心の中にあるもの︑

それはきっと

溢れる想像力と

限りない好奇心︒

新たな未来のために

これが大学の力︒

2021

大学 公開
入退場自由

※高1・2年生、一般・保護者、社会人、編入
学希望の方も対象とした説明会です。

会場には
タメになる
情報が満載！

大学は開かれています。
学びたいあなたの熱意を応援し続ける大学です。

社会人・一般の方でも
大学・短大で学べます。

パンフだけではわからない
疑問点が直接聞ける！

☆印の大学は編入学、★印の大学は社会人
選抜を実施している学部・学科があります。

盛岡会場①

5 22
月

日土

13：30〜
16：30

ホテルメトロポリタン盛岡 本館
●盛岡市盛岡駅前通1-44 TEL.019-625-1211

参加大学

岩手大学

☆印の大学は編入学

★印の大学は社会人選抜

☆

●人文社会科学部…人間文化課程、地域政策課程 ●教育学部…学校教育教員養成課程
●理工学部…化学・生命理工学科、物理・材料理工学科、システム創成工学科 ●農学部…植物生命科学科、
応用生物化学科、森林科学科、食料生産環境学科、動物科学科、共同獣医学科

岩手県立大学

☆★

●大学院…看護学研究科、社会福祉学研究科、ソフトウェア情報学研究科、総合政策研究科 ●看護学部…看護学科
●社会福祉学部…社会福祉学科、人間福祉学科 ●ソフトウェア情報学部…ソフトウェア情報学科
●総合政策学部…総合政策学科 ●盛岡短期大学部…生活科学科、国際文化学科 ●宮古短期大学部…経営情報学科

山形大学

☆★ （オンライン参加）

●大学院…社会文化創造研究科、医学系研究科、理工学研究科、有機材料システム研究科、農学研究科、
教育実践研究科 ●人文社会科学部…人文社会科学科 ●地域教育文化学部…地域教育文化学科 ●理学部…理学科
●医学部…医学科、看護学科 ●工学部…高分子・有機材料工学科、化学・バイオ工学科、
情報・エレクトロニクス学科、機械システム工学科、建築・デザイン学科、システム創成工学科
●農学部…食料生命環境学科

富士大学

☆★

●大学院…経済・経営システム研究科 ●経済学部…経済学科（国際経済コース、総合政策コース、
地域貢献コース）、経営法学科（経営・商学コース、法学コース、スポーツ経営コース）

東北芸術工科大学

☆★

●大学院…芸術工学研究科（博士・修士）●芸術学部…文芸学科、文化財保存修復学科、歴史遺産学科、
美術科（日本画／洋画／版画／彫刻／工芸／テキスタイル／総合美術）
●デザイン工学部…プロダクトデザイン学科、建築・環境デザイン学科、グラフィックデザイン学科、映像学科、
企画構想学科、コミュニティデザイン学科

北海道医療大学

☆★

●大学院…薬学研究科、歯学研究科、看護福祉学研究科、心理科学研究科、リハビリテーション科学研究科
●薬学部…薬学科 ●歯学部…歯学科 ●看護福祉学部…看護学科、臨床福祉学科 ●心理科学部…臨床心理学科
●リハビリテーション科学部…理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚療法学科 ●医療技術学部…臨床検査学科

札幌学院大学

☆★

●大学院…法学研究科、臨床心理学研究科、地域社会マネジメント研究科 ●心理学部…臨床心理学科
●人文学部…人間科学科、英語英米文学科、こども発達学科 ●法学部…法律学科 ●経済経営学部…経済学科、
経営学科

函館大学

☆★

●法学部…法律学科、政治学科、国際政治学科 ●文学部…哲学科、日本文学科、英文学科、史学科、地理学科、
心理学科 ●経営学部…経営学科、経営戦略学科、市場経営学科 ●国際文化学部…国際文化学科
●人間環境学部…人間環境学科 ●キャリアデザイン学部…キャリアデザイン学科 ●デザイン工学部…建築学科、
都市環境デザイン工学科、システムデザイン学科 ●GIS（グローバル教養学部）…グローバル教養学科
●経済学部…経済学科、国際経済学科、現代ビジネス学科 ●社会学部…社会政策科学科、社会学科、
メディア社会学科 ●現代福祉学部…福祉コミュニティ学科、臨床心理学科
●スポーツ健康学部…スポーツ健康学科 ●情報科学部…コンピュータ科学科、ディジタルメディア学科
●理工学部…機械工学科（機械工学専修・航空操縦学専修）、電気電子工学科、応用情報工学科、
経営システム工学科、創生科学科 ●生命科学部…生命機能学科、環境応用化学科、応用植物科学科

福島大学

☆ 〈資料のみ〉

●人文社会学群…人間発達文化学類、行政政策学類（昼間・夜間主）、経済経営学類
●理工学群…共生システム理工学類 ●農学群…食農学類 ●大学院…人間発達文化研究科、地域政策科学研究科、
経済学研究科、共生システム理工学研究科

国際教養大学

☆★ 〈資料のみ〉

●専門職大学院…グローバル・コミュニケーション実践研究科
●国際教養学部…国際教養学科（グローバル・ビジネス領域、グローバル・スタディズ領域、
グローバル・コネクティビティ領域）

公立千歳科学技術大学

☆ 〈資料のみ〉

●大学院…理工学研究科 ●理工学部…応用化学生物学科、電子光工学科、情報システム工学科

宮城誠真短期大学

★ 〈資料のみ〉

●保育科

早稲田大学

☆★

●大学院…キリスト教学研究科、文学研究科、異文化コミュニケーション研究科、経済学研究科、経営学研究科、
理学研究科、社会学研究科、法学研究科、観光学研究科、コミュニティ福祉学研究科、現代心理学研究科、
ビジネスデザイン研究科、21世紀社会デザイン研究科、法務研究科（法科大学院）、人工知能科学研究科
●文学部…キリスト教学科、文学科、史学科、教育学科
●異文化コミュニケーション学部…異文化コミュニケーション学科 ●経済学部…経済学科、経済政策学科、
会計ファイナンス学科 ●経営学部…経営学科、国際経営学科 ●理学部…数学科、物理学科、化学科、生命理学科
●社会学部…社会学科、現代文化学科、メディア社会学科 ●法学部…法学科、国際ビジネス法学科、政治学科
●観光学部…観光学科、交流文化学科 ●コミュニティ福祉学部…コミュニティ政策学科、福祉学科、
スポーツウエルネス学科 ●現代心理学部…心理学科、映像身体学科

中央大学

☆★

●大学院…法学研究科、経済学研究科、商学研究科、理工学研究科、文学研究科、総合政策研究科
●専門職大学院…法務研究科（法科大学院）、戦略経営研究科 ●法学部…法律学科、国際企業関係法学科、
政治学科 ●経済学部…経済学科、経済情報システム学科、国際経済学科、公共・環境経済学科
●商学部…経営学科、会計学科、国際マーケティング学科（2022年4月より商業・貿易学科から名称変更）、
金融学科 ●理工学部…数学科、物理学科、都市環境学科、精密機械工学科、電気電子情報通信工学科、応用化学科、
ビジネスデータサイエンス学科、情報工学科、生命科学科、人間総合理工学科
●文学部…人文社会学科（国文学専攻、英語文学文化専攻、ドイツ語文学文化専攻、フランス語文学文化専攻、
中国言語文化専攻、日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、哲学専攻、社会学専攻、社会情報学専攻、
教育学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラム） ●総合政策学部…政策科学科、国際政策文化学科
●国際経営学部…国際経営学科 ●国際情報学部…国際情報学科

東京農業大学

☆★

●大学院…農学研究科、応用生物科学研究科、生命科学研究科、地球環境科学研究科、国際食料農業科学研究科、
生物産業学研究科 ●農学部…農学科、動物科学科、生物資源開発学科、デザイン農学科
●応用生物科学部…農芸化学科、醸造科学科、食品安全健康学科、栄養科学科
●生命科学部…バイオサイエンス学科、分子生命化学科、分子微生物学科 ●地域環境科学部…森林総合科学科、
生産環境工学科、造園科学科、地域創成科学科 ●国際食料情報学部…国際農業開発学科、食料環境経済学科、
国際バイオビジネス学科、国際食農科学科 ●生物産業学部…北方圏農学科、海洋水産学科、食香粧化学科、
自然資源経営学科

千葉工業大学

☆★

●大学院…工学研究科、創造工学研究科、先進工学研究科、情報科学研究科、社会システム科学研究科
●工学部…機械工学科、機械電子創成工学科、先端材料工学科、電気電子工学科、情報通信システム工学科、
応用化学科 ●創造工学部…建築学科、都市環境工学科、デザイン科学科 ●先進工学部…未来ロボティクス学科、
生命科学科、知能メディア工学科 ●情報科学部…情報工学科、情報ネットワーク学科
●社会システム科学部…経営情報科学科、プロジェクトマネジメント学科、金融・経営リスク科学科

東北医科薬科大学

〈資料のみ〉

●薬学部…薬学科、生命薬科学科 ●医学部…医学科 ●大学院…薬学研究科、医学研究科（設置認可申請中）

☆★

●商学部…商学科（英語国際コース、企業経営コース、市場創造コース）

法政大学

立教大学

東京理科大学

☆ ★ 〈資料のみ〉

●大学院…家政学研究科、人間生活学研究科、文学研究科、人間社会研究科、理学研究科 ●家政学部…児童学科、
食物学科（食物学専攻、管理栄養士専攻）、住居学科（居住環境デザイン専攻、建築デザイン専攻）、被服学科、
家政経済学科 ●文学部…日本文学科、英文学科、史学科 ●人間社会学部…現代社会学科、社会福祉学科、
教育学科、心理学科、文化学科 ●理学部…数物情報科学科※（現 数物科学科）、
化学生命科学科※（現 物質生物科学科） ※2022年4月名称変更予定（構想中）

フェリス女学院大学

☆ ★ 〈資料のみ〉

●大学院…人文科学研究科、国際交流研究科、音楽研究科 ●文学部…英語英米文学科、日本語日本文学科、
コミュニケーション学科 ●国際交流学部…国際交流学科 ●音楽学部…音楽芸術学科
（順不同）

新型コロナウイルス 感染拡大予防対策 について

感染拡大予防対策を講じております。ご来場のみなさまには、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
☆ ★ 〈資料のみ〉

●政治経済学部…政治学科、経済学科、国際政治経済学科 ●法学部 ●教育学部…教育学科、国語国文学科、
英語英文学科、社会科、理学科、数学科、複合文化学科 ●商学部 ●社会科学部…社会科学科
●国際教養学部…国際教養学科 ●文化構想学部…文化構想学科 ●文学部…文学科 ●基幹理工学部…数学科、
応用数理学科、機械科学・航空宇宙学科、電子物理システム学科、情報理工学科、情報通信学科、表現工学科
●創造理工学部…建築学科、総合機械工学科、経営システム工学科、社会環境工学科、環境資源工学科
●先進理工学部…物理学科、応用物理学科、化学・生命化学科、応用化学科、生命医科学科、電気・情報生命工学科
●人間科学部…人間環境科学科、健康福祉科学科、人間情報科学科 ●スポーツ科学部…スポーツ科学科

1 3：4 0 ~ 1 4：1 0

岩手県立大学
1 4：2 0 ~ 1 4：5 0

会場入口で

体温測定を実施します。
会場内では常に

マスクの着用を
お願いします。

山 形 大 学

大学別
プレゼンテーション

1 5：0 0 ~ 1 5：3 0
（オンラインで実 施 ）

▶B会場

大学別プレゼンテーションでは、プロジェクターを
使用した説明を行います。受験生や保護者のみな
さま向けに、学部・学科の紹介や学生生活、入学試
験の制度や特徴などについてご説明いたします。
ぜひお気軽にご参加ください。各大学定員30名。

立 教 大 学
1 3：4 0 ~ 1 4：1 0

法 政 大 学
1 4：2 0 ~ 1 4：5 0

中 央 大 学
1 5：0 0 ~ 1 5：3 0

〔大学進学説明会の内容〕
大学個別相談コーナー

●入試に関するQ＆A、併願について、入試の主な変更点
2022年度の総合型・学校推薦型・一般選抜の展望、昨年度の入試結果資
料に基づく全体的な解説、各学部・学科の講義内容等の話が直接大学の入
試担当者から聞ける。

大学・大学院資料配布コーナー

●学費一覧、奨学金、学生生活
大学・短大・大学院の案内ガイド・パンフレットや選抜要項など、
とっておきの
資料がたっぷり。

大学の情報開示

●研究、産学連携
主な教育研究システム、研究学問の成果、教育理念、教育目的・内容、施設
設備の概要など、大学がじかにわかる。

進路選択に役立つ情報

●資料請求、オープンキャンパス
卒業生の進路、就職状況、卒業後の資格取得等、進路選択に関する情報が
聞ける。

編入学・社会人選抜情報

●編入学、社会人選抜の概要
編入学希望の方、社会人・一般の方で大学・短大・大学院で学びたい方への
入試情報も聞けます。
各大学では保護者の方々へも対応しております。
受験生をお持ちの保護者の方も是非ご来場ください。
※各大学の入試担当者が相談に応じます。この機会にお気軽にご相談ください。

☆ ★ 〈資料のみ〉

●大学院…文学研究科、経済学研究科、社会学研究科、法学研究科、国際学研究科、心理学研究科、
法と経営学研究科 ●文学部…英文学科、フランス文学科、芸術学科 ●経済学部…経済学科、経営学科、
国際経営学科 ●社会学部…社会学科、社会福祉学科 ●法学部…法律学科、消費情報環境法学科、
グローバル法学科、政治学科 ●国際学部…国際学科、国際キャリア学科 ●心理学部…心理学科、教育発達学科

日本女子大学

岩 手 大 学

☆ ★ 〈資料のみ〉

●大学院…理学研究科、工学研究科、薬学研究科、理工学研究科、先進工学研究科、経営学研究科、生命科学研究科
●理学部第一部…数学科、物理学科、化学科、応用数学科、応用物理学科、応用化学科 ●工学部…建築学科、
工業化学科、電気工学科、情報工学科、機械工学科 ●薬学部…薬学科、生命創薬科学科 ●理工学部…数学科、
物理学科、情報科学科、応用生物科学科、建築学科、先端化学科、電気電子情報工学科、経営工学科、機械工学科、
土木工学科 ●先進工学部…電子システム工学科、マテリアル創成工学科、生命システム工学科
●経営学部…経営学科、ビジネスエコノミクス学科、国際デザイン経営学科 ●理学部第二部…数学科、物理学科、
化学科 ●理学専攻科

明治学院大学

▶A会場

適度な距離を

保ってお並びください。

手指の消毒に
ご協力をお願いします。

会場内での3密を避けるため、入場人数を制限させてい
ただく場合があります。
※新型コロナウイルス感染状況により社会情勢が一変した場合、延期
または開催中止となる可能性があります。開催についての最終確認は
QRコードよりお願いいたします。参加大学も変更になる場合がござい
ますので、予めご了承ください。

各大学との個別進学相談
大学のスタッフにカリキュラムや各学部の学びの特長など気になるポイン
トについて相談できます。各大学の資料や入学試験の出題傾向など最新
情報を知るチャンスです！ 相談につきましては、1組ずつ
（2名まで）のご案
内となります。相談時間は1組15分程度といたします。ご協力をお願いい
たします。

【ご来場のみなさまへ】

●入口で来場者の体温測定を行います。
発熱（37.5度以上）等の症状がある方の入場はお断りします。
●入場時はマスクの着用と、
手指消毒をお願いいたします。マスク未着用の場合は入場できません。
●入場の際に個人情報の記入をお願いいたします。

●大学関係者および事務局スタッフは感染防止対策のため、
マスクを着用します。
●会場内での密を避けるため、
入場制限をする場合があります。

次
回
開催日程

盛岡会場②

：30〜
16：30
9 月5 日（日）13

■岩手日報社では、来春進学する高校生・受験生・社会人のために、県内高校の進学指導の先生、生徒・保護者、社会人を対象に、大学入試担当者との本説明会を開きます。この機会を逃さずに入試情報収集の場として、是非役立ててください。

◆主催／岩手日報社

◆後援／岩手県教育委員会、岩手県高等学校長協会

◎お問い合わせ／岩手日報社 広告事業局事業部「大学進学説明会2021」事務局

（019）653 - 4121

