの成果を生かすことができ

るイベントです。

学外で行われる臨床・臨地実習に行く前に宣誓式

を挙行します。学生は、医療人としての意識を高め、

責任の重さを自覚します。

教養・キャリア基礎演習の授業

でゆかたの着付けを体験。美しい

装いとマナーを身につけ、日本の

伝統文化を学びます。 京都にある歯科用機器の製作

所へ見学に行き、知識・理解を

深めます。その後は京都の町並

みを散策し、おやつでひと休み！

仲間とコミュニケーションを図り、

楽しい時間を過ごします。

学外研修

卒業式

こども祭

定期試験

宣誓式
【2年】

みずき祭
1年を通して、実習やイベントが充実している学生生活！

FSC（新入生
歓迎会）

歯の健康フェ
スティバル

ゆかたの着
付け

6月4日～10日は
歯と口の
健康週間！

授業
［教養科目／専門科目］

授業
［専門科目］ランチタイム

放課後
（サークルなど）

１年次は週2日教養科目を履修します。
授業は1コマ90分。特に印象に残って
いるのは女性学。女性に関する法律に
ついて学び、これからの人生観を考える
ことができるとても興味深いものでした。

お昼は、友だちと一緒にお弁当か学
食を食べます。勉強の話だけでなく、
近況などを話して、みんなで楽しく過
ごしています。

相互実習では友だちの口を使って口
腔ケアを行いました。ケガをさせないよ
うに集中して実習に取り組むので緊張
しました。また、授業やテストに向けて
予習・復習やレポート作成があります
が、歯科衛生士になるために頑張って
います。

サークルは体育系と文化系があり、
私はバスケ部に所属しています。
練習の頻度は少ないですが、身体
を動かすのが好きで時間の合うとき
に活動しています。サークルがない
日は、友だちと遊んだり、アルバイト
をしています。

大垣駅から通学用路線バスで10分

通学
滋賀県から通学しています。自宅から
短大までは電車とバスを使って、約２
時間。９時からの授業開始時間に間
に合うように通学しています。

1限
2限

9：00～10：30
10：40～12：10

3限
4限

13：00～14：30
14：40～16：10

昼休み 12：10～13：00

One Day

滋賀県長浜市出身

1年
那須 絢莉さん

高校と大学の違いって？短大で

はどのような生活をしているの？？

今回は、歯科衛生学科の那須さ

んの学生生活を紹介します。



〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1丁目109番地　
TEL／0584-81-6811（代表） 0584-81-6819（教務・広報課）　
FAX／0584-81-6818　E-mail／info@ogaki-tandai.ac.jp　

実際の授業を見学して、普段の大学の
雰囲気を味わうことができます。
※授業見学会の開催日程は学科によって異なります。

◆体験授業
実際の歯科医院の器械を使って歯科衛
生士の仕事を体験します。

◆キャンパスツアー
大学の施設を見学！
学生生活がイメージできます。

◆個別相談
授業や学生生活、入試などあなたの
不安に応えます。

◆在学生とトーク
大学生活や勉強について在学生と話そう♪
将来の自分の姿をイメージすることができ
ます。

   W
elcome

www . o g a k i - t a n d a i . a c . j p

Open Campus

開催時間など詳細、予約は
本学Webサイトで
ご確認ください。

2 0 1 9

SAT

10
26

授業見学会

キャンパスライフを体験できるさまざまな企画が盛りだくさん！
大学案内やWebサイトではお伝えしきれない大垣女子短期大学の魅力をぜひ感じてください！

オープンキャンパス 全学科
開催

5
2 0 1 9 2 0 2 0

SUN SUN SUN SUN FRISAT SATSAT

26 6 15

7
2 0 1 9

FRI MON

26 11 4

9 14 12 157 7 7 28 3 208 24
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