進学説明会参加予定

2017/4/13現在
筑波大学アドミッションセンター

開催時間
10:00 ～ 16:00

主催者及び名称
廣告社 進学EXPO2017 in 有楽町

4月13日(木) 福島

16:00 ～ 19:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 郡山会場

4月14日(金) 福島

16:00 ～ 20:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 福島会場

エスパル福島

http://shinronavi.com/topics/event.php

4月17日(月) 群馬

14:00 ～ 18:30

大学新聞社 大学入試・入学説明会 高崎会場

ビエント高崎

http://shinronavi.com/topics/event.php

開催日
開催地
4月1日(土) 東京

会場
URL
東京国際フォーラム
https://www.gyakubiki.net/evt/
郡山ビューホテルアネッ
http://shinronavi.com/topics/event.php
クス

秋田市民交流プラザ ア
http://shinronavi.com/topics/event.php
ルヴェ
ホテル・ザ・ウエストヒル
http://www.sanpou-s.net/
ズ・水戸

4月17日(月) 秋田

15:30 ～ 18:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 秋田会場

4月17日(月) 茨城

13:30 ～ 16:00

さんぽう 大学・短期大学進学相談会 水戸会場

4月18日(火) 茨城

15:00 ～ 18:30

大学新聞社 大学入試・入学説明会 水戸会場

水戸三の丸ホテル

http://shinronavi.com/topics/event.php

4月18日(火) 青森

15:30 ～ 19:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 青森会場

ねぶたの家 ワ・ラッセ

http://shinronavi.com/topics/event.php

4月19日(水) 岩手

16:00 ～ 19:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 盛岡会場

アイーナいわて県民情報
http://shinronavi.com/topics/event.php
交流センター

4月19日(水) 茨城

14:00 ～ 18:30

さんぽう 美術系進学相談会 つくば会場

ホテルグランド東雲

http://www.sanpou-s.net/

4月25日(火) 宮城

15:30 ～ 19:30

大学新聞社 大学入試・入学説明会 仙台会場

AER（アエル）

http://shinronavi.com/topics/event.php

4月26日(水) 青森

15:30 ～ 19:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 八戸会場

八戸グランドホテル

http://shinronavi.com/topics/event.php
http://shinronavi.com/topics/event.php

4月26日(水) 京都

13:30 ～ 19:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 京都会場

京都市勧業館みやこ
めっせ

4月26日(水) 千葉

14:30 ～ 18:30

大学新聞社 大学入試・入学説明会 幕張会場

幕張メッセ

http://shinronavi.com/topics/event.php

5月1日(月) 静岡

14:00 ～ 18:30

さんぽう 大学・短期大学進学相談会 静岡会場

ツインメッセ静岡

http://www.sanpou-s.net/

5月14日(日) 東京

13:00 ～ 17:00

さんぽう 美術系進学相談会 新宿会場

新宿NSビル

http://www.sanpou-s.net/

5月20日(土) 栃木

13:00 ～ 16:30

さんぽう 美術系進学相談会 宇都宮会場

マロニエプラザ

http://www.sanpou-s.net/

5月21日(日) 静岡

11:00 ～ 16:00

ライオン企画 大学フェア 静岡会場

ツインメッセ静岡

http://www.daigaku-fair.jp/event/dfair/

5月21日(日) 新潟

11:00 ～ 16:00

ライオン企画 大学フェア 新潟会場

朱鷺メッセ

http://www.daigaku-fair.jp/event/dfair/

5月22日(月) 富山

16:00 ～ 19:00

さんぽう 美術系進学相談会 富山会場

富山県民会館

http://www.sanpou-s.net/

5月22日(月) 宮城

15:00 ～ 18:30

廣告社 進学ステーション 仙台会場

仙台市情報・産業プラザ https://www.gyakubiki.net/evt/

5月23日(火) 山形

15:00 ～ 18:30

廣告社 進学ステーション 山形会場

山形テルサ

https://www.gyakubiki.net/evt/
https://www.gyakubiki.net/evt/
http://www.sanpou-s.net/

5月25日(木) 岡山

14:30 ～ 18:00

廣告社 進学ステーション 岡山会場

岡山コンベンションセン
ター

5月27日(土) 茨城

13:00 ～ 17:00

さんぽう 大学・短期大学進学相談会 水戸会場

水戸駿優予備学校

5月27日(土) 広島

11:00 ～ 16:30

廣告社 進学ステーション 広島会場

基町クレド

https://www.gyakubiki.net/evt/

アキバ・スクエア

http://www.daigakufair.jp/event/consultation/akihabara/

水戸プラザホテル

http://www.eibi-navi.com/soudan/

5月28日(日) 東京

12:30 ～ 16:30

ライオン企画 美術・芸術大学進学相談会2017

5月30日(火) 茨城

14:00 ～ 18:00

栄美通信 大学・短期大学進学相談会 水戸会場

さいたまスーパーアリー
ナ
松山市総合コミュニ
ティーセンター体育館

5月31日(水) 埼玉

15:30 ～ 19:00

大学新聞社 大学入試・入学説明会 さいたま会場

6月1日(木) 愛媛

15:30 ～ 18:30

栄美通信 大学・短期大学進学相談会 松山会場

6月8日(木) 茨城

15:30 ～ 18:30

ドリコム 春季進学ガイダンス 水戸会場

水戸三の丸ホテル

http://www.n-dricom.co.jp/service/event.html

6月8日(木) 鳥取

16:00 ～ 19:00

廣告社 進学ステーション 鳥取会場

ホテルモナーク鳥取

https://www.gyakubiki.net/evt/

6月9日(金) 鳥取

16:00 ～ 19:00

廣告社 進学ステーション 米子会場

米子全日空ホテル

https://www.gyakubiki.net/evt/

6月10日(土) 島根

13:30 ～ 16:30

廣告社 進学ステーション 松江会場

くにびきメッセ

https://www.gyakubiki.net/evt/

6月11日(日) 埼玉

12:30 ～ 16:00

さんぽう 美術系進学相談会 さいたま会場

大宮ソニックシティ

http://www.sanpou-s.net/

6月11日(日) 北海道

12:30 ～ 16:45

東北大学主催 合同説明会 札幌会場

かでる21

http://www.tnc.tohoku.ac.jp/singaku_setsumei.php

6月11日(日) 千葉

11:00 ～ 16:00

千葉学習塾協同組合 大学進学相談会2017

東京ベイ幕張ホール

http://jac-web.com/

6月13日(火) 長野

15:00 ～ 18:30

栄美通信 大学・短期大学進学相談会 松本会場

ホテルブエナビスタ

http://www.eibi-navi.com/soudan/

6月14日(水) 長野

15:00 ～ 18:30

栄美通信 大学・短期大学進学相談会 長野会場

ビッグハット

http://www.eibi-navi.com/soudan/

6月14日(水) 高知

15:30 ～ 18:30

栄美通信 大学・短期大学進学相談会 高知会場

6月17日(土) 神奈川

13:00 ～ 17:00

さんぽう 美術系進学相談会 横浜会場

6月17日(土) 大阪

10:30 ～ 17:00

フロムページ 夢ナビLIVE 大阪

6月18日(日) 東京

11:00 ～ 16:00

ザ クラウンパレス新阪
急高知
横浜新都市ビル（そごう
横浜店）

http://www.eibi-navi.com/soudan/
http://www.eibi-navi.com/soudan/

http://www.eibi-navi.com/soudan/
http://www.sanpou-s.net/

インテックス大阪

http://yumenavi.info/live/index_pc.html

ライオン企画 大学フェア 東京会場

サンシャインシティ

http://www.daigaku-fair.jp/event/dfair/

6月18日(日) 静岡

12:30 ～ 16:50

東北大学主催 合同説明会 静岡会場

コンベンションアーツセン
http://www.tnc.tohoku.ac.jp/singaku_setsumei.php
ター／グランシップ

6月24日(土) 静岡

12:00 ～ 17:00

さんぽう 美術系進学相談会 静岡会場

ツインメッセ静岡

http://www.sanpou-s.net/

