
開催日 曜日 会　場 時間 備考
大阪 6月16日 土 インテックス大阪 10:30-17:00
大阪 7月12日 木 インテックス大阪 10:30-16:00
松山 4月17日 火 松山市総合コミュニティセンター 15:45-18:00
松山 4月19日 木 いよてつ髙島屋9Fローズホール 15:45-18:00

宇和島 5月22日 火 JAえひめ南 16:00-18:30
新居浜 6月6日 水 リーガロイヤルホテル新居浜 16:00-18:30 資料参加
松山 6月7日 木 松山市総合コミュニティセンター 15:30-18:30

宇和島 6月7日 木 ニュー兵頭サブライムホール2F白凰の間 14:00-18:00 資料参加
新居浜 6月8日 金 リーガロイヤルホテル新居浜 15:30-18:30
松山 6月8日 金 松山市総合コミュニティセンター 16:00-18:00 医療系
今治 6月14日 木 今治国際ホテル 16:00-18:30 資料参加

四国中央 6月15日 金 四国中央市民会館川之江会館 16:00-18:30
松山 6月19日 火 松山市総合コミュニティセンター 15:45-18:30
高松 5月12日 土 サンポートホール高松 13:30-16:00 医療系
高松 6月6日 水 高松市総合体育館 14:30-18:00
丸亀 6月8日 金 観音寺商工会議所大ホール 15:45-18:00 資料参加
坂出 6月14日 木 坂出市民ホール 16:00-18:30
高松 7月25日 水 高松高等予備校 10:00-15:00
高松 8月10日 金 高松市総合体育館 13:00-16:00

四万十 6月12日 火 新ロイヤルホテル四万十 14:00-18:00 資料参加
高知 6月12日 火 ザ クラウンパレス新阪急高知 15:30-18:30
高知 6月13日 水 高知市文化かるぽーと 16:00-18:00 医療系
高知 6月21日 木 ザ クラウンパレス新阪急高知 15:45-18:30
徳島 6月5日 火 アスティとくしま 14:30-18:30
徳島 6月13日 水 JRホテルクレメント徳島 15:30-18:30
岡山 4月23日 月 岡山コンベンションセンター 15:45-18:00
岡山 5月31日 木 コンベックス岡山 13:30-18:00
津山 6月13日 水 津山国際ホテル 14:00-18:00 資料参加
島根 4月27日 金 くにびきメッセ 15:45-18:00
松江 6月5日 火 島根県民会館 13:30-18:30 資料参加
松江 6月11日 月 松江テルサ1Fテルサホール 16:00-18:00 資料参加
浜田 6月12日 火 島根浜田ワシントンホテルプラザ 15:30-18:00 資料参加
出雲 6月13日 水 朱鷺会館 16:00-18:30
鳥取 6月7日 木 とりぎん文化会館 13:30-18:00 資料参加
米子 6月中旬 米子コンベンションセンター 16:00-18:00 資料参加
広島 5月31日 木 広島県立広島産業会館 16:30-19:00 資料参加
福山 6月6日 水 福山ニューキャッスルホテル 16:00-18:30
広島 6月20日 水 グリーンアリーナ 13:15-18:00 資料参加
下関 6月8日 金 シーモールパレス 15:30-18:30
柳井 6月14日 木 柳井クルーズホテル 15:30-18:00
山口 6月20日 水 山口市民会館 16:00-18:30
岩国 6月21日 木 シンフォニア岩国 16:00-18:30
福岡 4月26日 木 エルガーラホテル 16:00-18:30
福岡 6月5日 火 ホテルニューオータニ博多 14:30-19:00 資料参加

北九州 6月6日 水 西日本総合展示場 14:30-18:30 資料参加
大分 4月25日 水 トキハ会館 16:00-18:30
大分 6月7日 木 トキハ会館 14:00-18:30

佐賀県 佐賀 6月14日 木 ホテルグランデはがくれ 16:00-19:00 資料参加
長崎県 長崎 6月15日 金 長崎新聞文化ホール 15:30-18:30 資料参加
熊本県 熊本 6月11日 月 ホテル日航熊本 15:30-19:00 資料参加
宮崎県 宮崎 6月12日 火 ホテルニューウェルシティ宮崎 14:00-19:00
鹿児島県 鹿児島 6月13日 水 ジェイドガーデンパレス 15:30-19:00

那覇 4月18日 水 ロワジールホテル那覇 15:00-18:45
宜野湾 4月19日 木 沖縄コンベンションセンター 14:30-18:45
那覇 7月5日、6日 木、金 パシフィックホテル沖縄 15:00-19:00

各会場の入試相談会には、本学のスタッフが出席します。
大学案内や入学試験に関する詳しい資料を用意しておりますので、ぜひご来場ください。松山大学への申し込みは不要です。

不明な点につきましては入学広報部：フリーダイヤル0120-459514（しこくこいよ）までお問い合わせください。
 なお、以下の日程は4月1日現在のものです。最新の情報につきましては入学広報部までお問い合わせください。
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