
平成29年度　進学相談会スケジュール（時間内 入・退場自由）

時間 会場 主催

名古屋 4月13日 木 16:00～19:00 吹上ホール 大学新聞社

豊橋 4月13日 木 16:00～18:30 名豊ビル 昭栄広報

安城 4月13日 木 15:30～18:30 安城市民会館 日本ドリコム

名古屋 4月19日 水 13:30～18:30 名古屋市中小企業振興会館 さんぽう

安城 4月21日 金 15:45～18:30 安城市民会館 昭栄広報

名古屋 4月23日 日 11:30～16:30 ウインクあいち 中日アドレップ

岡崎 4月27日 木 16:00～18:30 岡崎市竜美丘会館 昭栄広報

豊橋 4月28日 金 16:00～18:30 名豊ビル本館 日本ドリコム

名古屋 4月30日 日 13:00～16:00 ウインクあいち 日本ドリコム

岡崎 5月2日 火 16:00～18:30 岡崎市竜美丘会館 日本ドリコム

半田 5月8日 月 16:00～18:00 住吉福祉文化会館 ライセンスアカデミー

名古屋 5月9日 火 16:00～19:00 吹上ホール ライセンスアカデミー

名古屋 5月27日 土 10:30～17:00 ウインクあいち 私立大学広報委員会

名古屋 5月28日 日 10:00～16:00 ウインクあいち 私立大学広報委員会

豊橋 6月6日 火 16:00～18:30 穂の国豊橋芸術劇場PLAT ライセンスアカデミー

名古屋 6月11日 日 13:00～16:00 ウインクあいち 日本ドリコム

豊橋 6月11日 日 10:00～16:00 穂の国豊橋芸術劇場PLAT 私立大学広報委員会

一宮 6月14日 水 16:00～19:00 尾張一宮駅前ビル（i-ビル） 栄美通信

名古屋 6月15日 木 15:30～18:30 ウインクあいち 栄美通信

豊田 6月20日 火 16:00～20:00 名鉄トヨタホテル 栄美通信

名古屋 7月17日 月・祝 13:00～17:00 ウインクあいち 東京アカデミー

新城 7月20日 木 11:30～14:30 新城市商工会館 ライセンスアカデミー

名古屋 8月30日 水 13:00～19:00 名古屋市中小企業振興会館 私立大学広報委員会

名古屋 8月31日 木 13:00～19:00 名古屋市中小企業振興会館 私立大学広報委員会

飯田 4月24日 月 16:00～18:30 シルクホテル 日本ドリコム

飯田 4月27日 木 15:50～18:00 シルクホテル ライセンスアカデミー

飯田 5月15日 月 16:00～18:00 シルクホテル さんぽう

岐阜 4月21日 金 15:30～18:30 じゅうろくプラザ 日本ドリコム

美濃加茂 4月25日 火 15:45～18:30 シティホテル美濃加茂 さんぽう

可児 5月9日 火 15:00～18:00 可児市福祉センター ライセンスアカデミー

郡上 5月16日 火 16:30～18:30 郡上市総合文化センター さんぽう

中津川 6月30日 金 16:00～18:00 にぎわいプラザ ライセンスアカデミー

伊勢 4月20日 木 16:00～18:00 伊勢市観光文化会館 昭栄広報

鈴鹿 6月14日 水 15:00～18:00 ホテルグリーンパーク鈴鹿 ライセンスアカデミー

四日市 6月18日 日 10:00～16:00 じばさん三重 私立大学広報委員会

浜松 4月19日 水 16:00～18:30 アクトシティ浜松 日本ドリコム

静岡 4月20日 木 15:45～18:30 グランシップ1階大ホール 昭栄広報

浜松 4月25日 火 15:30～18:30 アクトシティ浜松 さんぽう

静岡 5月1日 月 14:00～18:30 ツインメッセ静岡 さんぽう

掛川 5月11日 木 16:00～18:30 掛川グランドホテル ライセンスアカデミー

静岡 5月12日 金 15:30～18:30 グランシップ 日本ドリコム

磐田 5月25日 木 15:45～18:00 磐田市文化振興センター ライセンスアカデミー

浜松 6月4日 日 10:00～16:00 アクトシティ浜松 私立大学広報委員会

静岡 6月6日 火 14:00～18:30 ツインメッセ静岡 栄美通信

浜松 6月7日 水 15:00～18:30 アクトシティ浜松 栄美通信

浜松 6月13日 火 13:30～17:30 アクトシティ浜松 ライセンスアカデミー

浜松 6月20日 火 14:00～18:00 アクトシティ浜松 さんぽう

掛川 7月12日 水 15:00～18:30 掛川グランドホテル 栄美通信

浜松 9月3日 日 10:00～16:00 アクトシティ浜松 私立大学広報委員会

松山 4月18日 火 16:00～18:00(予定） いよてつ高島屋 ライセンスアカデミー

宇和島 4月20日 木 16:00～18:00(予定） ニュー兵頭サブライムホール ライセンスアカデミー

松山 4月21日 金 13:00～18:00 松山市総合コミュニティーセンター さんぽう

今治 4月21日 金 16:00～18:00 テクスポート今治 日本ドリコム

松山 5月23日 火 15:00～18:00 松山市総合コミュニティーセンター 昭栄広報

高知県 高知 4月26日 水 15:30～18:00 ザ　クラウンパレス新阪急高知 日本ドリコム

北海道 札幌 5月12日 金 15:00～18:00 札幌パークホテル 日本ドリコム

兵庫県 神戸 4月19日 水 15:30～18:00 生田神社会館 日本ドリコム

山口県 山口 4月19日 水 14:30～18:30 山口市民会館 日本ドリコム

愛媛県

日程

愛知県

開催日時が未定な会場が、下記の他に数多く予定されてます。詳細が決まり次第、本学WEBサイトでご案内します。
本学のブースにおいては、どの相談会でも人間環境学部（心理学科、環境科学科）、看護学部、松山看護学部の相談が可能です。事前申込は不要。会場でお待ちしております。

長野県

岐阜県

三重県

静岡県

開催地区


