
近畿地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

京都市 平成29年6月10日(土) 12:00 ～ 16:00
進学サミット2017
[専門学校合同]

京都市勧業館
（みやこめっせ）

栄美通信

大阪市 平成29年6月17日(土) 10:00 ～ 17:00 夢ナビライブ インテックス大阪 フロムページ

京都市 平成29年6月18日(日) 13:00 ～ 16:00 大学・短大進学相談会 イオンモールKYOTO ｻﾝﾗｲｽﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

京都市 平成29年6月21日(水) 15:30 ～ 18:30
春季進学ガイダンス　

国公私立大学・短期大学
メルパルク京都 日本ドリコム

大阪市 平成29年6月25日(日) 12:30 ～ 16:30
初夏の進学EXPO2017

inKANSAI
梅田スカイビル 廣告社

大阪市 平成29年7月13日(木) 10:30 ～ 16:00 マイナビ進学フェスタ大阪 インテックス大阪 マイナビ

大阪市 平成29年7月20日(木) 16:00 ～ 19:00 国公私立大学進学相談会 あべのハルカス 全国進路研究所

大阪市 平成29年7月23日(日) 11:00 ～ 16:00
全国国公立・有名私大相談会

2017
大阪国際会議場（グラ

ンキューブ大阪）
朝日新聞社

大阪市 平成29年8月19日(土) 10:00 ～ 16:00 主要大学説明会２０１７
大阪国際会議場（グラ

ンキューブ大阪）
大学情報ｾﾝﾀｰ

大阪市 平成29年9月開催予定 13:00 ～ 16:00
後期大学・短期大学

進学相談会[専門学校合同]
天王寺ミオ 栄美通信

神戸市 平成29年9月3日(日) 13:00 ～ 16:00
後期大学・短期大学

進学相談会
スペースアルファ三宮 栄美通信

京都市 平成29年9月10日(日) 13:00 ～ 16:00
入学願書配布＆
個別進学相談会

未定 ｻﾝﾗｲｽﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

奈良市 平成29年9月18日(月) 13:00 ～ 16:00
入学願書配布＆
個別進学相談会

なら100年会館 ｻﾝﾗｲｽﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

大阪市 平成29年9月23日(土) 13:00 ～ 16:00
入学願書配布＆
個別進学相談会

難波御堂筋ホール ｻﾝﾗｲｽﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

京都市 平成29年9月26日(火) 15:30 ～ 18:00
後期大学・短期大学進学
相談会[専門学校合同]

メルパルク京都 栄美通信

大阪市 平成29年10月26日(木) 16:30 ～ 19:00 国公私立大学進学相談会 あべのハルカス 全国進路研究所

京都市 平成29年11月23日(木) 13:00 ～ 16:00
一般入試直前＆新高2,3年生

向け進学相談会
未定 ｻﾝﾗｲｽﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

甲信越地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

新潟市 平成29年7月30日(日) 10:00 ～ 16:00 主要大学説明会２０１７ 朱鷺メッセ 大学情報ｾﾝﾀｰ

北陸地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

金沢市 平成29年7月12日(水) 10:30 ～ 17:00 マイナビ進学フェスタ金沢 石川県産業展示館 マイナビ

金沢市 平成29年9月20日(水) 15:30 ～ 19:00
後期大学・短期大学

進学相談会
金沢駅もてなしドーム 栄美通信

福井市 平成29年9月21日(木) 15:30 ～ 19:00
後期大学・短期大学

進学相談会[専門学校合同]
フェニックス・プラザ 栄美通信

会場ブース参加一覧

開催時間

開催時間

開催時間
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関東地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

東京都 平成29年7月17日(月) 11:00 ～ 17:00
全国国公立・有名私大

相談会2017
池袋サンシャイン

シティ
朝日新聞社

横浜市 平成29年7月30日(日) 11:00 ～ 16:00
全国国公立・有名私大

相談会2017
パシフィコ横浜 朝日新聞社

東京都 平成29年8月23日(水) 10:00 ～ 16:00 主要大学説明会２０１７ 東京ビッグサイト 大学情報ｾﾝﾀｰ

東海地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

名古屋市 平成29年7月15日(土) 10:00 ～ 17:00 夢ナビライブ ポートメッセ名古屋 フロムページ

名古屋市 平成29年7月16日(日) 11:00 ～ 16:00
全国国公立・有名私大

相談会2017
名古屋国際会議場 朝日新聞社

名古屋市 平成29年8月20日(日) 10:00 ～ 16:00 主要大学説明会２０１７ 名古屋国際会議場 大学情報ｾﾝﾀｰ

中国地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

岡山市 平成29年7月6日(木) 11:00 ～ 14:30
外国人留学生のための

進学相談会
第一セントラルビル ジーベック

岡山市 平成29年7月31日(月)
中国・四国・近畿地区

国立大学合同入試セミナー
岡山コンベンション

センター
香川大学

広島市 平成29年9月3日(日) 10:00 ～ 16:00 主要大学説明会２０１７ 広島国際会議場 大学情報ｾﾝﾀｰ

広島市 平成29年9月20日(水) 16:00 ～ 18:30
後期大学・短期大学

進学相談会[専門学校合同]
基町クレド 栄美通信

岡山市 平成29年11月14日(火) 16:00 ～ 18:30
後期大学・短期大学

進学相談会[専門学校合同]
イオンモール岡山 栄美通信

広島市 平成29年11月15日(水) 16:00 ～ 18:30
後期大学・短期大学

進学相談会[専門学校合同]
基町クレド 栄美通信

四国地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

高松市 平成29年7月5日(水) 13:45 ～ 16:00
外国人留学生のための

進学相談会
高松センタービル ジーベック

九州地区

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

福岡市 平成29年8月9日(水) 10:00 ～ 16:00 主要大学説明会２０１７ 福岡国際会議場 大学情報ｾﾝﾀｰ

開催時間

開催時間

開催時間

未定

開催時間

開催時間

※追加あり　最終ページ参照
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関東地区（追加）

開催都市 開催日 ガイダンス名称 会場 主催者

東京都 平成29年7月22日(土) 10:30 ～ 17:00 夢ナビライブ 東京ビッグサイト フロムページ

開催時間

http://yumenavi.info/live/list/t.aspx?p=tokyo&c=034360
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