
畿央大学
やさしさを「 チカラ 」に変える。

お問い合わせは 畿央大学 〒635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2
入学センター  Tel 0745-54-1603

※乗換時間は含みません

進学相談会日程

LOCATION & ACCESS

次の会場で本学のスタッフが、みなさんをお待ちしています。本学についての疑問にズバリお答えします。ぜひ、お越しください。

会場・日程・時間等が主催者の都合で変更になる場合や、参加する会場が増えることがありますので、
お出かけの前には本学ホームページで最新の情報をご確認ください。

主な駅から五位堂駅までの所要時間
●大阪・梅田から 37分（大阪環状線経由）
●京都から 67分（近鉄京都線経由）
●天王寺から 27分（大阪環状線経由）
●名張から 40分（近鉄大阪線）
●三宮から 60分（大阪環状線経由）

近鉄大阪線「五位堂」駅下車　徒歩約15分
または奈良交通バス（13または34系統）で約5分
「馬見中5丁目」バス停下車すぐ

近鉄・大阪難波駅から最短27分。
落ち着いた環境のキャンパス。
緑に囲まれた閑静な住宅街の中に、畿央大
学はあります。
新しいことを始めるのにふさわしい環境が
整っています。

4月

4/9㈯ 大阪（梅田） ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 13:00～1700

4/14㈭ 大阪（天王寺） あべのハルカス 16:00～19:00

4/16㈯ 大阪（梅田） 梅田スカイビル タワーウエスト３階ステラホール 12:30～16:30

4/16㈯ 大阪（梅田） ヒルトンプラザウエスト・オフィスタワー８階 13:00～16:00

4/16㈯ 大阪（天王寺） 天王寺ミオ １２階 MIOホール 12:30～16:30

4/20㈬ 大阪（天王寺） 天王寺都ホテル 16:00～19:00

4/20㈬ 京都（岡崎） 京都市勧業館（みやこめっせ） 14:00～19:00

4/21㈭ 大阪（泉北） 国際障害者交流センター（ビッグアイ） 15:30～18:00

4/24㈰ 大阪（梅田） AP大阪梅田茶屋町 12:30～16:30

4/26㈫ 奈良（王寺） リーベル王寺 東館 15:30～18:00

4/27㈬ 奈良（JR奈良駅） なら100年会館 15:30～18:00

4/29（金・祝） 京都（京都駅） メルパルク京都 12:30～16:30

5月

5/9㈪ 京都（京都駅） メルパルク京都 15:30～18:00

5/14㈯ 大阪（天王寺） 天王寺ミオ １２階 MIOホール 13:00～16:00

5/21㈯ 大阪（難波） 難波御堂筋ホール 13:00～16:00

5/25㈬ 奈良（JR奈良駅） なら100年会館 15:30～18:00

5/28㈯ 大阪（梅田） 阪急百貨店うめだ本店９階 阪急うめだホール  13:00～15:30

6月

6/1㈬ 大阪（天王寺） 天王寺都ホテル 15:30～18:00

6/5㈰ 大阪（梅田） グランフロント大阪 北館10階カンファレンスルーム 13:00～16:00

6/11㈯ 京都（岡崎） 京都市勧業館（みやこめっせ） 12:00～16:00

6/12㈰ 大阪（梅田） 梅田スカイビル タワーウエスト１０階アウラホール 12:30～16:30

6/15㈬ 大阪（天王寺） 天王寺ミオ １２階 MIOホール 15:30～18:30

6/18㈯ 大阪（南港） インテックス大阪 10:30～17:00

6/19㈰ 大阪（難波） 東京アカデミー難波校 11:00～15:30

6/20㈪ 大阪（堺） 堺市産業振興センター 15:45～18:30

6/22㈬ 大阪（天王寺） 天王寺都ホテル 15:30～18:30

6/25㈯ 京都（京都駅） メルパルク京都 13:00～16:00

6/26㈰ 大阪（梅田） 梅田スカイビル タワーウエスト１０階アウラホール 12:30～16:30

7月

7/9㈯ 大阪（梅田） 梅田スカイビル タワーウエスト３階ステラホール 12:30～17:00

7/10㈰ 大阪（梅田） ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター 11:00～16:00

7/12㈫ 大阪（南港） インテックス大阪 10:30～16:30

7/14㈭ 大阪（港区） 大阪市中央体育館 10:00～16:00

7/18（月・祝） 大阪（東住吉） 城南学園総合体育館 12:00～16:00

7/23㈯ 大阪（中之島） 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 11:00～16:00

9/17㈯ 大阪（梅田） 梅田スカイビル タワーウエスト１０階アウラホール 11:00～16:30

開催日 開催地 会　場 時　間 開催日 開催地 会　場 時　間
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2016
予約不要
入退場自由

●理学療法学科
●看護医療学科
●健康栄養学科
　臨床栄養コース
　スポーツ栄養コース
　食品開発コース

●人間環境デザイン学科
　建築・まちづくりコース
　インテリアデザインコース
　造形デザインコース

●現代教育学科
　学校教育コース
　幼児教育コース
　保健教育コース

健康科学部 教育学部 専 攻 科

大 学 院

●健康科学研究科
●教育学研究科

●助産学専攻科

「オープンキャンパスの日は都合が悪くて…」「ちょっとキャンパスを
見てみたい」「オープンキャンパスには参加したけど、さらに相談した
い」という方にお勧めしたいのが、7月から9月までの土曜日に開催す
るサタデーミニキャンパスです。保護者の方もぜひご来場ください。
※開催予定日は変更する場合があります。その場合は大学ホームページ内「入試総合サイト」でご案
　内しますので、ご確認の上お申し込みください。

開催予定日
（すべて土曜日）

時　　間

参加方法

7月▶23日・30日
8月▶6日・20日・27日
9月▶3日・10日

13：30～14：15 入試ガイダンス
14：15～15：15 個別相談コーナー／キャンパスツアー
※参加人数によって内容を変更する場合があります。

入学センターまでお電話でお申し込みください。
開催日当日も受け付けています。
畿央大学入学センター  TEL0745-54-1603
（受付時間：平日9～18時／土曜9～17時）

サタデーミニキャンパスのご案内（事前申込制）
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