
2019年度開催　進学相談会　参加一覧

地域 場所 会場 開催日 曜日 時間

北海道 ★ 札幌 ACU（アスティ45ビル） 2019/6/9 日 13：00-17：00

仙台 仙台市情報・産業プラザアエル　５F多目的ホール 2019/5/27 月 15：00-18：30

仙台 夢メッセみやぎ 2019/10/5 土 10：30-17：00

富山 富山県民会館 2019/9/10 火 15：30-18：30

金沢 金沢駅もてなしドーム 2019/9/11 水 15：30-18：30

新宿 新宿NSビル　中ホール 2109/4/27 土 13：00-16：30

横浜 横浜新都市ビル（そごう横浜店）９F新都市ホール 2019/5/6 月・祝 11：00-16：00

高崎 ビエント高崎ビッグキューブ 2019/5/25 土 13：00－16：30

川越 ウェスタ川越　多目的ホール 2019/6/4 火 14：30-17：30

有明 東京ビッグサイト 2019/6/8 土 10：30-17：00

秋葉原 秋葉原UDX　アキバ・スクエア/UDX GALLARY NEXT-2 2019/6/9 日 12：00-15：30

千葉 東京ベイ幕張ホール 2019/6/9 日 11：00-16：00

渋谷 渋谷クロスタワー24F　アクセス渋谷フォーラム 2019/6/15 土 12：30-17：00

池袋 池袋サンシャインシティ　ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄﾋﾞﾙ4F 展示ﾎｰﾙA 2019/7/7 日 11：00-17：00

横浜 パシフィコ横浜　展示ホールＤ 2019/7/28 日 11：00-16：00

渋谷 渋谷クロスタワー24F　アクセス渋谷フォーラム 2019/9/22 日 13：00-17：00

池袋 サンシャインシティ文化会館　展示ホールＤ 2019/9/29 日 11：30-16：00

横浜 パシフィコ横浜　展示ホールB 2019/9/29 日 10：00-16：30

新潟 朱鷺メッセ 2019/5/26 日 11：00-16：00

甲府 アイメッセ山梨 2019/6/9 日 11：00-16：00

松本 ホテル ブエナビスタ 2019/6/11 火 15：00-18：30

長野 ビッグハット 2019/6/12 水 14：00-18：30

静岡 ツインメッセ静岡 2019/5/19 日 11：00-16：00

★ 名古屋 ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 2019/6/2 日 12：00-18：00

名古屋 アクセス名古屋駅前フォーラム 2019/6/22 土 13：00-17：00

岐阜 じゅうろくプラザ 2019/6/22 土 13：00-17：00

名古屋 名古屋国際会議場１号館１Ｆイベントホール 2019/7/27 土 11：00-16：00

＊ 静岡 ニッセイ静岡駅前ビル　２F　会議室A・B・C・D 2019/9/22 日 11：00-16：00

名古屋 名古屋ミッドランドスクエア 5F　ミッドランドホール 2019/11/23 土・祝 13：00-16：00

京都 京都市勧業館　みやこメッセ 2019/6/8 土 12：00-16：00

京都 イオンモールKYOTO　Sakura館４F 2019/6/16 日 13：00-16：00

大阪 アクセス梅田フォーラム 2019/6/16 日 12：00-16：00

大阪 ナレッジキャピタル　コングレコンベンションセンター 2019/7/13 土 11：00-16：00

大阪 グランフロント大阪　北館タワーB 10F 2019/9/16 月・祝 12：00-16：00

奈良 なら100年会館１F　大ホール 2019/9/16 月・祝 13：00-16：00

神戸 三宮センターブラザ東館　スペースアルファ三宮 2019/9/21 土 13：00-16：00

＊ 大阪 上智大学大阪サテライトキャンパス 2019/10/27 日 11：00-17：00

広島 基町クレド　11F　NTTクレドホール 2019/5/25 土 10：30-16：30

広島 基町クレド　11F　NTTクレドホール 2019/6/5 水 15：30-18：30

広島 NTTクレドホール 2019/7/13 土 12：30-17：30

岡山 岡山コンベンションセンター 2019/7/14 日 12：30-16：30

高松 JRホテル クレメント高松 2019/6/18 火 15：30-18：30

高松 サンポート高松 2019/7/15 月・祝 12：30-16：30

高松 高松高等予備校本校 2019/7/23 火 10：00-15：00

松山 松山市総合コミュニティセンター 2019/9/24 火 16：00-18：30

福岡 ホテルニューオータニ博多　４F　鶴の間 2019/6/4 火 14：30-19：00

大分 トキハ会館　５F　ローズ・カトレア 2019/6/5 水 14：00-18：30

熊本 ホテル日航熊本　５F　阿蘇 2019/6/6 木 15：30-19：00

北九州 西日本総合展示場　新館AIMビル　３F　展示場 2019/6/7 金 14：30-18：30

★ 長崎 長崎ブリックホール　３F会議室 2019/6/29 土 13：00-16：30

福岡 エルガーラホール7F（中ホール） 2019/9/14 土 13：00-17：00

＊ 熊本 熊本市国際交流会館　４F 2019/10/20 日 11：00-16：00

沖縄 那覇 宜野湾ラグナガーデンホテル 2019/7/16・7/17 火・水 15：00-19：00

★４大学（国際基督教大学、上智大学、同志社大学、南山大学）合同進学フェア

＊東京キリスト教６大学（青山学院大学、国際基督教大学、上智大学、東京女子大学、明治学院大学、立教大学）進学相談会

【外国人学生のための進学説明会】

渋谷 渋谷ヒカリエ 2019/6/3,4,5 月・火・水 11：00-17：00

池袋 サンシャインシティ文化会館　展示ホールＤ 2019/7/6 土 10：00-16：00
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