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二松学舎大学

桜美林大学
（新宿キャンパス）帝京短期大学

明治大学
（和泉キャンパス）

日本大学文理学部

東京女子大学
成蹊大学
武蔵野大学（武蔵野キャンパス）
杏林大学（井の頭キャンパス）

桐朋学園大学（仙川キャンパス）
桐朋学園芸術短期大学
白百合女子大学
杏林大学（三鷹キャンパス）

青山学院大学
國學院大學
実践女子大学・短期大学部
（渋谷キャンパス）

日本経済大学
（東京渋谷キャンパス）

東京医療保健大学
国士舘大学（世田谷キャンパス）

京王線

井の頭線

都営新宿線

高千穂大学

東京慈恵会医科大学 日本女子体育大学

ヤマザキ動物看護専門職短期大学

東京大学（駒場キャンパス）
東海大学（代々木キャンパス）

文化学園大学
工学院大学（新宿キャンパス）
宝塚大学（東京新宿キャンパス）
東京医科大学

法政大学（市ケ谷キャンパス）
大妻女子大学・短期大学部（千代田キャンパス）
東京薬科大学（千代田サテライトキャンパス）
東京家政学院大学（千代田三番町キャンパス）
中央大学（市ヶ谷田町キャンパス）

専修大学（神田キャンパス）
明治大学（駿河台キャンパス）
共立女子大学・短期大学
（神田一ツ橋キャンパス）

中央大学
（市ヶ谷キャンパス）

明治大学
（中野キャンパス）
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今号の「みんなの大学」は、サステナブル（sustain（持続する）＋able（～できる））がテーマ。
限られた資源を大切に、環境に配慮しながら、未来の世代が豊かに生活できるように。
持続可能な社会を目指す、沿線大学の取り組みをご紹介します。

特集１/大学で、サステナブル入門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
オープンキャンパスインフォメーション2022・・・・・13
特集2/それぞれの専門家を育てる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
オープンキャンパス開催日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
※QRコードは、機種によって正しく表示されない場合がございます。あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染症の影響で、内容変更などの可能性があります。必ず各大学のホームページでご確認をお願いいたします。

CONTENTS
ヤマザキ動物看護大学・・・・・・・・・・14
高千穂大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
電気通信大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
駒沢女子大学
駒沢女子短期大学・・・・・・・・・・・・・・・・26

文化学園大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
工学院大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
国際基督教大学・・・・・・・・・・・・・・・24
中央大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
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拓殖大学
（八王子国際キャンパス）

東海大学
（湘南キャンパス）

東京純心大学
工学院大学（八王子キャンパス）

東京都立大学（日野キャンパス）

創価大学 実践女子大学
（日野キャンパス） 東京外国語大学

東京農工大学
（府中キャンパス）

東京経済大学
（国分寺キャンパス）

東京家政学院大学
（町田キャンパス）

法政大学
（多摩キャンパス）

東京工科大学
東京造形大学
山野美容芸術短期大学
多摩美術大学

桜美林大学（町田キャンパス）

大妻女子大学（多摩キャンパス）

恵泉女学園大学
東京医療学院大学

多摩大学（多摩キャンパス）

国士舘大学（多摩キャンパス）

東京都立大学（南大沢キャンパス）

ヤマザキ動物看護大学

日本文化大學

電気通信大学
国際基督教大学
ルーテル学院大学
東京神学大学
桐朋学園大学

（調布キャンパス）

帝京大学・
帝京大学短期大学

駒沢女子大学・
駒沢女子短期大学

東京薬科大学

高尾線

相模原線

明星大学
中央大学

（多摩キャンパス）
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文化学園大学服装学部×持続可能なファッション
イベント企画・作品制作を通じて、SDGsを実践！

お問い合わせ先 文化学園大学 入試広報課　TEL 03-3299-2311　URL https://bwu.bunka.ac.jp

洋服交換会「EjoiN」 回収衣類のアップサイクルドレス展

文化学園大学では、学びの一環としてサ

ステナブルやエシカルの観点から各分野の

学びを深める取り組みを行っています。ファッ

ションを「つくる」視点で学ぶ、服装学部 

ファッションクリエイション学科は、授業の一

環として廃棄物や不要になったものに手を加

えて新たな価値をつくる、アップサイクル作品

の制作に取り組んでいます。制作と共に、サ

ステナブルなものづくりという観点で小売業

においての持続可能なファッションを考え、発

信。2022年3月には、東京・有楽町マルイの

「インクルージョンフェス2022」において「回

収衣類のアップサイクルドレス展」を開催しま

した。

この展示作品に使用した素材は、2021

年7月にファッションを「考える」視点で学ぶ

服装学部 ファッション社会学科の学生が実

施した洋服交換会「EjoiN」で回収した衣料

の一部を活用しています。「EjoiN」は、不要

な服を持ち込むと、ほかの人が持ち込んだ服、

またはこの企画に協賛したアパレル企業・株

式会社ワンピースのアウトレット商品と交換

できるイベント。社会調査士資格関連科目を

履修する3年生が企画し、運営までをすべて

学生が担当しました。持ち込まれた服の原産

国や素材、着年年数などをデータ化して分析

し、廃棄衣料に関する調査に活用。昨年行

われた「インクルージョンフェス2021秋」にて

「回収衣類はどんなもの？衣服交換会から

考えるSDGｓ」として、研究結果をパネルで発

表しました。

「EjoiN」を運営したメンバーのリーダー、

ホノカさんは、「お客様の多くが『思い入れが

あって捨てられないから誰かに着てほしい』と

いう気持ちで参加してくださったことがわかりま

した。ファッションが好きな私たちだからこそ、

そういう思いに寄り添える企画を考え、『環境

に配慮した活動』にできたらと感じました」とい

う感想を。もう1人のリーダー、ショーンさんは、

「この企画で衣料品が抱える問題を改めて

学べました。今後は、衣服に限らずさまざまな

視点から環境問題を考えたいと思います」と

コメントしています。

洋服交換会「EjoiN」
の統括リーダー、ホノ
カさん（左）とショーン
さん（右）。

ファッション社会学科の学
生が企画・運営した、洋服
交換会。500着以上の服
が持ち込まれました。

洋服交換会「EjoiN」終了
後に残ってしまった衣類を
使用して、ファッションクリ
エイション学科の学生が
作品を制作、展示。

洋服交換会「EjoiN」
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「人間・社会・地球環境の持続可
能な発展」を意味する、サステナ
ブル（Sustainable）、サステナビ
リティ（Sustainability）。今や世
界規模で取り組まれている未来
に向けての活動について、あなた
も考えてみませんか。

地球環境に配慮して、健やかで持続可能な未来を目指す“サステナブル”な取り組み。
大学が、地域や社会と行うサステナブルな活動を紹介します。

未来のために、今できること
私たちの経済活動が活発になり人口が
増えるにつれ、地球温暖化やゴミの排出量
増加、過度な資源の消費などが、大きな問
題として浮かび上がってきました。未来を生
きる次の世代が、これから先も安心して暮ら
せる環境を維持するため、サステナブルな社
会の実現を目指し、さまざまな取り組みが行
われています。

サステナブルとSDGｓの違い
SDGsとは、サステナブルな社会を目指す

ために定められた「2030年までに持続可能
でよりよい世界を目指す国際目標」のこと。
2015年9月に開催された国際会議で、国
連に加盟していた全193カ国の合意によっ
て採択されました。17のゴールと169のター
ゲットがあり、地球上の「誰一人取り残さな
い」ことを誓っています。

サステナブルって何だろう？Column 1
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成蹊大学 × けやき循環プロジェクト
学園内のケヤキ並木の落葉や枝を活用して循環する仕組みづくり

成蹊学園では、2018年にサステナビリティ教

育研究センター（ESDセンター）を開設し、小学校

から中学・高等学校、大学までの連携によって持

続可能な開発のための教育を学園ぐるみで進め

ています。東京・武蔵野エリアの地域ESD活動

推進拠点の認定を受けるとともに、世界と日本の

ユネスコスクールのネットワークに参画し、さまざま

な主体と連携して教育・研究に取り組むことで、

国連が提唱するSDGsの実現に向けて身近なと

ころから貢献を重ねています。

その１つが「けやき循環プロジェクト」。成蹊学

園のケヤキ並木は、在校生・卒業生にとって母

校のシンボルであるだけでなく、市指定文化財に

もなっており、地域からも愛される大切な場所。ケ

ヤキ並木が抱えている、大量の落葉や高木化と

いった課題解決のため、「落葉は資源！」を前提に、

落葉や枝を活用して循環する仕組みを作り出そう

というプロジェクトです。集めた落葉を堆肥作りや

焼き芋大会で活用したり、地域のイベントで枝を

使ったワークショップを行うなど、学園内や地域の

交流の輪が広がることを目指しています。

小学生が焼き芋大会用に落葉を集めるタイミングに
合わせ、大学生、教職員も一緒にケヤキ並木で作業
します。

小学生がケヤキの落葉を混ぜて作った堆肥で、大学
生と教職員がプランターの植栽活動をする様子。造
園業者さんのレクチャーを受けます。

お問い合わせ先 成蹊学園サステナビリティ教育研究センター　TEL 0422-37-3480　URL https://www.seikei.ac.jp/gakuen/esd

小学校で行うケヤキの落葉で焼き芋大会、落葉集めをした大学生も
参加します。

工学院大学 × 電子機器研究
半導体デバイスなどの電子機器にサステナブルな素材を活用！

工学部電気電子工学科　高機能デバイス研

究室では、相川慎也准教授による指導のもと、サ

ステナブルな素材を多種多様な機能性をもつ半

導体デバイスに活用する研究に取り組んでいま

す。今やわたしたちの生活に欠かせないスマート

フォンですが、タッチパネルの表面には「透明導

電薄膜」という素材が使われていることをご存じで

すか？　研究室では、従来より6～7%透明性が

高く、従来材料では難しかったプラスチックの柔

軟性に対応可能な導電薄膜を開発中。実現す

れば、割れにくく、バックライトの消費電力も抑える

ことができるスマートフォンが誕生します。

そのような導電薄膜の開発のほか、卵のカラと

白身の間の薄い膜が、多機能回路基板の素材と

して代替可能かについても研究しています。安価

で入手が容易な卵が素材として使用できれば、

柔軟で環境にもやさしい回路基板となるはず。サ

ステナブルな未来を目指して、今日も研究・開発

が進められています。

半導体デバイスの開発実験は、空気清浄度が確保
されたクリーンルームの中で行われます。

半導体薄膜は、さまざまな電子機器に活用されてい
る、現代社会に欠かせない素材です。

卵のカラと白身の
間の薄い膜！

お問い合わせ先 工学院大学 アドミッションセンター　TEL 03-3340-0130　nyushi@kogakuin.ac.jp　URL https://www.kogakuin.ac.jp/admissions/
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国際基督教大学（ICU）×HONEYプロジェクト
キャンパス内の養蜂で持続的な社会構築への貢献と、環境への意識を向上！

お問い合わせ先 「国際基督教大学（ICU） パブリックリレーションズ・オフィス」　TEL 0422-33-3058　URL https://www.icu.ac.jp/

「ICU HONEY PROJECT」は、ICUの環境

研究メジャーの専門科目の一つとして開講してい

る授業を履修した学生たちが、自発的に立ち上

げたものです。2018年度の授業内プレゼンテー

ションにおいて、「養蜂」が提案されたことがきっ

かけとなり、2020年に本プロジェクトが発足。コ

ロナの影響で活動ができませんでしたが、2021

年、ようやく活動を開始しました。活動の目的は、

世界の主要穀物の受粉を手助けしているミツバ

チを自ら飼うことで、持続的な社会の構築への貢

献と環境への意識を向上させること。SDGsの目

標12「つくる責任・つかう責任」や目標15「陸の

豊かさも守ろう」とはどういうことなのか、実体験を

通して学びを深めています。

近隣の都市型養蜂家に協力を仰ぎ、蜂や巣箱

を買い付け、巣箱の管理やハチミツを採取するた

めの遠心分離機の使い方なども指導を受けてい

ます。また活動資金については、ICUのグローバ

ルなプログラムを支援する公共慈善団体Japan 

ICU Foundation（アメリカ・ニューヨーク）から支援

を受けています。学生たちはパッケージデザイン制

作から価格設定など、経営についても学び、この4

月からは、巣箱を二つにして、採蜜量を増やすこと

を目標にしています。現在は、再度ニホンミツバチ

の群れが入居するのを待っており、引き続き観察を

通して学びを深めていく予定です。

キャンパス内で養蜂を行い、ハチミ
ツを採取。昨年採取したハチミツ
は計25kg。今後、瓶詰めしたもの
をキャンパス内の売店で販売する
予定です。

Voice Up Japan ICU は2019年に学生がオンライン
署名を集めたことがきっかけとなり、署名に参加した
学生とともに設立されました。

https://icusdgsstudents.wixsite.com/my-site-1/about-us

日々の選択肢
● SDGsに関連する授業
●エシカルな暮らしの選択肢
●キャンパス内外の団体

“自分らしく生きること”をSDGsからサポート！ 「つながるエシカル」
「エシカル」（ethical）とは、環境保全や地域・社会への考慮といったニュアンスで捉えられることが多い概念のこと。ICU
ではSDGs推進室学生スタッフが中心となり、SDGsについて学べる授業・ワークショップや、サステナブルな学生生活を
送るヒント、エシカルに取り組む学校関係者のインタビューを「つながるエシカル」というWEBサイトで紹介しています。

周りにいる仲間
● 仲間が大切にしていること
● 仲間の思いと行動の繋がり
● 読み手への思いや行動のすすめ

大学食堂での使い捨て容器の回収の様子。日常
のなかから自然に環境への意識を高める取り組みと
なっています。

ICUにはこの他にも、SDGsに深く関わりのあ

る学生団体がいくつもあります。例えば、「ICU 

SUSTENA」は、ICUの学生の環境意識にアプ

ローチし、意識の向上や校内環境向上を目標に

活動している団体です。大学食堂でのリリパック

（リサイクルできるフィルム付き使い捨て容器）

回収やキャンパス内での自然観察会などを通し、

ICUの学生が環境について考える機会を提供し

ています。また、地域や他大学の環境系の活動

団体と関わりを持ち、団体内では難しい環境教育

や外部への環境啓発活動も行っています。

また、「Voice Up Japan ICU」はジェンダー・セ

クシュアリティ・国籍・宗教関係なく誰もが過ごし

やすい安全なキャンパスと、誰もが声を上げやす

い社会を作ることをビジョンとする団体です。イベ

ントや勉強会の開催を通し、ICU生やキャンパス

を訪れる人に現代の社会課題を伝えています。ま

た安全で協力的な環境を作ったうえで声を上げ、

意思表明をするようエンパワーしています。
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青山学院は建学の精神や教育方針にのっと

り、2015年の国連サミットで採択された、持続可

能な開発目標SDGsが提唱される前から、SDGs

の17の国際目標と志を同じくするような多くの活

動を伝統的に行ってきました。SDGｓの目標は、

キリスト教信仰にもとづく本学のスクール・モットー

「地の塩、世の光」、社会奉仕の精神と大きく重

なっています。

2021年には「Aoyama Gakuin Global 

Week」として、幼稚園から大学、各研究所、校友

等、学院全体でSDGsの取り組みをオンラインな

どで共有し、学内はもとより学外へ広く発信する

イベントを実施。国際性とSDGsの両方を重視す

る点が、青学らしい一番の特長です。

また、青山学院大学はフェアトレードの理念に賛同して、その推進、普及に取り組んだことに

より2021年5月に一般社団法人 日本フェアトレード・フォーラムからフェアトレード大学に認定

されました。これを記念して、フェアトレード大学認定に特に注力した総合文化政策学部フェア

トレードラボ、経営学部SBSL、国際ボランティア

団体Fan×Funが、小川珈琲株式会社とコラボ

レーションして、認定記念のドリップコーヒーパック

「AOYAMA FAIRTRADE COFFEE」を制作。

学内で無料配布を行いました。このような学内の

SDGs、フェアトレード活動への取り組みは、大学

ウェブサイトで公開されています。

「Aoyama Gakuin Global Week」は学院一体と
なってSDGs活動を可視化。ウェブサイト等で学外へ
も広く発信しました。

お問い合わせ先 青山学院大学　大学広報課　TEL 03-3409-8159　URL https://www.aoyama.ac.jp/

幼稚園から大学、各研究所、校友等まで青山学院一体のSDGs活動！

青山学院大学×Aoyama Gakuin Global Week

フェアトレード大学として認定されたことを記念
して制作したドリップコーヒーパック。学生の
公募により決定したパッケージデザインです。

こんな活動も

飢餓ゼロキャンペーンを開催
国連世界食糧計画(国連WFP)の取り組みに共鳴し、世界食料デーに合わせ、飢餓・

食料問題について考えていただき、実際にアクションを起こしてもらうことを目的とした「飢

餓ゼロ(Zero Hunger)1016キャンペーン」を国際政治経済学部公認学生団体SANDS

が中心となって実施。2021年はオンラインで国連WFP、オイシックス・ラ・大地の方 と々の

トークショーを開催しました。

「木のストロー」の制作実習
教育人間科学部教育学科の授業「図画工

作概説（造形）」で、SDGs学習の一環として間

伐材を使った「木のストロー」の制作実習を行い

ました。プラスチックごみの削減につながる「木

のストロー」を開発した株式会社アキュラホーム

のSDGs推進室室長を講師に迎え、SDGsの

理解を深め、課題解決への取り組みに触れる

機会となりました。
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観光文化学類の鮫島ゼミでは、「稲城観光未

来プロジェクト」として「観光で地域活動を解決

する」ことをミッションとした観光まちづくり活動を

行っています。令和２年度に稲城市観光協会か

らの委託を受け、3年生が中心となって企画、調

査、取材・編集を行った観光ポスター、女子旅パ

ンフレットとブログ記事が完成・公開されました。コ

ロナ禍で遠方への旅行が難しい中、市民に対し

て「地元観光による地域再発見」をコンセプトに

制作を進めたものです。

パンフレットは、観光協会と協働で開発した女

子旅ルートを紹介するもの。ライター、カメラマン、

モデルなどの役割を学生が担い、実際に取材し

て制作しました。また、観光ポスターには学生が

考案したキャッチコピーが採用されました。パンフ

レットやポスターは、観光案内所や市役所など稲

城市内各地で掲示されています。さらに、稲城市

観光協会のホームページやインスタグラム、ツイッ

ターで「コマジョブログ」として学生が発掘した観

光資源を紹介する記事も公開しています。

地元の梨農園では、学生たちが生産者にインタビュー
しました。

稲城市にある竪台遺跡の発掘調査により大量に出
土した縄文土器を取材しました。

お問い合わせ先 駒沢女子大学 入試センター　TEL 042-350-7110　URL https://www.komajo.ac.jp/uni/

「観光で地域課題を解決する」ことをミッションにした未来プロジェクト！

女子旅コースを紹介するパンフレット。タイトルや見出しを手書き風フォ
ントにするなどの工夫も提案。

駒沢女子大学 × 観光まちづくり活動

明治大学 × コンテストで受賞
ゼミのSDGs関連の研究がさまざまなコンテストで受賞!

明治大学では、大学独自のプログラムやゼミ

の社会貢献活動などSDGs関連の情報を発信

する特設サイトを開設するなど、SDGs達成に向

けた取り組みを積極的に行い、支援しています。

明治大学SDGsサイト https://www.meiji-sdgs.jp/

2021年にも各学部のさまざまなゼミやサー

クルで、SDGs達成に向けた活動が行われまし

た。政治経済学部の奥山雅之ゼミナールでは、

教育・産業・雇用を主軸とした研究テーマで取り

組んだゼミの３つのグループが、住友理工主催

「SDGs学生小論文アワード」で優秀賞を受賞。

また、同ゼミの「観光まちづくり研究」が、JTBな

どが運営する「大学生観光まちづくりコンテスト」

で2年連続受賞。さらに京王観光などが主催する

「多摩マイクロツーリズムコンテスト」では、観光

プランの提案と実証実験で最優秀賞を受賞と、

優れた結果を残しました。

政治経済学部・奥山雅之ゼミナールでは、地域の
データとフィールドワークの成果をもとに、毎回、真剣
なディスカッションが行われています。

同ゼミでは、SDGsを通じて、地域に幸せをもたらす地
域産業のあり方を研究しています。

お問い合わせ先 明治大学 経営企画部 広報課　TEL 03-3296-4082　koho@mics.meiji.ac.jp　URL https://www.meiji.ac.jp/

「多摩マイクロツーリズムコンテスト」では、幅広い世代の方の参加の
もと実証実験を行い、子育て世代を呼び込む観光プラン「たま公園ロ
ゲイニング」を提案しました。
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2022年度から文系・理系、学部を隔てずSDGsを学ぶ共通科目を設置！

専修大学 × SDGs
「SDGsチャレンジプログラム」でSDGsに対する理解や貢献度を高める

杏林大学 × 新カリキュラムでSDGs

お問い合わせ先 杏林大学広報室　TEL 0422-44-0611　koho@ks.kyorin-u.ac.jp　URL https://www.kyorin-u.ac.jp/

杏林大学では、2021年に学生主体による

「キャンパスSDGs」を実施。学生がSDGsにつ

いて学んだ後、紹介の方法を検討。SDGsの17

ゴールに関連する豆知識やクイズ、世界の現状

や企業の取り組みの紹介などをステッカー、ボー

ド、ポスターなどで掲示して学生・教職員のSDGs

に関する認知度の向上や行動の促進を図りまし

た。そして今年度からはSDGsを学べる科目を開

講。総合政策学部・外国語学部・保健学部の選

択必修科目とし、SDGsをさまざまな角度から学び

ます。総合政策学部教員が『ポストコロナ社会と

SDGs』（弘文堂 2022）を出版。教科書として使

用します。
教科書としても使用する、総合政策学部教員共著の

『ポストコロナ社会とSDGs』。

総合政策学部では、持続可能な社会の実現とその取り組みについて
学ぶ機会として、講演会やシンポジウムを行っています。

2021年に行われた「キャンパスSDGs」の様子。図書館や校内の各所に
SDGｓについての展示物が設置されました。この取り組みに関するアンケート
を実施して、学生たちの声を今後に活かすサステナブルな工夫も。

専修大学では、年に１度、コンテスト型の企画

「専修大学SDGsチャレンジプログラム」を開催。

2021年度に開催したコンテストでは、まだ実践さ

れていないアイデアを募集する「SDGsアイデアコ

ンテスト」と、すでにサステナブルな取り組みを行っ

ている学生からの実践報告を募集する「SDGs

アクションコンテスト」の2部門を設置。学生の

SDGsに対する関心を高めるとともに、将来の持

続可能な社会の担い手を育成しています。

2021年度のアイデアコンテストで学長賞（最優秀賞）を
受賞した再利用型テイクアウト容器のプレゼン資料。

2021年度のアクションコンテストで学長賞（最優秀
賞）を受賞した「大麦ストロー」のプレゼン用ポスター。

2021年度は審査の結果、合計7チームが入賞。入賞チームを対象に
表彰式を実施しました。

お問い合わせ先 専修大学　URL https://www.senshu-u.ac.jp/

「専修大学ＳＤＧｓチャレンジプログラム」

ＳＤＧｓに対する関心を高める
取り組みの一環として、2020
年度より学内にて独自に開催
しているコンテスト。

詳しくはコチラ
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中央大学 × 最先端の学びの空間
自然環境に配慮した、持続可能な教育施設が誕生！

お問い合わせ先 中央大学広報室　MAIL kk-grp@g.chuo-u.ac.jp　URL https:// www.chuo-u.ac.jp/

“緑豊かな森のキャンパス”、中央大学多摩

キャンパスに、2021年4月、新しい学びの空間

「FOREST GATEWAY CHUO」が誕生し

ました。グローバル、ダイバーシティを推進する

拠点として、学生同士、また企業や地域のみ

なさんの交流の場となっています。

SDGsへの取り組みとして、木材を活用し

温かみのある雰囲気の中にも視認性・多様

性・開放性に富む空間となっています。また、

最新の環境シミュレーションによって最適な

温熱光環境を計画し、標準的な建物と比べ

エネルギー消費を50％以上削減。常時、エネ

ルギー使用状況やCO²排出量をリアルタイ

ムで可視化できる仕組みを取り入れ、省CO²

に資するよう自然環境に配慮しています。建

材には多摩産の木材を積極的に活用し、学

生も切り出しに参加しました。自らが体験し、

SDGsを身近につなげる活動によって、持続

可能な環境配慮型の教育施設を実現してい

ます。

さらに施設内には大画面を備えた双方向

会議・授業システムを設置。後楽園をはじめと

する都心キャンパスや海外の大学などさまざ

まな拠点と結び、遠隔授業が可能となりまし

た。感染対策が必要ななかでも、海外の学生

と交流し、対話を通じた学びが可能となり、多

様性理解を深めることができます。

▲指定の色に座ると、自然とソーシャルディスタンスが取れる3階ホール。遊び心あふ
れる設計になっています。

◀木の温もりが感じられる「FOREST GATEWAY CHUO」の中央エリア。開放的な
吹き抜けで、いたるところに自由に集える学びの場が。

理工学部には「持続可能性」をテーマにした研究室が多数

自然を活用した新しい都市計画を研究
自然には、環境の質を改善する機能が秘められており、近代の都市計画に欠ける

大切なものが含まれています。人間総合理工学科 都市生態学研究室では機能面を
含め、身近な自然のさまざまな可能性を定量的に扱うことで、持続可能な都市の実現を
目指し、研究しています。

世界の水問題を解決する
「水代謝システム」を研究

人間総合理工学科 水代謝システム研究室
では「膜分離」技術を利用し、省エネルギー・創
エネルギー型水処理システムの開発を実施して
います。

理工系にとどまらず、農学、芸術を横断した融合分野、都市計画を扱う都市生態学研究室。

自然の恵みである水を必要以上に採取することなく、環境に負担なく
返す、健全で持続可能な水循環の研究を行う水代謝システム研究室。
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掲載情報は2022年6月現在の予定です。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、
必ず大学のホームページでご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用やソーシャルディスタンスをお心がけください。

Contents 〉〉〉

ヤマザキ動物看護大学.................P14

文化学園大学.............................P16

高千穂大学................................P18

工学院大学................................P20

電気通信大学.............................P22

国際基督教大学..........................P24

駒沢女子大学 駒沢女子短期大学...P26

中央大学....................................P28

実際に大学を訪れて教員や先輩から直接話が聞ける来校型から、

自宅にいながらキャンパスの空気を感じられるオンライン型まで。

選べるスタイルでキャンパスの魅力を見つけよう！

OPEN

CAMPUS
オープンキャンパス

2022i n fo rmat i on

大学選びの強い味方
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国士舘大学理工学部まちづくり学系の3、4年

生を対象とした集中講義「まちづくりフィールド演

習」では、NPO法人小津倶楽部と連携し、杉の

間伐材を利用した学内の居場所づくりプロジェクト

「丸太1本で居場所をつくる」を実施しました。

小津倶楽部は東京都八王子市で山林や空き

家、耕作放棄地などの地域資源の保全・再生活

動を通じて、地域交流の拡大と地域活力の向上

に向けた取り組みを行っています。学生たちは、

小津倶楽部協力のもと、杉の間伐木を伐採、製

材する生産プロセスを視察し、持続可能な地域づ

くり活動の理解を深めました。

学生たちはキャンパス内の屋外空間を調査し、

班ごとに検討した設置場所とコンセプトに基づい

て、製作物のデザインを提案しました。各提案をも

とに学生たちがDIYで設計・製作を行い、4パター

ンの「居場所」を実現しました。

間伐材を有効利用した、人と人との交流の起

点となる居場所づくりの活動を通して、東京の山

間部と都市部をつなぐ持続可能な地域づくりの

意義を理解する機会となりました。

2日に渡り、キャンパスの各所で製作が行われました。
丸太ベンチは樹皮をはがし表面を整えます。

長ベンチ製作チームの様子。脚部の樹皮をはがし角
材と接合したら、微妙なサイズや座りやすさを調整。

国士舘大学 × 持続可能な地域づくり

お問い合わせ先 国士舘大学広報課　TEL 03-5481-3115　URL https://www.kokushikan.ac.jp/

コロナ禍で新たな生活様式が模索される中、屋外空間の役割の見直しを実践！

完成した丸太ベンチに座って談笑する学生たち。ベンチはキャンパス
の屋外空間４カ所に設置されました。

サステナブルな暮らしのヒント
Column 2

サステナブルな社会を実現するために必要なことは、小
さなことからでも、1人ひとりの行動を変えること。普段
の日常生活から、気軽に取り組むことができるサステナ
ブルな暮らしのヒントを紹介します。

5つのRを取り入れる
「5つのR」※を意識して、マイバッ
グやマイボトルを持ち歩いたり、リサイ
クル製品を選んだり、修理しながら物
を大切に長く使うことなども、地球環
境を健やかに保つための重要なアク
ションです。
※Refuse（断る）、Reduce（減らす）、Reuse（繰り返し
使う）、Recycle（リサイクルする）、Repair（修理する）

節電する
石炭や液化天然ガスを燃料と

した火力発電は、二酸化炭素を
多く排出します。照明をつけっぱ
なしにせず、不要な電力はオフに
するなど、節電を心がけることも
地球温暖化を防ぐ第一歩に。

環境に優しい
ものを選ぶ

自然環境に配慮した製品を
選ぶことも、サステナブルな社会
づくりの一環。正当な値段で売
り買いし、生産者の生活を保障
することで、環境に優しい製品
が購入できる市場になります。

譲る・シェアする
繰り返し使うことが難しい時

や、消費しきれない食材を抱えた
時などは「譲る」「シェアする」と
いう選択肢もあります。安易に捨
ててしまわず、必要とする人につ
なげることが大切です。

●●
●●●●●●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●

12



学科の特色および令和５年度選抜試
験についてご説明します。

充実した実習室や講義室など、本学
の施設を自由にご覧いただけます。

入試、学生生活、就職支援などについ
てお答えします。

日程

「大学」
●京王相模原線「南大沢駅」から徒歩約10分
「専門職短期大学」
●京王井の頭線「神泉駅」から徒歩約8分

アクセス

学科・入試説明 キャンパス見学 個別相談

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

02 03 0 4
問い合わせ先・資料請求
「入試広報部」
TEL：0120-124979
MAIL：info-d@yamazaki.ac.jp
URL：https://www.yamazaki.ac.jp/

7月17日（日）6月19日（日） 7月18日（月·祝）

8月28日（日）

※いずれも要申込

Webオープンキャンパス

Q
R

PCやスマホで
24時間いつでも
視聴可能

本学には「人と動物の豊かな共生社会」を探求するため、専任教員35名によるバリエーション豊かな研究室があります。
動物の食や薬の安全性に関する知識はもちろん、犬や猫以外のエキゾチックアニマル（ハムスター、ウサギ、トリなど）や、
ペットの加齢を考慮したケア方法、飼い主のサポートまで、学生の好奇心・探求心に応える各分野のスペシャリストがそろっ
ています。専任教員たちが直接、研究や授業についてご紹介します。

専任教員による教育・研究紹介01

8月7日（日）
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　ヤマザキ動物看護大学は、日本で唯一の

動物看護学部を持つ大学です。建学の精

神に「生命への畏敬」「職業人としての自

立」を掲げ、教員、カリキュラム、校舎、施設

等すべてを動物看護学のために配置してい

ます。

　動物看護学部は「動物看護学科」と

「動物人間関係学科」の2学科体制で、

「動物看護学科」では、動物病院を中心

に臨床現場で活躍する動物看護師に

求められる専門的な知識と技術を修得。

「動物人間関係学科」では、人と動物の

豊かな共生社会をめざし、動物介在福祉

の現場や動物関連産業分野で活躍し、

社会に貢献する人材を養成します。

南大沢キャンパスをはじめ、学内すべてが動物看護のために整備されています。

ヤマザキ動物看護大学
YAMAZAKI UNIVERSITY OF ANIMAL HEALTH TECHNOLOGY

「愛玩動物看護師法｣が2019年6月に公布され、2023年春に国家資格｢愛玩動物看
護師」の第1回目の国家試験が実施されます。本学ではどちらの学科でも受験資格を
得ることが可能です。その他、ペット栄養管理士の受験資格なども取得できます。

取得できる資格について

動物看護学部：
動物看護学科
動物人間関係学科

学科について

充実した実習将来を見据えて選ぶ
2つの学科

学校法人ヤマザキ学園は1967年にイヌのスペシャリスト養成機関としてスタートしました。現在

は大学院、大学、専門職短期大学、専門学校を有し、動物看護教育のパイオニアとして愛玩動

物看護師の国家資格化を実現すべく邁進してきました。

人とコンパニオンアニマルの
豊かな共生社会を探究する

日本で唯一の
動物看護学部

動物に
触れて学ぶ

CAMPUS FILE

01

2021年4月に、大学院修士課程｢動物看護学研究科｣を開設。

｢生命(いのち)を生きる｣教育理念のもと、人と動物の豊かな共生社会を築

くため、社会のニーズに応えた動物看護教育と研究に取り組んでいます。

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

ヤマザキ動物

看護大学

せん。約3,500頭を超えて登録されている

モデル犬を飼い主さまからお預かりし、多

種多様な犬種を使用して実習を行ってい

ます。

また、本学キャンパス内にはホームドク

ターと連携し､高度な動物医療を提供する

二次診療施設「ER八王子動物高度医療

救命救急センター」があります。2021年よ

りスタートした同院での実習は、最先端の

動物医療の現場で、動物看護師として活

躍する先輩たちから指導を受けることがで

きます。

古くから人の暮らしと関

わり深いイヌは、愛情あ

ふれる家庭で家族の一

員として飼われているの

が本来の姿と考え、学内

でイヌの飼育はしていま充実した講義に加え、1年次4月から始ま

る実習授業では、予防医学として注目される

「動物口腔ケア論／実習」や、動物行動学

と連動した「コンパニオンドッグトレーニング

論／実習」など理論と技術を結びつけて学

ぶことができます。

ヤマザキ学園は2022年、
創立55周年を迎えます。

14



日程

●京王新線「新宿駅」新都心口から徒歩約4分
● 「新宿駅」下車。南口または甲州街道改札から甲州
街道を初台方面へ徒歩約7分

アクセス

ファッション・服装学を学ぶ ものづくり・インテリアを学ぶ 観光・文化を学ぶ

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

※高2・高３対象 ※高2・高３対象 ※高2・高３対象※全学年対象 ※全学年対象

6月19日（日） 7月17日（日） 8月6日（土） 8月28日（日） 9月17日（土）

01 02 03
問い合わせ先・資料請求

「入試広報課」
TEL :03-3299-2311
URL : https://bwu.bunka.ac.jp

申込期間：７/12（火）12:30～19（火）15：00（先着順）

7月28日（木） 7月29日（金）

高校生を対象に夏のイベント「高校生のためのサマーオープンカレッジ」を開催！
文化学園大学の授業を体験しよう。

最新情報・
申し込みはこちら

▼

最新情報・
申し込みはこちら

▼
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文化学園大学は、建学の精神に「新しい

美と文化の創造」を掲げ、基礎となる文化

女子短期大学（当時）を1950年に開学、

今日に至ります。ファッションを生活の質

(Quality of Life)の向上、社会・文化・産業

の領域で役立てることは「文化」の創造につ

ながると捉え、現在は、造形、建築、国際文

化、観光などにも教育領域を広げています。

新宿駅から徒歩7分。抜群の立地にたたずむキャンパス。

本学ではより実践的な学びを目的としたグ

ループディスカッションやリサーチ、プレゼン

テーションなどのアクティブラーニングを積極

的に取り入れています。中でも学内外から高

い評価を得ているファッションショーは、衣装

製作から、モデル、照明、音響や会場案内ま

でを学生が担当。その結果として得られる、

現場で活躍するためのスキル、チームワーク

や達成感、感動は、将来の夢へと向かう大き

なエネルギー源になるはずです。

　文化学園図書館は､

学生・教職員のための

学習・教育・研究支援

機関であると同時に、

ファッションの専門図書

館として、業界関係者

や研究者に広く知られ

文化学園大学

る存在です。また、文化学園服飾博物館

は、優れた実物資料による教育・研究を目

指して1979年に開館。「衣」をテーマとし

た大学附属の希少な服飾専門博物館と

して、収集された衣服や染織品などを広く

一般にも公開しています。

中学・高校一種教員免許状（家庭・美術）やTA（衣料管理
士）1級、一級建築士受験資格、学芸員、図書館司書など
の資格が取得可能です。（学科によって異なる）

取得できる資格について

服装学部：ファッションクリエイション学科、ファッション社
会学科 
造形学部：デザイン・造形学科、建築・インテリア学科
国際文化学部：国際文化・観光学科、国際ファッション文
化学科

学科について

キャンパス内には、各専門領域に応じた

最先端の機器や実習室をはじめ、国内外の

ファッション誌約3000タイトルを所蔵する「文

化学園図書館」や、「文化学園服飾博物館」

など、学びの施設が充実。最先端の研究から

伝統技術まで、多彩な能力を身につけること

ができます。

学びの施設が充実

次世代の「文化」を創造

ハイレベルな施設がそろうキャンパスで
ファッション・デザイン・
インテリア・観光を学ぶ

キャンパス内の
施設を紹介！

実践的な学びで力をつける ファッションの
すべてがここに

CAMPUS FILE

02 BUNKA GAKUEN UNIVERSITY

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

文化学園大学

学校法人文化学園は
創立100周年を迎えます
創立以来、服装文化の普及と発展に中心的な役割を果たし、産業界へ有益な人材を

送り出すことを使命としてきた学校法人文化学園は、2023年に創立100周年を

迎えます。
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学生スタッフや職員がキャンパスツアーを実施。上限人数
を設定し、配慮して実施しています。

エントリーシートの書き方や小論文、面接の概要など、受験
に役立つ入試の対策をご紹介します。

構内を案内する「キャンパスツ
アー」では、在学生がキャンパス
ライフの楽しさを伝えます。「在
学生相談」や「個別相談」もお
すすめです。

●京王井の頭線「西永福駅」北口から徒歩約7分

予約後に送られてくるURLから大学案内、学部紹介をはじ
め、受験対策の動画を何度でも視聴できます。

教職員や在学生が対面で対応。選抜制度から大学生活な
ど幅広く、質問にお答えします。

●9月1日（木）～9月24日（土）総合型選抜・学校推薦型選抜相談フェア
●11月14日（月）～12月9日（金）一般選抜・総合型選抜出願直前相談フェア

日 程

アクセス

問い合わせ先・資料請求

キャンパスツアー

総合型・学校推薦型選抜対策

大学案内・学部紹介

個別相談・在学生相談

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

03

01

01

02

キャンパス体験で
魅力を実感してください！

●「入試課」
TEL：0120-012-816 
MAIL：nyushi@takachiho.ac.jp 
URL：https://www.takachiho.jp/
　　　admission/oc

6月12日（日）
10：00～16：00

7月24日（日）
10：00～16：00

8月7日（日）
10：00～16：00

8月21日（日）
10：00～16：00

9月18日（日）
10：00～16：00

10月16日（日）
10：00～16：00

11月5日（土）
10：00～16：00

12月4日（日）
10：00～16：00

オンライン形式・オープンキャンパス
オープンキャンパスで説明している内容を収録し、オンラインで視聴いただけます。

来場形式・オープンキャンパス 対面で行われるオープンキャンパスです。感染症対策を講じて準備・運営しています。

相談フェア

19

高千穂大学は、創立者川田鐵彌先生の

教育理念を礎に、創立時に多大なるご尽力

を賜った渋沢栄一翁の教え「実学＝士魂商

才」を、100年以上経った今も学風の指針

や目標の中に掲げています。現在は実学重

視×AL×少人数ゼミナール教育を実践。

1年次から開始するゼミⅠは、1クラス約15

名の少人数構成。これまでの受動的な学習

方法から能動的かつ自主的・探究的学習方

法へと転換をはかり、学生の学習意欲の高揚

と問題意識の形成を促します。また、2年次以

降の専門ゼミでは、学生自身が学びたいもの

を選択し、調査や企業訪問をはじめ、分析や

発表、そして学内外の学術大会やビジネスコ

ンテスト等への参加を通じて、研究テーマを追

究していきます。

学生は、専門性を深めながら主体的な学びで

あるALを経験することで社会人基礎力を身に

つけ、卒業後は即戦力として活躍しています。

1914（大正3）年の高千穂高等商業学校の上棟式にて。
創立者の川田鐵彌先生（前列右から3番目）の左隣りが渋沢栄一翁。

就職支援も早期のキャリア形成を1年次

から支援し、2年次以降からは、就職活動に

向けた具体的な対策を実施します。

最も特徴的なのは顔が見える支援である

ことです。教職員は全学生と個別面談を行

い、希望する企業の内定を取得できるまで

サポートしています。これらの支援が就職率

97%（2022年4月）という数字を実現。商

社、流通、製造業、金融、教育産業などのさま

ざまな分野で活躍をしています。

高千穂大学

提案し、優秀賞を受賞しました。

コンテスト参加チームの1割程度のみが

受賞し、関東の大学からは唯一、本学が選

出されました。「約一年以上に及ぶ研究活

動で得られたのは、最高の準備をする習慣

と、意見をもらえる環境に感謝する謙虚さ

だと思います」と桝谷先生は、学生を称え

ました。

2022年2月商学部

の桝谷ゼミが「和歌山

県由良町地域課題解

決型事業活動プラン

コンテスト」で「釣り＆

仕事による新事業～由良ケーション～」を

商学部、経営学部ともに高等学校教諭一種免許（商業）
を取得可能。ほか、商学部では中学校教諭一種免許（社
会）、高校教諭一種免許（地理歴史・公民）、経営学部で
は高校教諭一種免許（情報）、人間科学部児童教育専攻
では小学校教諭一種免許が取得できます。

取得できる資格について
商学部：マーケティングコース、金融コース、会計コース
経営学部：企業経営コース、経営法務コース、起業・事業
承継コース、情報コース
人間科学部：人間科学専攻（社会・ライフデザインコース、
心理・コミュニケーションコース）、児童教育専攻

学部・学科について

アクティブラーニング（AL）にて
社会の即戦力を育成

伝統の実学重視
専門性と自主性を育む 専門性×ALの

学びが評価！
就職率97%（2022年4月）達成
学生と向き合うサポート！ 商学部・桝谷ゼミが

ビジネスコンテストで
優秀賞

CAMPUS FILE

03 TAKACHIHO UNIVERSITY

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

高千穂大学

商学部・桝谷ゼミナール（左が桝谷准教授）

伝統と実学が根づいた
「こころが通う大学」
1903（明治36）年の創立以来「人間形成」に重点を置いた私学観と

「実学教育と国際教育は『少人数教育』によって実現可能である」とした

理念に基づいた教育を実施。
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日程

学部学科ガイダンス 模擬講義・施設紹介 大学紹介・入試ガイダンス

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

6月12日（日）

01 02 03

すべてオンラインでの開催。一部、申込が
必要なコンテンツもあります。
別日程で、キャンパス見学を実施します。

工学院大学のnote公式アカウントでは、卒業
生の「今」や先輩からのメッセージ、在校生の
活躍などを動画やテキストで紹介しています。
https://note.kogakuin.ac.jp/

アクセス

問い合わせ先・資料請求

大学情報発信中！

●アドミッションセンター　TEL：03-3340-0130 
MAIL：nyushi@kogakuin.ac.jp　URL：https://www.kogakuin.ac.jp/

［新宿キャンパス］
●JR「新宿駅」下車、西口から徒歩5分●京王線、小田急線、地下鉄各線

「新宿駅」下車、徒歩5分●都営大江戸線「都庁前駅」下車、徒歩3分●西
武新宿線「西武新宿駅」下車、徒歩10分
［八王子キャンパス］
●JR「八王子駅」下車、北口バス乗り場（15）から西東京バス（直通）15分・

「工学院大学」下車、北口バス乗り場（6）から西東京バス20分・「工学院
大学」または「工学院大学西」下車●京王線「京王八王子駅」下車、バス
乗り場（3）から西東京バス25分・「工学院大学西」下車●JR・西武「拝島駅」
下車、南口バス乗り場（3）から西東京バス25分・「工学院大学」下車

オンライン上で学部学科ガイダンスを実
施。先輩・教員との交流もできます。

模擬講義は4学部15学科、2022年版に
リニューアル予定！その他施設紹介も。

ガイダンスでは、入試の概要やポイント・
最新情報をまとめて聞けます。

ライブ配信 オンデマンド配信 ライブ・オンデマンド配信

7月24日（日） 10月9日（日）

2022年
キャンパス見学開催

オンラインオープンキャンパスと別日
程で、キャンパス見学会を開催しま
す。実際にキャンパス内を歩いて見
学し、学内の雰囲気が体験できるイ
ベントです。詳細は6月中旬にホー
ムページに掲載します。

2021年 オンラインオープンキャンパス

参加者の声

このような機会を設けて

いただきすごく助かりました。

学部の雰囲気なども知れて

すごく良かったです。

ありがとうございました。

地方在住なので、

オンラインでのオープンキャンパスは

本当にありがたいです。

オンラインのオープンキャンパスでは

ありましたが、先輩の学生さん方の

お話を聞くことができ、大学の雰囲気に

触れるとても貴重な時間でした。

先輩方のご意見を聞けて

良かったです。

21

工学院大学では、学生の成長・自立を加

速する“学び”の改革を2022年度からスター

ト。コロナ禍で培ったノウハウをもとに、対

面・遠隔授業のメリットを活かした時間割編

成を行いました。1限・6限には原則遠隔（オ

ンデマンド型）授業を配置し、任意の時間に

受講可能。2限は10時10分から開始、5限

は17時20分までとなり、通学時のラッシュ

回避に加えて、課外活動にも参加がしやすく

なりました。また、実験・実習など対面でのコ

ミュニケーションが適した授業はキャンパス

内で実施。学生は時空間的利便性を追求し

たキャンパスライフを過ごすことができます。

本学はこれまでも、自ら主体的に考え問題

解決できる「21世紀工手」の育成を目指し、

問題を発見して分析、解決するシステムの

設計・提案ができる技術者の育成を目指し、

2023年4月より、情報学部システム数理学科

を情報科学科へ名称変更します。※注１また、

本学の「デジタルツインラボを活用した建築

デジタル教育」が文部科学省の人材育成事

業に採択されました。建築教育をリードする新

たな試みとして、日本初の建築学部ならでは

の分野横断型デジタル教育を展開します。
※注１：システム数理学科より名称変更予定。本計画は予
定であり、内容は変更になる場合があります。

部の学生が在籍し、小田急電鉄、京王電

鉄や商店街の方 を々はじめ、企業とリアル

で関わりをもっています。工科系モノづくり

の視点を活かし、地域の方と協力して、美

術館での工作教室や、防災キャンプイベン

トを実施しています。コロナ禍で実施した

キャンドルナイトは、第14回エコワン・グラン

プリで「環境にやさしい事業者部門優秀

賞」を受賞しました。

先進工学部：生命化学科、応用化学科、環境化学科、
応用物理学科、機械理工学科

工学部：機械工学科、機械システム工学科、
電気電子工学科

建築学部：まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科
情報学部：情報通信工学科、コンピュータ科学科、

情報デザイン学科、情報科学科 ※注１

学科について

時間割を改革し
主体性を育む時間をつくる

モノづくりのための時間を生み出す
キャンパスライフ・イノベーション

学部をまたいだ
プロジェクト！

情報学部が生まれ変わり、
建築学部もＤＸ教育を展開

まち開発プロジェクト

CAMPUS FILE

04 工学院大学 KOGAKUIN UNIVERSITY

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

工学院大学

モノづくりで未来を切り拓く
21世紀工手の育成
工学院大学のルーツは、明治期に開学した工手学校。建学の精神「工の精神」のも

と、次世代を担うモノづくり人材「21世紀工手」の育成を目指しています。

　新宿キャンパスがあ

る西新宿を舞台に「人

と人とがつながる活気

あるまち」を、学生が

提案して作っていくプ

ロジェクトです。全学

理論と実践を有機的に組み合わせた学びの

環境を取り入れてきました。コロナ禍の新し

い学びの在り方も積極的に取り入れ、時代

に応じた改革を進めています。
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Ⅰ類（情報系）、Ⅱ類（融合系）、
Ⅲ類（理工系）で教鞭を執る
教員が、模擬講義を行います。
大学の授業が体感できるイベ
ントです。

第１回オープンキャンパス

京王線「調布駅」中央口から徒歩5分
アクセス模擬講義

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

問い合わせ先・資料請求
「入試課入学試験係」
TEL：042-443-5103
URL：https://www.uec.ac.jp/

7月17日（日）

実際の講義を体験！

入試や学生生活などについて在学生や教職員と個別に相
談ができます。ここだけの話を聞けるかも？

本学の教育・研究や入試などについて説明します。
個別相談会 教育・研究内容等説明02

約250にも及ぶ研究室の公開を行っております。普段なかなか目にすることのできない、最先端の研究に触れることができ
ます。あなたのやりたいことがきっと見つかるはずです。

研究室公開01

03

開催方法：対面（一部のコンテンツはオンライン配信）で実施。要事前予約。
※第２回オープンキャンパスは11月20日（日）開催予定。詳細はホームページにてご確認ください。
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2018年12月に創立100周年を迎えた、

電気通信大学。情報や通信のみならず、物

理科学、化学・生命、エレクトロニクス、フォト

ニクスなど、科学・技術の基盤を支える重要

な分野から、ロボティクス、制御、光工学、メ

ディア、セキュリティ、人工知能、ビッグデータ

解析など、現在及び末来の社会の持続的な

発展を支えるために、必要な先端的科学·技

術分野を担うに至っています。

最寄りの調布駅からは徒歩約5分と抜群のアクセス。大学院を含め、キャンパスは一つにまとまっています。

盤である情報理工学を中核としつつ、各類

に関連する学問を幅広く学び、専門分野を

絞り込んでいくことができます。3年次以降

は14の教育プログラムで、裾野の広い基

礎力と高度な専門性が身につけられます。

また、「ものづくり教育の根本は、ものづく

りの楽しさと喜びを知り、つくりあげた達成

感を得ること」と考え、創造性を高める教育

プログラムとして、「楽力」教育を展開。就

職率は国公立大学の中でもトップクラス。

有名企業400社実就職率ランキングに

おいて、毎年上位となっています（大学通信

社調べ）。

学びの特徴は、学部・学科制ではなく、3

つの類と夜間主の社会人向け課程の先端

工学基礎課程から成る「情報理工学域」に

よる教育であること。「類」では、本学の基

電気通信大学

所定の単位を取得し卒業した場合、第一級陸上特殊無線
技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線
技士の資格が取得できます。

取得できる資格について

情報理工学域：Ⅰ類（情報系）、Ⅱ類（融合系）、Ⅲ類（理工
系）、先端工学基礎課程（夜間主課程）

学域について

幅広く学びながら
専門性を高める

最先端の科学・技術分野で
未来の社会の
持続的発展を支える

「類」による教育研究体制で情報理工学を
中核とした基礎力と高度な専門性を身につける AIの研究と

コラボした施設！！

情報×理工で
未来を切り拓く

Ambient Intelligence 
Agora

CAMPUS FILE

05 THE UNIVERSITY OF ELECTRO-
COMMUNICATIONS

電気通信大学は、1918年に無線通信技術者の養成機関として発足した

無線電信講習所が前身です。学部を持つ国立大学の中で唯一、地名を含んで

おらず、これは、日本全国に開かれた大学を創造する精神に基づいています。

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

電気通信大学

スです。自由に移

動できる机やソファ、クッションなども配置

され、リラックスして学修することができま

す。その他、液晶ディスプレイ、テーブル

に投影できる液晶プロジェクター、ガラス

製ホワイトボードといった設備面も充実。

発表の練習やレポート作成など、さまざまな

場面で活用できる施設です。

附属図書館と

学内のAI研究拠

点である、人工知

能先端研究セン

ターが共同で開

発した学修スペー
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OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

三鷹

出張オープンキャンパス

7月16日（土）
10：00～16：00

8月20日（土）
10：00～16：00

名古屋 大阪

6月18日（土）
13：00～16：30

6月25日（土）
13：00～16：30

2023年

3月25日（土）
10：00～16：00

●京王線「調布駅」からバス約20分、徒歩約10分
●JR中央線「武蔵境駅」からバス約12分
●JR中央線「三鷹駅」からバス約20分

アクセス 問い合わせ先・資料請求
「パブリックリレーションズ・オフィス」 
TEL：0422-33-3058 　
MAlL : icu-admissions@icu.ac.jp
URL : https://www.icu.ac.jp/

リベラルアーツ英語プログラム（ELA)の授業をはじめ､経
済学や生物学､ジェンダー・セクシュアリティ研究などICU
のリベラルアーツ教育ならではの授業を開催します。

スタッフによる大学説明と在学生によるキャンパスツアー。
キャンパスを実際にめぐって、雰囲気を肌で感じながら、話を
聞くことができます。

ICUのオープンキャンパスでは、ICUで
の学びを体験できるモデル授業や学生
の入試、キャンパスライフ体験談など、
教職員や学生とのコミュニケーションを
通して、ICUのユニークな学び方やカリ
キュラムを知っていただくことができる
プログラムを多数開催しています！

知りたい、聞きたいことをZoomでICU生に聞くことができる
少人数相談会（定員約20名）。毎回異なるICU生3名がさま
ざまな相談にお応えします。

モデル授業

Campus Visit Days オンライン・リベラルアーツ・ラウンジ 

アドミッション・ポリシー（求める学生像）や入試制度全般
について説明します。ICUのユニークな一般選抜試験科
目、ATLASを体験することもできます。

入試制度説明・総合教養（ATLAS）体験

その他イベント紹介 人数限定、予約制で在学生によるキャンパスツアーを毎月実施。その他オンラインでのイベントも定期開催中。

日 程 すべて事前エントリー制

25

国際基督教大学(ICU)は1953年に､

キリスト教の精神に基づき、国際社会人の

育成を目指して、日本で初めての4年制リベ

ラルアーツ・カレッジとして献学されました｡リ

ベラルアーツとは、人間性の全体的な発達

と人格の成熟を目指す教育です｡文系・理系

という分断された概念ではなく､文理の枠を

こえて幅広い知識を得た後に専門性を深め

ることで、豊富な知識に裏打ちされた創造的

発想を可能にします｡

開かれた価値観と生涯学び続ける主体

性をもち、国際的な場や地域、そしてさまざま

な職域や職種、個人生活においても信頼さ

れる地球市民として、人 と々協働しつつ人類

の平和と共存に資する人材を育成している

ICU。学生たちが文理にわたる学問分野に

触れながら、自身の興味と関心を見極めるサ

ポートを行います。

豊かな自然の広大なキャンパスで、多様な価値観をもつ仲間と出会えます。学生の出身地は世界50カ国以上に及びます。

全学生は「教養学部アーツ・サイエンス学

科」に所属し、入学後の2年間でさまざまな

学問分野を幅広く学び、2年次の終わりまで

に31のメジャー（専修分野）から自分の専門

を決定します。また、教員一人あたりの学生

数は約18人と少人数制。多くの授業は講

義形式ではなく、グループワークやディスカッ

ションといった「対話」を中心に行われていま

す。さらに日英バイリンガル教育を通して、複

眼的視野を養います。

国際基督教大学

｢対話」を通じて、学生が人権や多様性の

尊重、責任の共有、分担を学ぶ『教育寮』

です。寮に住む学生の出身地域は、海外

はもちろんのこと東京近郊の学生もいて、

言語や文化、考え方も異なる学生たちが、

共に暮らし学んでいます。お互いの違いを

認め合い協力して解決を試みる経験は、大

きな成長を生みます。

I C Uには､ 都内

でありながらキャンパ

ス｢内｣に全学生の約

1/3が居住できる学

生寮があります。

共同生活における

教養学部：アーツ・サイエンス学科
学べるメジャー：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、生物学、物理学、化学、数学、情報科学、

言語教育、言語学、教育学、心理学、メディア・コミュニケーショ
ン・文化、日本研究、アメリカ研究、アジア研究、ジェンダー・セク
シュアリティ研究、開発研究、グローバル研究、平和研究、環境
研究

学科について

日英バイリンガルで学ぶ
リベラルアーツ・カレッジ 多様性に触れて

学びを深める！
国際的な場や地域で
信頼される人材を育成

リベラルアーツと
少人数教育 共同生活を

通して学ぶ、学生寮

CAMPUS FILE

06 INTERNATIONAL CHRISTIAN 
UNIVERSITY

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

国際基督教大学

学生寮・外観

信頼される地球市民を
育むリベラルアーツ
長くリベラルアーツ教育を実践してきた国際基督教大学（ICU）。リベ

ラルアーツ教育の目標は、人間性の全体的な発達と人格の成熟です。

自己と世界の変革に挑戦する可能性を育みます。
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日 程 参加申込制

●京王相模原線｢稲城駅｣から小田急バスで約7分｢駒沢学園｣下車
　※｢駒沢学園入口｣では下車しないようご注意ください。
●小田急線｢新百合ヶ丘駅｣から小田急バスで約20分｢駒沢学園｣下車
JR南武線「稲城長沼駅」からスクールバスで約14分

アクセス 問い合わせ先・資料請求

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学ホームページでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

●｢入試センタ－｣
TEL :042-350-7110
MAIL : kouhou@komajo.ac.jp 
URL : https://www.komajo.ac.jp/uni/

6月25日（土）
13：00～17：00

7月9日（土）
13：00～17：00

7月23日（土）
13：00～17：00

8月6日（土）
13：00～17：00

8月20日（土）
13：00～17：00

LINE友だち追加

LINEで友だち登録して、
最新の入学者選抜情報を
ゲットしよう！

入試アドバイザーがマンツーマンで対応します！進路相談もできます。
平日／10：00～18：00 土曜日／10：00～15：00

学校見学 随時受付・要予約
お電話(042-350-7110入試センター)でご予約ください。
※日曜・祝祭日・大学の行事日・休業日を除きます。
都合により内容の中止や変更をする場合があります。

ご予約方法

体験授業とは？

Komajoの施設紹介

保育科を指導する教員を一部紹介

Topics 1

Topics 2

Topics 3

学んでみたいこと、将来像などは決まりましたか？大学・短期大学には、高等学校とは違う面白さがあります。本学の体験授業は、学類・学科ごと
にテーマが用意されており、開催日によって内容はさまざま。何度参加しても楽しめます。大学生・短大生の学びを体験することができ、テーマに
よっては、実習室など専門教室で授業を行うので、より理解を深めるチャンス！

オープンキャンパスのキャンパスツアーでは、キャンパス内の施設を巡りながら各所を紹介します。最新の施設・設備やおしゃれな空間など、見学
者の方々に本学の魅力を感じてもらえるよう、学生生活をイメージしやすくなるように工夫をしています。

今回は特別に保育科の教員2名を紹介します。保育科を指導する教員は総勢14名。

講義室 図書館 音楽室 看護学部実習館

大学院修了後、都内
の保育園、小学校、中
学校、高校に勤務。
ピアニスト、作曲家とし
ても活動中。

松本 哲平先生

多数の美術受賞歴があ
る西村先生。アートによ
る子育て支援活動や、
アーティストとしても活
躍中。

西村 愛子先生

先生のことを
動画でみてみよう！

各分野の第一線を知る教員が、保育者に
必要な知識と技術の習得を支えます！

女子大の魅力とは
1 きめ細やかなキャリア支援 4 おしゃれで自分らしくいられる施設や環境
2 行事やゼミなどで女子力を発揮 5 少人数なので先生や仲間との距離が近い
3 資格や検定も幅広い分野で取得を手厚くサポート 6 イベントの企画や商品開発などプロジェクト教育で学びを実践する
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坐禅によって正しく物事を捉えていく「正

念」と、学びと実践を一体化させる「行学一

如」。駒沢女子大学·駒沢女子短期大学は、

道元禅師の教えを建学の精神として、創設

以来90余年、新しい文化の創造的担い手

となる女性を育成してきました。女子大学な

らではの特長は、自らの力で課題を解決する

自主性やリーダーシップを育み、社会で活躍

するスキルを身につける独自の教育にありま

す。また、少人数制の「テーラーメイド教育」

によって、学修方法や学生生活全般のアド

バイスをするほか、一人ひとりの適性に沿っ

たキャリアプランを早期から用意。細やかな

対応で学生をサポートします。

豊かな緑に囲まれた丘の上のキャンパス。美しい学園環境の中で「あなたらしさ」を思いきり発揮してください。

は全員学群に所属。自分の興味や将来の

進路をあらためて考え、2年進級時に「本当

にやりたいこと」から所属学類・専攻を選択

することができます。学部学科制の人間健

康学部、看護学部にて、管理栄養士や看護

師を志望する学生は、入学後から専門性を

高めるカリキュラムで、プロフェッショナルな

道をめざせます。短期大学の保育科では、子

どもをよく理解し、その成長をしっかり支えら

れる専門的知識と技術を習得。「即戦力」、

そして「思考力」「表現力」「遊び力」「人間

力」のある保育者を養成します。

駒沢女子大学
駒沢女子短期大学

「人間総合学群人間文化学類人間

関係専攻」では、応用心理学や社会

学など幅広い学問領域を総合的に学

び、視野を広げる教養が身につきます。

卒業後は相手を思いやる心やコミュニ

ケーションスキルを生かして、人と接する

機会の多い仕事で実力を発揮できます。

人間総合学群：人間文化学類（日本文化専攻・人間関係専攻・
英語コミュニケーション専攻）、観光文化学類、心理学類、住空
間デザイン学類
人間健康学部：健康栄養学科＜管理栄養士養成施設＞

看護学部：看護学科（看護師国家試験受験資格、保健師国家
試験受験資格［選抜制］） 
短期大学：保育科（幼稚園教諭二種免許状・保育士資格取
得可）

学科と取得できる資格について

創設90余年の
伝統ある女子教育

自主性とリーダーシップを育み、
社会で活躍するスキルを身につける 広い教養と

実践力がつく！

専門性の高い
カリキュラム

CAMPUS FILE

07 KOMAZAWA WOMEN'S 
JUNIOR COLLEGE

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

駒沢女子大学

駒沢女子短期大学

知性と理性を備えた
心豊かな女性の育成
緑豊かで自然の魅力がいっぱいのキャンパスでありながら、最先端の施設・

設備も整い、学生生活をおおいに満喫できます。美しい学園環境のなかで、

専門性と人間性を磨くことができます。

KOMAZAWA WOMEN'S UNIVERSITY

Komajoだからできる
『学びたい』に応える環境
学群学類制の人間総合学群では、1年次

ビジネス文書検定／ビジネス実務マナー検定／
秘書検定／サービス接遇検定／リテールマーケティ
ング（販売士）検定

将来に生かせる検定

保育科の授業を動画で紹介！

授業紹介

「短期大学　保育科」は、伝統と信頼

のもとで、人間性豊かで実践力ある保育

者を養成。幼稚園教諭と保育士の資格

を同時に取得することができ､就職率は

100％を誇ります。
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大学ではどんな授業が行われている？総合大学ならではの
大教室の授業が体験できます！

中央大学全体を紹介する総合ガイダンスです。特色ある教育
から入試概要まで、総合的に紹介します。

広大なキャンパスを在学生のツアーガイドと共に回ってみません
か？入学後の学生生活がイメージできるチャンス！！在学生との
トークも盛り上がります。

教員や在学生と直接会って話せるコーナーです。疑問に
思ったことを何でも気軽に相談してみよう！

各学部の学びや特色ある教育などについて紹介します。
自分の興味が深められる学部を見つけよう！

日 程

中央大学ガイダンス

個別相談コーナー

OPEN CAMPUS INFORMATION
2022

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催スケジュールや内容を変更する場合があります。随時
本学公式Webサイトでお知らせしますので、必ず事前にご確認ください。

01

0 4
多摩・後楽園で開催！
キャンパスツアー

7月30日（土） 7月31日（日）
3キャンパス（多摩・後楽園・市ヶ谷田町）同時開催。事前予約制。
下記4つのイベントの他にも、中央大学の魅力を体感できる多数のプログラムを
用意！詳細は公式Webサイトにてお知らせします。お楽しみに！

[多摩キャンパス]
●多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」直結
●京王動物園線「多摩動物公園駅」から徒歩約10分
[後楽園キャンパス]
●東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」4b出口から徒歩約5分
●都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」6番出口から徒歩約6分
[市ヶ谷田町キャンパス]
●東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷駅」（6番出口）正面
●JR中央・総武線、都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」A1出口から徒歩約5分

アクセス

問い合わせ先・資料請求
●「広報室」
MAIL：kk-grp@g.chuo-u.ac.jp
URL：https://www.chuo-u.ac.jp/

模擬講義03

各学部ガイダンス02

29

広がる学びの
フィールド！

2021年4月「FOREST GATEWAY CHUO」を多摩キャンパスに開設。

社会に呼応し、
進化し続ける学修環境

社会の変化に適応する実践的な教育で
「行動する知性」を育む

中央大学

キャンパスへ移転します。新キャンパスは、

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩

1分。法学部3年間＋ロースクール2年間、

合計5年の一貫した新たな法曹養成制度

のもと、ロースクール（2023年4月に千代

田区の駿河台キャンパスに移転）との連携

を強化し、先進的な教育研究とプロフェッ

ショナル養成に注力していきます。

2023年4月、

東京都文京区に

茗荷谷キャンパ

スを開設し、法学

部（全学年）、大

学院法学研究科

を多 摩キャンパ

ス（東京都八王

子市）から茗荷谷

教員免許、社会教育主事、司書・司書教諭、学芸員、電気主
任技術者、第一級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無
線技士、測量士補、第一級陸上無線技術士、第二種電気
工事士、電気通信主任技術者、情報処理安全確保支援士

取得できる資格について
法学部、経済学部、商学部、理工学部、文学部、総合政策
学部、国際経営学部、国際情報学部

学部について

新時代の法曹養成

CAMPUS FILE

08 CHUO  UNIVERSITY

SPECIAL TOPICS

もっと知りたい

中央大学

茗荷谷キャンパス外観イメージ

行動する知性。
-Knowledge into Action-
最先端の学びと交流を担う拠点作りや、国内有数の研究力を誇る理工

学部に「ビジネスデータサイエンス学科」を開設するなど、未来を担う人材

育成の環境整備にも積極的に取り組んでいます。

国際教育寮のラウンジ 国際教育寮内のキッチンスペース

社会や生活を変革するDXの進展に加え、

新型コロナウイルス感染症の影響により生じ

た生活様式の変化を契機に、対面を基本とし

つつもオンラインとのハイブリッド授業にも柔

軟に対応する環境整備を充実し、理想の学

びの環境へと進化を続けています。

2020年4月、多摩キャンパスに全学のグ

ローバルな教育研究活動に資する「グローバ

ル館」と「国際教育寮」を新たに開設しました。

「グローバル館」には、大型モニターを備えた

グローバルラウンジや祈祷室を設置し、7階

の多目的ホールは国際会議にも対応可能で

す。「国際教育寮」には50ユニット（300名定

員）の居室が設置され、個室のほか、プライバ

シーを保ちながら生活の中で学生同士が自然

と交流できる共用スペースも用意されていま

す。また、長期滞在研究者用としてファミリータ

イプの居室も用意し、外国人留学生や研究

者が食と住の不安を感じることなく日本に滞在

できる環境や、日本人学生との交流が日常的

に行われるような環境を整備しました。

2021年4月からは、DXが進む社会を生き

る基盤作りとして、文理問わず全学部を対象

とした「AI・データサイエンス全学プログラム」

を開始しました。

2022年4月には、国際社会における消費

者の価値観の多様化、企業の国際化や貿易

の重要性が高まる現代において、国内外の

視点をもった取引で社会に価値を創造できる

豊かな学識と優れた専門能力を有した人材を

養成することを目指し、商学部に「国際マーケ

ティング学科」が誕生。

そして、2023年4月に法学部を茗荷谷キャ

ンパスへ移転、ロースクール及びビジネスス

クールを駿河台キャンパスへ移転。近隣の理

工学部や国際情報学部など他分野との連携

も可能となり、文理融合をはじめとした中央大

学の新たな教育を展開します。

駿河台キャンパス外観イメージ
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専門的な知識と経験を積み上げ、さまざまな分野で活躍している専門家たち。

そんな専門家を育てる学部やコースを設けている大学の取り組みを紹介します。

1年次から始まる実習で、確かな知識と技術を
身に付けます。

材料科学実験の様子。素材の特色や染色原
理、衣服の管理などを科学的に学びます。

学内で学んだ基礎知識をもとに、学外の
提携動物病院で臨床現場を体験します。

工場と同等の自動裁断機、3DCADなど
で既製服生産に触れることも。

ファッション産業
界と

消費者をつなぐ専
門家！！

今年5月1日に施行された愛玩動物看護師を国家資格とする

「愛玩動物看護師法」。採血や投薬（経口など）、マイクロチップ

の挿入、カテーテルによる採尿などを、愛玩動物看護師は獣医師

の指示の下で行うことができるようになりました。

日本初の動物看護学部を擁する本学では、「動物看護学科」

「動物人間関係学科」いずれの学科でも「愛玩動物看護師」国

家試験の受験資格に対応したカリキュラムを編成しています。

服装学部ファッションクリエイション学科では、1級衣料管理士

（通称：テキスタイルアドバイザー（TA））の取得ができる課程を設

けています。この資格は、衣料品の素材や加工、生産から流通、販

売、消費者への対応といった一連の分野を学ぶことで取得でき、

日本衣料管理協会が認定した大学・短期大学でのみ取得可能で

す。1級衣料管理士は、繊維ファッション産業の幅広い分野にお

いて、消費者と企業をつなぐパイプ役として活躍しています。

［国家資格取得に向けた
本学の取り組み］

●４年間を総括し徹底した国家試験
対策を実施する科目の配置

●学内模擬試験の実施と模試結果
を分析し、個別指導につなげる教
育体制

●ER動物病院など提携動物病院に
て行われる実践的な学び

キャンパス内には高度救命救

急を行うER動物病院があり、臨

床実習受入先として提携してい

ます。愛玩動物看護師は動物病

院で活躍するだけでなく、動物看

護の知識を必要とするペット保

険会社や動物の医薬品会社等

での活躍も期待されています。

ファッションクリエイション学科

には、ファッションを「つくる」分

野において、デザインから製作、

素材、機能性まで幅広い領域か

ら自分の専門性を深めることが

できるカリキュラムがあります。

1級衣料管理士を取得すること

で、アパレルをはじめとした繊維

製品の一連の知識をさらに深め

ることができ、衣服の企画・制作

だけでなく、品質保証、消費者

対応など活躍の場を広げること

ができます。

ヤマザキ動物看護大学 文化学園大学

お問い合わせ先

ヤマザキ動物看護大学 入試広報部
TEL：0120-124979
MAIL：info-d@yamazaki.ac.jp
URL：https://www.yamazaki.ac.jp/

文化学園大学 入試広報課
TEL：03-3299-2311
URL：https://bwu.bunka.ac.jp

めざすは
動物看護の専門

家！！

アパレルメーカーの品質管理部門に
就職します。1級衣料管理士の知識を
生かしながら広くアパレル生産の経験
を積み、いつか高齢者の衣服や衛生
品など機能性ファッションにも関わっ
てみたいです。

お問い合わせ先

4年間の学びの総まとめを行い、専門知
識の定着をめざした演習問題に取り組み
ます。

服装学部ファッションクリエイション学科
2021年度 卒業生動物看護学科　在学生
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専門的な知識と経験を積み上げ、さまざまな分野で活躍している専門家たち。

そんな専門家を育てる学部やコースを設けている大学の取り組みを紹介します。
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お問い合わせ先お問い合わせ先

Ⅰ類（情報系）の研究例（手に触れた感覚を再
現するデバイス）

博物館実習等は大学博物館湯浅八郎記念
館で受講することができます。

Ⅱ類（融合系）の研究例（災害救助や狭
所点検に役立つヘビ型ロボット）

実習ではマンツーマンで指導を受けなが
ら、本物の浮世絵を額装します。

Ⅲ類（理工系）の研究例（世界初のDNA
型共有結合性薬剤の合成風景）

展示プランを考える課題は、学芸員課程
の醍醐味の一つです。

情報×理工を

牽引する専門家
！！ 資料収集・保管

展示・調査研究
の専門家！！

情報理工学域では、AI、ビッグデータ、IoTなどの情報分野、レー

ザー、量子、ナノテクノロジーなどの理学・工学的分野、情報通信、

ロボットのような、異分野が融合し、目覚ましい発展を遂げている分

野など、理系の多くの分野を幅広く学ぶことができます。所定の単

位を取得し卒業すると、申請により特殊無線技士の資格を取得す

ることもできます。

博物館や美術館などで、資料の収集、保管、展示および調査研

究に携わる専門職員を学芸員といいます。ICUではキャンパスにあ

る湯浅八郎記念館を活用し、学芸員の国家資格を取得できる学

芸員課程を2004年より開設しています。ICUの特色であるリベラ

ルアーツ教育を基盤に、幅広い教養と学識を備え、国際性を支え

るための語学力と実務能力に長けた人材を養成することを目標と

した、質の高いカリキュラムです。

特に、国内外で博物館関係

業務に従事している専門家によ

る講義や、大学博物館で収蔵

品の実物資料を扱いながらの

実習は貴重な機会。ICUの学

芸員課程を履修後、各地の公

立および私立の博物館・美術館

や自治体の文化財関係、海外

の研究機関などで活躍している

卒業生も多く、今後は同窓生の

ネットワークを反映し、授業内容

をさらに充実させることを目指し

ています。

入試課入学試験係
TEL：042-443-5103
MAIL：open-camp@office.uec.ac.jp
URL：https://www.uec.ac.jp/

国際基督教大学（ICU）
パブリックリレーションズ・オフィス
TEL：0422-33-3058
MAIL：icu-admissions@icu.ac.jp
URL：https://www.icu.ac.jp/

電気通信大学

また、変動する産業界や国際

社会を牽引するリーダーとして、

主体性を身につけて活躍する逞

しい人材の育成にも取り組んで

います。専門知識のみならず、広

い視野とイノベーション創出力を

学ぶことができる教育を行っています。さらに、全学生がSociety

5.0実現の基盤となる数理、データサイエンスおよび人工知能に

関する実践力を育む教育を目指しています。

立および私立の博物館・美術館

や自治体の文化財関係、海外

の研究機関などで活躍している

卒業生も多く、今後は同窓生の

ネットワークを反映し、授業内容

をさらに充実させることを目指し

教養学部（歴史メジャー）
４年生（取材時）
齋藤海歌さん

国際基督教大学（ICU）
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倒壊実験ができる地震装置を使い、安全性を
確認。新技術の開発に役立てています。

外部講師を招聘した授業で、企業経営の理
論を学びます。

キャンパスには製図作業に集中できる、
専用の製図室があります。

現場実習やワークショップなど実践的な
授業も行われています。

1、2年次はデザイン・まちづくりなど建築
を幅広く学び、課題に取り組みます。

4年間の学びの成果を披露する、卒業研
究発表会の様子（写真はコロナ禍前）

人と環境に寄り
添う

建築構造の専門
家！！起業に必要なス

キルを

学ぶ、経営の専門
家！！

工学院大学建築学部では、1、2年次は3学科共通のカリキュラ

ムで、まちづくり、構造、意匠など建築に関わる幅広い学問を横断

的に学びます。3年次からは専門分野にわかれ、各自の適性や興

味から学びたい分野を決めていきます。建築学部の卒業生は、多く

が建築の知識を生かせる業種に就職しています。一級建築士・二

級建築士資格を取得する卒業生も多く、専門性の高い人材輩出

を行っています。

本校には、在学中や卒業後に自らが起業したい、または家業の事

業を継ぎたいなど、ベンチャー経営者や事業後継者を育てる経営学

部の専門的なコースがあります。授業は実際に経営者を外部講師

として招き、企業経営のビジネスモデルやコンピテンシーなどを学ん

だり、また実際に企業へ訪問して現場実習から実務を直接経験して

いき、理論と実践の両面から知識や能力を身につけていきます。

専 門のゼミナールではアク

ティブラーニングが採用され、

テーマに沿って研究活動が行

われているほか、4年次にはコー

スに縁のある経営者を審査員

として招き、卒業研究発表会を

開催。実利的な意見交換が行

われ、将来に活かすことができま

す。同コース4年生のＫ・Ｍさんは

「事業承継への思いを大切に

育てながら、広い視野と経営の

イロハが学べ、充実しています」

と語ってくれました。

工学院大学高千穂大学

お問い合わせ先お問い合わせ先

工学院大学 アドミッションセンター
TEL：03-3340-0130
MAIL：nyushi@kogakuin.ac.jp
URL：https://www.kogakuin.ac.jp/

卒業生の中には、1年次に履

修した建築入門の授業をきっか

けに構造分野に興味をもち、大

学院へ進学した人もいます。大

学院では、体育館の屋根など大

規模な公共施設の構造デザイン

について、研究を続けています。

高千穂大学 広報課
TEL：03-3313-0276
MAIL：koho@takachiho.ac.jp
URL： https://www.takachiho.jp/admission/

faculty/business_administration 経営学部
藤木寛人准教授

大学院 建築学専攻
在学生

学部1年次の授業で「建築構造の専門
家はデザイナーの設計が建築物として可
能かどうかを判断することが仕事」と学
び、建築は一人の力では成り立たないこ
とを再認識するとともに、建築構造の仕
事に魅力を感じました。大学院で高い専
門知識を身につけ、将来はフランスなど
の外国に行って建築構造のエンジニアと
して働きたいと考えています。

経営学部 起業・事業承継コース
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開催日程

京王・井の頭沿線大学・

短期大学56校の
オープンキャンパス

情報満載！

掲載情報は2022年6月現在の予定です。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、

必ず大学のホームページでご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用やソーシャルディスタンスをお心がけください。

※交通アクセスは京王・井の頭沿線の駅を中心に記載しています。

O P E N C A M P U S 2022
オープンキャンパス

中央大学法職講座OG
弁護士　開原早紀さん

35

開催日程

京王・井の頭沿線大学・

短期大学56校の
オープンキャンパス

情報満載！

掲載情報は2022年6月現在の予定です。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、

必ず大学のホームページでご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用やソーシャルディスタンスをお心がけください。

※交通アクセスは京王・井の頭沿線の駅を中心に記載しています。
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お問い合わせ先

学生たちの力作に、子どもたちも次々に集まっ
てきて興味津々の様子。

作って遊べる紙工作も色や形の美しさを
大切にしています。

豊かな感性を育むアートな壁面制作に挑
戦しています。

造形表現を身に
つけた

子どもの保育の専
門家！！

保育科では保育者になる夢を目標に、子どもたちの未来のため

に2年間学びます。保育者には確かな専門知識と技術の習得を用

いて、職務を遂行できる実践力が必要。具体的には「表現力」「遊

び力」「思考力」「人間力」の４つの力が挙げられます。今回は、そ

のなかでも「表現力」における「造形表現」についてピックアップ。

本学では経験豊かな教員の指導により、保育者として必要な表現

の技術や感性をバランスよく楽しく身につけることができます。

アーティストとして子どもの

アート活動も行っている西村先

生の「造形表現」の授業では子

どもの興味に寄り添って、ワクワ

クドキドキに共感するため、思い

切り楽しむことを大切にしていま

す。グループで協力しながら、段

ボールで立体作品を作り、実際

に子どもが遊ぶ姿から｢子どもの

遊び｣の本質について探究。多

種多様な画材のさまざまな表現

方法を身につけます。

駒沢女子短期大学

「駒沢女子短期大学 入試センター」
TEL：042-350-7110
MAIL：kouhou@komajo.ac.jp
URL：https://www.komajo.ac.jp/uni/ 保育科

西村愛子先生

司法試験合格を目指す学生が立ち上げた研
究室も。活発な議論が繰り広げられます。

課外講座、法職講座の様子。講師は
OB、OGが務めます。

2023年4月に誕生する茗荷谷キャンパス
（イメージ）。

第一線で活躍す
る

法律の専門家を
育成！！

本学法学部には裁判官、検察官、弁護士の法曹三者を目指す

学生をバックアップする手厚い制度があります。また、大学が運営

する課外講座「法職講座」は司法試験合格を最終目標として、法

科大学院進学や、司法試験予備試験合格に向けて学修する在

学生をサポートしています。質の高い授業をリーズナブルな受講料

で受けることができ、法学部以外の在学生も学べます。

中央大学

お問い合わせ先

「中央大学広報室」
MAIL：kk-grp@g.chuo-u.ac.jp
URL：https://www.chuo-u.ac.jp/

2023年4月には、茗荷谷キャ

ンパスを開設。法学部、大学院

法学研究科が多摩キャンパスか

ら移転する予定です。さらに、専

門職大学院法務研究科（ロー

スクール）も、同年に駿河台キャ

ンパスに移転。法学部3年間＋

ロースクール2年間、合計5年の

一貫教育による新たな法曹養

成制度が実現します。第一線で

活躍する、法律の専門家育成を

目指します。

ンパスに移転。法学部3年間＋

ロースクール2年間、合計5年の

MAIL：kk-grp@g.chuo-u.ac.jp
URL：https://www.chuo-u.ac.jp/

一貫教育による新たな法曹養

成制度が実現します。第一線で

活躍する、法律の専門家育成を

ンパスに移転。法学部3年間＋

ロースクール2年間、合計5年の

一貫教育による新たな法曹養

成制度が実現します。第一線で

活躍する、法律の専門家育成を

中央大学法職講座OG
弁護士　開原早紀さん
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OPEN CAMPUS 2022

八王子キャンパス

 交 JR「八王子駅」から直通バス
約15分、「工学院大学」下車、
またはバス約20分、「工学院
大学西」下車、
京王線「京王八王子駅」からバ
ス約25分、「工学院大学西」
下車、

 　JR・西武「拝島駅」からバス約
25分、「工学院大学」下車

 問 ☎03-3340-0130
アドミッションセンター

國學院大學

［オープンキャンパス］
8/6（土）、7（日）、27（土）
 時 10：00〜15：00

渋谷キャンパス

○文学部 ○神道文化学部
○法学部 ○経済学部
 交「渋谷駅」から徒歩約13分

横浜たまプラーザキャンパス

○人間開発学部
○観光まちづくり学部
 交 東急田園都市線

「たまプラーザ駅」から
徒歩約5分

 問 ☎03-5466-0141
総合企画部入学課

国際基督教大学（ＩＣＵ）

三鷹キャンパス

7/16（土）、
8/20（土）、
2023/3/25（土）
 時 10：00〜16：00
交「調布駅」からバス約20分、

「富士重工前」下車、
徒歩約10分、
JR「武蔵境駅」から
バス約12分

［出張オープンキャンパス］
6/18（土）（名古屋）、
6/25（土）（大阪）
 時  13：00〜16：30
 問 ☎0422-33-3058

パブリックリレーションズ・オフィス

国士舘大学

世田谷キャンパス

6/12（日）、7/2（土）、9（土）、
17（日）、24（日）、31（日）、
8/6（土）、28（日）、9/25（日）
※事前申込制
 交「下北沢駅」にて乗り換え、

小田急線「梅ヶ丘駅」から
徒歩約9分、

「下高井戸駅」にて乗り換え、
東急世田谷線「松陰神社前駅」
または「世田谷駅」から
徒歩約６分

町田キャンパス

6/11（土）、7/23（土）、
8/27（土）、9/24（土）
※事前申込制
 交 小田急線「鶴川駅」から

スクールバス

多摩キャンパス

6/11（土）、7/23（土）、
8/27（土）、9/24（土）
※事前申込制
 交「京王永山駅」から

スクールバス
 問 ☎03-5481-3211

入試部

駒沢女子大学
駒沢女子短期大学

6/25（土）、
7/9（土）、23（土）、
8/6（土）、20（土）、
9/24（土）、10/16（日）、
11/5（土）、12/17（土）、
2023/3/25（土）

 時 13：00〜17：00
※参加申込制
※10/16は入学者選抜相談日
　（学園祭同日開催）11：00〜14：00

 交 京王相模原線「稲城駅」から
バス約7分、小田急線

「新百合ヶ丘駅」から
バス約20分、
JR南部線「稲城長沼駅」から
スクールバスで約14分

 問 ☎042-350-7110
入試センター

実践女子大学
実践女子大学短期大学部

渋谷キャンパス

○文学部 ○人間社会学部
○短期大学部
6/12（日）、
7/10（日）、24（日）、30（土）、
8/14（日）、
9/4（日）、
10/2（日）

○短期大学部
6/26（日）、
9/18（日）
 交 JR他「渋谷駅」から

徒歩約10分
 問 ☎03-6450-6820

入学支援課

日野キャンパス

○生活科学部
6/12（日）、
7/10（日）、24（日）、
8/14（日）、
9/4（日）、
10/2（日）
 交 JR中央線「日野駅」から

徒歩約12分、「高幡不動駅」
からバス約15分、

「日野市役所」下車、
徒歩約5分

 問 ☎042-585-8820
入学支援課

白百合女子大学

［オープンキャンパス］
6/18（土）、
7/16（土）、
8/6（土）
 時 10：00〜17：00

［キャンパスガイダンス］
9/18（日）、
12/10（土）、
2023/3/18（土）
※約1ヶ月前より予約開始

 交 京王線「仙川駅」から徒歩
約10分
 問 ☎03-3326-8092

入試広報課

成蹊大学

8/5（金）、6（土）、7（日）、
11/20（日）
 時 10：00〜16：30
※11/19（土）は入試相談会
※11/20は10：00〜16：00
※11/20は大学祭同時開催

 交「吉祥寺駅」から
徒歩約15分、
または関東バス約5分、
「成蹊学園前」下車

 問 ☎0422-37-3533
アドミッションセンター

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください
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桜美林大学

［オンライン型・来学型］
6/12（日）、
7/24（日）、
8/28（日）
※コロナ感染状況により
　オンラインのみの場合もあり

［オンライン総合・推薦型
入試準備セミナー］
毎週土・日開催（開催終了月未定）

 時  9：30〜12：30

町田キャンパス

○リベルアーツ学群
［オープンキャンパス］
8/6（土）来学型、
8/7（日）オンライン型

○健康福祉学群
［オープンキャンパス］
8/6（土）オンライン型、
8/8（月）来学型

○ グローバル・
　コミュニケーション学群

［オープンキャンパス］
8/7（日）来学型、
8/8（月）オンライン型

○ 教育探究科学群
※2023年4月開設予定（設置申請中）

［オープンキャンパス］
8/7（日）来学型、
8/8（月）オンライン型
 交  京王線、小田急線、

多摩モノレール
「多摩センター駅」から
スクールバス約20分、
JR横浜線「淵野辺駅」から
スクールバス約8分

新宿キャンパス

○ビジネスマネジメント学群
［オープンキャンパス］
8/6（土）オンライン型、
8/8（月）来学型
 交  JR中央・総武線

「大久保駅」から徒歩約6分、
JR山手線

「新大久保駅」から徒歩約8分

東京ひなたやまキャンパス

○芸術文化学群
［オープンキャンパス］
8/6（土）来学型、
8/7（日）オンライン型
 交  JR、小田急線「町田駅」下車、

神奈川中央交通バスにて
「山崎団地行」または
「山崎団地センター行」で
約20分、

「山崎団地センター」下車、
徒歩約3分

共立女子大学
共立女子短期大学

神田一ツ橋キャンパス

○家政学部 ○文芸学部
○国際学部 ○看護学部
○ビジネス学部 ○建築・デザイン
学部（2023年4月開設予定※） 
○生活科学科 ○文科
※学部の内容は予定であり、変更される場合
　があります。

［オープンキャンパス］
6/12（日）、
7/18（月・祝）、
8/6（土）、7（日）、20（土）、
12/4（日）、
2023/3/18（土）
※事前登録予約制

［進学相談会］
10/15（土）、16（日）
※共立祭同時開催

 交  都営三田線、
東京メトロ半蔵門線、
都営新宿線「神保町駅」から
徒歩約1分

 問  ☎03-3237-5927
大学企画課

杏林大学

井の頭キャンパス

○保健学部
8/7（日）、8（月）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

○総合政策学部 ○外国語学部
7/30（土）、
8/27（土）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

 交  JR「三鷹駅」からバス約15分、
「吉祥寺駅」からバス約15分、
「千歳烏山駅」からバス約20分、
「仙川駅」からバス約20分、
「調布駅」からバス約25分

 問  ☎0422-47-0077
入学センター

三鷹キャンパス

○医学部
7/16（土）
 時  13：00〜16：00
※事前予約制

 交  「仙川駅」からバス約15分、
「調布駅」からバス約25分、

多摩アカデミーヒルズ 
（多摩キャンパス）

○航空・マネジメント学群
［オープンキャンパス］
8/7（日）来学型、
8/8（月）オンライン型
 交  京王線、小田急線、

多摩モノレール
「多摩センター駅」から
徒歩約10分

 問  ☎042-797-1583
入学部インフォメーションセンター

大妻女子大学
大妻女子大学短期大学部

千代田キャンパス

○家政学部 ○文学部
○社会情報学部
○比較文化学部 ○短期大学部
7/10（日）、
8/6（土）、7（日）、28（日）、
10/22（土）、
11/27（日）★

★ 人間関係学部も参加
 時  10：00〜16：00
 交  都営新宿線、東京メトロ、JR

「市ヶ谷駅」から徒歩約10分、
東京メトロ「半蔵門駅」から
徒歩約5分、東京メトロ

「九段下駅」から徒歩約12分
 問  ☎03-5275-6011

広報・入試センター

多摩キャンパス

○人間関係学部
6/12（日）、
7/10（日）、
8/13（土）、27（土）、
10/30（日）
 時  10：00〜15：00
 交  小田急多摩線「唐木田駅」

から徒歩約5分
 問  ☎042-372-9970

教育・学事支援センター

「吉祥寺駅」からバス約20分、
JR「三鷹駅」からバス約20分

 問  ☎0422-44-1865
医学部事務課

恵泉女学園大学

［来校型オープンキャンパス］
6/19（日）、
7/2（土）、17（日）、24（日）、
8/6（土）、28（日）
 時  10：00〜15：30
※事前予約制

［オンライン・オープンキャンパス］
8/20（土）、
9/3（土）
 時  10：30〜15：30
※事前予約制

［週替わりオンライン
オープンキャンパス］
毎週火曜日

 時  17：00〜18：00
 交  京王線、小田急線、

多摩モノレール
「多摩センター駅」から
スクールバス約10分

 問  ☎042-376-8217
入試広報室

工学院大学

［オンライン・オープンキャンパス］
6/12（日）、
7/24（日）、
10/9（日）
※事前申込制

［キャンパス見学］
オンラインオープンキャンパス
とは別に、キャンパス見学を実施
します。詳細は本学ホームページ
（入試サイト）をご確認ください

新宿キャンパス

 交  京王線、小田急線、地下鉄
各線、JR各線「新宿駅」
西口から徒歩約5分、
都営大江戸線「都庁前駅」
から徒歩約3分、
西武新宿線「西武新宿駅」
から徒歩約10分

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、必ず大学のホームページでご確認ください。
QRコードは、機種によっては正しく表示されない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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 問  ☎042-674-2144
入学センター

帝京大学

八王子キャンパス

6/26（日）、
7/24（日）、
8/6（土）、7（日）、
9/18（日）、
2023/3/25（土）
※事前予約の有無はホームページを
　ご確認ください

 交  京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」から
バス約15分、
京王線「高幡不動駅」から
バス約11分、
京王相模原線・小田急多摩線・
多摩モノレール

「多摩センター駅」から
バス約14分、
多摩モノレール

「大塚・帝京大学駅」から
徒歩約15分

 問  70120-508-739
八王子キャンパス
入試グループ

板橋キャンパス

7/3（日）、
8/9（火）、10（水）、
2023/3/18（土）
※医学部は7/3（日）、8/10（水）のみ
※事前予約の有無はホームページを
　ご確認ください

 交  JR埼京線「十条駅」から
徒歩約10分

 問  ☎03-3964-8480
板橋キャンパス事務部

帝京大学短期大学

八王子キャンパス

6/26（日）、7/24（日）、
8/6（土）、7（日）、
9/18（日）、
2023/3/25（土）

※事前予約の有無はホームページを
　ご確認ください

 交  京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」から
バス約15分、
京王線「高幡不動駅」から
バス約11分、
京王相模原線・小田急多摩線・
多摩モノレール

「多摩センター駅」から
バス約14分、
多摩モノレール

「大塚・帝京大学駅」から
徒歩約15分

 問  70120-508-739
八王子キャンパス
入試グループ

帝京短期大学

6/19（日）、
7/17（日）、
8/7（日）、28（日）、
9/11（日）、
2023/3/19（日）
※�8/7（日）は入試説明会
※事前予約制
※�最新情報は本学ホームページを�
ご確認ください

 交  京王新線「幡ヶ谷駅」
北口から徒歩約7分

 問  ☎03-3379-9708
入試広報課

電気通信大学

7/17（日）
 時  10：00〜17：00
 交  「調布駅」中央口から

徒歩約5分
 問  ☎042-443-5019

総務企画課広報係
※�最新情報は本学ホームページを
　ご確認ください

東海大学

※�日程等イベント詳細については、�
ホームページをご確認ください�
https://www.u-tokai.ac.jp/

湘南キャンパス

○文学部 ○文化社会学部
○教養学部 ○児童教育学部
○体育学部 ○健康学部
○法学部 ○政治経済学部
○経営学部 ○国際学部
○観光学部 ○情報通信学部
○理学部 ○情報理工学部
○建築都市学部 ○工学部
6/19（日）、
8/6（土）、7（日）、
11/3（木）、
2023/3/19（日）
 交  小田急線「東海大学前駅」

から徒歩約15分、
JR東海道線「平塚駅」
からバス約35分

伊勢原キャンパス

○医学部医学科 ○看護学科
6/19（日）、
7/17（日）、
8/6（土）、7（日）
 交  小田急線「伊勢原駅」から

徒歩約15分
 問  ☎0463-50-2440（代）

広報担当

東京医科大学

［Webオープンキャンパス］
7月公開予定（医学科、看護学科）
https://www.tokyo-med.ac.jp/

［来場型オープンキャンパス］
（予定）
○医学科
7・8月予定
○看護学科
7・8月予定
※�新型コロナウイルス感染症の状況次第では
開催できないことがあります。詳細について
は決まり次第ホームページに記載します。

 交  丸ノ内線「新宿御苑前駅」から
徒歩約7分、
JR・小田急線・京王線

「新宿駅」から徒歩約20分
 問  ☎03-3351-6141（代）

アドミッションセンター

東京医療学院大学

○看護学科
6/19（日）、7/24（日）、
8/21（日）

 時  午前 10：00〜12：30/
午後 13：00〜15：30

※6/19（日）は午後のみ

○リハビリテーション学科
6/19（日）、
7/31（日）、
8/28（日）
 時  午前 10：00〜12：30/

午後 13：00〜15：30
※6/19（日）は午前のみ

※各回完全予約制
※�内容や開催時間の詳細については�
本学ホームページを必ずご確認ください

 交  京王線・小田急線・
多摩モノレール

「多摩センター駅」から
バス約5分、下車すぐ

 問  ☎042-400-0834
入試・広報室広報担当

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください
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 時  10：00〜15：00
※要予約
※6/19の予約受付は5/31（火）〜
※8/27、28の予約受付は7/8（金）〜

 交  東京メトロ丸ノ内線
「茗荷谷駅」から徒歩約3分
東京メトロ有楽町線

「護国寺駅」から徒歩約12分
 問  ☎03-3947-7159

入学課

八王子国際キャンパス

○全学部
8/6（土）、7（日）
 時  10：00〜15：00
※要予約
※予約受付は7/8（金）〜

 交  京王線・JR中央線「高尾駅」
から京王バス直通約5分

 問  ☎03-3947-7159
入学課

［WEBオープンキャンパス］
7/1（金）〜8/31（水）配信
※要予約

多摩大学

多摩キャンパス

6/19（日）、
7/24（日）、
8/7（日）、21（日）、
9/11（日）、25（日）、
11/6（日）、20（日）
※�9/11、25、11/6、20は午前のみ

 交  京王線・小田急線「永山駅」
からバス約10分、
京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」
からバス約15分

※�オープンキャンパス当日は「永山駅」のみ�
無料送迎バス有

 問  ☎042-337-7119
多摩　入試課

湘南キャンパス

 交  小田急線・相鉄線・
横浜市営地下鉄「湘南台駅」
から徒歩約12分

※�オープンキャンパス当日は�
無料送迎バス有

 問  ☎0466-83-7911
湘南　入試課

高千穂大学

○全学部
［来場形式オープンキャンパス］
6/12（日）、
7/24（日）、
8/7（日）、21（日）、
9/18（日）、
10/16（日）、
11/5（土）、
12/4（日）

［Webオープンキャンパス］
来場形式の日程と同じ
https://www.takachiho.jp/admission�
/oc.html

 時  10：00〜16:00
※事前予約制

 交  「西永福駅」北口から
徒歩約7分

 問  70120-012-816
入試課

宝塚大学

東京新宿キャンパス

7/31（日）、
8/20（土）、21（日）、
9/17（土）、
10/2（日）、
11/6（日）、
12/4（日）
 時  10：00〜13：00
※�7/31（日）、8/20（土）、8/21（日）は�
10：00〜16：00、�
9/17（土）は10：00〜12：00

※9/17（土）は留学生向け入試説明会

 交  京王線「新宿駅」・JR「新宿駅」
（西口）から徒歩約5分

 問  70120-627-837
入試課

拓殖大学

［来場型オープンキャンパス］

文京キャンパス

○全学部
6/19（日）、
8/27（土）、28（日）

多摩美術大学

八王子キャンパス

7/16（土）、17（日）、
9/18（日）
 時  9：30〜16：00
※9/18（日）は9：30〜16：30
※完全予約制

 交  JR・京王線「橋本駅」北口から
バス約8分、
JR「八王子駅」南口から
バス約20分

 問   guide@tamabi.ac.jp
広報部広報課

中央大学

［来場型オープンキャンパス
（予定）］
7/30（土）、31（日）
 時  10：00〜16：00
※�入場予約制
※各キャンパスで実施予定
※�感染症の影響等により中止となる場合があ
ります。コンテンツ等イベント詳細について
は、決まり次第ホームページに記載します
https://www.chuo-u.ac.jp/connect/�
event/

多摩キャンパス

○文系学部
 交  多摩モノレール

「中央大学・明星大学駅」
直結、
京王線「多摩動物公園駅」
から徒歩約10分

後楽園キャンパス

○理工学部
 交  東京メトロ「後楽園駅」から

徒歩約5分、
都営三田線・大江戸線

「春日駅」から徒歩約6分、
JR「水道橋駅」から
徒歩約12分

市ヶ谷田町キャンパス

○国際情報学部
 交  東京メトロ「市ケ谷駅」

から徒歩約1分、
JR・都営地下鉄「市ヶ谷駅」
から徒歩約5分

専修大学

神田キャンパス

7/10（日）、
8/27（土）、28（日）
 時  10：00〜15：00
※事前予約制（先着順）

 交  東京メトロ・都営地下鉄
「神保町駅」A2出口から
徒歩約3分、「九段下駅」5出口
から徒歩約1分、
JR「水道橋駅」西口から
徒歩約7分

 問  ☎03-3265-6677
入学センター
インフォメーション

生田キャンパス

6/12（日）、
8/6（土）、7（日）、
2023/3/19（日）
 時  10：00〜15：00
※事前予約制（先着順）

 交  小田急線「向ヶ丘遊園駅」
南口から徒歩約14分、
北口からバス約10分、
東急田園都市線・
横浜市営地下鉄「あざみ野駅」
西口から直行バス約20分

 問  ☎044-911-0794
入学センター
インフォメーション

創価大学

7/30（土）、31（日）、
8/21（日）
2023/3/21（火・祝）
 時  10：00〜16：00
 交  JR「八王子駅」から

バス約20分
 問  ☎042-691-4617

アドミッションズセンター

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

https://www.takudai.jp/
詳細は、受験生サイトをご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、必ず大学のホームページでご確認ください。
QRコードは、機種によっては正しく表示されない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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 交  京王井の頭線、
JR中央線・総武線「吉祥寺駅」
北口からバス約8分、
JR中央線・総武線、
東京メトロ東西線「西荻窪駅」
北口から徒歩約12分、
またはバス約5分

 問  ☎03-5382-6476
広報課

東京神学大学

［入試説明会］
7/16（土）
 時  13：00〜15：00

［オープンキャンパス］
12/3（土）
 時  10：00〜13：00
 交  「調布駅」からバス約20分、

JR「三鷹駅」からバス約20分、
「武蔵境駅」からバス約10分

 問  ☎0422-32-4185
教務課入試係

東京造形大学

7/16（土）
 時  9：30〜17：30

7/17（日）
 時  9：30〜16：30

 交  JR横浜線「相原駅」から
無料スクールバス約5分

（徒歩約15分）
 問  ☎042-637-8716

進路支援課
※�最新情報は大学ホームページで�
ご確認ください�
https://www.zokei.ac.jp

東京都立大学

※�開催日程等は変更になる場合がございます。
　最新情報は必ず本学ホームページを
　ご確認ください
　https://www.tmu.ac.jp

［Webオープンキャンパス］
7月上旬〜8月末

［オープンキャンパス］
7/17（日）、
9/18（日）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

南大沢キャンパス：
 交  京王相模原線「南大沢駅」から

徒歩約5分
 問  ☎042-677-1111（代）

アドミッション・センター
（入試課）

東京農工大学

※�事前要申し込み、申し込み方法は、�
ホームページにて確認�
https://www.tuat.ac.jp

府中キャンパス

○農学部
［夏休み1日体験教室］
8/4（木）
※�詳細は環境資源科学科ホームページを
　ご覧ください。

［学科説明会］
8/3（水）、4（木）、5（金）、
7（日）、8（月）
 時  午前 10：00〜11：30/

午後 13：30〜15：00
※開催日により説明する学科が異なる
※来場参加型で開催、後日録画配信予定 

［秋のキャンパスハイク］
10/2（日）、23（日）、30（日）、
11/6（日）、20（日）
 時  午前 10：00〜10：45/

11：00〜11：45/
午後 13：30〜14：15

※開催日により説明する学科が異なる

 交  「府中駅」からバス約7分、
JR「北府中駅」から
徒歩約12分、
JR「国分寺駅」から
バス約10分

小金井キャンパス

○工学部
［オープンキャンパス
〜キャンパス体験〜］
6/11（土）
 時  午前 10：00〜12：00/

午後 13：30〜15：30

［夏のオープンキャンパス
〜学部説明会〜］
8/4（木）、5（金）
 時  午前 10：00〜12：00/

午後 13：00〜15：00
※8/5は13：00〜15：00のみ

［秋のオープンキャンパス
〜研究室大公開〜］
11/13（日）
 時  午前 10：00〜12：00/

午後 13：00〜15：00

 交  JR「東小金井駅」
nonowa口から徒歩約6分

 問  ☎042-367-5512
学務部入試企画課

※�開催日程は変更になる場合がございます。
必ず本学ホームページでご確認いただきま
すようお願いいたします

東京薬科大学

6/12（日）、
7/31（日）、
8/20（土）、21（日）
 時  午前の部 10：00〜

午後の部 14：00〜
※完全事前予約制
※来場型・オンライン型を予定
　イベント内容・詳細は、決定次第
　ホームページに掲載
　https://www.toyaku.ac.jp

 交  JR「豊田駅」から
スクールバス約8分、

「京王堀之内駅」・
「平山城址公園駅」から
バス約8分

 問  70120-50-1089
入試センター

桐朋学園芸術短期大学

○音楽専攻 ○演劇専攻
6/11（土）、
8/27（土）、28（日）、
10/8（土）、15（土）、
11/5（土）
2023/3/5（日）、19（日）
※�8/27、10/8、3/5は音楽専攻のみ
※8/28、10/15は演劇専攻のみ
※詳細は本学ホームページをご確認ください

 交  「仙川駅」から徒歩約5分
 問  ☎03-3300-4252

教学課

桐朋学園大学

・調布キャンバス
・仙川キャンパス

調布キャンパス：
 交  「調布駅」から徒歩約10分
仙川キャンパス：
 交  「仙川駅」から徒歩約5分
※�詳細は、本学ホームページをご覧ください

 問  ☎042-444-7055（代）
教学グループ広報チーム

二松学舎大学

九段キャンパス

［オープンキャンパス］
6/19（日）、
7/24（日）、
8/7（日）、21（日）、
11/6（日）、
2023/3/21（火・祝）
※�6/19、11/6はミニオープンキャンパス
　3/21は春のオープンキャンパス
※事前予約制、定員制
※�予定は変更となる可能性がありますので、�
必ず本学ホームページでご確認ください

 交  都営新宿線・東京メトロ東西線・
半蔵門線「九段下駅」から
徒歩約８分、
東京メトロ半蔵門線

「半蔵門駅」から徒歩約10分、
JR「飯田橋駅」・「市ヶ谷駅」
から徒歩約15分

 問  ☎03-3261-7423
入試課

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください
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東京医療保健大学

・五反田キャンパス
・世田谷キャンパス
・国立病院機構キャンパス
（東が丘）
・国立病院機構立川キャンパス
・船橋キャンパス

※�日程等イベント詳細については、�
ホームページをご確認ください�
https://www.thcu.ac.jp

五反田キャンパス：
 交  JR山手線、東急池上線、

都営浅草線「五反田駅」から
徒歩約８分

世田谷キャンパス：
 交  京王線「下高井戸駅」にて

乗り換え、東急世田谷線
「上町駅」から徒歩約３分

国立病院機構キャンパス
（東が丘）：
 交  東急田園都市線「駒沢大学駅」

から徒歩約10分
国立病院機構立川キャンパス：
 交  JR中央線「立川駅」から

徒歩約15分
船橋キャンパス：
 交  JR総武本線、武蔵野線、

京葉線、東京メトロ東西線
「西船橋駅」から徒歩約12分

 問  ☎03-5779-5071
入試事務部

東京外国語大学

［オンライン型］
7/23（土）、24（日）

［来場型］
7/31（日）
※完全予約制

府中キャンパス

 交  JR中央線「武蔵境駅」
乗り換え、西武多摩川線

「多磨駅」から徒歩約5分、
京王線「飛田給駅」から
バス約10分

 問  ☎042-330-5158
高大連携支援室

東京家政学院大学

千代田三番町キャンパス

○現代生活学部現代家政学科
○人間栄養学部人間栄養学科
6/12（日）、
7/10（日）、30（土）、31（日）、
11/3（木・祝）、
2023/3/21（火・祝）
 時  10：00〜15：00
※予約制、入退場自由

 交  JR・東京メトロ・都営新宿線
「市ケ谷駅」から徒歩約8分、
東京メトロ「半蔵門駅」から
徒歩約8分、
東京メトロ・都営新宿線

「九段下駅」から徒歩約12分

町田キャンパス

○現代生活学部生活デザイン学科
○現代生活学部食物学科
○現代生活学部児童学科
7/10（日）、
8/7（日）、20（土）、
10/30（日）、
2023/3/26（日）
 時  10：00〜15：00
※予約制、入退場自由
※8/7は学び探究型
　入試対象体験授業実施
※10/30、2023/3/26は自己探求型
　入試対象イベント実施

 交  京王高尾線「めじろ台駅」から
バス約13分、
JR横浜線「相原駅」から
バス約8分、
JR中央線「八王子駅」から
バス約30分

 問  ☎042-782-9411
アドミッションオフィス

※�最新情報は大学ホームページを
　ご確認ください

東京経済大学

国分寺キャンパス

［オープンキャンパス］
8/2（火）、3（水）、27（土）、
28（日）

［ミニオープンキャンパス］
（大学祭同時開催）
10/29（土）、30（日）

［入試直前ガイダンス］
12/4（日）

 交  JR中央線、西武国分寺線、
多摩湖線「国分寺駅」南口より
徒歩12分
京王線「府中駅」下車、
京王バス「国分寺駅南口」行き、
終点より徒歩12分

 問  ☎042-328-7747
入試課

東京工科大学

※�このほかにもオンライン型を開催予定。状況
により、開催内容を変更する場合があり
ます。開催状況は大学ホームページでご
確認ください
https://www.teu.ac.jp/

八王子キャンパス

○工学部
○コンピュータサイエンス学部
○メディア学部
○応用生物学部

［来場型］
6/12（日）、
7/17（日）、
8/7（日）、21（日）
 時  未定 
※事前予約制

 交  「橋本駅」からバス約15分、
JR「八王子みなみ野駅」
西口からスクールバス約5分、
JR「八王子駅」
南口からスクールバス約10分

 問  70120-444-903
広報課

蒲田キャンパス

○デザイン学部
○医療保健学部

［来場型］
7/10（日）、
8/6（土）、20（土）
 時  未定 
※事前予約制

 交  JR・東急線「蒲田駅」西口から
徒歩約2分

 問  70120-444-925
広報課

東京慈恵会医科大学

○医学部看護学科
［オープンキャンパス］
第1回 7/17（日）
第2回 8/21（日）
第3回 10月下旬予定
※事前予約制
※詳細はホームページにてご確認ください
http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/
setsumei.html

［Web個別相談会］
7/24（日）、
8/9（火）、
2023年3月下旬予定
※事前申込制

 交  「国領駅」から徒歩約12分、
「調布駅」からバス約10分

 問  ☎03-3480-1150
内線2611　学事課

東京純心大学

○看護学科
6/12（日）、
7/24（日）、
8/21（日）、
10/22（土）、
2023/3/19（日）
※事前予約制
　詳細は本学ホームページでご確認ください

 交  「京王八王子駅」・
JR「八王子駅」から
バス約15分

 問  70120-13-0326
入試・広報課

東京女子大学

［オープンキャンパス］
6/18（土）、
7/9（土）、10（日）、
8/6（土）、7（日）、
12/11（日）、
2023/3/18（土）
※事前予約制
※日程によって開催企画が異なります

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

日程等イベント詳細については�
ホームページにてご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

最新情報は、本学ホームページを
ご確認ください

開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、必ず大学のホームページでご確認ください。
QRコードは、機種によっては正しく表示されない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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OPEN CAMPUS 2022

明治大学

駿河台キャンパス

○法学部 ○商学部 
○政治経済学部 ○経営学部
○情報コミュニケーション学部
○農学部（食料環境政策学科）
8/2（火）、3（水）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

○文学部 ○国際日本学部
8/6（土）、7（日）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

 交  JR中央線・総武線、東京メトロ
丸ノ内線「御茶ノ水駅」から
徒歩約3分、
東京メトロ千代田線

「新御茶ノ水駅」から
徒歩約5分、
都営地下鉄三田線・新宿線、
東京メトロ半蔵門線「神保町駅」
から徒歩約5分

生田キャンパス

○理工学部 ○農学部
○総合数理学部
8/6（土）、7（日）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

 交  小田急線「生田駅」南口から
徒歩約10分

中野キャンパス

○国際日本学部 
○総合数理学部 ○理工学部
8/2（火）、3（水）
 時  10：00〜16：00
※事前予約制

 交  JR中央線・総武線、
東京メトロ東西線「中野駅」
北口から徒歩約8分

［Webオープンキャンパス 
（オープンキャンパス@home）］
6月上旬より内容更新の上、
常時公開
※詳細は本学ホームページをご確認ください

 問  ☎03-3296-4139
入試広報事務室

明星大学

7/24（日）、
8/19（金）、24（水）、
12/26（月）
※事前予約制（先着順）
※12/26は高1・2年生限定
※詳細は本学ホームページをご確認ください

 交  多摩モノレール
「中央大学・明星大学駅」直結、
京王線「多摩動物公園駅」から
徒歩約8分

 問  ☎042-591-5793
アドミッションセンター

ヤマザキ動物看護大学

6/19（日）、
7/17（日）、18（月・祝）、
8/7（日）、28（日）
※�新型コロナウイルス感染症対策のため、�
完全事前予約制

※�詳細はホームページにてご確認ください
　http://univ.yamazaki.ac.jp

［WEB オープンキャンパス］
常時公開
 交  「南大沢駅」から

徒歩約10分
 問  70120-124979

入試広報部

山野美容
芸術短期大学

［来校型オープンキャンパス］
6/26（日）、
7/10（日）、24（日）
8/7（日）、21（日）、28（日）、
9/25（日）、
10/23（日）、
11/20（日）、
12/18（日）
 時  13：00〜16：00

［オンライン型オープンキャンパス］
6/11（土）、
7/28（木）、
8/18（木）、
9/10（土）、
10/8（土）、
11/5（土）、
12/3（土）

 時  17：00〜18：30

 交  JR横浜線
「八王子みなみ野駅」から
スクールバス約7分

 問  ☎042-677-0111（代）
入試・広報センター

ルーテル学院大学

［来校型］
6/11（土）、
7/10（日）、
8/21（日）、
9/25（日）、
12/3（土）
 時  13：00〜

［オンライン型］
8/6（土）
 時  13：00〜
※事前予約制
※�詳細は本学ホームページをご確認ください

 交  JR「武蔵境駅」から
バス約8分、「調布駅」から
バス約20分

 問  ☎0422-32-2949
企画広報センター

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

京王設備サービスは、駅や施設のビル総合管理、鉄道施設管理、総合設備
工事を柱とした会社です。

「あらゆる現場で、最高品質のサービスを提供するために」
当社では、この考えのもと、「技術総合訓練センター」を開設。現場の設備を
再現し、実際におこなう作業、想定される緊急時対応を訓練し、技術を習得し
ます。すべての社員の専門技術と知識を向上させ、お客様に信頼される高品
質なサービス提供に努めています。
私たちと一緒に、沿線の暮らしを守りませんか。ご興味のある方は、ぜひ当社
のホームページへ。

株式会社京王設備サービス

社会に対する役割は
「全力で、何も起きない一日を」実現すること

03-5456-8710（代表）
https://www.keio-setsubi.co.jp

当社で一緒に
働いてみませんか！

電気・空調・防災設備・駅設備など、管理業務は多岐
にわたる。 ※写真右は自律走行のお掃除ロボット
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日本経済大学
東京渋谷キャンパス

○経営学科
○グローバルビジネス学科
○芸創プロデュース学科

［来校型オープンキャンパス］
6/12（日）、
7/24（日）、31（日）、
8/7（日）、16（火）、21（日）、
28（日）
9/18（日）
 時  10：30〜

（8/7（日）、8/21（日）は
14：00〜からも開催）
※事前申込制・人数制限あり

［オンライン型オープンキャンパス］
7/24（日）、31（日）、
8/16（火）、28（日）
9/18（日）
 時  14：00〜
※事前申込制

 交  JR•東急東横線・東京メトロ・
京王井の頭線「渋谷駅」
JR南改札西口から徒歩約3分

 問  ☎03-3463-5053
入試広報課

※�社会情勢をふまえ、日時や内容等を変更
する場合がありますので、必ず本学ホーム
ページをご確認ください

日本女子体育大学

［オープンキャンパス］
6/12（日）、
7/17（日）、
8/7（日）、21（日）、
9/4（日）、
12/4（日）、
2023/3/21（火・祝）

［ちょこキャン］
8月の平日にちょこっと 
キャンバスを見学できます
※複数日程開催

［授業見学会］
7/18（月・祝）、
10/10（月・祝）

［健美祭（大学祭）］
10/29（土）、30（日）

※いずれのイベントも開催時間未定
※いずれのイベントも事前予約制

 交  「千歳烏山駅」からバス約7分、
「吉祥寺駅」からバス約25分

 問  ☎03-3300-2250
入試・広報課

※�最新情報は必ずホームページで�
確認してください

日本大学文理学部

［夏季オープンキャンパス］
7/17（日）
※事前申込制・入場制限あり
※�対面予定（新型コロナウイルス感染症�
拡大状況によってはWebでの開催）

［秋季オープンキャンパス］
9/25（日）
※事前申込制・入場制限あり
※�対面予定（新型コロナウイルス感染症�
拡大状況によってはWebでの開催）

 交  京王線「下高井戸駅」・
「桜上水駅」から徒歩約8分

 問  ☎03-5317-9380
入学センター

日本文化大學

［オープンキャンパス］
●【先手必勝】自分の将来を知る

6/26（日）
●輝け！リーガール

7/10（日）
●大学での学びを体験しよう！

8/13（土）
●夢を叶えるキャンパスライフ

9 /11（日）
●高校1・2年生のための夢ナビ

12/11（日）
●０学期を応援！

〜正しい大学選びとは〜
2023/3/5（日）

 時  午前の部 9：30〜12：00
午後の部 13：30〜16：00

※�8/13、9/11は「ニチブン式高大接続型」
入試に必要な高大接続講義を行います

［入試マネジメント］
警察官志望型 8/21（日）
公務員志望型 10/2（日）
指定校推薦型 11/6（日）
 時  午前の部 9：30〜12：00

午後の部 13：30〜16：00
※�11/6は「ニチブン式高大接続型」入試に
必要な高大接続講義を行います

※詳細は、ホームページをご覧ください
※予定が変更となることがあります

 交  JR横浜線「片倉駅」から
徒歩約7分、京王高尾線

「京王片倉駅」から徒歩約15分
 問  ☎042-636-5211（代）

入学準備課

文化学園大学

6/19（日）、
7/17（日）、
8/6（土）、28（日）、
9/17（土）
※Web事前予約制
※�対面予定（新型コロナウイルス感染症�
拡大状況によってはWebでの開催）

※�6/19、7/17、9/17は高2・高3対象

 交  京王新線「新宿駅」新都心口
から徒歩約4分、

「新宿駅」南口・甲州街道改札
から徒歩約7分

 問  ☎03-3299-2311
入試広報課

法政大学

多摩キャンパス

8/6（土）、11（木・祝）予定
※完全事前予約制
※�詳細は決まり次第ホームページにて�
お知らせいたします�
https://nyushi.hosei.ac.jp

 交  「めじろ台駅」からバス約10分、
JR「相原駅」からバス約13分、
JR「西八王子駅」から
バス約22分

市ケ谷キャンパス

8/20（土）、21（日）、22（月）
予定
※完全事前予約制
※�詳細は決まり次第ホームページにて�
お知らせいたします�
https://nyushi.hosei.ac.jp

 交  「飯田橋駅」「市ケ谷駅」から
徒歩約10分

小金井キャンパス

8/6（土）予定
※完全事前予約制
※�詳細は決まり次第ホームページにて�
お知らせいたします�
https://nyushi.hosei.ac.jp

 交  JR「東小金井駅」から
徒歩約15分、バス約5分

 問  ☎03-3264-9300
入学センター

武蔵野大学

武蔵野キャンパス

［オープンキャンパス］
6/26（日）、
8/20（土）
※�事前予約制

 交  JR・京王線「吉祥寺駅」から
バス約15分、
JR「三鷹駅」から
バス約10分、
JR「武蔵境駅」から
バス約7分
西武新宿線「田無駅」から
徒歩約15分

有明キャンパス

［オープンキャンパス］
7/3（日）、
8/27（土）
※�事前予約制

 交  りんかい線「国際展示場駅」
から徒歩約7分、
ゆりかもめ

「東京ビッグサイト駅」
から徒歩約6分

［Webオープンキャンパス］
11/13（日）、
2023/3/26（日）
 問  ☎03-5530-7300

入試センター
※�各日の詳細は決まり次第
　本学ホームページにてご案内します

詳細は、本学ホームページを
ご覧ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

詳細は、本学ホームページを
ご確認ください

開催内容や日程の変更、中止の可能性もありますので、必ず大学のホームページでご確認ください。
QRコードは、機種によっては正しく表示されない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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