
地区 開催地 開催県 開催日 曜日 会　場 時間 備考
関東 新宿 東京 6月9日 日 新宿NSﾋﾞﾙB1Fｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ大ﾎｰﾙA 13:00-17:00 薬学部進学相談会

地区 開催地 開催県 開催日 曜日 会　場 時間 備考
関西 梅田 大阪 6月8日 土 梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｳｴｽﾄ10Fｱｳﾗﾎｰﾙ 13:00-16:30 薬学部進学相談会
関西 京都 京都 6月8日 土 京都市勧業館（みやこめっせ） 12:00-16:00 資料参加
関西 和歌山 和歌山 6月12日 水 県民交流プラザ　和歌山ビック愛 16:00-18:30 資料参加
関西 神戸 兵庫 6月18日 火 生田神社会館 15:30-18:00 資料参加
関西 姫路 兵庫 7月19日 金 姫路・西はりま地場産業センター 13:30-15:30 資料参加

地区 開催地 開催県 開催日 曜日 会　場 時間 備考
中国 岡山 岡山 4月23日 火 岡山コンベンションセンター 15:45-18:00
中国 鳥取 鳥取 5月30日 木 ホテルモナーク鳥取 15:30-18:00 資料参加
中国 東広島 広島 6月3日 月 東広島芸術文化ホールくらら 16:00-18:30 資料参加
中国 広島 広島 6月5日 水 基町クレド 15:30-18:30
中国 松江 島根 6月5日 水 松江テルサ 16:00-18:00 資料参加
中国 福山 広島 6月5日 水 福山ニューキャッスルホテル 14:00-18:30 資料参加
中国 広島 広島 6月6日 木 基町クレド 15:30-18:30 資料参加
中国 福山 広島 6月10日 月 福山ニューキャッスルホテル 16:00-18:30 資料参加
中国 鳥取 鳥取 6月11日 火 とりぎん文化会館 15:45-18:00 資料参加
中国 岡山 岡山 6月12日 水 岡山コンベンションセンター 15:45-18:30 資料参加
中国 浜田 島根 6月12日 水 島根浜田ワシントンホテルプラザ 16:00-18:00 資料参加
中国 松江 島根 6月13日 木 くにびきメッセ 15:45-18:00
中国 三次 広島 6月17日 月 三次グランドホテル 16:00-18:30 資料参加
中国 柳井 山口 6月17日 月 柳井クルーズホテル 15:30-18:00 資料参加
中国 岩国 山口 6月20日 木 リビエール 16:00-18:30
中国 周南 山口 6月21日 金 周南市文化会館 16:00-18:30 資料参加
中国 光 山口 6月25日 火 ホテル松原屋2F鳳凰の間 16:00-18:30 資料参加
中国 山口 山口 6月26日 水 山口市民会館1F小ホール 16:00-18:30
中国 広島 広島 7月7日 日 JMSアステールプラザ 13:00-16:00 看護・医療・福祉・薬・歯学・医療事務系系統別進学相談会

中国 松江 島根 7月11日 木 松江テルサ 16:00-19:00 資料参加
中国 出雲 島根 7月12日 金 ニューウェルシティ出雲 16:00-19:00 資料参加
中国 岡山 岡山 7月16日 火 ジップアリーナ岡山 13:00-18:00

地区 開催地 開催県 開催日 曜日 会　場 時間 備考
四国 松山 愛媛 4月17日 水 松山市総合コミュニティセンター 15:45-18:00
四国 高知 高知 4月17日 水 三翠園 15:30-18:00
四国 香川 香川 4月22日 月 レクザムホール(香川県県民ホール) 15:45-18:00
四国 松山 愛媛 4月25日 木 松山市総合コミュニティセンター 15:30-18:00
四国 徳島 徳島 6月4日 火 アクティとくしま 16:00-18:30
四国 新居浜 愛媛 6月4日 火 リーガロイヤルホテル新居浜 15:30-18:30
四国 松山 愛媛 6月7日 金 松山市総合コミュニティセンター 16:00-18:00 看護・医療・福祉・薬・歯学・医療事務系系統別進学相談会

四国 高知 高知 6月11日 火 ザ　クラウンパレス新阪急高知 15:30-18:30 資料参加
四国 四万十 高知 6月11日 火 新ロイヤルホテル四万十 15:30-18:00
四国 四国中央 愛媛 6月12日 水 川之江ふれあい交流センター 15:30-18:00
四国 坂出 香川 6月13日 木 坂出市民ふれあい会館 15:30-18:00
四国 松山 愛媛 6月13日 木 松山市総合コミュニティセンター 15:30-18:30
四国 徳島 徳島 6月14日 金 あわぎんホール 15:30-18:30
四国 高松 香川 6月17日 月 レクザムホール(香川県県民ホール) 15:45-18:30 資料参加
四国 高松 香川 6月18日 火 JRホテルクレメント高松 15:30-18:30
四国 徳島 徳島 6月18日 火 あわぎんホール 16:00-18:30 資料参加
四国 高知 高知 6月19日 水 ザクラウンパレス新阪急高知 15:45-18:30
四国 松山 愛媛 6月20日 木 松山市総合コミュニティセンター 15:45-18:30 資料参加

２０１９年度　入 試 相 談 会 日 程
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24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。



地区 開催地 開催県 開催日 曜日 会　場 時間 備考
九州 福岡 福岡 6月4日 火 ホテルニューオータニ博多4F鶴の間 14:30-19:00
九州 大分 大分 6月5日 水 トキハ会館5Fローズ・カトレア 14:00-18:30
九州 熊本 熊本 6月6日 木 ホテル日航　熊本5F阿蘇 15:30-19:00 資料参加
九州 宮崎 宮崎 6月7日 金 宮崎市総合体育館 13:00-18:30 資料参加
九州 北九州 福岡 6月7日 金 西日本総合展示場新館AIMビル3F展示場 14:30-18:30 資料参加
九州 大分 大分 6月10日 月 大分イベントホール 13:30-18:30 資料参加
九州 宮崎 宮崎 6月10日 月 ホテルニューウェルシティ宮崎2F大ホール 14:00-19:00 資料参加
九州 鹿児島 鹿児島 6月11日 火 鹿児島アリーナ 13:00-18:30 資料参加
九州 鹿児島 鹿児島 6月11日 火 ジェイドガーデンパレス4Fホール 15:30-19:00
九州 長崎 長崎 6月12日 水 長崎新聞文化ホールアストピア2F翔鶴の間 15:30-18:30 資料参加
九州 佐賀 佐賀 6月13日 木 ホテルグランデはがくれ2Fフラワーホール 16:00-19:00 資料参加
九州 下関 山口 6月14日 金 シーモパレス3Fエメラルドの間 15:30-18:30 資料参加
九州 防府 山口 6月19日 水 ルルサス防府 16:00-18:30 資料参加

地区 開催地 開催県 開催日 曜日 会　場 時間 備考

沖縄 沖縄 沖縄 7月4日-5日 木‐金
パシフィックホテル沖縄
2階「万座・珊瑚の間」

15:00-19:30


	HP

