シンガク図鑑
https://www.55shingaku.jp

沖縄の高校生のための緊急企画！ 【2023年4月入学者対象】

シンガク図 鑑

オンライン相談ガイド

オープンキャンパスやWEB個別相談会にアクセスしよう!!
※QRコードを読み取る際は、携帯電話（スマホ）の機種にもよりますが、出来るだけ興味のあるQRコードに近づけて、他のQRコードに反応しないように読み取っていただくのがオススメです。

大 分 県

資料請求番号

1047

立命館アジア太平洋大学
【設置学部・学科】■アジア太平洋学部（国際関係/文化・社会・メディア/グ
ローバル経済）■国際経営学部（会計・ファイナンス/マーケティング/経営
戦略・リーダーシップ/アントプレナーシップ・オペレーションマネジメント）
■サステイナビリティ観光学部
【設置構想中】
（環境・資源マネジメント/国
際開発/地域づくり/観光・ホスピタリティ）※詳細は本学HPをご覧ください。

イベント情報
APUを紹介する様々なイベント情報を掲載してい
ます。
オンラインで実施するものやキャンパスで実
施するものなど実施形態は様々です。Web Open
Campusでは学生スタッフよるキャンパス＆国際
学生寮・APハウスツアーも実施します。ぜひチェッ
クして、様々なイベントに参加してください。

SNS・動画
APUの最新情報やプロモーションビデオ、各種入試方式の紹介動
画や学生によるLIVE配信など、様々な情報を発信しています。ぜひ
ご覧ください。
動画サイト
Twitter
インスタ

大阪大学
【設置学部】
■文学部 ■人間科学部
■外国語学部 ■法学部
■経済学部 ■理学部
■医学部 ■歯学部 ■薬学部
■工学部 ■基礎工学部
※ 学 科 詳 細 に つ いては 本 学
ウェブサイトをご覧ください。

オープンキャンパス2022

オンライン個別進学相談

オンラインによる受験相談会や大学説明会を以下
の日程で開催予定です。
（事前予約制）
4/29（祝）
、5/5（祝）
、6/18（土）
、6/19（日）
、8/27（土）
、
9/23（祝）、10/22（土）、10/23（日）、12/10（土）、
12/11
（日）
、
1/21
（土）
、
1/22
（日）
詳細は、
ホームページにてご確認ください。

九州工業大学
☎093-884-3544（入試課）

資料請求番号

6073

神奈川工科大学
【設置学部・学科】
■工学部
■創造工学部
■応用バイオ科学部
■情報学部
■健康医療科学部
※学科詳細については本学HP
をご覧ください。

受験生応援サイト
「KAIT」
受験生応援サイトが、生まれ変わりました！大学の
基本情報はもちろん、学生のリアルな声、学科紹介
や入試をわかりやすく解説した動画など受験生の
知りたい情報が満載です。
オープンキャンパスや個
別見学の申し込みも、
こちらからどうぞ。
学生の「知る」
「見る」
「体験する」がつまった、受験
生応援サイトを、
ぜひチェックしてみてください。

神奈川工科大学 公式LINE
大学の最新情報をお届け! Webサイトの更新情報
もお知らせしています。

千葉大学
【設置学部】
■国際教養学部 ■文学部
■法政経学部 ■教育学部
■理学部 ■工学部
■園芸学部 ■医学部
■薬学部 ■看護学部
※学科詳細については本校HP
をご覧ください。

オンライン大学説明会
千葉大学と高校をオンラインで結び説明会を実
施します。生徒の皆さん、先生方の疑問にお答え
します。是非、
この機会にご利用ください。

5013

【事前予約制】
志望されている学科・専攻の教員や入試担当ス
タッフが、各学科・専攻の学びや取得可能な資格、
入試方法や学費・奨学金のことなどを個別でお答
えします。

大学の紹介、入試説明、施設紹介、学科紹介や
LINEによる個別相談会、学生からのメッセージや
みま大の日常を紹介する企画などをご用意してい
ます。詳細は、各学部オープンキャンパス特設サイ
トをご確認ください。

動画による大学紹介
｜大学紹介｜家政学部｜文化創造学部｜

相愛大学公式Youtubeチャンネルでは、大学紹介
PV、各学科の紹介動画などを公開しております。
ま
た特設ページ
「オンラインキャンパス体験」
では、音
楽学部[創作演奏専攻×アートプロデュース専攻]
による電子オルガン演奏のレコーディング現場を
収録しています。
ぜひご覧ください。

相愛大学
〒559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中4丁目4-1
https://www.soai.ac.jp/

☎06-6612-5905(入試課)

岐阜女子大学 企画広報部
〒501-2592 岐阜県岐阜市太郎丸80番地
https://www.gijodai.ac.jp/

0120-661184

東 京 都

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

資料請求番号

6054

国際基督教大学（ICU） 東京農業大学
【設置学部・学科】
【31のメジャー（専修分野）】
■美術・文化財研究/音楽/文学/哲学・宗教学/経済学/経営学/歴史学/法
学/公共政策/政治学/国際関係学/社会学/人類学/メディア・コミュニ
ケーション・文化/生物学/物理学/化学/数学/情報科学/言語学/心理学/
言語教育/教育学/アメリカ研究/アジア研究/開発研究/環境研究/ジェン
ダー・セクシャアリティ研究/グローバル研究/日本研究/平和研究

オープンキャンパス2022

オンライン・リベラルアーツ・ラウンジ
毎月末、皆さんが知りたい、聞きたいことをZoom
で直接ICU生に聞くことができる人数限定（約20
名）の双方向型オンラインイベント
「ICU生と話そ
う！オンライン・リベラルアーツ・ラウンジ」を開催。
毎回異なるICU生3名が登場し、ICUでの学び・生活
に関するさまざまな疑問・悩み事にお答えします。
また【オンライン個別相談会】
も実施しています。

【設置学部】
■農学部
■応用生物科学部
■生命科学部
■地域環境科学部
■国際食料情報学部
■生物産業学部
※学科詳細については本学HP
を確認してください。

オンラインキャンパスツアー 5/29
（日）
※世田谷・北海道オホーツクのみ
その他イベントも、
コロナウイルス感染症対策のため、予約制・入替
制での実施を検討しています。詳細はHPにて発表しますので確認し
てください。

ONLINE NODAI CAMPUS
大学の特色、各学部・学科の概要や実際の講義に
加えて入学者選抜制度について映像コンテンツな
どを随時更新しています。

国際基督教大学（ICU）パブリックリレーションズ・オフィス
〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2
https://www.icu.ac.jp/

☎0422-33-3058

入学センター ☎03-5477-2226
入学センター（農学部）☎046-247-4433
入学センター
（生物産業学部）☎0152-48-3814

オープンキャンパス

ONLINE OPEN CAMPUS 2022

各学部独自のコンテンツや企画を実施します。開
催形式や日程については決定次第本学HPで公表
します。
入試センター
ウェブサイト

※オンラインオープンキャンパス2022は、6月に公開を予定してい
ます。詳細については、入試センターウェブサイトをご確認ください。

5025

☎0868-22-7718

愛 知 県

北海道大学進学相談会
各学部が実施する相談会のほかに、入試、学生生
活、留学、就職、学部・学科選択、お部屋探しにつ
いての相談会、障害等にかかる個別相談、現役北
大生に直接質問することができる企画を予定して
います。詳細については決定次第本学HPで公表
します。

北海道大学
〒060-0817 北海道札幌市北区北17条西8丁目
https://www.hokudai.ac.jp

☎011-706-7484（北海道大学アドミッションセンター）

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

名古屋大学

金城大学

【設置学部】
■文学部 ■教育学部
■法学部 ■経済学部
■情報学部 ■理学部
■医学部 ■工学部 ■農学部
※学科詳細については本学HP
をご覧ください。

【設置学部・学科】
■人間社会科学部＊：社会福祉
学科／子ども教育保育学科＊
■医療健康学部：理学療法学
科／作業療法学科
■看護学部：看護学科
※学科詳細については本学HP
をご覧ください。
＊2023年4月より学部及び学科名称を変更

オープンキャンパス2022

OPEN CAMPUS 2022
開催方法、
日程、内容、学部ごとの企画などについ
ては、決まり次第、本学HP「名古屋大学 受験生応
援サイト NU START GUIDE」
で公表します。右記よ
りご確認ください。

学部・学科の紹介を動画で見れる
「KinjoTube」の
視聴や、
スマホやパソコンで確認できる360°
画像
でキャンパスツアー体験も出来ます。

進学相談会

オンライン個別相談会

本学主催の進学相談会、学外で開催される相談会
については、
日程や開催方法（対面、オンライン）、
場所などが決まり次第、随時本学HP「名古屋大学
受験生応援サイト NU START GUIDE」
で公表しま
す。右記よりご確認ください。

Zoomアプリを利用して非対面の個別相談が可能
です。従来のメールや電話の相談も受け付けてい
ます。入学者選抜や資格・キャンパスライフについ
てなど、何でも結構です。
●相談期間：5/16（月）〜9/30（金）

金城大学 入試広報部
〒924-8511 石川県白山市笠間町1200番地
https://www.kinjo.ac.jp/ku/

0120-276-150

千 葉 県

資料請求番号

6064

名古屋大学
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
https://www.nagoya-u.ac.jp/

☎052-789-5765（入試課）

千 葉 県

城西国際大学

資料請求番号

6086

千葉商科大学

【設置学部・学科】■国際人文学部 ■観光学部 ■経営情報学部
■メディア学部 ■薬学部 ■福祉総合学部 ■看護学部
※学科詳細については本学HPをご覧ください。

【設置学部・学科】
■商経学部
■政策情報学部
■サービス創造学部
■人間社会学部
■国際教養学部
※学科詳細については本学HP
をご覧ください。

オンライン OPEN CAMPUS
各学部・学科での学びを教員や学生が詳しくご紹
介します。
また、入試課スタッフによる個別相談も
開催します。ぜひお気軽にご参加ください！

オープンキャンパス2022
WEB OPEN CAMPUS

オンラインで様々なプログラムを展開します。関心のあるプロ
グラムに、ご自由にご参加ください。特に「なんでも相談コー
ナー」ではLIVE形式で質疑応答を受け付けております。気に
なった事は、その場でチャットを使って質問してみましょう！
大学概要説明｜5学部説明｜入試制度説明｜入試対策講座
なんでも相談コーナー

過去に実施したオンラインオープンキャンパスの
映像を掲載しています。参加できなかった方も参
加していただいた方もぜひご覧ください！

オンライン相談会

WEB個別相談

オープンキャンパスや学外のガイダンスでは聞け
ない細かな相談や悩み、
そんな不安や疑問を解決
できる場として、
WEB個別相談もご用意しています。
大学や入試、
キャンパスライフのことなど、
さまざま
な疑問にお答えします！

「Zoom」
（ズーム）アプリを使用し、自宅にいなが
ら個別相談ができます。学部・学科の紹介や入試
相談などなんでも聞いてください。

城西国際大学
〒283-8555 千葉県東金市求名1番地
https://www.jiu.ac.jp/

☎0475-55-8855(入試課)
東 京 都

資料請求番号

6105

東 京 都

資料請求番号

6106

千葉商科大学 入学センター
〒272-8512 千葉県市川市国府台（こうのだい）1-3-1
https://www.cuc.ac.jp/

☎047-373-9701(直通)

日本工学院専門学校
日本工学院八王子校専門学校

蒲田キャンパス

八王子キャンパス

【設置カレッジ】
■クリエイターズカレッジ ■デザインカレッジ ■ミュージックカレッジ ■ITカレッジ ■テクノロジーカレッジ ■スポーツ・医療カレッジ（八王子校のみ）
※学科の詳細については本学HPをご覧ください

総合型選抜（AO入学）オンラインエントリー
事前にオープンキャンパス＋体験入学や各地で開
催する進学説明会に参加できない方などを対象に
オンラインによる総合型選抜（AO入学）エントリー
を受け付けています。詳細に関しましては、本学
ホームページからご確認ください。

オンライン個別入学相談
Zoomを利用したオンライン個別入学相談を開催し
ています。学科内容、出願方法、総合型選抜（AO入
学）、奨学金、就職など、あらゆる質問に入学相談ス
タッフがお答えいたします。

オンライン学校説明会
スマートフォン、タブレット、パソコンで自宅から学
校説明会に参加が可能です。参加者の顔や個人情
報が公開されることはありませんので安心してご参
加ください。

なんでも相談Web
なんでも相談Webは、入学志望者のみなさんのた
めの総合受付窓口です。あなたの質問や疑問に各
キャンパスの入学相談スタッフがWeb上でお応えし
ます。

tv.neec.ac.jp｜各カレッジごとの紹介や施設案内、キャンパスライフから入試説明まで映像で解りやすく紹介しています。
お問い合わせ

東北大学 入試課
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内28
https://www.tnc.tohoku.ac.jp

資料請求番号

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

【設置学部】
■文学部 ■教育学部 ■法学部
■経済学部 ■理学部 ■医学部
（医学科・保健学科）■歯学部
■薬学部 ■工学部 ■農学部
■獣医学部 ■水産学部
※学部の詳細については本学
HPをご覧ください。

オープン
キャンパス

石 川 県

北海道大学

東北大学
【設置学部】
■文学部 ■教育学部
■法学部 ■経済学部
■理学部 ■医学部 ■歯学部
■薬学部 ■工学部 ■農学部
※学科詳細については本学HP
をご覧ください。

☎022-795-4802

東京農業大学
〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1
https://www.nodai.ac.jp

北 海 道

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

各学部や研究科等の概要のほ
か、教員による模擬講義や動画、
キャンパス内を散策している気
分が味わえるツアー動画など、
バーチャルならではのコンテン
ツも充実! 時間や場所を気にせ
ずに体験することができます。

☎0940-35-1200

美作大学・美作大学短期大学部
〒708-8511 岡山県津山市北園町50
https://mimasaka.jp/

イベント情報

ICUでの学びを体験できるモデル授業や学生によ
る入試やキャンパスライフ体験談など、教職員や学
生との交流を通して、ICUのユニークな学び方やカ
リキュラムを体験できるプログラムを多数用意して
います！ ※詳細はHPをご確認ください。

宮 城 県

福岡教育大学

動画で見る岐阜女子大学

大学紹介PV

お問い合わせ

☎043-251-1111

WEBオープンキャンパス

〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町1-1
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/

オンライン個別相談会

パソコン、
タブレット、
スマートフォンなどを利用し、
ビデオ会議用アプリ
「Zoom」を活用したWeb相談
会を受付けています。皆さまの疑問や相談に入試
課スタッフが個別で対応いたします。些細な事で
も、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせ

千葉大学
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
https://www.chiba-u.ac.jp/

資料請求番号

岐阜女子大学

相愛オフィシャルWeb相談会

WEBオープンキャンパス
千葉大学は『EVERYDAY OPEN CAMPUS』
！
！
知りたい時に、いつでも，
どこからでも千葉大学の
知ることができます。｜学長メッセージ｜千葉大
学紹介〜Always Aim Higher〜｜キャンパスツ
アー｜各学部紹介｜入試情報｜模擬講義｜

8月開催では総合型選抜対策講座を、10月開催で
は学校推薦型選抜対策講座を実施します。
ここだ
けのお得な情報があるかも！？

お問い合わせ

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

ONLINEオープンキャンパス

オープンキャンパス

お問い合わせ

千 葉 県

☎092-802-2004

【設置学部・学科】
■家政学部
健康栄養学科／生活科学科
■文化創造学部
文化創造学科
※学科詳細については本学HP
をご覧ください。

お問い合わせ

☎046-291-3002

九州大学
〒819-0395 福岡市西区元岡744
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/

岐 阜 県

相愛大学

お問い合わせ

お問い合わせ

神奈川工科大学
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
https://www.kait.jp/

4046

【設置学部・学科】
■ 音 楽 学 部：音 楽 学 科（演 奏
コース／音楽文化創造コース／
特別演奏コース）■人文学部：
人文学科 ■人間発達学部：子ど
も発達学科、
発達栄養学科
※学部・学科の詳細について
は相愛オフィシャルサイトをご
覧ください。

東 京 都

2006

【設置学部・学科】
■生活科学部（食物学科/児童学科/社会福祉学科）
■短期大学部（栄養学科/幼児教育学科/専攻科 介護福祉専攻）

お問い合わせ

神奈川県

資料請求番号 短大

美作大学
美作大学短期大学部

学長メッセージ、大学概要・入試説明、各課程・専
攻毎の紹介、バーチャルキャンパスツアー等、福
岡教育大学のことを知っていただけるよう動画等
を多数ご用意しています。

お問い合わせ

☎06-6879-7096

資料請求番号

2005

LINE公式アカウントを運用し始めて早2年、多くの方
にご利用いただいております。
こんなこと聞いてもい
いの！？という質問でもOK！ぜひ活用してください。

〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
https://www.kyutech.ac.jp/

大 阪 府

資料請求番号 大学

LINEで相談！

お問い合わせ

大阪大学
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1
https://www.osaka-u.ac.jp/ja

福岡教育大学
【設置学部・学科】
■教育学部 初等教育教員養成
課程 ■教育学部 中等教育教
員養成課程 ■教育学部 特別
支援教育教員養成課程 ■特別
支援教育特別専攻科
※学科詳細については本校HP
をご覧ください。

大学説明会・受験相談会

お問い合わせ

お問い合わせ

高校生・受験生、保護者の皆さまとオンラインでお話しさせていただ
く
「オンライン個別進学相談」を5月中旬から開催。大阪大学へ進学し
たい、大阪大学のことをもっと知りたいなど、相談内容はなんでもOK
です。受付申込サイトにて必要事項を登録のうえ、相談希望日の前日
17時までに事前予約をしてください。相談時間は1回約20分です。

特設サイト上で各種オンライン企画が開催され
ます。
（企画によっては事前の参加予約が必要で
す。）日程等の詳細が決まりましたらこちらでお
知らせいたします。興味のある方は、ぜひご参加
ください。

岡 山 県

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

オープンキャンパス2022

工学部（戸畑キャンパス）
では、8/5〜6に対面型で
開催し、
9月以降に動画コンテンツを配信予定です。
情報工学部（飯塚キャンパス）
では、7/16〜17に対
面型とオンライン型のハイブリッド型で開催予定で
す。
詳細は、
ホームページにてご確認ください。

アプリ de オープンキャンパス
「大学概要説明」
「学部紹介」
「研究紹介」などのオンラ
イン・コンテンツを大阪大学公式アプリでお届けしま
す。阪大生と同じマイハンダイアプリをみなさんのス
マートフォンにインストールして、いつでもどこからで
も、さまざまなコンテンツに触れ、阪大生になった自
分自身 未来の姿をぜひ思い描いてみてください!

九州大学
【設置学部】
■共創学部 ■文学部
■教育学部 ■法学部
■経済学部 ■理学部
■医学部 ■歯学部 ■薬学部
■工学部 ■芸術工学部
■農学部
※学科詳細については本校HP
をご覧ください。

福 岡 県

お問い合わせ

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

お問い合わせ

大 阪 府

九州工業大学

お問い合わせ

☎0977-78-1120（アドミッションズ・オフィス）

福 岡 県

資料請求に関しては大学HPで確認ください。

【設置学部・学科】
■工学部（建設社会工学科/機
械知能工学科/宇宙システム工
学科/電気電子工学科/応用化
学科/マテリアル工学科）
■情報工学部（知能情報工学
科/情報・通信工学科/知的シス
テム工学科/物理情報工学科/
生命化学情報工学科）

お問い合わせ

お問い合わせ

立命館アジア太平洋大学
〒874-8577 大分県別府市十文字原1-1
https://www.apu.ac.jp/home/

福 岡 県

日本工学院専門学校／日本工学院八王子校専門学校

【日本工学院専門学校】
〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22
【日本工学院八王子校専門学校】
〒192-0983東京都八王子市片倉町1404-1
［日本工学院専門学校］

0120-123-351

https://www.neec.ac.jp/

［日本工学院八王子校専門学校］

シンガク図鑑 【オンライン相談ガイドに関するお問い合わせ】 株式会社 ハンズ・コム「シンガク図鑑 編集室」 ☎ 098-866-9288 info@hands.ne.jp

0120-444-700

