
【会場参加】

札幌市 ベルヴュオフィス札幌[ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター] 東京12大学広報連絡協議会 栄美通信 6月25日(土) http://www.tokyo12univ.com/

札幌市 札幌パークホテル 栄美通信 栄美通信 8月25日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=1&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

弘前市 アートホテル弘前シティ 青森テレビ 栄美通信 6月14日(火) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=2&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

青森市 リンクステーションホール青森(青森市文化会館) 青森テレビ 栄美通信 6月15日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=2&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

岩手 盛岡市 アイーナ 岩手日報社 共同 9月24日(土) (株)共同 大学進学説明会事務局 TEL 022-221-1838

仙台市 仙台国際センター 東京12大学広報連絡協議会 共同 6月26日(日) http://www.tokyo12univ.com/

仙台市 アエル(仙台市中小企業活性化センター) 河北新報社 共同 7月17日(日) (株)共同 大学進学説明会事務局 TEL 022-221-1838

秋田 秋田市 アルヴェ 栄美通信 栄美通信 9月2日(金) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=2&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

郡山市 郡山市民交流プラザ(ビックアイ) 福島民報社 共同 5月22日(日) (株)共同 大学進学説明会事務局 TEL 022-221-1838

郡山市 ビックパレットふくしま マイナビ マイナビ 6月23日(木) https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/live/

福島市 ＭＡＸふくしまＡＯＺ（アオウゼ） 栄美通信 栄美通信 9月14日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=2&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

郡山市 ホテルハマツ 栄美通信 栄美通信 9月20日(火) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=2&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

水戸市 リリーアリーナＭＩＴＯ 茨城新聞社/栄美通信 栄美通信 5月26日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=3&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

つくば市 つくば国際会議場 東京・神田5大学広報会議 東京・神田5大学広報会議 7月9日(土) https://licenseacademy.jp/kandagodaigaku/

水戸市 駿優教育会館 日本ドリコム 日本ドリコム 9月30日(金) https://guidance.e-shinro.jp/

宇都宮市 日環アリーナ栃木 下野新聞社 栄美通信 6月7日(火) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=3&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

宇都宮市 宇都宮東武ホテルグランデ 下野新聞社 栄美通信 8月31日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=3&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

高崎市 ビエント高崎ビッグキューブ ライオン企画 ライオン企画 5月29日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

高崎市 Ｇメッセ群馬 栄美通信 栄美通信 6月20日(月) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=3&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

高崎市 ビエント高崎 日本ドリコム 日本ドリコム 7月12日(火) https://guidance.e-shinro.jp/

高崎市 Ｇメッセ群馬 日本ドリコム 日本ドリコム 10月31日(月) https://guidance.e-shinro.jp/

さいたま市 さいたまスーパーアリーナ展示ホール 日本ドリコム 日本ドリコム 5月28日(土) https://guidance.e-shinro.jp/

春日部市 ふれあいキューブ 日本ドリコム 日本ドリコム 6月1日(水) https://guidance.e-shinro.jp/

さいたま市 大宮ソニックシティ 栄美通信 栄美通信 6月7日(火) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=3&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

川越市 ウェスタ川越 さんぽう さんぽう 6月17日(金) https://www.sanpou-s.net/search_event/list/f1-202206/f2-17/t1-202206/t2-17/a-A3/s-1/

さいたま市 大宮ソニックシティ 「逆引き大学辞典」編集部 廣告社 2023年3月29日(水) https://www.gyakubiki.net/evt/

千葉市 千葉市文化センター 日本ドリコム 日本ドリコム 6月1日(水) https://guidance.e-shinro.jp/

千葉市 東京ベイ幕張ホール 千葉学習塾協同組合 千葉学習塾協同組合 6月12日(日) https://jac-web.com

渋谷 ヒカリエホール 東京12大学広報連絡協議会 アクセスネクステージ 5月28日(土) http://www.tokyo12univ.com/

北千住 シアター１０１０ 日本ドリコム 日本ドリコム 6月8日(水) https://guidance.e-shinro.jp/

新宿 新宿ＮＳビル 栄美通信 栄美通信 6月8日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=3&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

新宿 新宿ＮＳビル 日本ドリコム 日本ドリコム 6月11日(土) https://guidance.e-shinro.jp/

八王子市 京王プラザホテル八王子 多摩地区高等学校進路指導協議会 昭栄広報 6月14日(火)

池袋 サンシャインシティ ライオン企画 ライオン企画 6月19日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

池袋 サンシャインシティ文化会館 日本ドリコム 日本ドリコム 7月9日(土)

秋葉原 アキバ・スクエア ライオン企画 ライオン企画 9月4日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

池袋 サンシャインシティワールドインポートマート ライオン企画 ライオン企画 10月16日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

有楽町 東京国際フォーラム 「逆引き大学辞典」編集部 廣告社 2023年3月25日(土) https://www.gyakubiki.net/evt/

横浜市 横浜新都市ホール(そごう) 日本ドリコム 日本ドリコム 6月4日(土) https://guidance.e-shinro.jp/

横浜市 タカシマヤローズホール 大学進学フェスタinYOKOHAMA実行委員会 6月4日(土) https://univ-festa.jp/

横浜市 パシフィコ横浜 栄美通信 栄美通信 6月16日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=4&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

相模原市 相模女子大学グリーンホール 日本ドリコム 日本ドリコム 6月23日(木) https://guidance.e-shinro.jp/

横浜市 パシフィコ横浜 マイナビ マイナビ 7月14日(木) https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/live/

横浜市 横浜新都市ホール(そごう) 栄美通信 栄美通信 9月2日(金) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=4&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

横浜市 横浜新都市ホール(そごう) 日本ドリコム 日本ドリコム 9月3日(土) https://guidance.e-shinro.jp/

横浜市 パシフィコ横浜 神奈川新聞社・東進衛星予備校 大学進学フェスタinYOKOHAMA実行委員会 10月2日(日) https://univ-festa.jp/

横浜市 横浜新都市ホール(そごう) 日本ドリコム 日本ドリコム 11月9日(水) https://guidance.e-shinro.jp/

横浜市 横浜新都市ホール(そごう) 「逆引き大学辞典」編集部 廣告社 2023年3月11日(土) https://www.gyakubiki.net/evt/

新潟市 朱鷺メッセ ＮＳＴ（新潟総合テレビ） ライオン企画 5月22日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

新潟市 朱鷺メッセ 栄美通信 栄美通信 6月15日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=5&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

新潟市 代々木ゼミナール新潟校 新潟日報社 新潟日報社・アルディート 7月10日(日)

富山 富山市 富山県民会館 栄美通信 栄美通信 6月14日(火) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

石川 金沢市 金沢駅もてなしドーム 栄美通信 栄美通信 6月15日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

福井 福井市 フェニックス・プラザ 栄美通信 栄美通信 6月16日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

山梨 甲府市 アイメッセ山梨 テレビ山梨 ライオン企画 6月19日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

長野市 ビッグハット 信濃毎日新聞社/栄美通信 栄美通信 6月15日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=5&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

松本市 やまびこドーム 信濃毎日新聞社/栄美通信 栄美通信 6月16日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=5&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

長野市 ビッグハット マイナビ マイナビ 7月14日(木) https://shingaku.mynavi.jp/cnt/etc/live/

長野市 ホテルメトロポリタン長野 信濃毎日新聞社/栄美通信 栄美通信 9月7日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=5&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

松本市 ホテルブエナビスタ 信濃毎日新聞社/栄美通信 栄美通信 9月8日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=5&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

静岡市 ツインメッセ静岡 テレビ静岡 ライオン企画 5月22日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

浜松市 アクトシティ浜松 テレビ静岡 ライオン企画 5月29日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

静岡市 ツインメッセ静岡 栄美通信 栄美通信 6月14日(火) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=6&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

浜松市 アクトシティ浜松 栄美通信 栄美通信 6月17日(金) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=6&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

静岡市 グランシップ 日本ドリコム 日本ドリコム 6月21日(火) https://guidance.e-shinro.jp/

愛知 名古屋市 ナディアパークデザインセンタービル[デザインホール] 東京12大学広報連絡協議会 栄美通信 6月11日(土) http://www.tokyo12univ.com/

京都 京都市 京都市勧業館(みやこめっせ) 栄美通信 栄美通信 6月18日(土) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

大阪市 梅田センタービル[梅田クリスタルホール] 東京12大学広報連絡協議会 栄美通信 6月18日(土) http://www.tokyo12univ.com/

大阪市 ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ライオン企画 ライオン企画 7月10日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

大阪市 梅田スカイビル　アウラホール 「逆引き大学辞典」編集部 廣告社 9月10日(土) https://www.gyakubiki.net/evt/

岡山 岡山市 岡山国際交流センター ライオン企画 ライオン企画 8月28日(日) https://www.daigaku-fair.jp/

広島市 広島国際会議場 東京12大学広報連絡協議会 栄美通信 6月12日(日) http://www.tokyo12univ.com/

広島市 広島産業会館 ライオン企画 ライオン企画 8月27日(土) https://www.daigaku-fair.jp/

広島市 基町クレド 栄美通信 栄美通信 9月21日(水) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

香川 高松市 高松高等予備校本校 四国新聞社 日本ドリコム 7月25日(月)

福岡市 エルガーラホール 東京12大学広報連絡協議会 栄美通信 6月19日(日) http://www.tokyo12univ.com/

福岡市 ソラリア西鉄ホテル 栄美通信 栄美通信 9月22日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

熊本市 熊本城ホール 東京・神田5大学広報会議 東京・神田5大学広報会議 7月17日(日) https://licenseacademy.jp/kandagodaigaku/

熊本市 熊本城ホール 栄美通信 栄美通信 9月15日(木) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

鹿児島市 ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央 東京・神田5大学広報会議 東京・神田5大学広報会議 7月16日(土) https://licenseacademy.jp/kandagodaigaku/

鹿児島市 鹿児島県医師会館 栄美通信 栄美通信 9月16日(金) https://www.eibi-navi.com/soudan/list.php?mode=search&area=8&kind[]=1&kind[]=2&kind[]=3&op=1

宜野湾市 沖縄コンベンションセンター 夢おこしプロジェクト・シンプルグループ シンプル 7月13日(水) (株)シンプル 学びミュージアム事務局 TEL 03-6712-2370

宜野湾市 沖縄コンベンションセンター 夢おこしプロジェクト・シンプルグループ シンプル 7月14日(木) (株)シンプル 学びミュージアム事務局 TEL 03-6712-2370

主催者のうち，東京・神田５大学広報会議の加盟大学は本学・専修・中央・法政・明治大学，

東京１２大学広報連絡協議会の加盟大学は前記５大学と青山学院・学習院・國學院・上智・東海・立教・早稲田大学である。
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【オンラインセミナー（講演形式）】

地域 開催地 会場 主催 業者 日程

全国 7月9日(土) https://liveweb.yumenavi.info/?s=summer

全国 7月10日(日) https://liveweb.yumenavi.info/?s=summer

全国 7月23日(土)

全国 7月24日(日)

全国 11月12日(土)

全国 11月13日(日)

全国 10月15日(土) https://liveweb.yumenavi.info/?s=autumn

全国 10月16日(日) https://liveweb.yumenavi.info/?s=autumn

【資料参加】

地域 開催地 会場 主催 日程

北海道札幌市 札幌駅地下歩行空間 ダイヤ書房 ダイヤ書房 8月

仙台市 仙台市中小企業活性化センター アエル ダイヤ書房 日本ドリコム 6月28日(火)

仙台市 ＪＲ仙台駅　２階コンコース ダイヤ書房 ダイヤ書房 7月

山形 山形市 山形テルサ 日本ドリコム 6月13日(月)

福島市 コラッセ福島 企画展示室 日本ドリコム 6月20日(月)

郡山市 けんしん郡山文化センター 日本ドリコム 6月21日(火)

茨城 水戸市 駿優教育会館 日本ドリコム 日本ドリコム 6月9日(木)

宇都宮市 ベルヴィ宇都宮 日本ドリコム 日本ドリコム 5月30日(月)

宇都宮市 ベルヴィ宇都宮 日本ドリコム 9月予定

群馬 伊勢崎市 玉村町文化センター 日本ドリコム 6月14日(火)

埼玉 川口市 川口文化センター リリア 日本ドリコム 6月14日(火)

東京 立川市 ホテルエミシア東京立川 多摩地区高等学校進路指導協議会 昭栄広報 6月7日(火)

石川 金沢市 金沢駅もてなしドーム地下イベント広場 ダイヤ書房 ダイヤ書房 8月

長野 上田市 上田高砂殿 日本ドリコム 6月10日(金)

静岡市 未定 日本ドリコム 10月予定

沼津市 プラザヴェルデ 日本ドリコム 11月予定

京都 京都市 みやこめっせ（京都市勧業館） 京都新聞 大学進学フェスタinKYOTO実行委員会 9月25日(日)

広島 広島市 広島駅南口地下広場 ダイヤ書房 ダイヤ書房 8月

福岡 福岡市 博多駅前広場　賑わい交流空間 ダイヤ書房 ダイヤ書房 8月

栃木
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