
★2020-2021 医系 入試相談・オープンキャンパス情報 ※各大学 HP からの抜粋です。詳細や日時等必ず情報源での確認をお願いいたします。一会塾 

大学 種別 日時 場所 備考欄 

 

【星薬科大学】 

WEB 個別進学相談会 6/15（月）申し込み開始 ― 相談時間 1 回約 20 分 

学外開催進学相談会 8/21（金）,8/22（土） 本学  

星薬祭 10/24（土）,10/25（日） 本学 個別進学相談あり 

 

 

【昭和薬科大学】 

学外開催進学相談会 7/12（日）12:00~15:30 予定 新宿 NS ビル  

9/5（土）ベルサール東京日本橋 ベルサール東京日本橋 6/7 からの延期予定 

9/27（日）10:00~16:30 パシフィコ横浜  

11/3（火・祝）11:00~16:00 新宿 NS ビル  

オープンキャンパス 未定 本学 WEB オープンキャンパス実施中 

 

【明治薬科大学】 

第 2 回オープンキャンパス 8/23（日）13:00~17:00 

 

本学 第 1 回(8/1)は中止、代替企画検討中                   

予約不要、当日アンケート回答で過去問題

集進呈 

 

 

 

 

 

【北里大学】 

第 2 回オープンキャンパス 8/1（土）,8/2（日）10:00~16:00 ― オンライン会場、全学部対象、事前申し込み

制（2 週間前からの受付を予定） 

薬学部オープンキャンパス 8/23（日）10:00~16:00 白金キャンパス 申し込み不要 

入試対策講座・進学相談

会 

10/4（日）10:00~16:00 

 

相模原キャンパス 全学部対象、事前申し込み制 

（1 か月前からの受付を予定） 

獣医学部オープンキャンパ

ス・紅葉祭 

10/10（土）、10/11（日）

10:00~16:00 

青森県 十和田キャン

パス 

申し込み不要 

 

薬学部進学相談会 

 

10/24（土）、10/25（日）

13:00~16:00 

白金キャンパス 

 

申し込み不要 

 

北里祭・進学相談会 

 

11/7（土）、11/8（日）

10:00~16:00 

相模原キャンパス 

 

申し込み不要 

 

 



大学 種別 日時 場所 備考欄 

 

 

 

【武蔵野大学】 

 

WEBオープンキャンパ

ス 

6/21（日）10:00~15:00  

 

 薬学部、看護学部、その他全学科対象 

※学科説明会、個別相談あり（事前予約制） 

 

オープンキャンパス 

 

8/22（土）10:00~15:00 

 

武蔵野キャンパス 

 

薬学部薬学科、看護学部看護学科、その他  

(事前申し込みは各 1か月前より) 

8/23（日）10:00~15:00 武蔵野キャンパス アントレプレナーシップ学部など 

11/7（土）10:00~15:00  武蔵野キャンパス 薬学部薬学科など 

11/8（日）10:00~15:00 有明キャンパス 看護学部看護学科など 

【横浜薬科大学】 3/15, 3/29オープンキャンパス開催予定からの変更更新情報なし 

 

 

【東邦大学】 

薬学部オープンキャンパスは開催しないことになりました。学部紹介動画の配信を検討中。 

看護医療学部（SFC)はオンラインでのオープンキャンパスを予定（詳細未定） 

医学部 2021年入学入試より「総合入試(AO)」を実施予定。募集約 10名。出願期間 11月 2日（月）～11月 5日（木） 

試験日 11月 20日（金）試験会場 大森キャンパス 出願資格は現役生と 1浪生で、数学と理科の評定平均が 4.0以上専願制 

選抜方法として「適性試験、基礎学力、面接、調査書」他には、募集人員約 5名で「同窓生子女入試」あり 

 

【東京理科大学】 

〇特設サイト「WEB OPEN CAMPUS」を 7月上旬開設予定 

オンライン進学相談会 

 

6/13~6/27 の火、木、土

10:00~12:00/ 13:00~16:00 

 約 20分／1名 参加申込

https://tus.websoudan.jp/ 

 

 

 

【日本大学】 

 

 

 

 

＜医学部＞ 5/9、6/27開催予定の「オープンキャンパス 」は中止となりました。お問い合わせ 03-3972-8188 

＜歯学部＞ 

進学相談会 

7/12(日）8/22(土）

8/23(日） 10:00～13:00 

（受付時間 9:30～12:30） 

本館(新歯科病院棟) 

 

お問い合わせ 03-3219-8002 

 

＜生物資源科学部＞オー

プンキャンパス(第 2回) 

進学相談会  

7/18・19(土・日)  

10:00～15:00 

10/24・25(土・日) 

10:00～16:00 (予定) 

※小田急江ノ島線

「六会日大前」駅下

車 徒歩 3分 

 

オープンキャンパス：0466-84-3800                        

進学相談会：0466-84-3812 

https://tus.websoudan.jp/


【日本大学】 

 

＜薬学部＞ 

オープンキャンパス  

ミニオープンキャンパス 

 

9/6(日) 10:00～16:00(予定) 

8/2(日) 10:00～13:00(予定) 

※東葉高速線             

「船橋日大前」駅西

口下車 徒歩 7分 

お問い合わせ 047-465-2630 

 

【帝京大学】 板橋オープンキャンパス 6/14, 7/5 は中止 

8/8（土）8/22（土） 

8/23（日） 

板橋 対象：医学部・薬学部・医療技術学部 

※医学部は 8/8, 8/22のみ 

※事前申し込み制 

（申し込みサイトは近日公開） 

【杏林大学】  7/18, 8/1ともに開催中

止。 

 

 代替施策検討中。 

情報は HPおよびラインにて発信 

LINE 友達登録

→https://line.me/R/ti/p/%40oto9928l 

 

 

 

 

 

【昭和大学】 

 

4学部合同オープン

キャンパス（医歯

薬・保健医 

10/10（土） 

※入試説明会、大学祭同

時開催 

(おそらく)旗の台 全日程事前申し込み制。開催日の約１カ月前に

「申込」リンクが表示されますので、申込フォ

ームへお進みください。 

富士吉田キャンパスオー

プンキャンパス 

10/18（日） 富士吉田キャンパス 全日程事前申し込み制。開催日の約１カ月前に

「申込」リンクが表示されますので、申込フォ

ームへお進みください。 

医学部オープンキャンパ

ス 

8/10（月・祝） 

※入試説明会 定員制 

(おそらく)旗の台  

業者等主催進学相談会 8/9 11:00~17:00 

 

ベルサール秋葉原 

 

主催：メディカルラボ 

 

【東海大学】 

 

WEBオープンキャンパ

ス 

6/22（月）~6/29（月） 

 

 ※学科・キャンパス紹介、入試説明、模擬授業

など ※申し込み不要、参加方法 → www.tokai-

adm.jp 

 

https://line.me/R/ti/p/%40oto9928l


【近畿大学】 

 

CLOSE CAMPUS（WEB

オープンキャンパス） 

7/26（日）, 8/23（日）, 

9/27（日） 

 プログラムは近日公開 

【関西医科大学】 

 

〇第 1回オープンキャン

パス  7/26（日） 

〇第 2回オープンキャン

パス  8/15（土） 

7/26（日）8/15（土）  ※プログラムなど詳細は決定次第順次公開 

 

【藤田医科大学・

医学部】 

オープンキャンパス  

 

8/15（土）10:00~16:00

（受付 9:30~) 

 WEBオープンキャンパス開催予定。詳細決ま

り次第 HPにてお知らせ 

【愛知医科大学】 

 

オープンキャンパス  

8/1, 8/8ともに中止 

 

  ※学科・キャンパス紹介、入試説明、模擬授業

など ※申し込み不要、参加方法 → www.tokai-

adm.jp 

【国際医療福祉大

学・医学部】 

 

オープンキャンパス 8/22（土） 

 

 ※要予約 

☆9/20（日）オープンキャンパスでは医学部個

別相談を実施 

【自治医科大学】 

 

7,8,10月の来校型オープ

ンキャンパスすべて中

止。 

 

6/22（月）~6/29（月） 

 

 WEBオープンキャンパス実施予定。決定次第

HPにて発表。問い合わせ：学事課入試広報係 

TEL: 0285-58-7045（直通）/ E-mail: 

jichinyu@jichi.ac.jp 

【防衛医科大学】 

 

   医学科・看護学科ともに今年度のオープンキャ

ンパス開催中止 

【獨協大学・医学

部】 

来校型のオープンキャン

パス開催を見直し 

  8月下旬頃よりWEBを活用した方法で対応予

定 

※2020 年 6 月 18 日現在 

mailto:jichinyu@jichi.ac.jp

