
令和5（2023）年度オープンキャンパス日程一覧
令和5年4月13日現在

※ 大学別にオープンキャンパスの日程を掲載しています。開催時間未定の場合、時間は未記載。 大学コンソーシアム岡山

開催日時※ 開催場所 URL 備 考

国
立
大
学

岡山大学
来学方式：2023.8.5（土），6（日），8（火），9（水），10（木）
オンデマンド方式：2023.7月下旬～2024.3.31
ライブ配信方式：未定

[津島キャンパス]
岡山県岡山市北区津島中1-1-1

[鹿田キャンパス]
岡山県岡山市l北区鹿田町2-5-1

https://www.okayama-
u.ac.jp/tp/admission/index.h
tml

詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

岡山県立大学 2023.7.15(土)，7.16(日) 岡山県総社市窪木111 https://www.oka-pu.ac.jp/

新見公立大学 NiU 2023.7.17(月・祝)，8.6(日)，8.20(日) 岡山県新見市西方1263-2 https://www.niimi-u.ac.jp/

岡山医療専門職大学

2023.4.23(日)，5.14(日)，7.29(土), 8.20(日)，9.9(土)，12.16(土)，
2024.3.24(日)
【10:00～13:00】

2023.6.17(土)，7.22(土)
【10:00～13:00/13:30～16:30】

岡山県岡山市北区大供3-2-18 https://opu.ac.jp/
詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

岡山学院大学

2023.5.28（日）→【10:00-12:00】※岡山学院大学単独開催
2023.7.8（土）→【10:00-12:00/13:00-15:00】
2023.6.11（日），7.23（日），8.27（日），9.24（日）→【10：00-15：00】
2023.5.27（土），8.5（土）→【オンライン】

岡山県倉敷市有城787 https://owc.ac.jp/
無料送迎バス運行。
詳しくは左記ページをご覧く
ださい。

岡山商科大学

来学型：2023.5.20(土），6.24（土），7.23（日），8.26（土），9.24（日），
            2023.10.14（土）
Web型：2023.8.4（金）

開催日時、イベントの内容についての詳細は、本学ホームページ
（https://www.osu.ac.jp/）でご確認ください。

岡山県岡山市北区津島京町2丁目10-1 https://www.osu.ac.jp/
事前予約制。
詳細は本学ホームページに
てご確認ください。
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開催日時※ 開催場所 URL 備 考大学 ・ 短期大学・学校名

岡山理科大学

[岡山キャンパス]
2023.6.25（日），7.29（土），7.30（日），8.27（日）2024.3.23（土）

［今治キャンパス］
2023.6.11（日），729（土），7.30（日），2024.3.10（日)

[岡山キャンパス]
岡山県岡山市北区理大町1-1

[今治キャンパス]
愛媛県今治市いこいの丘1-3

https://www.ous.ac.jp/
詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

川崎医科大学 2023.8.19（土）9：30～17：00　二部制（事前予約制） 岡山県倉敷市松島577 https://m.kawasaki-m.ac.jp/
詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

川崎医療福祉大学
2023.6.18（日），7.23（日），10.21（土），22（日）10：00～15：00
2023.8.20（日）　10：00～15：00
2024.3.24（日）　10：00～15：00

岡山県倉敷市松島288 https://w.kawasaki-m.ac.jp/ 詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

ＩＰＵ・環太平洋大学
2023.3.19（日），5.21（日），6.18（日），7.16（日），8.5（土），8.6（日），
8.26（土），9.10（日）

環太平洋大学 第1キャンパス
岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721

https://ipu-
japan.ac.jp/exam/

※無料送迎バス運行
   (要予約）
※開催日によって内容は変
更します。詳しくは大学ホー
ムページをご覧ください。

吉備国際大学

2023.5.21（日） 13:00～15:30
2023.6.18（日） 13:00～15:30
2023.7.16（日） 11:00～15:30
2023.8.6（日） 11:00～15:30
2023.8.27（日） 11:00～15:30
2023.11.12（日） 13:00～15:30
2023.12.10（日） 13:00～15:30
2024.3.17（日） 13:00～15:30

［高梁キャンパス］
岡山県高梁市伊賀町8

［岡山キャンパス］
岡山県岡山市北区奥田西町5-5

［南あわじ志知キャンパス］
兵庫県南あわじ市志知佐礼尾370-1

http://kiui.jp/pc/opencampu
s/oc.html

※事前申し込みが必要
※無料送迎バスを運行
※詳しくは大学ホームペー
ジをご覧ください。

倉敷芸術科学大学

●2024年度オープンキャンパス日程
2023.521（日），2023.6.18（日），2023.7.22（土），2023.7.23（日），
2023.9.23（日），2024.3.17（日）

●個別見学7Days
2023.6.19（月）～6.25

岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地 https:www.kusa.ac.jp

・事前予約後に届いたQR
コードで受付ができます。
・新倉敷駅と本学間で無料
シャトルバスを運行（片道約
20分）します。

私
立
大
学
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開催日時※ 開催場所 URL 備 考大学 ・ 短期大学・学校名

くらしき作陽大学
2023.6.25（日），7.23（日），8.20（日），3.10（日）
13：00～16：00

岡山県倉敷市玉島長尾3515番地 http://www.ksu.ac.jp/
詳細や申込みについては
大学ホームページにてご確
認ください。

山陽学園大学
2023.5.27(土），6.17（土），7.17（月・祝），8.19（土），9.30(土)
2024.2.8（木），3.20(水・祝)

岡山県岡山市中区平井1-14-1 http://www.sguc.ac.jp/

事前申し込みが必要。
無料送迎バス運行。
詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

就実大学
2023.6.18（日）
2023.7.15（土），7.16（日），8.19（土），8.20（日）
2024.3.9（土）

岡山県岡山市中区西川原1-6-1
https://www.shujitsu.ac.jp/a
dmissions_site/

・事前申し込みで当日の受
付がスムーズに。
・JR岡山駅から一駅のJR西
川原・就実駅より徒歩1分。
・詳細はホームページで公
開します。

中国学園大学
開催時間はいずれも12:00～15:30
2023.4.23（日），2023.6.11（日），2023.6.18（日），2023.7.15（土），
2023.7.23（日），2023.8.20（日），2023.10.1（日），2024.3.24（日）

岡山県岡山市北区庭瀬83番地 https://www.cjc.ac.jp/

・WEBにて事前予約をして
いただくと当日の受付がス
ムーズです。
・庭瀬駅北口から無料送迎
バスを運行します。
・詳しくはホームページをご
覧ください。

ノートルダム
清心女子大学

決定次第、お知らせいたします

美作大学

受付開始はいずれも12：30～
2023.6.18（日）13：30～16：30
2023.7.22（土）13：30～16：30
2023.7.23（日）13：30～16：30
2023.8.20（日）13：30～16：30
2023.9.24（日）13：30～16：30

岡山県津山市北園町50 https://mimasaka.jp/

・LINEで簡単に申し込みい
ただけます。
・オープンキャンパスの詳細
は本学ホームページをご覧
ください。

私
立
大
学

3/5



開催日時※ 開催場所 URL 備 考大学 ・ 短期大学・学校名

倉敷市立短期大学

2023.6.11（日） 10:30～16:30
2023.7.23（日） 10:30～16:30
2023.8.27  (日） 10:30～16:30
2024.3.26（火） 10:30～16:30

岡山県倉敷市児島稗田町160番地
https://www.kurashiki-
cu.ac.jp/kcc/

岡山短期大学

2023.5.21（日）→【10:00-12:00】※岡山短期大学単独開催
2023.7.8（土）→【10:00-12:00/13:00-15:00】
2023.6.11（日），7.23（日），8.27（日），9.24（日）→【10：00-15：00】
2023.5.27（土），8.5（土）→【オンライン】

岡山県倉敷市有城787 https://owc.ac.jp/
無料送迎バス運行。詳しく
は左記ページをご覧くださ
い。

川崎医療短期大学

2023.5.13（土）13:00～16:00 【川崎医療短大岡山キャンパス】
2023.6.18（日） 10:00～15:00【３校合同】
2023.7.23（日） 10:00～15:00【３校合同】
2023.8.19（土）13:00～16:00 【川崎医療短大岡山キャンパス】
2023.10.21（土）10:00～15:00 【学園祭と同時開催】予定
2023.10.22（日）10:00～15:00 【学園祭と同時開催】予定
2024.3.24（日）10:00～15:00 【３校合同】

※３校合同は、本学と川崎医療福祉大学、川崎リハビリテーション
学院との共同開催で、川崎医療福祉大学で受付
※10/21（土）・10/22（日）は川崎医療福祉大学で受付の予定

岡山県岡山市北区中山下二丁目1番70号 https://j.kawasaki-m.ac.jp/
開催状況等詳しくは大学
ホームページをご覧くださ
い。

作陽短期大学
2023.6.25（日），7.23（日），8.20（日），3.10（日）
13：00～16：00

岡山県倉敷市玉島長尾3515番地 http://www.ksu.ac.jp/
詳細や申込みについては
大学ホームページにてご確
認ください。

山陽学園短期大学
2023.5.27(土），6.17（土），7.17（月・祝），8.19（土），9.30(土)
2024.2.8（木），3.20(水・祝)

岡山県岡山市中区平井1-14-1 http://www.sguc.ac.jp/

事前申し込みが必要。
無料送迎バス運行。
詳しくは大学ホームページ
をご覧ください。

短
期
大
学
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開催日時※ 開催場所 URL 備 考大学 ・ 短期大学・学校名

就実短期大学
2023.6.18（日）
2023.7.15（土），7.16（日），8.19（土），8.20（日）
2024.3.9（土）

岡山県岡山市中区西川原1-6-1
https://www.shujitsu.ac.jp/a
dmissions_site/

・事前申し込みで当日の受
付がスムーズに。
・JR岡山駅から一駅のJR西
川原・就実駅より徒歩1分。
・詳細はホームページで公
開します。

中国短期大学
開催時間はいずれも12:00～15:30
2023.4.23（日），2023.6.11（日），2023.6.18（日），2023.7.15（土），
2023.7.23（日），2023.8.20（日），2023.10.1（日），2024.3.24（日）

岡山県岡山市北区庭瀬83番地 https://www.cjc.ac.jp/

・WEBにて事前予約をして
いただくと当日の受付がス
ムーズです。
・庭瀬駅北口から無料送迎
バスを運行します。
・詳しくはホームページをご
覧ください。

美作大学
短期大学部

受付開始はいずれも12：30～
2023.6.18（日）13：30～16：30
2023.7.22（土）13：30～16：30
2023.7.23（日）13：30～16：30
2023.8.20（日）13：30～16：30
2023.9.24（日）13：30～16：30

岡山県津山市北園町50 https://mimasaka.jp/

・LINEで簡単に申し込みい
ただけます。
・オープンキャンパスの詳細
は本学ホームページをご覧
ください。

津山工業高等
専門学校

決定次第、お知らせいたします

中国職業能力開発
大学校

2023.6.17(土)
2023.6.18(日)
2023.7.22(土)
2023.7.23(日)
2023.8.26(土)
2023.11.12(日)

全ての日程、9：30～12：00の13：30～16：00の2部制の
開催です。午前、午後とも内容は同じです。

岡山県倉敷市玉島長尾1242-1
https://www3.jeed.go.jp/oka
yama/college/

・当校ＨＰからの事前予約
が必須です。
・11/12（日）は当校の学園
祭と同時開催です。
・開催内容等、変更の可能
性がありますが、ＨＰにて事
前にお知らせいたします。

短
期
大
学
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