
2022.7月現在

大学名 日時 場所 備考 留学生参加の受入について 大学HP

［東広島キャンパス］

 　東広島市鏡山１－３－２

［霞キャンパス］

　広島市南区霞１－２－３

［東千田キャンパス］

　広島市中区東千田町1－1－89

［広島キャンパス］

　広島市南区宇品東１－１－７１

［庄原キャンパス］

　庄原市七塚町5562

［三原キャンパス］

　三原市学園町１－１

広島市立大学

＊プレ・オープンキャンパス

6/12（日）（オンライン開催）

＊オープンキャンパス

8/7（日）（現地開催）

オンライン及び広島市立大学キャンパス 感染症対策を講じながらキャンパス開催を実施予定です。
参加は可能です。

条件はありませんが、日本語での案内のみです。

https://www.hiroshima-

cu.ac.jp/guide/category0001/category0007/content00

36/

尾道市立大学 8月11日（木祝）山の日 尾道市久山田町1600－2
2022年度は対面により実施予定です。（人数制限あり、事前予約

制）

留学生のための特別な用意は予定していない。

基本的には日本人学生と同じガイダンスとなるた

め、説明を理解できる日本語力を要する。

https://www.onomichi-

u.ac.jp/guidance/opencampus/oc2022.html?node_id

=2936

福山市立大学
7月16日（土）7月17日（日）

9:30～15:00
福山市港町２－19－１

対面形式で実施。

一部のプログラムを除いて事前予約は不要。
参加は可能です。日本語での案内のみとなります。 https://www.fcu.ac.jp/guide/oc2022/index.html

エリザベト音楽大学 6/5（日）， 7/10（日），8/21（日） 広島市中区幟町４－15 10/16（日)は秋のオープンキャンパス

留学生向けに、大学院入学案内のパンフレット（英

語）あり。大学学部の入学案内についても英語での

対応可能。

http://www.eum.ac.jp/entrance_examination/op

en_campus/

近畿大学工学部・

広島キャンパス

7/24(日)，8/6（土）， 8/7(日)

10:00～15:00で2部制で実施（事前予約制。

7月から予約受付開始）

午前の部：10:00～12:30

午後の部：12:30～15:00

［広島キャンパス］

    東広島市高屋うめの辺１番

無料送迎バス運行【事前予約不要】

JR山陽本線西高屋駅～近畿大学前

可能

（但し、日本語の日常会話レベルが可能な方のみ）

https://www.kindai.ac.jp/engineering/admissions/op

en-campus/

https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyushi

2022年度は、来場型とオンラインのハイブリッドで開催します。

詳細は決まり次第、本学公式サイトに掲載しますので、ご確認く

ださい。

全ての日程で受け入れ可能（英語対応）。

事前申込が必要です。

広島大学

＊現地開催

8/18(木)、8/19(金)
詳細については，本学公式サイトをご確認ください。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/oc
個人による事前申込が必要です。

https://www.eikei.ac.jp/admissions/event/

2022年度　広島県内大学オープンキャンパス日程一覧 

県立広島大学

7/23（土）9：00～16：00
2022年度は，対面とオンラインのハイブリッドで開催します。詳

細については，本学公式サイトをご確認ください。

https://www.pu-

hiroshima.ac.jp/site/opencampus/opencampus.html

7/24（日）9：00～16：00

7/24（日）9：00～16：00

叡啓大学

＊現地開催（来場型）

7/28（木）・29（金）・30（土）

＊オンライン開催

8/3（水）

叡啓大学キャンパス

参加は可能です。

条件はありませんが，日本語での案内のみです。
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/
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比治山大学

8/7(日)， 8/28(日)，9/25(日)

受付開始12:30

開催時間13:00～16:00

広島市東区牛田新町４－１－１

新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ、延期・中止など日程

の変更をする場合があります。（随時ホームページで発表しま

す。）

事前予約制のため、HPから各自申し込みをしてくだ

さい。

https://www.hijiyama-

u.ac.jp/exam/opencampus.html

広島経済大学

6/12（日），7/23（土），7/24（日） ，

8/21（日）

※6/12（日）は13：00～16：00

※7月と8月は現在のところ実施時間未定

※新型コロナウイルス感染拡大状況に応じ

て、変更、延期、中止する場合があります。

広島市安佐南区祇園５－37－１

JR福山駅，JR岡山駅，JR新山口駅，JR松山駅ほか広島，愛媛，島

根の主要駅等から無料送迎バスを運行

【事前予約制】 ※詳しくは大学ＨＰをご覧ください。

●留学生の入試相談コーナーあり（中国人及びベト

ナム人先輩留学生が各1名同席予定）。

●基本的には日本人学生と同じガイダンスとなるた

め、説明を理解できる日本語力は必要。

http://www.hue.ac.jp/entrance/oc/index.html

広島工業大学

＊夏のオープンキャンパス

7/17（日）、8/21（日）

9：00～15：00

＊春のオープンキャンパス

3/21（火・祝）

9：00～15：00

広島市佐伯区三宅２－１－１

・（7・8月）兵庫・中四国・九州エリアから無料送迎バス運行

【要予約】

・JR五日市駅南口から無料シャトルバスを運行【予約不要】

12学科の多彩なプログラムをはじめ、総合型選抜（学科課題型）

入試対策講座、学生生活や入試に関する相談、保護者向け講演会

など、各種イベント開催を予定しております。

※詳しくは大学ＨＰをご覧ください。

留学生用パンフレット（大学紹介・留学生インタ

ビュー等）案内あり。【データ・紙媒体】

会場、事前配布可。
https://www.it-hiroshima.ac.jp/opencampus/

7/24(日)、8/20（土）
［東広島キャンパス］ 東広島市黒瀬学園台

555－36

※今後の社会情勢により、開催予定が変更・見合わせになる可能

性があります。詳細は本学ホームページをご確認ください。

7/24(日)、8/20（土） ［呉キャンパス］ 呉市広古新開５－１－１
※今後の社会情勢により、開催予定が変更・見合わせになる可能

性があります。詳細は本学ホームページをご確認ください。

＊夏のオープンキャンパス

6/19(日)，7/17(日)，7/31(日)，8/21(日)

13:30～16:30

＊クリスマスオープンキャンパス

12/11(日)

＊春のオープンキャンパス

3/21(火・祝)

広島修道大学

【来場型】オープンキャンパス

7/16（土）、7/17（日）、8/21（日）

【WEB型】WEBオープンキャンパス

まなびが分かるコンテンツは、

7/25（月）から2023年3/31（金）まで公開

広島市安佐南区大塚東１－１－１
「来場型オープンキャンパス」では無料送迎バス運行

広島女学院大学 広島市東区牛田東４－13－１

・事前予約制（大学ウェブサイトより予約可能）

・JR広島駅から無料送迎バス運行（12：30～13：15）

・新型コロナウィルス感染状況により日程・プログラムを変更す

る場合があります。

・風邪の症状や37.5度以上の発熱がある場合は来場をご遠慮くだ

さい。

・マスク着用・手指消毒など係員の指示に従っていただきます。

※詳しくは大学ウェブサイトをご覧ください。

●学部進学希望の女子学生対象

●留学生担当者が不在の場合があるため、なるべく

事前連絡をお願いします。
https://www.hju.ac.jp/examination/opencampus/

日本人学生と同様に、いずれも事前予約が必要で

す。団体で参加の場合は、事前準備のため人数のお

知らせをお願いします。

https://www.shudo-

u.ac.jp/admissions/event/2022setsumeioc.html

広島国際大学
事前予約制となっておりますので、本学ホームペー

ジからお申込みください。

www.hirokoku-

u.ac.jp/admission/event/opencampus/
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＊第１回キャンパス見学会

7/9(土）

Ⅰ部　  9:40～12:20

Ⅱ部　13:40～16:20

＊第１回体験入学会

7/23(土）

9:50～15:00

＊第２回体験入学会

8/21(日)

9:50～15:00

＊第２回キャンパス見学会

9/10(土）

Ⅰ部　  9:40～12:20

Ⅱ部　13:40～16:20

＊春の見学会

2023/3/18(土）

13:20~16:30

＊オープンキャンパス（大学祭期間中）

10/29(土)，10/30(日)

＊オープンキャンパス

7/24（日），8/20（土），9/10（土）

＊オープンキャンパス（春の見学会）

2023/3/18（土）

福山大学

福山市学園町Ⅰ番地三蔵

※7/23（土）及び8/21(日)の体験入学会で

は，生命工学部海洋生物科学科は『内海生物

資源研究所(マリンバイオセンター)』での体験

となります。

※新型コロナウイルス感染症等の社会情勢によっては開催を中止

または延期、企画内容の変更をする場合がございます。最新情報

はホームページ等でお知らせいたします。

学内見学に支障のない日本語力を要すること。
https://www.fukuyama-u.ac.jp/entrance/open-

campus/

福山平成大学 福山市御幸町上岩成正戸117－１

＊新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ、開催を延期または

中止、企画内容の変更をする場合がございます。最新情報はホー

ムページ等でお知らせいたします。

●学科説明、模擬授業は日本語で行われるので、そ

れらを理解できる日本語能力があることが望まし

い。

●留学生入試の説明あり。

https://www.heisei-u.ac.jp/
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