
会場コード 試験会場 URL 開場時刻 交通手段・最寄駅 所要時間 その他注意事項

101
北海道ハイテクノロジー専門
学校

https://www.hht.ac.jp 9:20 恵み野駅(各駅停車しか止まりません) 徒歩15分程度 上履持参のこと

102 札幌科学技術専門学校 http://www.s-kagisen.ac.jp/access/ 8：30～ 地下鉄　東西線「西18丁目駅」6番出口隣

201 八戸工業大学 http://www.hi-tech.ac.jp/0801outline/0807outline

試験室（メディアセンター２F会議室）には　９：５０より
入室が可能。
試験室のある建物 （メディアセンター）には9時半より
入場が可能。
試験室開室時に案内をしますので、１F（椅子、テー
ブルあり）でおまちください。
メディアセンター（図のNo14)２F会議室で行います。
http://www.hi-tech.ac.jp/0801outline/0806outlin

八戸市営バス　バス停　工業大学前
時刻表は以下
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/bus/new/dire
ction/koudai.pdf

時刻表のとおり
９：５７工業大学前着　のバスで、10時の集合に間に
合います。
バスの到着の遅れによる、10時を過ぎてからの入場
は問題ありません。

万一の悪天によるバスの遅れについては、柔軟に
対応します。
徒歩5分以内にコンビニはあります。
学食は閉店ですのでコンビニの利用か、持参をお
勧めします。

301 帝京大学　宇都宮キャンパス
https://www.teikyo-
u.ac.jp/university/campus/utsunomiya.html
https://www.teikyo-u.ac.jp/access/utsunomiya.html

9:30

●JR「宇都宮駅」下車、関東バス5番のりば：豊郷
台・帝京大学行、ニュー富士見行、宇都宮美術館行
20分「帝京大学」下車
● 東武宇都宮線「東武宇都宮駅」下車、関東バス
「JR宇都宮駅行」5分。JR宇都宮駅で上記路線に乗
り換え、「帝京大学」下車。

バス運行については、関東バスのホームページより
発車時間等が検索できます。

http://www.kantobus.co.jp/route/bus_search.html

料金は340円です。

お車でお越しの場合は、学生駐車場に駐車願いま
す。

本部棟1号館2階205教室で行います。
https://www.teikyo-
u.ac.jp/access/utsunomiya.html

休日ダイヤとなっていますので、時間には余裕を
もってお越しください。
参考：宇都宮西口→帝京大学　8:40　8:50　9:15
のいずれかにを利用いただきますようお願いしま
す。

305 東京医薬専門学校 http://www.tcm.ac.jp/school/access/

試験会場教室は、３号館２階です。
9時30分より入室可能といたします。
それより以前に建物内へ立ち入ることは、防犯上ご
遠慮頂きたく思います。

東京メトロ東西線　葛西駅 葛西駅から徒歩5分ほどです。
東西線の快速は、葛西駅には停車しませんので、
ご注意ください。

306
東京バイオテクノロジー専門
学校

http://www.bio.ac.jp/school/access
会場は9時以降は開いております。一般受験者の教
室は本校学生とは別にしてお ります。

京浜本線　梅屋敷　　会場まで約12分～20分（迷わ
れる方がよくいます）
JR大森駅（東口バスターミナル2番）から森ヶ崎行
（京急バス）　北糀谷下車　 徒歩1分

307
専門学校東京テクニカルカ
レッジ

http://www.tera-house.ac.jp/tec/school/map.html
9：00を予定しています。それまでは1Fテラカフェ、6F
学生ホール、地下１B会場前ホール等でお待ちくださ
い。

JR中央・総武線「東中野駅」　東口下車　徒歩1分
　都営地下鉄大江戸線「東中野駅」　A1出口　徒歩1
分
　東京メトロ東西線「落合駅」2ｂ出口　徒歩8分
　西武新宿線「中井駅」下車　徒歩13分

試験会場は校舎地下一階テラホールです。
　正面入り口内の案内掲示に従ってご入場くださ
い。
　尚試験会場内での飲食はできませんのでご注
意ください。

311 湘央生命科学技術専門学校 http://www.sho-oh.ac.jp/access/

小田急線・相鉄線・JR相模線「海老名駅」より
バス（4番または5番発着所より乗車）「望地【もうち】
バス停」下車（乗車時間5分～10分）
バス停より徒歩2分

15～20分 バスは道路状況により渋滞する場合があります。

312 麻布大学 https://www.azabu-u.ac.jp/access/ 9：00～
JR横浜線「矢部駅」
矢部駅」へのアクセスについて、「各駅停車」の電車
のみ停車いたします。

最寄り駅からの会場（試験室）までの所要時間：約10
分

313 神奈川工科大学 http://www.kait.jp/directions/ 9:00 本厚木駅（小田急のみしかありません）

・神奈川中央交通のバスで神奈川工科大学（１２階
の建物を目印に。会場はB5号館（４階建て古い校
舎））

・松蓮寺行は途中までしか行きませんので乗車しな
いでください。

・できれば厚07か厚89に乗車してください。

・厚05と厚06は徒歩区間が長いため、おすすめでは
ありません。

○本厚木駅バス停1番乗り場→神奈川工科大学
前下車：所要時間約17分（道路事情により30分程
度かかることも）290円（IC288円）

8：00（厚07青年の家行）、8：30（厚89鳶尾団地
行）、9：00（厚07）、9：30（厚89）

 

○本厚木駅バス停1番乗り場→荻野新宿下車＋
徒歩0.84km：所要時間約35分（道路事情により50
分程度かかることも）290円（IC288円）

8：05（厚05まつかげ台行）、8：12（厚06鳶尾団地
行）、8：35（厚05）、8：42（厚06）、9：05（厚05）、9：
12（厚06）

401 新潟農業・バイオ専門学校 http://abio.jp/school_introduce/ ９時には、会場入室できるようにしておきます。

ＪＲ新潟駅南口より

Ｓ６長潟（ながた）線　北谷内（きたやち）バス停下車

バス停前が本校会場です。

新潟駅よりバス１０分ですが、日曜日運行もあり新潟
駅より３０分をみてもらえば良いかと思います。

試験当日の新潟市内の天気は「曇りのち雪（１２
日時点）」です。当日の降雪で交通機関が乱れる
心配は薄いですが、今週は積雪の可能性があり
ます。

積雪によりバスダイヤが乱れることがあるかもし
れません。



402 新潟工科大学 http://www.niit.ac.jp/info/outline/access.html
受験生控室
大学院棟１Fのゼミ室Bで、午前8:30には入室可能予
定。

路線バス時刻表
http://www.niit.ac.jp/info/outline/bus-
timetable.html
日曜日ですので、バスの便数は少なくなりますの
で、注意が必要です。
バス停から大学院棟へは徒歩10分位です。

http://www.niit.ac.jp/info/outline/img/tatemonoa
nnai.pdf
大学院棟は、No.7です。

建物見取り図
http://www.niit.ac.jp/info/outline/img/tatemonom
itorizu.pdf
ゼミ室Bは、１Fです。
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403 金沢工業大学
金沢工業大学HP（http://www.kanazawa-it.ac.jp/）
　　（【交通アクセス】より確認できます。会場は８号館 ８・
２０１教室です）

9:45

最寄駅　北陸鉄道【野々市工大前】　徒歩１０分
　　バス停　北陸鉄道【金沢工業大学】　徒歩２～５
分
　　詳細は北陸鉄道のHP
（http://www.hokutetsu.co.jp/）でご確認ください。

平日と休日で運行スケジュールが違いますのでご
注意ください。

404 岐阜医療科学大学 http://www.u-gifu-ms.ac.jp/university/access/

503
大阪バイオメディカル専門学
校

http://www.obm.ac.jp/about/history.html#Access 大阪市営地下鉄　堺筋線　長堀橋駅 6番出口より、徒歩1分

【中級の試験を本館】、【上級の試験を2号館】で行
う。2号館は本館の斜め前にございます。
弊校は本館の向かい2件隣に2号館がごさいま
す。人数の関係で【中級を本館】、【上級を2号館】
で行うことにいたしました。
当日はわかりやすいように本館前に案内を設置
し、本館前から2号館まで案内する者も配置予定
です。

504
大阪ハイテクノロジー専門学
校

http://www.osaka-hightech.ac.jp/school/access/

604 広島国際学院大学 http://www.hkg.ac.jp/html/about/nakano.html 受験室，控え室の開場時刻は９時です。 JR山陽本線「中野東駅」下車，徒歩約１０分
５号館４階５４１教室で，となりの５４２教室が受験
者控え室です。

605 近畿大学 工学部 http://www.hiro.kindai.ac.jp/access.html 9:00
JR　西高屋駅　徒歩　または　バス（近畿大学工学
部：日曜日は本数が少ないので注意が必要です）

徒歩20分，バス10分

構内のコンビニは日曜日は開いておりません．西
高屋駅と大学の中間ぐらいに，スーパーとコンビ
ニがありますが，近くにはないので，お弁当などは
あらかじめ購入するなどしてほしいと思います

608 広島工業大学

キャンパス案内図： http://www.it-
hiroshima.ac.jp/about/access/itsukaichi/campus.html
交通アクセス：http://www.it-
hiroshima.ac.jp/about/access/itsukaichi/

広島電鉄「楽々園」駅　徒歩20分

広島電鉄バス「広島工大入口」徒歩10分

上記のキャンパス案内図をよくご確認のうえお願
いします

609 山口大学 医学部 http://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/13/613.html
試験会場前にはロビーがありますので、９：００から
はそこで待つことは可能です。
試験会場には１０：００から入ってもらいます。

701 徳島文理大学 https://www.bunri-u.ac.jp/about/access/kagawa.html 試験室入室可能時刻9:20

https://www.bunri-
u.ac.jp/about/access/kagawa.html
JR志度駅もしくは琴電志度駅
　　（日曜日はバスは運休です）

徒歩30～40分

日曜日はバスは運休ですので、徒歩か車を利用く
ださい。
　　正門および東門に案内の者が立っていますの
で、その誘導の指示に従ってください。

702 高知学園短期大学 http://www.kochi-gc.ac.jp/exam/access.html 9時30分
ＪＲ－旭駅下車北へ徒歩10分
土佐電交通ー旭駅下車北へ徒歩15分

使用教室は5号館3階

801 近畿大学 産業理工学部 http://www.fuk.kindai.ac.jp/about/access/

803 崇城大学 生物生命学部
http://www.sojo-u.ac.jp/access/

http://www.sojo-u.ac.jp/access/placement.html
9時には入室可になっています。

JR　鹿児島本線 西里駅前

　バス　熊本交通センターから4番のりば、「上熊本・
西里」経由のバス乗車。「西里駅前」下車、バス停よ
り徒歩4分

駅より徒歩3分

上級：E号館　E108教室

中級：H号館　H205教室

学内は地震の影響で現在工事中ですが、地図に
変更はありません。

また、当日、学内で高校生対象のスクーリングが
開催されておりますが、

試験に影響のないよう、教室を配慮し、関係者各
位には連絡をしております。

804 熊本保健科学大学 http://www.kumamoto-hsu.ac.jp

806 サイ・テク・カレッジ美浜
「本校ホームページの「アクセス」のバナーを閲覧ください
（http://www.sci-tec.ac.jp/）」

「会場は9:00には開場しています。教室は5階の5-2
教室です。」

「最寄のバス停 謝苅入口又は軍病院バス停前より
徒歩2分」


