平成２８年度大学コンソーシアム熊本
加盟高等教育機関

☆中九州短期大学☆
オープンキャンパス名
第１回 オープンキャンパス

日時など
2016 年

保存版！

７月 ２日（土）１０：００～
（受付 9:30）

第２回 オープンキャンパス

2016 年

オープンキャンパス日程一覧

７月２３日（土）１０：００～
（受付 9:30）

第３回 オープンキャンパス

第４回 オープンキャンパス

2016 年

８月 20 日（土）１０：００～
（受付 9:30）

2016 年

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

９月１７日（土）１０：００～
（受付 9:30）

http://www.nkjc.jp/

☆平成音楽大学☆
オープンキャンパス名

日時など

第１回 オープンキャンパス

2016 年 ７月１０日（日）１４：００～（予定）
※熊本市キャンパスの「サテライトステージ」で開催

第２回 オープンキャンパス

2016 年 ８月 ７日（日）１４：００～（予定）
※熊本市キャンパスの「サテライトステージ」で開催

第３回 オープンキャンパス

☆九州看護福祉大学
☆九州ルーテル学院大学
☆熊本学園大学
☆熊本県立技術短期大学校
☆熊本県立大学
☆熊本高等専門学校
☆熊本大学

☆熊本保健科学大学
☆尚絅大学・尚絅大学短期大学部
☆崇城大学
☆東海大学九州キャンパス
☆中九州短期大学
☆平成音楽大学
☆放送大学熊本学習センター

熊 本 で 学 ぼ う ！ 学 園 都 市 く ま も と
詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

2016 年 ９月１１日（日）１４：００～（予定）
※熊本市キャンパスの「サテライトステージ」で開催

☆九州看護福祉大学☆

http://www.heisei-music.ac.jp/open-c.html

オープンキャンパス名

☆放送大学熊本学習センター☆
オープンキャンパス名

日時など

第２回 オープンキャンパス

2016 年 7 月 10 日（日）１５：２０～
公開講演会実施後、開催。

第３回 オープンキャンパス

2016 年 8 月 7 日（日）１５：２０～
公開講演会実施後、開催。

第４回 オープンキャンパス

2016 年

第１回 オープンキャンパス

2016 年 8 月 7 日（日）10:00〜15:00

第２回 オープンキャンパス

2016 年 8 月 20 日（土）10:00〜15:00

進路発見ガイダンス

2016 年 9 月 11 日（日）13:00 〜 17:00

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

http://www.kyushu-ns.ac.jp/admissions/opencampus.html

９月１１日（日）１５：２０～
公開講演会実施後、開催

第５回 オープンキャンパス

201７年 ２月 ５日（日）１５：２０～
学習成果報告会実施後、開催。

第6回

2017 年 ３月 ５日（日）１５：２０～
公開講演会実施後、開催。

オープンキャンパス

日時など

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

オープンキャンパス名

http://www.sc.ouj.ac.jp/center/kumamoto/about/open.html

☆学生の学生による中高生のための

☆九州ルーテル学院大学☆

第１回 オープンキャンパス

開催決定！！☆

第２回 オープンキャンパス

第３回 オープンキャンパス

第４回 オープンキャンパス

ゆかいな大学生たちのステージやオモシロ企画が盛りだくさん！！
ぜひ、遊びに来てください💛

日時など
2016 年

７月２３日（土）13:00～16:00
（12:00～受付）

2016 年

８月 6 日（土）13:00～16:00
（12:00～受付）

2016 年

９月 17 日（土）13:00～16:00
（12:00～受付）

2016 年１１月

３日（木）11:00～15:00
学園祭同時開催

http://www.klc.ac.jp/admission/opencampus.html

詳細はこちら↑

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

☆熊本学園大学☆

☆熊本保健科学大学☆

オープンキャンパス名

日時など

オープンキャンパス名

日時など

第１回 オープンキャンパス

2016 年

７月３１日（日）１０：００～１５：００

第１回 オープンキャンパス

2016 年

７月２４日（日）１０：００～１５：００

第２回 オープンキャンパス

2016 年

８月２３日（火）１０：００～１５：００

第２回 オープンキャンパス

2016 年

８月２１日（日）１０：００～１５：００

第３回 オープンキャンパス

2016 年１０月

チャレンジ熊保大！推薦入試対策講座

2016 年

８月２８日（日）１０：００～１５：１５

チャレンジ熊保大！一般入試対策講座

2016 年１２月１１日（日）１０：００～１６：４５

１日（土）１３：００～１６：００

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

http://www.kumagaku.ac.jp/nyugaku/open_campus/index

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/prospectus/gaiyou-5.html

☆熊本県立技術短期大学校☆
オープンキャンパス名

日時など

第１回 オープンキャンパス

2016 年

７月 30 日（土）１３：００～１7；００

第２回 オープンキャンパス

2016 年

７月 31 日（日）１３：００～１７：００

第３回 オープンキャンパス

2016 年１0 月 30 日（日）１０：００～１６：００
学園祭同時開催

☆尚絅大学・尚絅大学短期大学部☆
オープンキャンパス名

http://www.kumamoto-pct.ac.jp/

７月２３日（土）９：３０～１６：００
7 月２４日（日）９：３０～１６：００

第２回 オープンキャンパス

2016 年

８月

第３回 オープンキャンパス
（進学相談会）

2016 年１１月 2０日（日）１０：００～
学園祭同時開催

６日（土）９：３０～１６：００
詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

http://www.shokei-gakuen.ac.jp/univ/nyushi/oc

☆熊本県立大学☆
オープンキャンパス名

日時など

第１回 オープンキャンパス
（文学部・環境共生学部）

2016 年

７月 17 日（日） 10:00～15:30

第２回 オープンキャンパス
（総合管理学部）

2016 年

７月 24 日（日） 10:00～15:00

☆崇城大学☆
詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/nyusi/university/information/opencampus/opencampus_index.htm

☆熊本高等専門学校☆
オープンキャンパス名

2016 年

第１回 オープンキャンパス
詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

日時など

日時など

第１回 オープンキャンパス

2016 年１０月１日（土） 熊本キャンパス

第２回 オープンキャンパス

2016 年１０月２日（日） 八代キャンパス

第３回 オープンキャンパス

2016 年１０月２９日（土）・３０日（日）
八代キャンパス 学園祭同時開催

http://www.kumamoto-nct.ac.jp/entrance/opencampus.html

オープンキャンパス名

日時など

第１回 オープンキャンパス

2016 年

７月 24 日（日）9:30～15:00

第２回 オープンキャンパス

2016 年

８月 21 日（日）9:30～15:00

第１回 入試対策講座
（推薦入試対策）

2016 年

１１月３日（木・祝）時間調整中（要予約）

第２回 入試対策講座
（一般入試対策）

2016 年１２月 18 日（日）時間調整中（要予約）

http://www.sojo-u.ac.jp/nyushi/opencampus/

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

☆東海大学九州キャンパス☆
オープンキャンパス名

☆熊本大学☆
熊本大学「オープンキャンパス 2016」は、平成 28 年熊本地震にともない、
予定していた全ての日程を中止することを決定いたしました。
http://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/daigakuannai/open_campus

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

航空操縦学専攻説明会（熊本キャンパス）

日時など
2016 年

７月 30 日（土）13:00～15：30（要予約）
※会場については、変更の可能性があります。

熊本地震の状況を踏まえ、検討を行っています。
今後の予定につきましては、随時公式サイトでお知らせします。
http://www.u-tokai-trueblue.jp/opencampus/

詳細はこちらから↑
スマホやケータイからチェック

