
九州各県で開催される合同進学相談会に本学も参加致します。お近くの会場に是非お越しください。
会場でお会いできることを楽しみにしています。（6月25日現在の7月末までの予定です。）

◎進学相談会
県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考

長崎 4月21日 水 16：00～18：30 長崎新聞文化ホール 大学新聞社 終了しました
長崎 4月22日 木 16：00～18：30 長崎県総合体育館 栄美通信 終了しました
佐世保 4月26日 月 16：00～18：30 アルカスSASEBO 栄美通信 終了しました
佐世保 6月10日 木 15：30～18：30 佐世保市体育文化館 日本ドリコム 延期となりました
諫早 6月11日 金 15：30～18：30 Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ 日本ドリコム 終了しました
長崎 6月14日 月 15：00～18：30 ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション 日本ドリコム 終了しました
島原 6月15日 火 14：10～15：.30 島原復興アリーナ ライセンスアカデミー 終了しました
島原 6月15日 火 15：30～18：30 島原文化会館 日本ドリコム 終了しました
長崎 6月17日 木 14：30～16：20 長崎県立総合体育館 ライセンスアカデミー 終了しました
長崎 6月18日 金 15：00～18：30 長崎新聞文化ホール 貿易広告社 終了しました
大村 7月7日 水 12：30～17：30 シーハットおおむら さんぽう
佐世保 7月12日 月 15：30～18：30 佐世保市体育文化館 日本ドリコム 6/10延期分
大村 7月15日 木 16：00～18：00 パークベルズ大村 昭栄広報
島原 7月16日 金 16：00～18：00 島原文化会館 栄美通信
五島 7月20日 火 13：30～18：00 カンパーナホテル 栄美通信
上五島 7月21日 水 13：30～16：00 有川総合文化センター 栄美通信

県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考
佐賀県 佐賀 4月19日 月 16：00～18：30 ホテルマリターレ創世　佐賀 栄美通信 終了しました

県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考
熊本 6月7日 月 15：00～18：30 ホテル日航熊本 貿易広告社 終了しました
熊本 6月8日 火 16：00～18：30 熊本城ホール 栄美通信 終了しました

県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考
大分県 大分 6月14日 月 14：00～18：30 レンブラントホテル大分 貿易広告社 終了しました

県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考
宮崎 4月28日 水 16：00～18：30 MRT micc 栄美通信 終了しました
宮崎 6月16日 水 15：00～18：30 ニューウェルシティ宮崎 貿易広告社 終了しました

県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考
鹿児島 4月27日 火 16：00～18：30 鹿児島県医師会館 栄美通信 終了しました
鹿児島 6月17日 木 15：00～18：30 西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） 貿易広告社 終了しました

県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考
沖縄 4月19日 月 14：00～18：30 モーリアクラシック沖縄迎賓館<資料のみ> 沖縄デーアール 終了しました
宜野湾 4月20日 火 14：00～18：30 沖縄コンベンションセンター<資料のみ> 沖縄デーアール 終了しました
那覇 4月21日 水 14：00～18：30 ロワジールホテル＆スパタワー那覇<資料のみ> 沖縄デーアール 終了しました
沖縄 7月17日 土 10：00～17：00 那覇市ぶんかテンブス館<オンライン> ハンズ・コム

◎高校内ガイダンス
県 地区 月日 曜日 時間 会場 主催者 備考

諌早 4月28日 水 13：40～15：30 鎮西学院高等学校 昭栄広報 終了しました
諌早 5月14日 金 13：35～15：25 創成館高等学校 ライセンスアカデミー 中止となりました
佐世保 5月21日 金 13：25～15：15 佐世保中央高等学校 ライセンスアカデミー 終了しました
大村 6月10日 木 15：30～16：55 向陽高等学校<オンライン> 終了しました
対馬 6月14日 月 14：05～15：15 対馬高等学校<オンライン> さんぽう 終了しました
平戸 6月14日 月 14：00～15：50 猶興館高等学校 キッズコーポレーション 延期となりました
大村 6月15日 火 13：30～15：20 大村城南高等学校 さんぽう 終了しました
長崎 6月23日 水 10：30～12：20 こころ未来高等学校 ライセンスアカデミー 終了しました
大村 6月26日 土 11：25～12：30 向陽高等学校 昭栄広報
大村 6月30日 水 14：15～15：25 向陽高等学校（諫早文化会館） さんぽう
対馬 7月2日 金 13：40～15：30 対馬高等学校<オンライン> さんぽう
長崎 7月5日 月 16：00～17：00 瓊浦高等学校 さんぽう
長崎 7月9日 火 16：10～17：10 活水高等学校 ライセンスアカデミー
平戸 7月12日 月 13：20～14：50 猶興館高等学校 キッズコーポレーション 6/14延期分
長崎 7月12日 月 13：49～15：09 長崎女子商業高等学校 さんぽう
大村 7月13日 火 15：05～15:50 向陽高等学校 さんぽう
長崎 7月20日 火 13：25～15：05 長崎玉成高等学校 ライセンスアカデミー
佐賀 6月19日 土 10：00～11：15 佐賀清和高等学校 アドバンスクリエイト 中止となりました
佐賀 6月21日 月 14：45～15：45 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 ライセンスアカデミー 中止となりました
佐賀 7月7日 水 10：25～11：45 佐賀学園高等学校 ライセンスアカデミー
佐賀 7月14日 水 10：30～12：30 白石高等学校<オンライン> ライセンスアカデミー

福岡県 福岡 5月28日 金 13：00～13：40 博多女子高等学校<オンライン> 終了しました
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