
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、冊子をご覧ください。冊子は教室か進路室で入手できます。

シンガク図鑑  【オープンキャンパス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

シンガク図鑑

シンガク図鑑
https://www.55shingaku.jp

大　学

専門学校

【2022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!

■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。

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
https://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)

お
問
い
合
わ
せ

 琉球大学 オープンキャンパス

2022

7/17（日）
10：00～17：00

開　催　日

Island wisdom, for the world, for the future.

沖 縄 県 0007資料請求番号

2022年度開催内容（予定）
□各学部・学科説明会
□体験授業
□デモンストレーション実験
□施設見学　□展示コーナー
□入試説明会　
□学生生活相談コーナー
※プログラム内容は学部によって異なります。
※最新情報は琉球大学ホームページに
随時掲載します。

※原則予約制とし、各プログ
ラムごとに定員を設け、対面
で実施予定です。最新情報
は琉球大学ホームページに
随時掲載します。

〒902-8521 沖縄県那覇市国場555番地
https://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

沖縄大学

沖縄大学

☎098-832-3270

お
問
い
合
わ
せ

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。

第1回
6/18(土)

第2回
7/16(土)
各回 13：00～16：30

開　催　日

オープンキャンパス

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、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
https://kwassuiguide.jp

【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)

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス

東山手キャンパス
7/3（日）・7/17（日）

8/7（日）
9/18（日）
大村キャンパス
8/20（土）
午前・午後

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

12学科の多彩なプログラム／総合
型選抜（学科課題型）「入試対策講座」
／なんでも大相談会／クラブ・サーク
ル活動紹介／そのほか、就職状況・支
援体制の紹介や、保護者向けイベント
の開催などを予定
※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、
ソーシャルディスタンスを徹底し開催します。
※オープンキャンパスの詳細は随時更新して
いきます。本学webサイトをご確認ください。

〒731-5193 広島県広島市佐伯区三宅2-1-1
https://www.it-hiroshima.ac.jp/

【設置学部】■工学部：電子情報
工学科／電気システム工学科／
機械システム工学科／知能機械
工学科／環境土木工学科／建築
工学科 ■情報学部：情報工学科
／情報コミュニケーション学科 
■環境学部：建築デザイン学科
／地球環境学科 ■生命学部：生
体医工学科／食品生命科学科

広島工業大学

広島工業大学

☎082-921-3128

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス2022

7/17（日）
8/21（日）
9：00～15：00

※Webによる事前申込制

開　催　日

愛とテクノロジーだ。夏のオープンキャンパス

広 島 県 2039資料請求番号

毎年夏から秋にかけて、オープンキャ
ンパスを開催しています。各学部・学
科による企画プログラムをはじめ、入
試に関する情報、キャンパスツアー、
個別相談会の開催など、各学部の特
色を生かしたプログラムを準備して
います。

〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6-46（中央キャンパス）
https://www.mukogawa-u.ac.jp/

【設置学部・学科】［大学］■文学部 ■教育
学部 ■心理・社会福祉学部※ ■健康・ス
ポーツ科学部 ■生活環境学部 ■社会情
報学部※ ■食物栄養科学部 ■建築学部 
■音楽学部 ■薬学部 ■看護学部 ■経営
学部 ［短期］■日本語文化学科 ■英語
キャリア・コミュニケーション学科 ■幼児
教育学科 ■食生活学科 ■生活造形学科
※2023年4月開設予定（届出中）

武庫川女子大学
武庫川女子大学短期大学部

武庫川女子大学／武庫川女子大学短期大学部

☎0798-45-3500（入試センター）

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス

6/18（土）
7/9（土）・10（日）

8/11（木・祝）・12（金）
9/25（日）

開　催　日

キャンパスツアーで、MUKOJOを体験！

兵 庫 県 4072資料請求番号 大学 4073資料請求番号 短期

沖縄生徒限定無料体験ツアー実施！
7/30～31、8/5～6、8/19～20
は1泊2日で大阪へ！
オープンキャンパス体験ツアーにご招待！「音楽に
関わる仕事に進みたい」「子どもの教育に携わりた
い」「管理栄養士として食に関わりたい」など、それ
ぞれの想いをこの夏休みに、相愛大学のオープン
キャンパスで体験して確かなものにしよう！予約は、
下記のQRコードから「LINE」友だち追加で簡単。
※日程・内容は変更になる場合もございます。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 3資格・免許取得課
　 程＜保／幼／小＞
　 発達栄養学科 管理栄養士養成課程
※専攻・コース詳細については冊子を
ご覧ください。

相愛大学

相愛大学

☎06-6612-5905（入試課直通）

お
問
い
合
わ
せ

OPEN CAMPUS 2022

6/19(日)・7/17(日)・7/31(日)☆
8/6(土)☆・8/20(土)☆・9/4(日)
11/6(日)※1・12/11(日)※2

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）11/6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
☆沖縄限定で無料体験ツアーを実施

相愛にしかない実践を体験
ここ まなび

【完全予約制】
法・経営・保健医療学部対象のオープ
ンキャンパス。大学紹介や学部紹介は
もちろん、模擬授業や実習体験など、
朝日大学の学びをとことん体験！
無料の学食体験や、実際に朝日大学
で学ぶ学生が案内するキャンパスツ
アーなど、好きなプログラムを自由に
選んで参加できます。
ぜひお気軽にご参加ください。

〒501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1851
https://www.asahi-u.ac.jp/

【設置学部】
■法学部 法学科
■経営学部 経営学科
■保健医療学部 看護学科
■保健医療学部
　健康スポーツ科学科
■歯学部 歯学科

朝日大学

朝日大学

☎058-329-1088（入試広報課）

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス

6/19（日）
7/17（日）
8/7（日）
各日10:30～14:00

開　催　日

法律・経営・医療・健康スポーツを学んで社会で活躍

岐 阜 県 5001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
聴の企画があふれています！

東京農大の学園祭！ 
先輩の熱気と楽しそうな雰囲気を感じ
てください！

オープンキャンパス 収穫祭&進学説明会

［厚木・世田谷］
10/29（土）・30（日）

10：00～15：00
［北海道オホーツク］
10/8（土）・9（日）
10：00～15：00

開　催　日 開　催　日
［厚木・世田谷］
8/6（土）・7（日）
10：00～16：00

［北海道オホーツク］
7/30（土）・31（日）・8/27（土）

10：00～16：00

〒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

お
問
い
合
わ
せ

※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。

大学紹介／学部紹介&体験授業／学
部別プログラム／選抜ガイダンス／
個別相談 など
総合大学ならではの幅広い学問分野
から、各学科／コースごとに特色ある
テーマを設定して授業を公開します。
11学部13学科9コース合計22講
座を公開予定。

〒236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1
https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/

【設置学部】
■国際文化学部
■社会学部　■法学部
■経済学部　■経営学部
■理工学部
■建築・環境学部
■人間共生学部
■教育学部　■栄養学部
■看護学部

関東学院大学

関東学院大学

☎045-786-7020

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス

6/25(土) in 那覇
6/19(日)、7/10(日)★
8/6(土)・7(日)
9/4(日)★

大学祭＆個別相談会
10/29(土)・30(日)
★総合型・学校推薦型選抜対象

開　催　日

体験授業を通して大学の「学問」を体感しよう！

神奈川県 6011資料請求番号

□学校概要説明
□校内案内
□実習
□在学生との懇談 等
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。
※日程及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でご確認
ください。

〒901-2134 沖縄県浦添市港川1-36-3
http://www.okisi.org/  E-mail：odhs@okisi.org

【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、ホーム
ページをご確認ください。

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

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス

6/11(土)
8/5(金)
定員になり次第

締切とさせていただきます

開　催　日

～夢を磨いて、輝く未来へ～

沖 縄 県 0119資料請求番号

ポータルサイト

沖縄の高校生のための進学情報が満載！

シンガク図鑑

Shingakuzukan Portal

https://55shingaku.jp/

沖縄能開大オープンキャンパスでは、
各科の概要や入試情報、面接対策講
座や各科の体験授業を行います。当
校への入校をご検討されている高校
生の皆様、保護者の皆様、高校の先生
方、どなたでも歓迎いたします。
事前予約必須となっております。詳し
い予約方法は当校ホームページをご
覧ください。

〒904-2141 沖縄県沖縄市池原2994-2
https://www3.jeed.go.jp/okinawa/college/

【設置学科】
■生産機械技術科
■電子情報技術科
■電気エネルギー制御科
■住居環境科
■物流情報科
■国際ホスピタリティ観光科

沖縄職業能力開発大学校

沖縄職業能力開発大学校

☎098-934-4808（学務課）

お
問
い
合
わ
せ

オープンキャンパス

7/30（土）
9/10（土）

開　催　日

ぜひオープンキャンパスにご参加ください！

沖 縄 県 0010資料請求番号

大学紹介・入試説明/学部イベント/受
験英語対策講座（7・8月のみ）/公募推
薦入試模擬試験（英語）（9月のみ）/個
別相談/キャンパスツアー/学生スタッ
フ企画など。参加者には、オリジナル
グッズなどをプレゼント！
※今後の新型コロナウイルス感染症の感
染状況によって、開催の日時を変更もしく
は中止することがあります。参加前には必
ず入試情報サイトをご確認ください。

〒603-8555 京都府京都市北区上賀茂本山
https://www.kyoto-su.ac.jp/

【設置学部】
■経済学部 ■経営学部
■法学部 ■現代社会学部
■国際関係学部 ■外国語学部
■文化学部 ■理学部
■情報理工学部 ■生命科学部
※学科詳細については小冊子
をご覧ください。

京都産業大学

京都産業大学

☎075-705-1437(入学センター)

お
問
い
合
わ
せ

OPEN CAMPUS 2022

7/24(日)
8/6(土)・7(日)
9/4(日)

10：00～（受付9：30～）
※事前申込（定員あり）

事前申込は
入試情報サイトより！

開　催　日

文理合わせて10学部18学科、約15,000名がひとつのキャンパスで学ぶ総合大学

京 都 府 4075資料請求番号

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

お
問
い
合
わ
せ

【設置学部】
■国際人文学部：国際文化学科
／国際交流学科■観光学部：
観光学科■経営情報学部：総
合経営学科 ■メディア学部：メ
ディア情報学科 ■薬学部：医療
薬学科（6年制）■福祉総合学
部：福祉総合学科／理学療法学
科 ■看護学部：看護学科 

2022年創立30周年を迎えました

□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］)
※オープンキャンパスは完全予約
制です。ホームページから必ずお申
し込み下さい。 ※キャンパスにより
日程・スケジュールが異なります。

 OPEN CAMPUS 2022
千葉東金キャンパス／東京紀尾井町キャンパス

〈オンラインOPEN CAMPUS〉
6/25(土)

〈対面型 OPEN CAMPUS〉
［千葉東金キャンパス］

6/11(土)・7/30(土)・8/27(土)
9/24(土)・11/5(土)・12/3(土)
［東京紀尾井町キャンパス］

6/12(日)・7/17(日)・7/31(日)・8/28(日)
9/25(日)・10/8(土)・11/12(土)

開　催　日

〒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
※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

　0120-585-160（入試相談フリーダイヤル）

お
問
い
合
わ
せ

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! □学部・学科
の全体説明 □学科イベント □入試相
談 □各種相談コーナー □キャンパス
ツアー など
※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

7/30(土)・7/31(日)
13:00～16:00（12:30受付開始）

事前予約制
会場：沖縄県市町村自治会館

開　催　日 開　催　日
6/12(日)、6/26(日) 
7/10(日)・7/24(日)

8/6（土）・8/7（日）・8/21（日）
9/11（日）
事前予約制

【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

お
問
い
合
わ
せ

多彩な6つのカレッジ、103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
」の学科説明を始め、総合型選抜（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 沖縄開　催　日

8/14(日)13:00～16:00
那覇市 ダイワロイネットホテル那覇国際通り

9/3(土)13:00～16:00
那覇市 ロワジールホテル那覇

9/18(日)12:00～16:00
那覇市 ぶんかテンブス館

【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

お申し込みはこちら
※9月のお申し込みにつ
いては本校HPをご確認
ください。


