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春休みオープンキャンパス情報
春休み（2020年2～3月）に開催されるオープンキャンパスなどの進学イベントの開催日を一覧表にまとめました。
このページに掲載されている情報は、西北出版株式会社が2019年 12月 1日までに各大学のホームページ等の掲載情報に基づいて作成しています。
必ず、各大学のホームページにて詳細をご確認いただきますようお願い致します。
また、各イベントは参加にあたり事前予約が必要な場合があります。必ず各大学のホームページで確認の上、必要に応じてお申込みをして下さい。

国公立大学・私立主要大学

【北海道・東北エリア】
開催日 大学名

2月 8日（土） 私立　日本医療大学

保健医療学部（リハビリテーション学科）／恵
み野キャンパス

私立　東北芸術工科大学

9日（日） 私立　東北芸術工科大学

3月 7日（土） 私立　旭川大学

8日（日） 私立　北翔大学

14日（土） 私立　札幌大学

私立　八戸学院大学

私立　尚絅学院大学

私立　秋田看護福祉大学

15日（日） 私立　東日本国際大学

20日（金） 私立　札幌学院大学

私立　北海道科学大学

私立　弘前医療福祉大学

私立　東北生活文化大学

私立　日本赤十字秋田看護大学

22日（日） 私立　札幌大谷大学

私立　弘前学院大学

私立　岩手保健医療大学

私立　石巻専修大学

私立　仙台白百合女子大学

私立　東北文化学園大学

私立　ノースアジア大学

23日（月） 私立　福島学院大学

福島駅前キャンパス

25日（水） 私立　宮城学院女子大学

26日（木） 私立　奥羽大学

27日（金） 私立　東北福祉大学

国見キャンパス

28日（土） 私立　日本医療大学

保健医療学部（診療放射線学科、看護学科）
／真栄キャンパス

私立　日本医療大学

保健医療学部（リハビリテーション学科）／恵
み野キャンパス

私立　函館大学

私立　北海道千歳リハビリテーション大学

【関東エリア】
開催日 大学名

2月 1日（土） 私立　筑波学院大学

私立　東京福祉大学

伊勢崎キャンパス

2月 1日（土） 私立　東京福祉大学

池袋キャンパス

8日（土） 私立　杉野服飾大学

私立　東京福祉大学

伊勢崎キャンパス

私立　東京福祉大学

池袋キャンパス

私立　文化学園大学

9日（日） 私立　杉野服飾大学

私立　田園調布学園大学

11日（火） 私立　東京未来大学

15日（土） 私立　東京福祉大学

伊勢崎キャンパス

16日（日） 私立　明海大学

外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタ
リティ・ツーリズム学部、保健医療学部／浦安
キャンパス

私立　北里大学

相模原キャンパス

私立　洗足学園音楽大学

19日（水） 私立　浦和大学

21日（金） 私立　東都大学

管理栄養学部／深谷キャンパス

22日（土） 私立　国際武道大学

24日（月） 私立　東京福祉大学

名古屋キャンパス

私立　東京未来大学

27日（木） 私立　東都大学

幕張ヒューマンケア学部（理学療法学科）／幕
張キャンパス

29日（土） 私立　東京福祉大学

伊勢崎キャンパス

私立　東京福祉大学

池袋キャンパス

3月 7日（土） 私立　共愛学園前橋国際大学

私立　東邦大学

薬学部、理学部、健康科学部／習志野キャン
パス

8日（日） 私立　女子美術大学

相模原キャンパス

私立　女子美術大学

杉並キャンパス

私立　帝京科学大学

千住キャンパス

私立　東京未来大学

14日（土） 私立　松蔭大学

新型コロナウイルスの影響によりオープンキャンパスの開催が中止または延期される場合があります。
必ず大学のホームページ等で最新の情報を確認してください。
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3月 15日（日） 私立　北里大学

相模原キャンパス

私立　杉野服飾大学

私立　東海大学

文学部、文化社会学部、政治経済学部、法学
部、教養学部、体育学部、健康学部、理学部、
情報理工学部、工学部、観光学部／湘南キャ
ンパス

私立　東海大学

海洋学部／清水キャンパス

私立　東海大学

国際文化学部、生物学部／札幌キャンパス

私立　東京女子体育大学

私立　東京未来大学

私立　横浜商科大学

20日（金） 私立　筑波学院大学

私立　育英大学

私立　女子栄養大学

坂戸キャンパス

私立　江戸川大学

私立　淑徳大学

人文学部／東京キャンパス

私立　国際基督教大学

私立　駒澤大学

駒沢キャンパス

私立　専修大学

生田キャンパス

私立　創価大学

私立　東京成徳大学

東京キャンパス

私立　日本女子体育大学

私立　明治学院大学

白金キャンパス

私立　ヤマザキ動物看護大学

私立　東洋英和女学院大学

21日（土） 私立　日本工業大学

私立　文教大学

情報学部、国際学部、健康栄養学部、経営学
部／湘南キャンパス

私立　植草学園大学

私立　国際武道大学

私立　共立女子大学

神田一ツ橋キャンパス

私立　駒澤大学

駒沢キャンパス

私立　駒沢女子大学

私立　昭和大学

薬学部／旗の台キャンパス

私立　白百合女子大学

私立　帝京大学

薬学部、医療技術学部（視能矯正学科、看
護学科、診療放射線学科、臨床検査学科、ス
ポーツ医療学科（救急救命士コース））／板橋
キャンパス

私立　東京女子大学

私立　東京農業大学

北海道オホーツクキャンパス

私立　文京学院大学

外国語学部、経営学部、人間学部、保健医療
技術学部／本郷キャンパス

3月 21日（土） 私立　文京学院大学

人間学部、保健医療技術学部／ふじみ野キャ
ンパス

私立　明治薬科大学

私立　和光大学

私立　相模女子大学

22日（日） 私立　国際医療福祉大学

医学部（個別相談のみ実施）、成田看護学部、
成田保健医療学部／成田キャンパス

私立　文星芸術大学

私立　ものつくり大学

私立　淑徳大学

総合福祉学部、コミュニティ政策学部、看護栄
養学部／千葉キャンパス

私立　淑徳大学

経営学部、教育学部／埼玉キャンパス

私立　国士舘大学

世田谷キャンパス

私立　白梅学園大学

私立　津田塾大学

総合政策学部／千駄ヶ谷キャンパス

私立　帝京大学

理工学部、経済学部（地域経済学科）、医療技
術学部（柔道整復学科）／宇都宮キャンパス

私立　帝京大学

経済学部（地域経済学科を除く）、法学部、文
学部、外国語学部、教育学部、医療技術学部
（スポーツ医療学科（健康スポーツコース））／
八王子キャンパス

私立　帝京科学大学

東京西キャンパス

私立　東京医療保健大学

医療保健学部、東ヶ丘・立川看護学部、千葉看
護学部／五反田キャンパス

私立　東京純心大学

私立　東京未来大学

私立　二松學舍大学

九段キャンパス

私立　日本体育大学

東京・世田谷キャンパス

私立　日本大学

芸術学部／江古田キャンパス

私立　神奈川工科大学

23日（月） 国立　筑波技術大学

保健科学部／春日キャンパス

私立　東京家政大学

健康科学部、子ども学部／狭山キャンパス

24日（火） 私立　津田塾大学

学芸学部／小平キャンパス

私立　東京家政大学

家政学部、人文学部／板橋キャンパス

私立　東京聖栄大学

25日（水） 私立　東京未来大学

26日（木） 私立　三育学院大学

大多喜キャンパス

私立　三育学院大学

東京校舎

27日（金） 私立　東洋大学

文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学
部、国際学部、国際観光学部／白山キャンパ
ス
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3月 27日（金） 私立　東洋大学（“学び”LIVE授業体験）
情報連携学部／赤羽台キャンパス

私立　東洋大学（“学び”LIVE授業体験）
ライフデザイン学部／朝霞キャンパス

私立　東洋大学（“学び”LIVE授業体験）
理工学部、総合情報学部／川越キャンパス

私立　東洋大学（“学び”LIVE授業体験）
生命科学部、食環境科学部／板倉キャンパス

28日（土） 私立　足利大学

看護学部／本城キャンパス

私立　国際医療福祉大学

小田原保健医療学部／小田原キャンパス

私立　桐生大学

私立　群馬医療福祉大学

前橋キャンパス

私立　埼玉学園大学

私立　武蔵野学院大学

私立　高千穂大学

私立　東京家政学院大学

現代生活学部（現代家政学科）、人間栄養学
部（人間栄養学科）／千代田三番町キャンパ
ス

私立　東京家政学院大学

現代生活学部（生活デザイン学科、食物学科、
児童学科）／町田キャンパス

私立　東京薬科大学

八王子キャンパス

私立　文化学園大学

29日（日） 私立　十文字学園女子大学

私立　尚美学園大学

私立　東邦音楽大学

川越キャンパス

私立　人間総合科学大学

保健医療学部（看護学科、リハビリテーション
学科）／岩槻キャンパス

私立　人間総合科学大学

人間科学部（ヘルスフードサイエンス学科、健
康栄養学科）／蓮田キャンパス

私立　帝京平成大学

ヒューマンケア学部（鍼灸学科、柔道整復学
科）、健康メディカル学部／池袋キャンパス

私立　帝京平成大学

薬学部、ヒューマンケア学部 （看護学科）、現
代ライフ学部／中野キャンパス

私立　帝京平成大学

健康医療スポーツ学部（看護学科除く）／千葉
キャンパス

私立　帝京平成大学

健康医療スポーツ学部（看護学科）／ちはら
台キャンパス

私立　東洋学園大学

私立　武蔵野音楽大学

江古田キャンパス

私立　麻布大学

私立　横浜美術大学

【中部エリア】
開催日 大学名

2月 8日（土） 私立　桜花学園大学

学芸学部(英語学科)

2月 15日（土） 私立　佐久大学

看護学部看護学科

22日（土） 私立　名古屋産業大学

3月 1日（日） 私立　名古屋芸術大学

東キャンパス、西キャンパス

7日（土） 私立　佐久大学

看護学部看護学科

8日（日） 私立　山梨英和大学

14日（土） 私立　新潟食料農業大学

胎内キャンパス

私立　名古屋女子大学

20日（金） 私立　新潟青陵大学

私立　金城大学

笠間キャンパス

私立　岐阜協立大学

経済学部、経営学部／北方キャンパス

私立　岐阜協立大学

看護学部／西之川キャンパス

私立　愛知みずほ大学

私立　名古屋音楽大学

21日（土） 私立　福井医療大学

22日（日） 私立　中部学院大学

関キャンパス

私立　静岡英和学院大学

私立　静岡福祉大学

28日（土） 私立　新潟経営大学

私立　長野保健医療大学

私立　聖隷クリストファー大学

【近畿エリア】
開催日 大学名

2月 1日（土） 私立　神戸海星女子学院大学

8日（土） 私立　神戸芸術工科大学

9日（日） 私立　嵯峨美術大学

私立　京都美術工芸大学

京都東山キャンパス

私立　神戸芸術工科大学

15日（土） 私立　京都精華大学

私立　京都造形芸術大学

私立　京都美術工芸大学

京都東山キャンパス

私立　種智院大学

16日（日） 私立　京都精華大学

私立　京都造形芸術大学

私立　京都美術工芸大学

京都東山キャンパス

私立　高野山大学

難波サテライトキャンパス

3月 7日（土） 私立　和歌山信愛大学

8日（日） 私立　嵯峨美術大学

私立　大阪商業大学

14日（土） 私立　摂南大学

薬学部、看護学部、農学部（※設置認可申請
中）／枚方キャンパス

私立　神戸海星女子学院大学

15日（日） 私立　京都看護大学
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3月 15日（日） 私立　同志社女子大学

表象文化学部、生活科学部／今出川キャンパ
ス

私立　大阪工業大学

梅田キャンパス

私立　神戸芸術工科大学

20日（金） 私立　大谷大学

私立　千里金蘭大学

私立　梅花女子大学

私立　甲南大学

岡本キャンパス

私立　甲南大学

マネジメント創造学部／西宮キャンパス

私立　甲南大学

フロンティアサイエンス学部／ポートアイランド
キャンパス

私立　甲南女子大学

私立　奈良大学

21日（土） 私立　京都美術工芸大学

京都東山キャンパス

私立　京都文教大学

私立　花園大学

私立　大阪行岡医療大学

私立　羽衣国際大学

私立　関西学院大学

西宮上ヶ原キャンパス

私立　神戸女学院大学

私立　姫路大学

22日（日） 私立　嵯峨美術大学

私立　京都女子大学

私立　京都精華大学

私立　明治国際医療大学

私立　大阪観光大学

私立　関西福祉科学大学

私立　神戸松蔭女子学院大学

私立　園田学園女子大学

27日（金） 私立　大阪女学院大学

28日（土） 私立　同志社大学

今出川キャンパス、京田辺キャンパス

私立　同志社女子大学

学芸学部、現代社会学部、薬学部、看護学部
／京田辺キャンパス

私立　大阪産業大学

私立　関西大学

千里山キャンパス

私立　相愛大学

私立　宝塚大学

看護学部／大阪梅田キャンパス

29日（日） 私立　京都美術工芸大学

京都東山キャンパス

30日（月） 私立　種智院大学

【中国・四国エリア】
開催日 大学名

2月 9日（日） 私立　吉備国際大学

16日（日） 私立　くらしき作陽大学

音楽講習会

3月 7日（土） 私立　就実大学

14日（土） 私立　くらしき作陽大学

私立　福山大学

私立　福山平成大学

15日（日） 私立　川崎医療福祉大学

私立　くらしき作陽大学

音楽講習会

私立　中国学園大学

私立　広島修道大学

私立　梅光学院大学

20日（金） 私立　ノートルダム清心女子大学

私立　広島国際大学

保健医療学部、総合リハビリテーション学部、
健康スポーツ学部（設置認可申請中）、健康科
学部（心理学科、医療福祉学科、医療経営学
科）／東広島キャンパス

私立　広島国際大学

看護学部、薬学部、健康科学部（医療栄養学
科）／呉キャンパス

22日（日） 私立　鳥取看護大学

私立　広島都市学園大学

健康科学部（看護学科）、子ども教育学部／宇
品キャンパス

24日（火） 私立　宇部フロンティア大学

29日（日） 私立　広島都市学園大学

健康科学部（リハビリテーション学科）／西風
新都キャンパス

【九州エリア】
開催日 大学名

2月 1日（土） 私立　第一工業大学

上野キャンパス

29日（土） 私立　第一工業大学

上野キャンパス

3月 8日（日） 私立　日本経済大学

福岡キャンパス

14日（土） 私立　聖マリア学院大学

20日（金） 私立　長崎国際大学

私立　鹿児島純心女子大学

21日（土） 公立　福岡女子大学

公立　沖縄県立芸術大学

美術工芸学部／首里当蔵キャンパス、首里崎
山キャンパス

22日（日） 私立　日本経済大学

福岡キャンパス

28日（土） 私立　九州栄養福祉大学

食物栄養学部／小倉北区キャンパス

私立　九州栄養福祉大学

リハビリテーション学部／小倉南区キャンパス

私立　長崎外国語大学

私立　崇城大学（まるごと学びDAY）
池田キャンパス


