
県内外のオープンキャンパス情報の決定版!

オープンキャンパスガイド
やっぱり自分で実感! オープンキャンパスに行こう!!
オープンキャンパスに関する詳しい情報は、小冊子をご覧ください。小冊子は教室か進路室で入手できます。

シンガク図鑑    】せわ合い問おるす関にスパンャキンプーオ【 」室援応学進ズンハ「 ムコ・ズンハ 社会式株 　☎098-866-9288   info@hands.ne.jp

シンガク図鑑

シンガク図鑑
https://www.55shingaku.jp

大　学

専門学校

【2020年】

シンガク図鑑公式

やってます!
オープンキャンパスの情報も随時配信

ID：55shingaku

今すぐ
友だちになる!

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
http://www.u-ryukyu.ac.jp

【設置学部】
■人文社会学部
■国際地域創造学部
■教育学部
■理学部 ■医学部
■工学部 ■農学部
※学科詳細については小冊子
をご覧ください。

琉球大学

琉球大学

☎098-895-8141・8142(学生部入試課)せ
わ
合
い
問
お

 琉球大学 オープンキャンパス

中止

開　催　日

Island wisdom, for the world, for the future.

沖 縄 県 0007資料請求番号

【※2019年度実績】
□各学部・学科説明会
□模擬授業　□体験ツアー
□施設見学・研究室見学
□パネル展示
□キャンパスライフ質問コーナー
※プログラム内容は学部によって異なります。
※現在、様々な対応策を検討していま
す。最新情報は琉球大学ホームページに
随時掲載します。

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、従来型の
オープンキャンパスは中止
することとなりました。

〒902-8521 沖縄県那覇市国場555番地
http://www.okinawa-u.ac.jp

【設置学部】
■経法商学部(経法商学科)
■人文学部(国際コミュニケー
ション学科／福祉文化学科［社
会福祉専攻、健康スポーツ福
祉専攻］／こども文化学科)
■健康栄養学部（管理栄養学
科（2019年4月開設）

沖縄大学

沖縄大学

☎098-832-3270せ
わ
合
い
問
お

「国場555」の学生スタッフがお待ちしてます。

沖 縄 県 0008資料請求番号

沖縄大学のキャンパスライフをまるごと体感！
□キャンパスツアー □大学･各学科説明 □保護者対象説明会
□入試説明 □総合型選抜・学校推薦型選抜対策 □相談コーナー
※日程・内容は変更になる場合もありますので、詳しくはホームページ等
でご確認ください。

学校見学会
入試相談会

6/13(土)
14:00～

※6月はWEBオープン
キャンパスになりました。

開　催　日

第2回
オープンキャンパス

10/24(土)
13:00～

開　催　日

第1回
オープンキャンパス

7/18(土)
13:00～

開　催　日
活水女子大学では、オープンキャンパ
スに参加できない方のために、6・7月
の第1・第3・第5土曜日を利用して
キャンパス見学や進学相談を承りま
す。詳しくはお問い合わせください。
※日程は変更になる場合もありますの
で、詳しくはホームページ等でご確認く
ださい。

〒850-8515 長崎県長崎市東山手町1-50
http://www.kwassui.ac.jp/university/

【設置学部】
■国際文化学部
■音楽学部
■健康生活学部
■看護学部
※学科詳細については小冊子
をご覧ください。

活水女子大学

活水女子大学

☎095-820-6015(入試課)せ
わ
合
い
問
お

オープンキャンパス

東山手キャンパス
7/5(日)、7/19(日)
8/2(日)、9/20(日)
オンラインオープンキャンパス

7/26(日)
大村キャンパス
8/10(月・祝)

開　催　日

女性としての知性、品性、人間性を磨きます。

長 崎 県 1011資料請求番号

三木・尼崎・神戸山手キャンパス同時開催! 入
退場自由！ランチ無料！ 申込み不要！ 神戸山
手キャンパス 国際コミュニケーション学部 英
語コミュニケーション学科・観光学科（※新設）
/社会学部 社会学科（※新設）/心理学部 心理
学科 尼崎キャンパス 教育学部 教育福祉学
科/経営学部 経営学科 三木キャンパス 経
営学部 経営学科/保健医療学部 看護学科
※日程や内容は変更になる場合もありますので、
詳しくはホームページ等でご確認ください。

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番23号
https://www.kuins.ac.jp/

【設置学部】
■国際コミュニケーション学部
■社会学部
■心理学部
■教育学部
■経営学部
■保健医療学部
※学科詳細については小冊子
をご覧ください。

関西国際大学

関西国際大学

☎06-6496-4120(入試課直通)せ
わ
合
い
問
お

OPEN CAMPUS 2020

7/5(日)・7/19(日)
8/2(日)・8/29(土)
8/30(日)・9/27(日)

12/13(日)
2021年3/21(日)

10:00～15:30
(受付時間9:30～15:00)

開　催　日

生まれる！ 変わる！ 総合大学へ！

兵 庫 県 4008資料請求番号

沖縄生徒限定無料宿泊延長決定！
1泊2日で大阪へ！
オープンキャンパスの予約は、下記「LINE」QRコー
ドから友だち追加で簡単! 最新のチャットボット機
能により、あなたに必要な情報（興味があるもの）
だけお届けするので安心です。「LINE」特典の一つ
である、無料宿泊サービスは沖縄県高等学校の生
徒限定で7月から9月まで延長決定！
※日程・内容は変更になる場合もございますので、
詳しくは相愛オフィシャルサイトでご確認ください。

〒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/

【設置学部】
■ 音楽学部 音楽学科
■ 人文学部 人文学科
■ 人間発達学部
　 子ども発達学科
　 栄養発達学科
※専攻・コース詳細については
小冊子をご覧ください。

相愛大学

相愛大学

☎06-6612-5905(入試課直通)せ
わ
合
い
問
お

OPEN CAMPUS 2020

7/19(日)
8/2(日)・8/3(月)・8/22(土)
9/13(日)・11/15(日)※1

12/6(日)※2
2021/3/28(日)
10:00～16:00

（受付時間9:30～15:00）

開　催　日

大 阪 府 4046資料請求番号

※1）11/15のみ10:00～14:00(受付
時間9:30～13:00)
※2）総合型選抜特別プログラムの
み実施

相愛にしかない実践を体験
ここ まなび

□模擬授業
□在学生とのフリートーク
□キャンパスツアー
□個別相談 など
※6・７月はオンラインで実施予定です。
8月以降はオープンキャンパスを毎月実
施する予定ですが新型コロナウイルス感
染拡大などの影響により予定が変更とな
る場合があります。詳細はホームページ
にてご確認ください。

〒187-8578 東京都小平市花小金井南町2-8-4
http://www.kaetsu.ac.jp

【設置学部】
■経営経済学部

嘉悦大学

嘉悦大学

　0120-970-800せ
わ
合
い
問
お

オープンキャンパス

6/21(日)、7/5(日)・19(日)
オンラインで実施予定

8/16(日)・30(日)、9/13(日)
10/4(日)、10/31(土)★、
11/1(日)★、11/21(土)、
12/20(日)、3/21(日)

★進学相談会
（学園祭同時開催）

開　催　日

リアルな嘉悦と出会う一日

東 京 都 6090資料請求番号

【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小冊子
をご覧ください。

東京農業大学

「生きる」を支える

東 京 都 6054資料請求番号

受験生にとって1年で最大のイベン
ト。見るだけじゃない、聞くだけじゃな
い、体験イベント満載です。受験生必
聴の企画溢れる2日間です！

収穫祭で先輩の熱気と楽しそうな雰囲気を味
わった後は、進学説明会で進学の悩みを解決！
※北海道オホーツクキャンパスのみ要事前申
し込み。詳細は大学HPをご確認ください。

オープンキャンパス 進学説明会・収穫際

進学説明会、収穫際(学園際)同時開催 
世田谷キャンパス・厚木キャンパス
10/31(土)～11/1(日)
北海道オホーツクキャンパス
10/10(土)

開　催　日 開　催　日

世田谷キャンパス・厚木キャンパス
9/19（土）・20（日）

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

東京農業大学

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

せ
わ
合
い
問
お

〒265-8501 千葉県千葉市若葉区御成台4-1
http://www.tuis.ac.jp/

【設置学部】
■総合情報学部総合情報学科
■看護学部看護学科

東京情報大学

東京情報大学

☎043-236-1408せ
わ
合
い
問
お

「情報」×「看護」で未来に貢献できる人材を輩出

千 葉 県 6069資料請求番号

■キャンパス見学ツアー 大学には高校に
ない環境・設備がたくさんあります。
■模擬授業 通常90分で行う大学の授業
を短縮して体験できます。
■学部展示（オープンキャンパスのみ） 学
生の研究・活動内容を紹介しております。
ここで将来の目標が見つかる可能性も！
■入試対策講座（オープンキャンパスの
み）AO・推薦入試を希望する人にオススメ
です！

オープンキャンパス ２０20

8/1(土)
8/22(土)
9/27(日)
11/28(土)

開　催　日 □学校概要説明
□校内案内
□実習
□在学生との懇談
参加希望の方は、申込締切日までに、住
所･氏名･高校名･学年を明記の上FAXま
たはメールにてお申込みください。
※日程は変更になる場合もありますの
で、詳しくはホームページ等でご確認くだ
さい。

〒901-2134 沖縄県浦添市港川1-36-3
gro.isiko@shdo：liam-E　/gro.isiko.www//:ptth

【設置学科】
■歯科衛生士科
※AO入試エントリー者は、オー
プンキャンパスへの参加が必
須となります。詳細は、募集要
項をご確認下さい。

沖縄歯科衛生士学校
一般社団法人 沖縄県歯科医師会立

一般社団法人 沖縄県歯科医師会立
沖縄歯科衛生士学校

☎098-877-0167 FAX098-877-0400せ
わ
合
い
問
お

オープンキャンパス

7/12(日)
8/9(日)
10:00～13:00
受付9:30～

開　催　日

～夢を磨いて、輝く未来へ～

沖 縄 県 0119資料請求番号

□ 美容師、エステ、ネイル、脱毛、メイ
クなどを体験！
□ 業界の現状、就職状況、授業内容、
実習などについて詳しく説明する学
校説明会も同時開催
※日程は変更になる場合もありますの
で、詳しくはホームページ等でご確認く
ださい。
※交通費全額支給

〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町17-7
http://www.ka-ribi.jp/

【設置学部】
■理容科
■美容科
ダブルライセンスコース
メイクアップアーティストコース
トータルエステティックコース
ネイリストコース
ワーキングコース

鹿児島県理容美容専門学校

鹿児島県理容美容専門学校

☎099-226-3636せ
わ
合
い
問
お

オープンキャンパス

6/20(土)・27(土)
7/4(土)・18(土)
8/1(土)・22(土)
9/26(土)

開　催　日

夢を夢で終わらせない！

鹿 児 島 1165資料請求番号

□ 学校の特徴や養育方針・就職状況・
 　資格取得状況の説明
□ 希望学科別に説明や授業体験
□ 入試説明・学費・奨学金案内
□ 個別相談
□ 希望者には学生寮の見学や
 　模擬適正検査
※日程は変更になる場合もありますの
で、詳しくはホームページ等でご確認く
ださい。

〒760-0020 香川県高松市錦町1-3-5
http://www.anabuki.ac.jp/

【設置学部】【高松エリア】穴吹コンピューターカレッジ／穴吹ビジネスカ
レッジ／穴吹デザインカレッジ／穴吹ビューティカレッジ／穴吹工科カ
レッジ／穴吹リハビリテーションカレッジ／穴吹パティシエ福祉カレッ
ジ／穴吹動物看護カレッジ／穴吹医療大学校
【徳島エリア】徳島穴吹カレッジ
【福山エリア】穴吹情報デザイン専門学校／穴吹医療福祉専門学校／穴
吹動物専門学校／穴吹ビューティ専門学校／穴吹調理製菓専門学校
【広島エリア】穴吹デザイン専門学校

穴吹カレッジグループ

穴吹カレッジ 入学相談室

　0120-46-3485せ
わ
合
い
問
お

オープンキャンパス

7/4(土)・11(土)
18(土)・23(木・祝）
8/1(土）・8(土)
9(日）・22(土）

※7/4(土)・※5(日）
※印［沖縄開催］

開　催　日

世界は「好き」が変えていく。

香 川 県 2120資料請求番号

〒570-8555 大阪府守口市藤田町6-21-57
https://www.oiu.ac.jp/

【設置学部】
■経営経済学部 ■人間科学部 
■国際教養学部
【大阪国際大学短期大学部】 
■幼児保育学科 ■栄養学科※ 
■ライフデザイン学科※
※2021年4月開設予定（届出手続中） ※記載内
容は予定であり変更する場合があります。 ※学
科詳細については小冊子をご覧ください。

大阪国際大学

大阪国際大学

☎06-6907-4310(入試･広報部直通)せ
わ
合
い
問
お

OIU Ready?

大 阪 府 4020資料請求番号

オープンキャンパスに参加して大学・短大
を思い切り体感しよう! □学科別イベント 
□キャンパスツアー □個別相談ブース 
□模擬授業 など
総合型選抜（AO）対策説明会も同時開催！
※日程および内容は変更になる場合もありますの
で、詳しくはホームページ等でご確認ください。

沖縄でオープンキャンパスに参加し
て、大学・短大の最新情報をゲットしよ
う！ □大学紹介 □学部・学科紹介
□入試説明 □各種個別相談など
沖縄オープンキャンパス参加者には
入試の検定料免除となる特典あり！

オープンキャンパス 沖縄オープンキャンパス

8/1(土)・2(日)
13:00～16:00

入退場自由(12:30受付開始)
会場：沖縄県市町村自治会館

開　催　日 開　催　日
 7/11(土)・7/12(日)・7/26(日)
8/23（日）・9/6（日）[短大のみ]

9/27（日）
13:00～16:00

入退場自由【12:30受付開始】

【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
※学科・コース詳細については小
冊子をご覧ください。

日本工学院専門学校

せ
わ
合
い
問
お

楽しく学んで、しっかり就職。120の専門分野と広大なキャンパス。

東 京 都 6105資料請求番号

【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
※学科・コース詳細については小
冊子をご覧ください。

日本工学院八王子専門学校
6106資料請求番号

沖縄県内で学校説明会を開催します! この機会
に是非参加してください! 6カレッジ多彩な専
門分野を持つ東京の総合専門学校「日本工学
院」の学科説明をはじめ、AO入学、就職、取得
資格、奨学金、学生寮、大学編入など、県外進学
に関するあらゆるご相談に専門スタッフがお答
えします。お申し込み不要、入退場自由、保護者
同伴大歓迎、学生作品上映・配布、各種資料無
料配布、オリジナルグッズプレゼント。

学校説明会 in 沖縄
7/18(土)

宜野湾市 ラグナガーデンホテル 3F グリーンルーム

7/19(日)
那覇市 ダイワロイネットホテル那覇国際通り 1F 会議室

8/8(土)
宜野湾市 ラグナガーデンホテル 3F グリーンルーム

8/9(日)
那覇市 JR九州ホテルブラッサム那覇 2F OKIEIルーム

13:00～16:00

13:00～16:00

13:00～16:00

13:00～16:00

開　催　日

【日本工学院専門学校】〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22　　　　  ［URL］ https://www.neec.ac.jp/
【日本工学院八王子専門学校】〒192-0983 東京都八王子市片倉町1404-1    ［E-mail］ info@stf.neec.ac.jp

日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校

［日本工学院専門学校］　0120-123-351［日本工学院八王子専門学校］　0120-444-700

城西国際大学
千 葉 県 6064資料請求番号

〒283-8555 千葉県東金市求名1番地
http://www.jiu.ac.jp/

城西国際大学

☎0475-55-8855せ
わ
合
い
問
お

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

「自分」の未来をデザインする、JIUの教育力

□学部･学科説明、個別相談、入試説
明、在学生から聞く大学生活、キャンパ
スツアー、体験授業など同時開催。千
葉東金・安房キャンパス行き無料シャト
ルバス運行(完全予約制［変更となる場合
があります］)
※キャンパスにより日程・スケジュールが異
なります。
※日程は変更になる場合もありますので、
詳しくはホームページ等でご確認ください。

 OPEN CAMPUS 2020
千葉東金キャンパス／東京紀尾井町キャンパス／安房キャンパス

オンラインOPEN CAMPUS
6/27(土）・7/19(日)
対面型 OPEN CAMPUS

8/1(土)・20(木)・22(土)・23(日)
9/12(土)・13(日)・20(日)

10/3(土)・4(日)・10(土)・31(土)
11/3(火)・21(土)
12/5(土)・19(土)

開　催　日

■新型コロナウイルスの感染拡大状況によって中止
になる場合もあるため、必ず来場前に学校のHPなど
で確認するようお願いします。

＜WEBオープンキャンパス＞
□大学紹介
□2021年度 入試案内
□奨学金について
□各学部学生のスピーチ
※7月開催予定のWEBオープンキャンパ
スについては、本学のHPをご確認くださ
い。個別相談OK。

〒276-0003 千葉県八千代市大学町1-1
https://www.shumei-u.ac.jp

【設置学部】
■学校教師学部
■看護学部
■総合経営学部
■英語情報マネジメント学部
■観光ビジネス学部
※学科詳細については小冊子
をご覧ください。

秀明大学

秀明大学

☎047-488-2331(入試・広報 直通)せ
わ
合
い
問
お

オープンキャンパス

7/12(日)※・7/26(日)※
8/9(日)・8/16(日)
8/23(日)・9/20(日)
10/18(日)・11/8(日)
[開催時間]12:30～15:00
※WEBオープンキャンパス

（要予約）

開　催　日

イギリス留学と実学重視のカリキュラム

千 葉 県 6094資料請求番号

〒562-8580 大阪府箕面市新稲2-11-1(入試部)
http://www.osaka-aoyama.ac.jp

【設置学部】
■健康科学部
(健康栄養学科［管理栄養士養
成課程］／子ども教育学科／看
護学科)

大阪青山大学

大阪青山大学

☎072-723-4480せ
わ
合
い
問
お

一人ひとりに、一生のチカラ。学びを夢につなげる大学

大 阪 府 4048資料請求番号

栄養・食、保育・教育、看護の3学科の
学びを体験授業やキャンパスツアー
でチェック！個別相談コーナーで、専
門スタッフや在学生に気になることを
聞いてみよう！

入試制度のポイント解説、対策講座を
開講！各科目の出題傾向や対策、今
からの勉強方法などをしっかりお伝え
します。
合格に向けたアドバイスが満載です。

オープンキャンパス 入試対策＆見学会(事前申込制)

9/27(日)
12/13(日)

開　催　日 開　催　日
6/21(日)・7/19(日)
8/8(土)・8/22(土)
8/23(日)・9/6(日)
10:00～15:00（9:30受付開始）

※内容は変更になる場合もありますので、詳しくはホームページ等でご確認ください。


