平成30年度オープンキャンパス日程一覧
※ 開催時間未定の場合、時間は未記載。
大学別にオープンキャンパスの日程を掲載しています。詳細については、各大学のホームページ等でご確認ください。
大学名
日時※
場所
[津島キャンパス]
岡山県岡山市北区津島中1-1-1
岡山大学
国
公
立
大 岡山県立大学
学

H30.8.9（木），8.10（金）
[鹿田キャンパス]
岡山県岡山市l北区鹿田町2-5-1

URL

平成30年5月17日現在
備考

http://www.okayamau.ac.jp/tp/admission/koukai01.
html

H30.7.21（土），7.22（日）

岡山県総社市窪木１１１

https://www.oka-pu.ac.jp/

新見公立大学

H30.7.15（日），7.16（月・祝），10.27（土），10.28（日）
12：30～15：30（受付 11：30～）

岡山県新見市西方1263-2

http://www.niimiJR新見駅からの無料送迎バスを運
c.ac.jp/index.cfm/15,292,39,ht 行します。
ml
詳しくは左記ページをご覧ください。

岡山学院大学

H30.3.24（土），5.27（日），
6.17（日），7.21（土），8.18（土），
8.19（日），9.9（日）
10：00～15：00

岡山県倉敷市有城787

http://www.owc.ac.jp/

無料送迎バス運行。
詳しくは左記ページをご覧ください。

岡山商科大学

H30.6.16（土），7.7（土），8.4（土），9.30（日）
10:00～13:00

岡山県岡山市北区津島京町2丁目10-1 http://www.osu.ac.jp/

岡山駅運動公園口（西口）から無料
送迎バス運行。

[岡山キャンパス]
岡山県岡山市北区理大町1-1

岡山理科大学

[岡山キャンパス]
H30.6.17（日），7.28（土），7.29（日），9.23（日・祝）
[今治キャンパス]
H30.7.8（日），8.26（日）
（両キャンパスとも）10：30～15：00 （受付10：00～）

H30.8.18（土）12：30～16：30

岡山県倉敷市松島577

川崎医科大学

http://www.ous.ac.jp/
[今治キャンパス]
愛媛県今治市いこいの丘1-3

H30.6.17（日），7.22（日），8.5（日），10.20（土），10.21（日）
10:00～15:00
川崎医療福祉大学
岡山県倉敷市松島288
H31.3.17（日）
13:00～16:00

環太平洋大学

H30.6.17（日），7.22（日），7.29（日），
8.4（土），8.19（日），9.2（日），9.30（日）
10:00～15:45 （受付9：30～）

環太平洋大学 第1キャンパス
〒709-0863
岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721

「岡山駅-岡山キャンパス」、「今治駅
-今治キャンパス」間無料送迎バス運
行[予約不要]。
詳しくは大学ホームページをご覧くだ
さい。

http://www.kawasakim.ac.jp/med/

https://w.kawasaki-m.ac.jp/

http://ipujapan.ac.jp/opencampus/

各地より無料送迎バス運行
詳しくは左記ページをご確認下さい。

大学名

日時※

H30.7.15（日），8.25（土），9.23（日）
吉備国際大学

場所

備考

［高梁キャンパス］
岡山県高梁市伊賀町8

［岡山キャンパス］
キャンパス見学会
岡山県岡山市北区奥田西町5-5
H30.5.20（日），6.10（日），11.10（土）南あわじのみ，11.11
（日）高梁・岡山のみ，12.16（日)，H31.2.10（日）
［南あわじ志知キャンパス］
兵庫県南あわじ市志知佐礼尾370-1

オープンキャンパス2018
H30.6.3（日） 10:30～15:00 「考える」
H30.7.28（土），29日（日） 10:30～15:00 「深める」
倉敷芸術科学大学
H30.8.25（土） 10:30～15:00 「確かめる」
H30.9.30（日） 10:30～15:00 「極める」
H30.10.28（日） 10:30～15:00 「感じる」

URL

岡山県倉敷市連島町西之浦2640

kttp://kiui.jp/

近隣各地から無料バス運行。
詳しくは左記ページをご覧ください。

http://www.kusa.ac.jp

本学のオープンキャンパスは、各回
にテーマを設け、学科ごとの多彩な
授業体験イベントを中心にご用意し
ています。詳細は、ホームページをご
覧ください。

http://www.ksu.ac.jp/

詳細や申込みについては大学ホー
ムページにてご確認ください。

http://www.sguc.ac.jp/

無料送迎バス運行。
詳しくは左記ページをご覧ください。

オープンキャンパス
H30.6.16（土），7.21（土)，7.22(日），8.25(土)，9.22（土），
H31.3.28（木）

私
立
大
学

音楽講習会（音楽学部、短大音楽専攻）
H30.5.20（日），6.17（日），7.15（日）、9.16(日），10.21
（日），11.18(日），12.16(日），H31.2.17（日），3.17（日）

くらしき作陽大学

山陽学園大学

オープンセミナー
H30.5.20（日）食文化学部現代食文化学科、短大幼児教
育専攻
岡山県倉敷市玉島長尾3515番地
H30.6.17（日）食文化学部現代食文化学科、子ども教育学
部、音楽学部、短大幼児教育専攻
H30.7.15（日）食文化学部現代食文化学科、短大幼児教
育専攻
H30.8.10（金）食文化学部現代食文化学科、短大幼児教
育専攻
H30.9.15（土）食文化学部現代食文化学科、短大幼児教
育専攻
H30.10.21（日）子ども教育学部
H30.11.18（日）食文化学部現代食文化学科、子ども教育
学部
H30.6.23(土)，8/18(土)，9/22(土)
13:00～16:00
H30.7.16(月・祝)
11:30～15:30 ※昼食付
H31.3.16(土)
※時間等の詳細は別途HPなどでお知らせします。

岡山県岡山市中区平井1-14-1

大学名

日時※

就実大学

H30.6.17（日），7.21（土），7.22（日）8.25（日），8.26（日）
10：00～14：00 （受付 9：30～）
H31.3.9日（土）
13：00～15：00 （受付12：30～）

中国学園大学

H30.6.17(日) ，7.21(土) ，7.22（日）
13:00～15:00 （受付11:00～）
H30.8.26(日) , 9.23(日) ，H31.3.24(日)
11:00～15:00 （受付10:00～）

場所

岡山県岡山市中区西川原1-6-1

岡山県岡山市北区庭瀬83番地

URL

備考

http://www.shujitsu.ac.jp/

JR岡山駅から一駅のJR西川原・就
実駅より徒歩1分。詳細については
随時ホームページにて更新いたしま
す。

http://www.cjc.ac.jp/

・事前申し込み必要。
・庭瀬駅北口から無料送迎バスの運
行。
・参加者にはもれなく図書カードとオ
リジナルグッズをプレゼント。
岡山駅西口から北へ徒歩約10分。
1ヵ月前から予約サイトを開設します
ので、で きるだけ事前にお申し込み
のうえご来場くだ さい。詳細は大学
ＨＰをご覧ください。

ノートルダム
清心女子大学

H30.6.24(日) ，7.22(日) ，8.4(土) ， 8.5(日) ，9.30(日)
H31.3.17(日)

岡山県岡山市北区伊福町2丁目16-9

http://www.ndsu.ac.jp/

美作大学

H30.6.24(日) ，7.21(土) ，7.22(日) ，8.26(日) ，9.23(日)

岡山県津山市北園町50

http://mimasaka.jp/

岡山県倉敷市児島稗田町160番地

http://www.kurashikicu.ac.jp/kcc/

詳しくは左記ページをご覧ください。

岡山県岡山市中区平井1-14-1

http://www.sguc.ac.jp/

無料送迎バス運行。
詳しくは左記ページをご覧ください。

http://www.shujitsu.ac.jp/

JR岡山駅から一駅のJR西川原・就
実駅より徒歩1分。詳細については
随時ホームページにて更新いたしま
す。

http://www.cjc.ac.jp/

・事前申し込み必要。
・庭瀬駅北口から無料送迎バスの運
行。
・参加者にはもれなく図書カードとオ
リジナルグッズをプレゼント。

H30.7.29（日）
10:30～13:00/14:00～16:30
倉敷市立短期大学
H30.9.30（日）
10:30～13:00/14:00～16:30
H30.6.23（土），8.18（土），9.22（土）
13:00～16:00
H30.7.16（月・祝）
短 山陽学園短期大学
11:30～15:30 ※昼食付
期
H30.3.16（土）
大
※時間等の詳細は別途HPなどでお知らせします。
学
・
H30.6.17（日），7.21（土），7.22（日）8.25（日），8.26（日）
高
10:00～14:00 （受付 9：30～）
等 就実短期大学
H31.3.9日（土）
専
13:00～15:00 （受付12：30～）
門
学
校
H30.6.17（日），7.21（土），7.22（日）
13:00～15:00（受付11:00～）
中国短期大学
H30.8.26（日），9.23（日），H31.3.24（日）
11:00～15:00（受付10:00～）

岡山県岡山市中区西川原1-6-1

岡山県岡山市北区庭瀬83番地

大学名

日時※
H30.3.24（土），5.27（日），
6.17（日），7.21（土），8.18（土），
8.19（日），9.9（日）
10：00～15：00

場所

URL

岡山県倉敷市有城787

http://www.owc.ac.jp/

オープンキャンパス
H30.5.19（土）13:00～16:00，8.18（土）13:00～16:00，10.20
（土）10:00～15:00，10.21（日）10:00～15:00
川崎医療短期大学 合同オープンキャンパス（川崎医療福祉大学・川崎リハビ 岡山県倉敷市松島316
リテーション学院との合同開催）
H30.6.17（日）10:00～15:00，7.22（日）10:00～15:00，
H31.3.17（日）13:00～16:00

http://www.kawasakim.ac.jp/jc/

H30.6.16（土）11:00～15:00，7.21（土)11:00～15:00，13:00
作陽音楽短期大学 ～16:00，8.25(土)11:00～15:00，9.22（土）13:00～16:00
岡山県倉敷市玉島長尾3515番地
受付は各日開始30分前から

http://www.ksu.ac.jp/

美作大学短期大学部 H30.6.24(日) ，7.21(土) ，7.22(日) ，8.26(日) ，9.23(日)

岡山県津山市北園町50

http://mimasaka.jp/

岡山県津山市沼624-1

http://www.tsuyamact.ac.jp/openVer4/opencam
pus.html

岡山短期大学

津山工業高等専門学校

H30.8.24（金），8.25（土）
9:30～15:00 （受付9:00～）

備考
無料送迎バス運行。
詳しくは左記ページをご覧ください。

