
兵庫県立神戸北高等学校 進路指導室 

進路通信（Ｒ２年５月特別号） 
 

コロナウィルスの感染拡大のため、大学・短大・専門学校では、予定されていたオープンキャン

パスや進学相談会が中止や延期となっています。 

このような状況のため、多くの大学・短大・専門学校では、インターネットを用いたWeb相談会が

行われる予定です。 

オープンキャンパスの中止情報と、Web 相談会についてまとめているので、進学を希望してい

る学校の情報について確認してください。また、順次、Web 相談会などの情報が出てくると思いま

すので、これからも進路指導室より情報をお伝えしていきますが、各自でも興味のある学校につい

ては調べるようにしてください。特に、総合型入試（AO 入試）受験者の予定の人は、必ず確認す

るようにしてください。 

 

  
大学・短大名 中止となるイベント 中止の日

大学 岡山理科大学 オープンキャンパス中止 5月17日
大学 関西看護医療大学 オープンキャンパス中止 5月24日
大学 岡山理科大学 進学相談会中止 5月26日
大学 京都産業大学 オープンキャンパス中止 6月7日
大学 阪南大学 オープンキャンパス中止 6月7日
大学 神戸国際大学 オープンキャンパス中止 6月7日
大学 神戸女子大学 オープンキャンパス中止 6月7日
大学 大阪産業大学 オープンキャンパス中止 6月14日
大学 関西外国語大学 オープンキャンパス中止 6月14日
大学 神戸松蔭女子学院大 オープンキャンパス中止 6月14日
大学 兵庫大学 オープンキャンパス中止 6月14日
大学 武庫川女子大学 オープンキャンパス中止 6月14日
大学 摂南大学 オープンキャンパス中止 6月21日
大学 神戸学院大学 オープンキャンパス中止 6月21日
大学 神戸女学院大学 オープンキャンパス中止 6月21日
大学 同志社大学 入試説明会中止 6月、7月
大学 大阪産業大学 オープンキャンパスは未定 7月26日
大学 龍谷大学 キャンパス見学会を見送り 7月27日(月)まで
大学 立命館大学 オープンキャンパス中止 8月初旬
大学 関西学院大学 オープンキャンパス、説明会等中止 8月まで
大学 甲南大学 春期オープンキャンパスと進学説明会中止
短大 頌栄短期大学 入試個別相談会中止 5月16日
短大 聖和短期大学 オープンキャンパスは延期 5月24日
短大 産業技術短期大学 分野説明会中止 5月31日
短大 神戸女子短期大学 オープンキャンパス中止 6月7日
短大 関西外国語大学短期大学 オープンキャンパス中止 6月14日
短大 武庫川女子大学短期大学部 オープンキャンパス中止 6月14日



兵庫県立神戸北高等学校 進路指導室 

〈Web イベント〉 

 

 

 

大学等名 イベント名 日時
大学 園田学園女子大学 オンライン型オープンキャンパス（6月以降、順次案内予定） 5月17日
大学 大阪芸術大学 Web オープンキャンパス (申込み必要） 5月24日

大学 大手前大学
Web オープンキャンパスLIVE
5月22日(金)の13時までに「事前予約申込フォーム」から申込

5月24日

大学 関西国際大学 バーチャルオープンキャンパス（事前予約 5月15～22日）が必要） 5月24日
大学 甲南大学 Webオープンキャンパス 5月25日
大学 大阪芸術大学 Web 体験入学（申込み必要） 6月14日
大学 近畿大学 CLOSE CAMPUS 完全オンライン 7月26日
大学 大阪樟蔭女子大学 オンライン学校説明会 5月23日,24日
大学 倉敷芸術科学大学 オンライン個別相談会 5月24日
大学 倉敷芸術科学大学 Web オープンキャンパス 5/24から配信開始
大学 大阪樟蔭女子大学 オンライン個別相談会 5月25日,27日,29日,30日
大学 阪南大学 大学・入試説明会オンライン 5月26日,28日
大学 神戸女子大学 LINE で相談会 5月26日,29日
大学 阪南大学 個別相談オンライン 5月27日,29日,31日
大学 神戸親和女子大学 Web 進学相談（公式LINE＠で進学相談を受け付け） 5月11日(月) 10:30～
大学 神戸松蔭女子学院大 LINE 相談会 5月20,21,27,28日 14:00~16:00

大学 京都産業大学 オンライン個別相談 5月21日～5月30日
大学 京都産業大学 Web オープンキャンパス 6月17日(水) 10:00から
大学 神戸国際大学 Web オープンキャンパス 6月公開
大学 神戸海星女子学院大学 AO入試Web進学相談 実施中
大学 京都精華大学 電話相談（075-702-5197）、月～金（9:00～17:30） 実施中

大学 京都精華大学
Web相談（ビデオ通話システム whereby）
shingaku@kyoto-seika.ac.jp に名前,高校名,希望日時を伝える
相談可能日：月・水・金 13:00～18:00

実施中

大学 京都美術工芸大学 Web 個別相談　詳細はホームページ 実施中
大学 追手門学院大学 Web アサーティブガイダンス、個別面談 実施中
大学 神戸学院大学 Web オープンキャンパス （準備が整い次第、HPで案内）
大学 宝塚医療大学 LINE 個別相談

短大 大手前短期大学 Web オープンキャンパス（5月22日(金)の13時までに事前申込） 5月23日
短大 神戸教育短期大学 LINE チャット相談、LINE 電話相談あり
短大 神戸女子短期大学 LINE で相談会 5月26日,5月29日

短大 頌栄短期大学 「入試個別相談 on the Web」

短大  聖和短期大学 電話相談会 5月21,22日 13:00~16:00
専門 東洋医療専門学校 通常オープンキャンパス 6月6日から通常再開
専門 東洋医療専門学校 Web オープンキャンパス 実施中
専門 トヨタ神戸自動車大学校 オンライン学校説明会　詳細はホームページ 実施中
専門 京都建築大学校 Web 個別相談　詳細はホームページ 実施中
専門 京都伝統工芸大学校 Web 個別相談　詳細はホームページ 実施中
専門 大阪医専 AO入試・面接　 6月1日から実施
専門 大阪モード学園 AO入試・面接　 6月1日から実施
専門 HAL大阪 AO入試・面接　 6月1日から実施
専門 大阪医療福祉専門学校 Web 面談（AO入試の条件） 6月1日から実施


