
新型コロナウイルスの影響で変更の可能性がありますので、大学のHPより、最新情報を確認頂きますようお願いします。

下記の加盟校をダブルクリックすると、各大学のオープンキャンパスサイトに移動します。

⇩ ２０２１．7．19現在

日付 曜日 加盟校(50音順） 開始時間 終了時間 様式 事前予約 コロナ対策 備考

6/5-6/30 兵庫医療大学 Web 要 あり 申込〆切：6/20（日）23:59

神戸医療福祉大学 10:30 未定 Web 要 あり

12:00 17:00 来場 要 あり 申込〆切：～6/18（金）12:00/ リアル型は兵庫県内在住者のみ参加可能

10:00 13:00 Web 要 あり 申込〆切：～6/18（金）12:00/ リアル型は兵庫県内在住者のみ参加可能

兵庫医療大学 10:00 16:00 Web 要 あり 申込〆切：6/17（木）23:59(オンライン個別相談形式)

神戸親和女子大学 10:00 15:00 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

頌栄短期大学 10:00 15:30 来場 要 あり 申込〆切：直前の金曜日PM12:00

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

兵庫医療大学 10:00 16:00 Web 要 あり 申込〆切：6/17（木）23:59(オンライン個別相談形式)

聖和短期大学 10:00 13:30 来場 要 あり

頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定 ミニオープンキャンパス

神戸医療福祉大学
10:00-11:30

(30分毎）
11:30-13:00

(30分毎）
来場 要 あり 各回90分

9:40 12:10 来場 要 あり

13:25 15:50 来場 要 あり

神戸市外国語大学 10:00 14:00 来場 要 あり 申込〆切：6/29　(6/16 10時現在満席）

頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定 ミニオープンキャンパス

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸海星女子学院大学 13:00 16:00 来場 要 あり

神戸芸術工科大学 10:00 16:00 来場 要 あり 申込受付期間：～7/2（金）15:00まで

10:00 12:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

14:00 16:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

9:30 12:00 来場 要 あり

13:30 16:00 来場 要 あり

芦屋大学 10:00 13:00 来場 要 あり

9:30 12:30 来場 要 あり 申込期間：6/18-7/9

14:00 17:00 来場 要 あり 申込期間：6/18-7/9

10:00 12:00 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

13:30 15:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

10:00 12:00 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

13:30 15:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

宝塚医療大学 11:00 16:00 来場 要 あり 申込〆切：～7/9（金）17:00

10:00 13:00 来場 要 あり 申込開始：6/17～

14:00 17:00 来場 要 あり 申込開始：6/18～

神戸医療福祉大学 10:30 未定 Web 要 あり

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 12:40 来場 要 あり

13:30 16:10 来場 要 あり

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

10:00 13:00 来場 要 あり 申込開始：6/19～

14:00 17:00 来場 要 あり 申込開始：6/20～

神戸医療福祉大学
10:00-11:30

(30分毎）
11:30-13:00

(30分毎）
来場 要 あり 各回90分

神戸海星女子学院大学 10:00 15:30 来場 要 あり

10:00 12:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

14:00 16:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸市外国語大学 10:00 14:00 来場 要 あり 申込〆切：7/13  (6/16 10時現在満席）

神戸松蔭女子学院大学 12:30 16:00 来場 要 あり 受付期間：6/21-7/13　AO入試学科面談のみオンライン可

神戸女子大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸女子短期大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸親和女子大学 10:00 15:00 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定 定員に達した場合は7/24も開催

大学コンソーシアムひょうご神戸　2021年度　日程別　オープンキャンパス情報

神戸国際大学

甲南女子大学

兵庫大学

兵庫大学短期大学部

流通科学大学

甲南女子大学

神戸国際大学

姫路獨協大学

兵庫大学

兵庫大学短期大学部

神戸女学院大学

明石工業高等専門学校

甲南大学

神戸常盤大学

神戸常盤大学短期大学部

7/18 日

7/10 土

7/11 日

7/17 土

6/27 日

7/3 土

7/4 日

6/19 土

6/20 日

6/26 土

https://www.admission.hyo-med.ac.jp/event/opencampus/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
https://www.admission.hyo-med.ac.jp/event/opencampus/
https://oide.kobe-shinwa.ac.jp/event/opencampus/
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
https://himedai.net/open-campus.html
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/list/detail/208
https://www.admission.hyo-med.ac.jp/event/opencampus/
https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/seiwa_j_college_017484.html
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://kobe-college.jp/events/open/
https://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/event/index.html
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
https://ch.konan-u.ac.jp/event/open-campus/
https://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://himedai.net/open-campus.html
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/event/index.html
https://www.shoin.ac.jp/plus_s/opencampus/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://oide.kobe-shinwa.ac.jp/event/opencampus/
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/list/detail/208
https://kobe-college.jp/events/open/
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html
https://ch.konan-u.ac.jp/event/open-campus/
https://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/


10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 12:40 来場 要 あり

13:30 16:10 来場 要 あり

7/18～ 日 兵庫教育大学 未定 未定 Web 未定 あり

芦屋大学 10:00 14:00 未定 未定 あり

神戸医療福祉大学 10:30 未定 Web 要 あり

7/23 金 芸術文化観光専門職大学 未定 未定 未定 未定 未定

大手前大学 10:00 12:00 来場 要 あり さくら夙川キャンパスのみ

大手前短期大学 10:00 12:00 来場 要 あり

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

園田学園女子大学 17:00 20:00 来場 要 あり 申込予約期間：7/1（木) ～7/23（金）17:00

園田学園女子大学短期大学部 17:00 20:00 来場 要 あり 申込予約期間：7/1（木) ～7/23（金）17:00

大手前大学 10:00 12:00 来場 要 あり

大手前短期大学 10:00 12:00 来場 要 あり

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

神戸医療福祉大学
10:00-11:30

(30分毎）
11:30-13:00

(30分毎）
来場 要 あり 各回90分

神戸海星女子学院大学 10:00 15:30 来場 要 あり

神戸女学院大学 未定 未定 未定 未定 未定

園田学園女子大学 10:00 15:00 来場 要 あり 申込予約期間：7/1（水）～7/24（土）17:00

園田学園女子大学短期大学部 10:00 15:00 来場 要 あり 申込予約期間：7/1（水）～7/24（土）17:00

12:00 17:00 来場 要 あり 申込〆切：～7/24（土）12:00

10:00 13:00 Web 要 あり 申込〆切：～7/24（土）12:00

7/30～ 金 兵庫県立大学 未定 未定 Web 未定 あり 環境人間学部　特設サイト公開・動画配信開始

聖和短期大学 10:00 15:00 来場 要 あり

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

7月下旬～ 神戸大学 未定 未定 Web 要&不要 あり 学部別開催：～3月までWeb公開

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

9:30 12:30 来場 要 あり 申込期間：6/18-7/30

14:00 17:00 来場 要 あり 申込期間：6/18-7/30

神戸医療福祉大学
10:00-11:30

(30分毎）
11:30-13:00

(30分毎）
来場 要 あり 各回90分

神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

神戸松蔭女子学院大学 12:30 16:00 来場 要 あり 受付期間：7/5-7/27　AO入試学科面談のみオンライン可

神戸女学院大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸親和女子大学 10:00 15:00 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸薬科大学 未定 未定 未定 要 未定 申込予約開始：7/5 17:00

頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定 ミニオープンキャンパス

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

未定 未定 来場 要 あり

未定 未定 来場 要 あり

大手前大学 10:00 17:00 来場 要 あり 学部ごとに開催時間が異なります

大手前短期大学 10:00 16:00 来場 要 あり 2部制

12:00 17:00 来場 要 あり 西宮上ヶ原キャンパス　申込開始7/1～

10:00 16:00 Web 要 あり 申込開始7/1～

10:00 13:00 来場 要 あり

14:00 17:00 来場 要 あり

神戸医療福祉大学 10:30 未定 Web 要 あり

神戸海星女子学院大学 10:00 15:30 来場 要 あり

神戸市看護大学 9:30 16:00 来場 要 あり ３部制（9:30/11:30/13:30)

神戸女子大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸女子短期大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸常盤大学 未定 未定 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸常盤大学短期大学部 未定 未定 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸薬科大学 未定 未定 未定 要 未定 申込予約開始：7/5 17:00

宝塚医療大学 11:00 16:00 未定 要 あり

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

12:00 17:00 来場 要 あり 申込〆切：～8/6（金）12:00

10:00 13:00 Web 要 あり 申込〆切：～8/6（金）12:00

兵庫大学短期大学部

明石工業高等専門学校

関西学院大学

甲南女子大学

姫路獨協大学

兵庫大学

兵庫大学短期大学部

流通科学大学

姫路獨協大学

甲南大学

兵庫大学

8/7 土

7/31 土

8/1 日

7/18 日

7/22 木

7/24 土

7/25 日

http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
https://www.hyogo-u.ac.jp/admission/education/opencampus.php
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.at-hyogo.jp/admission/guidance.html
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://kobe-college.jp/events/open/
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/seiwa_j_college_017484.html
https://himedai.net/open-campus.html
http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/event_opencampus/opencampus/index.html
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
https://ch.konan-u.ac.jp/event/open-campus/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.shoin.ac.jp/plus_s/opencampus/
https://kobe-college.jp/events/open/
https://oide.kobe-shinwa.ac.jp/event/opencampus/
https://www.kobepharma-u.ac.jp/exam/applicant/event/open_campus.html
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://www.kwansei.ac.jp/admissions/event_web/opencampus
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.kobe-ccn.ac.jp/7762/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
https://www.kobepharma-u.ac.jp/exam/applicant/event/open_campus.html
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
https://himedai.net/open-campus.html
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html
https://www.kwansei.ac.jp/admissions/event_web/opencampus
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
https://ch.konan-u.ac.jp/event/open-campus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/


兵庫県立大学 10:00 15:00 Web 要 あり 国際商経学部・社会情報科学部（学部別開催）

未定 未定 来場 要 あり

未定 未定 来場 要 あり

大手前大学 10:00 17:00 来場 要 あり 学部ごとに開催時間が異なります

大手前短期大学 10:00 16:00 来場 要 あり 2部制

12:00 17:00 来場 要 あり 西宮上ヶ原キャンパス　申込開始7/1～

10:00 16:00 Web 要 あり 申込開始7/1～

10:00 13:00 来場 要 あり

14:00 17:00 来場 要 あり

神戸学院大学 未定 未定 来場・Web 要 あり ポートアイランド第一キャンパス

10:00 12:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

14:00 16:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸市看護大学 9:30 16:00 来場 要 あり ３部制（9:30/11:30/13:30)

神戸女子大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸女子短期大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸薬科大学 未定 未定 未定 要 未定 申込予約開始：7/5 17:00

宝塚医療大学 11:00 16:00 未定 要 あり

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

兵庫県立大学 10:00 15:00 Web 要 あり 国際商経学部・社会情報科学部（学部別開催）

聖和短期大学 10:00 15:00 来場 要 あり

神戸学院大学 未定 未定 来場・Web 要 あり ポートアイランド第一キャンパス

頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定

8/10 火 兵庫県立大学 未定 未定 未定 未定 あり 看護学部（学部別開催）

8/10-8/31 神戸市外国語大学 未定 未定 Web 未定 あり オンデマンド動画視聴型

芦屋大学 10:00 13:00 未定 未定 あり

関西学院大学 10:00 15:00 来場 要 あり 神戸三田キャンパス　申込開始7/1～

兵庫県立大学 未定 未定 未定 未定 あり 看護学部（学部別開催）

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

園田学園女子大学 10:00 15:00 来場 要 あり 申込予約期間：7/26（月）〜8/13（金）17:00

園田学園女子大学短期大学部 10:00 15:00 来場 要 あり 申込予約期間：7/26（月）〜8/13（金）17:00

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

神戸海星女子学院大学 10:00 15:30 来場 要 あり

神戸市外国語大学 10:00 16:00 Web 要 あり 双方向型イベント

芦屋大学 10:00 13:00 未定 未定 あり

大手前大学 10:00 12:00 来場 要 あり さくら夙川キャンパスのみ

大手前短期大学 10:00 12:00 来場 要 あり

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

10:00 12:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

14:00 16:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸市外国語大学 10:00 16:00 Web 要 あり 双方向型イベント

神戸女子大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸女子短期大学 未定 未定 未定 未定 未定

兵庫県立大学 午前 午後 Web 要 あり オンライン相談会　申し込み期間7/30-8/20  午前、午後の２回

流通科学大学 未定 未定 来場 要 あり

大手前大学 10:00 12:00 来場 要 あり

大手前短期大学 10:00 12:00 来場 要 あり

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

神戸医療福祉大学
10:00-11:30

(30分毎）
11:30-13:00

(30分毎）
来場 要 あり 各回90分

神戸海星女子学院大学 10:00 15:30 来場 要 あり

神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

神戸松蔭女子学院大学 12:30 16:00 来場 要 あり 受付期間：7/26-8/17　AO入試学科面談のみオンライン可

神戸親和女子大学 10:00 15:00 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

宝塚医療大学 11:00 16:00 未定 要 あり

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

12:00 17:00 来場 要 あり 申込〆切：～8/21（土）12:00

10:00 13:00 Web 要 あり 申込〆切：～8/21（土）12:00

流通科学大学 未定 未定 来場 要 あり

姫路獨協大学

関西学院大学

甲南女子大学

神戸国際大学

兵庫大学

兵庫大学短期大学部

神戸国際大学

明石工業高等専門学校

8/21 土

8/22 日

8/11 水

8/14 土

8/15 日

8/7 土

8/8 日

8/9 月

https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/opencampus/index.html
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://www.kwansei.ac.jp/admissions/event_web/opencampus
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobegakuin.ac.jp/admission/02events/open_campus2021.html
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-ccn.ac.jp/7762/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.kobepharma-u.ac.jp/exam/applicant/event/open_campus.html
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/opencampus/index.html
https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/seiwa_j_college_017484.html
https://www.kobegakuin.ac.jp/admission/02events/open_campus2021.html
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/opencampus/index.html
https://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/event/index.html
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
https://www.kwansei.ac.jp/admissions/event_web/opencampus
https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/opencampus/index.html
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/event/index.html
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/event/index.html
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.shoin.ac.jp/plus_s/opencampus/
https://oide.kobe-shinwa.ac.jp/event/opencampus/
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
https://himedai.net/open-campus.html
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
https://www.kwansei.ac.jp/admissions/event_web/opencampus
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html


関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸学院大学 未定 未定 来場・Web 要 あり 有瀬キャンパス

芦屋大学 10:00 13:00 未定 未定 あり

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸医療福祉大学 10:30 未定 Web 要 あり

神戸海星女子学院大学 10:00 15:30 来場 要 あり

神戸学院大学 未定 未定 来場・Web 要 あり 有瀬キャンパス

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定 ミニオープンキャンパス

関西福祉大学 13:00 16:00 来場 要 あり

10:00 13:00 来場 要 あり

14:00 17:00 来場 要 あり

10:00 12:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

14:00 16:30 来場 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸松蔭女子学院大学 12:30 16:00 来場 要 あり 受付期間：8/9-8/31　AO入試学科面談のみオンライン可

神戸女子大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸女子短期大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸常盤大学 未定 未定 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸常盤大学短期大学部 未定 未定 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

12:00 17:00 来場 要 あり 申込〆切：～9/10（金）12:00

10:00 13:00 Web 要 あり 申込〆切：～9/10（金）12:00

神戸学院大学 未定 未定 来場・Web 要 あり ポートアイランド第一キャンパス

神戸常盤大学 未定 未定 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸常盤大学短期大学部 未定 未定 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

宝塚医療大学 11:00 16:00 未定 要 あり

姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

10:00 13:00 来場 要 あり Web参加型毎日開催

13:30 16:30 来場 要 あり Web参加型毎日開催

芸術文化観光専門職大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸親和女子大学 10:00 15:00 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

芸術文化観光専門職大学 未定 未定 未定 未定 未定

9/20 月 神戸女学院大学 未定 未定 未定 未定 未定

芦屋大学 10:00 13:00 未定 未定 あり

園田学園女子大学 10:00 13:00 未定 未定 未定

園田学園女子大学短期大学部 10:00 13:00 未定 未定 未定

9/24-3/31 兵庫県立大学 未定 未定 Web 未定 あり 工学部（学部別開催）：～3/31までWEB開催

聖和短期大学 10:00 15:00 来場 要 あり

神戸海星女子学院大学 13:00 16:00 来場 要 あり

流通科学大学 未定 未定 来場 要 あり

大手前大学 未定 未定 来場 要 あり

大手前短期大学 未定 未定 来場 要 あり

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

甲南大学 未定 未定 未定 未定 未定

10/10 日 神戸市外国語大学 10:00 14:00 来場 要 あり 申込受付開始：9/1 AM8:30・申込〆切：10/5

未定 未定 来場 要 あり

未定 未定 来場 要 あり

10/24 日 神戸海星女子学院大学 11:00 14:30 来場 要 あり

芦屋大学 10:00 13:00 未定 未定 あり

神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

宝塚医療大学 未定 未定 未定 要 未定

11/23 火 芦屋大学 10:00 13:00 未定 未定 あり

12/4 土 甲南女子大学 13:00 17:00 来場 要 あり

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸海星女子学院大学 13:00 16:00 来場 要 あり

神戸女学院大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸親和女子大学 10:00 15:00 未定 未定 未定 Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

兵庫大学

兵庫大学短期大学部

明石工業高等専門学校

兵庫大学

兵庫大学短期大学部

甲南女子大学

神戸国際大学

姫路獨協大学

10/16 土

10/31 日

12/12 日

9/23 木

9/25 土

9/26 日

9/11 土

9/12 日

9/19 日

8/29 日

9/4 土

9/5 日

8/28 土

https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
https://www.kobegakuin.ac.jp/admission/02events/open_campus2021.html
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
http://www.kinwu.ac.jp/oc/himeji.html?pid=26944
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.kobegakuin.ac.jp/admission/02events/open_campus2021.html
https://himedai.net/open-campus.html
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
https://tsunagaru-kusw.jp/oc/
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.shoin.ac.jp/plus_s/opencampus/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/
https://www.kobegakuin.ac.jp/admission/02events/open_campus2021.html
https://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/weboc/
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
https://himedai.net/open-campus.html
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
https://www.at-hyogo.jp/admission/guidance.html
https://oide.kobe-shinwa.ac.jp/event/opencampus/
https://www.at-hyogo.jp/admission/guidance.html
https://kobe-college.jp/events/open/
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/opencampus/index.html
https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/seiwa_j_college_017484.html
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.umds.ac.jp/admission/open-campus
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/university/
https://www.otemae.ac.jp/opencampus/college/
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
https://ch.konan-u.ac.jp/event/open-campus/
https://www.kobe-cufs.ac.jp/admissions/event/index.html
http://www.akashi.ac.jp/admissions/briefing/opencampus.html
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
https://www.ashiya-u.ac.jp/opencampus2021/
http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://kobe-college.jp/events/open/
https://oide.kobe-shinwa.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
http://juken.hyogo-dai.ac.jp/event/opencampus/
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http://www.konan-wu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.kobe-kiu.ac.jp/admission/opencampus/
https://www.himeji-du.ac.jp/opencampus/2019/


12/16 木 神戸海星女子学院大学 16:00 17:00 来場 要 あり

12/18 土 聖和短期大学 12:00 17:00 来場 要 あり

神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

宝塚医療大学 未定 未定 未定 要 未定

園田学園女子大学 13:00 16:00 未定 未定 未定

園田学園女子大学短期大学部 13:00 16:00 未定 未定 未定

1/30 日 神戸海星女子学院大学 13:00 16:00 来場 要 あり

2/12 土 神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

2/13 日 神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

3/12 土 頌栄短期大学 未定 未定 未定 要 未定

聖和短期大学 10:00 15:00 来場 要 あり

神戸海星女子学院大学 13:00 16:00 来場 要 あり

3/19 土 姫路大学 10:00 13:00 来場 要 あり

関西国際大学 未定 未定 来場・Web 要 あり Web型（オンデマンド）オープンキャンパスあり

神戸女学院大学 未定 未定 未定 未定 未定

神戸女子大学 未定 未定 未定 未定 未定

3/26 土 神戸芸術工科大学 未定 未定 来場 要 あり

3/27 日 神戸松蔭女子学院大学 12:30 16:00 来場 要 あり

3/20 日

12/19 日

12/25 土

3/19 土

https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/seiwa_j_college_017484.html
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.tumh.ac.jp/opencampus/
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.sonoda-u.ac.jp/sonodanavi/oc/index.html
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
http://www.glory-shoei.ac.jp/tandai/admission/opencampus/
https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/seiwa_j_college_017484.html
https://www.kaisei.ac.jp/exams/opencampus
https://himedai.net/open-campus.html
https://www.kuins.ac.jp/admission_/virtualoc.html
https://kobe-college.jp/events/open/
https://www.smile-navi-web.com/event/opencampus/2021/
https://gogo.kobe-du.ac.jp/kobe-du-oc/
https://www.shoin.ac.jp/plus_s/opencampus/

