
Open Campus Schedule

地域人材創出部会
県内進学促進ワーキンググループ
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人文・社会系 理工・情報系 生物・医看系

■４日（土）…東九州短期大学

■1８日（土）…日本文理大学 ■1８日（土）…日本文理大学

※国際総合学科
　情報コミュニケーション学科

■1８日（土）…大分県立芸術文化短期大学

※情報コミュニケーション学科

■1８日（土）…大分県立
　芸術文化短期大学

※美術科・音楽科
■１９日（日）…大分県立芸術文化短期大学

※新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、オープンキャンパスの日程や内容が変更になる可能性があります。

また、オープンキャンパスに参加できる学年を制限している場合があります。詳しくは各学校のWebサイトでご確認ください。

オンラインでのオープンキャンパスなどスケジュール未定のものはWebサイトで最新情報をご確認ください。

大分県オープンキャンパスガイド

■■18日（日）

■11日（日）

…別府大学
　別府大学短期大学部

…放送大学

■■18日（日）…別府大学
　別府大学短期大学部

■18日（日）…別府溝部学園短期大学
■18日（日）…別府溝部学園短期大学
■18日（日）…大分短期大学

■18日（日）…大分県立看護科学大学（WEB）

■18日（日）…東九州短期大学

※美術科・音楽科

※経済学部・福祉健康科学部

※教育学部 ※理工学部

■23日（金・祝）…大分県立芸術文化短期大学

※国際総合学科
　情報コミュニケーション学科

■22日（木・祝）…大分県立芸術文化短期大学

※情報コミュニケーション学科

■22日（木・祝）…大分県立
　芸術文化短期大学

■31日（土）…大分大学

※医学部■１1日（水）…大分大学

■25日（日）…日本文理大学 ■25日（日）…日本文理大学

■３１日（土）…大分大学

■■21日（土）…別府大学
　別府大学短期大学部

■■21日（土）…別府大学
　別府大学短期大学部

■29日（日）…大分短期大学

■未定 …大分短期大学

■7日（土）…日本文理大学 ■7日（土）…日本文理大学

■22日（日）…日本文理大学 ■22日（日）…日本文理大学

■４日（土）…大分工業高等専門学校

■22日（日）…放送大学

■５日（日）…放送大学

■９日（日）…放送大学

■20日（日）…放送大学

■6日（日）…放送大学

■１日（日）…大分大学
※福祉健康科学部

■１日（日）…大分大学

■１日（日）…別府溝部学園短期大学 ■１日（日）…別府溝部学園短期大学

■５日（日）…別府溝部学園短期大学
■５日（日）…別府溝部学園短期大学

■１１日（土）…別府溝部学園短期大学 ■１１日（土）…別府溝部学園短期大学

■１６日（日）…別府溝部学園短期大学

■６日（日）…別府溝部学園短期大学

■６日（日）…別府溝部学園短期大学

■１６日（日）…別府溝部学園短期大学

■６日（日）…別府溝部学園短期大学

■６日（日）…別府溝部学園短期大学

■3日（火）…東九州短期大学

 大分県下大学群12校 
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…国公立大学…国公立大学 …私立大学

…私立短期大学…私立短期大学 …国立高等専門学校
…公立短期大学

大分県立芸術文化短期大学
別府大学短期大学部
別府溝部学園短期大学
大分短期大学
東九州短期大学
大分工業高等専門学校

大分大学
大分県立看護科学大学
日本文理大学
別府大学
立命館アジア太平洋大学
放送大学大分学習センター
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■17日（土）…立命館アジア太平洋大学

■18日（日）…立命館アジア太平洋大学

■31日（日）…立命館アジア太平洋大学

発行

企画・制作

おおいた地域連携プラットフォーム
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オープン
キャンパス
サイト大分県立看護科学大学

〒870-1201
大分市大字廻栖野2944番地-9
TEL.097-586-4300

openc＠oita-nhs.ac.jp
https://www.oita-nhs.ac.jp/
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オープンキャンパス事前予約 必要

今年はLIVEでWebオープンキャンパスを開催しま
す。合格体験談や在校生メッセージなど生の声が聴
けます！特設ページで大学施設案内や、学部生・大
学院生のインタビューなど学生生活の様子がよく分
かる動画も配信！Webオープンキャンパスの様子は
後日配信も行います。

オープンキャンパスの見どころ！

■看護学部　看護学科

学部（学科・コース）紹介

1
オープン
キャンパス
サイト大分大学

〒870-1192
大分市大字旦野原７００番地
TEL.097-554-7006

nyusiss@oita-u.ac.jp
https://www.oita-u.ac.jp/

オープンキャンパス事前予約 必要

教育内容や入試、卒業後の進路といった各学部・学
科（コース）の紹介に加えて、教室や実験、実習室の
見学など、大分大学でのキャンパスライフを体験でき
ます。詳細や事前申し込み方法など、決まり次第オー
プンキャンパスサイトにてお知らせします。

■教育学部
学校教育教員養成課程
● 初等中等教育コース
● 特別支援教育コース

■医学部
医学科
看護学科

■理工学部
創生工学科
● 機械コース
● 電気電子コース
● 福祉メカトロニクスコース
● 建築学コース
共創理工学科
● 数理科学コース ● 知能情報システムコース
● 自然科学コース ● 応用化学コース

■経済学部
経済学科
経営システム学科
地域システム学科
社会イノベーション学科

■福祉健康科学部
福祉健康科学科
● 理学療法コース
● 社会福祉実践コース
● 心理学コース

オープンキャンパスの見どころ！

学部（学科・コース）紹介

日本文理大学
〒870-0397
大分市一木1727
TEL.0120-097-593

nyuusi@nbu.ac.jp
https://juken.nbu.ac.jp/
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オープンキャンパス事前予約 必要
オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 有り

67
オープン
キャンパス
サイト大分県立

芸術文化短期大学
〒870-0833
大分市上野丘東1-11
TEL.097-545-0542（代表）

nyushi@oita-pjc.ac.jp
https://www.oita-pjc.ac.jp/

オープンキャンパス事前予約 必要

芸文短大の魅力をギュギュッと凝縮！今年もオンライ
ンにてミニコンサートやミニ講義など、実際のキャンパ
スライフを体験できる多彩なプログラムを用意してい
ます。各学科の取り組みなど直接質問するチャンスで
す！みなさんのご参加をお待ちしています。

オープンキャンパスの見どころ！

学科・コース紹介

■美術科
美術専攻
デザイン専攻

■音楽科
● 声楽コース
● ピアノコース
● 管弦打コース
● 音楽総合コース

■国際総合学科
● 国際コミュニケーションコース
● 観光マネジメントコース
● 現代キャリアコース

■情報コミュニケーション学科
● 心理スポーツコース
● 地域ビジネスコース
● 情報メディアコース

■専攻科 造形専攻
● 美術コース
● ビジュアルデザインコース
● メディアデザインコース

● プロダクトデザインコース
● グラフィックアートコース

■専攻科 音楽専攻
● 声楽コース
● ピアノコース
● 管弦打コース

● 指揮コース
● 理論コース
● 作曲コース

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 有り

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 検討中

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施

各学科の見学や体験、入試のアドバイス、個別相談
コーナーなど内容充実。講義内容からキャンパスライ
フまでＮＢＵのすべてがチェックできます！過去問題集
配布、学食ランチ体験、無料送迎などの嬉しい特典
もあります。来て、見て、食べて体感してください！

オープンキャンパスの見どころ！

■工学部
建築学科  情報メディア学科
機械電気工学科
航空宇宙工学科

■経営経済学部
経営経済学科
● 地域マネジメントコース
● ビジネスソリューションコース

● 会計ファイナンスコース
● スポーツビジネスコース
● こども・福祉マネジメントコース

学部（学科・コース）紹介

オープン
キャンパス
サイト

未定

大分短期大学
〒８７０-８６５８
大分市千代町３丁目３-８
TEL.097-540-6509(直通）

ojc@oitatandai.ac.jp
https://www.oitatandai.ac.jp

オープンキャンパス事前予約 不要

体に食（物）を、心に植（物）を、手に職（術）を。野菜、
作物、果樹、園芸療法、フラワー、造園の体験を通じ
て園芸の世界をちょっと覗いてみませんか。園芸の魅
力を伝えます。在校生との交流もあり、学校生活のこ
とも詳しく聞けますよ。駐車場も用意しています。

オープンキャンパスの見どころ！

■園芸科

学科・コース紹介

5 立命館アジア太平洋大学
〒874-8577
別府市十文字原1-1
TEL.0977-78-1120

apumate@apu.ac.jp
https://www.apumate.net/

オープンキャンパス事前予約 必要

沢山の学生企画が特徴的なAPUのオープンキャ
ンパス。世界中で活躍する卒業生インタビューや
在学生のAPUライフなど魅力的な企画が満載。
世界95ヵ国・地域から集まる多文化なＡＰＵを体
験できること間違いなし！ＡＰＵのオープンキャンパ
スで君もAPU生になってみよう！

オープンキャンパスの見どころ！

■アジア太平洋学部
● 環境・開発
● 観光学

● 国際関係
● 文化・社会・メディア

■国際経営学部
● 会計・ファイナンス
● マーケティング

● 経営戦略と組織
● イノベーション・経済学

学部（学科・コース）紹介
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オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 検討中

オープン
キャンパス
サイト別府溝部学園短期大学

〒874-8567
別府市亀川中央町29-10
TEL.0977-66-0224

mkikitai@bm.mizobe.ac.jp
http://www.mizobe.ac.jp

オープンキャンパス事前予約 不要

各学科・コースに分かれて、それぞれの特徴につい
て詳しくご説明いたします。また、特色のある模擬授
業も用意しております。入試の説明や対策、学園行
事、クラブ活動、就職のことなど、個別相談も可能で
す。お友だちと一緒に、ご参加ください。

オープンキャンパスの見どころ！

■ライフデザイン総合学科
● ファッションブライダルコース
● グラフィックデザインコース
● 医療事務コース

● ビジネス・観光コース（留学生）
● 日本語コース（留学生）

■食物栄養学科
● 保育健康コース
● 医事健康コース
● 温泉コンシェルジュコース

■幼児教育学科 ■介護福祉学科

学科・コース紹介

東九州短期大学
〒871-0014
中津市大字一ツ松211番地
TEL.0979-22-2425

ssc@higashikyusyu.ac.jp
https://www.higashikyusyu.ac.jp/

オープンキャンパス事前予約 不要

本学のオープンキャンパスは、体験授業や学内見学を
はじめ、入試説明や進学相談、教員や在学生とのフ
リートークなど、進学に関する情報が盛りだくさん。高校
３年生だけでなく、1・2年生、社会人、保護者の方のご
参加もお待ちしています。

オープンキャンパスの見どころ！

■幼児教育学科

学科・コース紹介

オープン
キャンパス
サイト

別府大学
別府大学短期大学部

〒874-8501
別府市北石垣82
TEL.0977-66-9666（直）

nyushi@nm.beppu-u.ac.jp
https://www.beppu-u.ac.jp/
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オープンキャンパス事前予約 必要

各学科の模擬授業やワークショップ、キャンパスツ
アー、入試相談コーナー、学生生活相談コーナー、保
護者対象説明会など盛りだくさんの企画を準備して
います。本学のキャンパスライフを体験できる機会と
なりますので、たくさんの方の参加をお待ちしています！

オープンキャンパスの見どころ！

別府大学 別府大学短期大学部

■文学部
国際言語・文化学科
史学・文化財学科
人間関係学科

■国際経営学部
国際経営学科

■食物栄養科学部
食物栄養学科
発酵食品学科

■食物栄養科
■初等教育科

学部（学科・コース）紹介

オープン
キャンパス
サイト独立行政法人国立高等専門学校機構

大分工業高等専門学校
〒870-0152
大分市大字牧１６６６番地
TEL.097-552-6075

somu@oita-ct.ac.jp
https://www.oita-ct.ac.jp/

オープンキャンパス事前予約 必要

各学科紹介、模擬授業、学寮紹介、学内見学、入試
説明会など「大分高専」がまるごと体験できる１日で
す。今年は中学生を対象としますので、詳細や事前
申込方法など，決まり次第ホームページ及び各中学
校へお知らせします。

オープンキャンパスの見どころ！

■機械工学科　■電気電子工学科　■情報工学科　■都市・環境工学科
■専攻科 機械・環境システム工学専攻　■専攻科 電気電子情報工学専攻

学科・コース紹介

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 有り

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 有り

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 有り

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 未定

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 未定

6 放送大学 大分学習センター
〒874-8501
別府市北石垣82
別府大学別府キャンパス39号館2階
TEL.0977-67-1191

oita@f.ouj.ac.jp
オープンキャンパス事前予約 必要

大学卒業資格を取得したい、資格を取得したい、知識を深
めたい、学ぶ意欲を持つ15歳以上の人なら誰でも入学でき
ます。インターネットやBSデジタル放送で授業を受講できる
国内最大の通信制大学です。電話相談・個別相談は随時
受付中です。お気軽にご参加ください。

オープンキャンパスの見どころ！

■教育学部
● 生活と福祉  ● 心理と教育  ● 社会と産業  ● 人間と文化  ● 情報  ● 自然と環境

学部（学科・コース）紹介

オンラインでのオープンキャンパス・相談会の実施 検討中

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/oita/

オープン
キャンパス
サイト

※当日参加もOK

OPEN CAMPUS GUIDE 2021
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