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中高生新聞全3段／110mm×245mm

中高生新聞全3段

本紙M・6月00日・大学通信・3段1割・4色

全国国公立・有名私大
年生

年生

年生

in

サンシャインシティ

東京

ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA

11:00〜17:00

あな
た
の
未
ここにあ 来が
る。

東京大学／東京工業大学／一橋大学／北海道大学／東北大学／名古屋
大学／京都大学／大阪大学／九州大学／千葉大学／首都大学東京など
全国から 47国公立大学 80私立大学 計127大学 が参加！
！

相談会 2018 7 14 大阪
土

大学個別相談コーナー 大学案内申込コーナー

進 路相談コーナー

学習相談コーナー 映像授 業体験コーナー
TOEFL 相談コーナー（東 京・大阪）

ご来場の方にプレゼント！

大

学受験を

はじめよう

！

参加大学や講演、申込方法など、
詳しくはWEBにてご確認ください。

1号館１Fイベントホール

in

名古屋

11:00〜16:00

名古屋大学／名古屋工業大学／名古屋市立大学／岐阜大学／三重大学／北
海道大学／東北大学／京都大学／九州大学／その他医学部のある大学など
全国から 47国公立大学 61私立大学 計108大学 が参加！
！

7 29

日

パシフィコ横浜
展示ホールD

in

横浜

11:00〜16:00

横浜国立大学／横浜市立大学／北海道大学／東北大学／東京医科歯科大学／東京工業大
学／名古屋大学／京都大学／神戸大学／筑波大学／千葉大学など
全国から 34国公立大学 70私立大学 計104大学 が参加！
！

高1生および保護者対象 どう変わる？新大学入試 −今からやるべきことは−
15:30
〜 16:15 講演者：Ｚ会の教室 マーケティング担当 上之門 宏美
高２・３生および保護者対象 大学入試の基礎知識
11:30
〜 12:15 講演者：河合塾 上本町校 校舎長 大垣 正枝

13:00
京都大学のおもろさを語る
〜 13:45 講演者：京都大学 総長 山極 壽一

※当日、相談会入場時に
整理券を配布します
〈450名限定〉

大阪会場
特別講演

14:00
今日からはじめる難関大合格への第一歩
〜 14:45 講演者：河合塾 英語科講師 胡摩﨑 章秀
高1生および保護者対象 どう変わる？新大学入試 −今からやるべきことは−
15:00
〜 15:45 講演者：河合塾 天王寺校 校舎長 佐伯 淳史
高１・２・３生と保護者対象 知っておくべき大学入試 〜変わる！大学入試〜
11:20
〜 12:05 講演者：河合塾名駅校（医進館／東大・京大館） 校舎長 川崎 貴美子

12:30
原監督流 ―成長する為の10の秘訣―
〜 13:15 講演者：青山学院大学 陸上競技部監督 原 晋

※当日、相談会入場時に
名古屋会場
整理券を配布します
〈350名限定〉 特別講演

13:30
名古屋大学の概要について
〜 14:15 講演者：名古屋大学 教育推進部入試課長 武藤 英幸
高1・2生対象 英語難関大合格作戦
14:30
〜 15:15 講演者：河合塾 英語科講師 宮下 卓也
高２・３生および保護者対象 親子で学ぶ大学入試
11:30
〜 12:15 −入試の基礎知識と大学選びのポイント−

12:30 医師になる人が医学部に入る前に
〜 13:15 知っておくべき、現在の医療とこれからの医療
横浜会場
特別講演

〜医学部で人工知能研究と
ベンチャー創出を推進する立場から〜
講演者：慶應義塾大学 医学部 田澤 雄基

高1・2生対象 難関大合格作戦
13:30
〜 14:15 −河合塾講師が教える 結果が出る 英語学習法−

高1・2生対象 難関大合格作戦
14:30
〜 15:15 −河合塾講師が教える 結果が出る 数学学習法−

11:30
横浜市立大学：YCUは次のステージへ
〜 12:15 〜学びが深化する学部再編〜
高1生および保護者対象 どう変わる？新大学入試
12:30
〜 13:15 −今からやるべきことは−

13:30
早稲田大学を目指す人へ
〜 14:15

お問い合わせ先 ㈱大学通信 相談会運営事務局 Tel：03-3515-3541 受付時間：9：30〜17：30（土日祝を除く）
○主催／朝日新聞社 ○後援／文部科学省、日本私立中学高等学校連合会、東京都教育委員会、神奈川教育委員会、埼玉教育委員会、千葉教育委員会、群馬教育委員会、
栃木教育委員会、茨城教育委員会、愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、大阪府教育委員会、京都府教育委員会、奈良県教育委員会 ○特別協賛／河合塾、
Ｚ会 ○特別協力／フロムページ
（全国学校案内資料管理事務センター）

入場無料

講演会も充実

検索

月 祝

高1・2生対象 難関大合格作戦 −河合塾講師が教える 結果が出る 英語学習法−
14:30
〜 15:15 講演者：河合塾 英語科講師 清川 舞

第2会場

全国国公立有名私大相談会2018

11:00〜16:00

京都大学／大阪大学／神戸大学／大阪市立大学／大阪府立大学／北海道大学／東北大学
／名古屋大学／同志社大学／関西大学／関西学院大学／その他医学部のある大学など
全国から 46国公立大学 45私立大学 計91大学 が参加！
！

13:30
早稲田大学を目指す人へ
〜 14:15 講演者：早稲田大学 入学センター課長 渡邉 慎一郎

第1会場

入場の際、
お申込完了時にお知らせする申込番号をご提示ください。
＊フィーチャーフォンの方は、パソコンからご覧ください。

グランキューブ大阪 3F イベントホール

高２・３生および保護者対象 親子で学ぶ大学受験 −入試の基礎知識と大学選びのポイント−
12:30
〜 13:15 講演者：河合塾 池袋校 校舎長 鈴木 勝洋

第1会場

参加申込時にご登録いただいた
お届け先に後日無料でお届けします。

インターネット から事前 に参加申込
https://daigakusoudankai.com

in

名古屋国際会議場

08582

（余裕をもってご用意しておりますが、
品切れの際はご容赦ください。）

ご希望の大学案内・パンフレットを
後日 無料 でお届け！

大阪国際会議場

7 16

高1・2 生対象

いざ学問 選択

全国国公立・有名私大相談会 参加大学の概要を紹介した
「親と
子の大学ガイドブック」
、
河合塾大学受験をはじめようシリーズ
「入
試難易ランキング・入試何でも基礎知識」
「いざ学問選択!」
、
Z会オ
リジナル
「英語リスニング対策問題」
をご来場の方に差し上げます。

▼パソコン 、スマートフォンから

78

日

高校生・受験生と保護者 のための講演会

高校生 1 2 3 ・受験生と保護者のための

