
※2018.04.23現在予定
以降随時更新

開催地 日  程 曜　日 実施時間帯 会　場 主催業者
5月11日 金 15:00～18:00 札幌パークホテル 日本ドリコム
5月25日 金 14:00～18:00 札幌パークホテル 栄美通信
8月24日 金 15:00～18:00 札幌パークホテル 栄美通信
4月17日 火 15:00～18:00 ベルクラシック函館 日本ドリコム
5月23日 水 15:00～18:00 ベルクラシック函館 栄美通信
5月22日 火 15:00～18:00 リンクステーション青森 栄美通信
6月7日 木 14:30～18:00 青森国際ホテル 共同
6月8日 金 13:30～18:00 リンクステーション青森 リクルート
4月19日 木 12:30～16:00 アートホテル弘前シティ マイナビ
4月25日 水 13:30～18:00 アートホテル弘前シティ リクルート
5月21日 月 15:00～18:00 アートホテル弘前シティ 栄美通信
4月24日 火 15:30～18:00 八戸商工会館 日本ドリコム
5月10日 木 15:00～18:30 八戸グランドホテル リクルート
5月23日 水 15:00～18:00 八戸プラザアーバンホール 栄美通信
4月18日 水 13:30～18:00 アルヴェ マイナビ
4月26日 木 15:00～18:00 アルヴェ リクルート
5月18日 金 15:00～18:00 アルヴェ 栄美通信
7月21日 土 13:00～16:00 アルヴェ 共同
4月24日 火 15:30～18:00 アイーナ 大学新聞社
5月9日 水 15:00～18:30 ホテルメトロポリタン盛岡　ＮＥＷ　ＷＩＮＧ リクルート
6月18日 月 15:00～18:00 ホテルメトロポリタン盛岡　ＮＥＷ　ＷＩＮＧ 栄美通信
6月27日 水 13:00～15:30 盛岡タカヤアリーナ マイナビ

花巻 6月14日 木 15:30～18:00 なはんプラザ ライセンス
4月17日 火 16:00～19:00 MAXふくしまAOZ 大学新聞社
5月25日 金 15:00～18:00 MAXふくしまAOZ 栄美通信
6月6日 水 16:00～19:00 MAXふくしまAOZ ライセンス
6月12日 火 13:30～18:30 ザ　セレクト福島 リクルート
6月20日 水 15:00～18:00 コラッセふくしま 共同
4月26日 木 15:30～18:00 ラトブ 日本ドリコム
5月15日 火 15:00～18:00 いわきワシントンホテル 栄美通信

会津若松 5月17日 木 15:00～18:00 会津若松ワシントンホテル 栄美通信
4月19日 木 13:00～18:00 ビックパレットふくしま さんぽう
5月24日 木 15:00～18:00 郡山ビューホテルアネックス 栄美通信
5月31日 木 15:00～18:00 ビックパレットふくしま リクルート
6月7日 木 12:30～15:30 ビックパレットふくしま マイナビ
6月13日 水 15:40～18:00 郡山ビューホテル 昭栄広報
6月21日 木 15:00～18:00 郡山ビューホテルアネックス 共同
7月3日 火 15:30～18:00 郡山市民文化センター 日本ドリコム
4月19日 木 15:30～18:00 ヤマコーホール 大学新聞社
4月27日 金 13:30～18:30 山形国際ホテル リクルート
5月16日 水 15:00～18:00 ホテルメトロポリタン山形 栄美通信

米沢 6月12日 火 15:40～18:00 伝国の杜 日本ドリコム
5月29日 火 15:45～18:00 気仙沼市民会館 ヘキサ
6月15日 金 15:30～18:00 ゲストハウスアーバン ライセンス
4月20日 金 15:30～18:00 石巻グランドホテル 日本ドリコム
5月16日 水 15:30～18:00 石巻グランドホテル 大学新聞社
6月27日 水 15:00～18:00 石巻グランドホテル 栄美通信
6月12日 火 13:30～18:30 マロニエプラザ 栄美通信
6月13日 水 13:30～18:30 マロニエプラザ 栄美通信
4月19日 木 15:30～18:00 芙蓉閣 日本ドリコム
6月22日 金 15:45～18:00 芙蓉閣 ヘキサ
4月16日 月 15:00～18:00 アエル（仙台市情報・産業プラザ） 栄美通信
4月26日 木 15:30～19:30 アエル（仙台市情報・産業プラザ） 大学新聞社
5月14日 月 14:30～18:30 アエル（仙台市情報・産業プラザ） 共同
5月16日 水 13:30～18:30 仙台サンプラザ リクルート
5月21日 月 15:00～18:00 アエル（仙台市情報・産業プラザ） 廣告社
5月22日 火 15:30～18:00 アエル（仙台市情報・産業プラザ） 日本ドリコム
6月21日 木 15:30～18:00 アエル（仙台市情報・産業プラザ） ライセンス
6月25日 月 15:00～18:00 仙台サンプラザ 栄美通信
7月12日 木 13:00～16:30 仙台国際センター マイナビ
7月14日 土 13:00～16:00 アエル（仙台市情報・産業プラザ） 共同
7月30日 月 11:30～15:00 アエル（仙台市情報・産業プラザ） さんぽう
6月14日 木 15:00～18:00 朱鷺メッセ 栄美通信
7月11日 水 10:00～18:00 新潟市産業振興センター マイナビ

大宮 6月5日 火 15:30～18:30 大宮ソニックシティ 栄美通信
渋谷 7月7日 土 12:00～16:00 フォーラムエイト さんぽう
横浜 7月14日 土 12:00～16:00 ワールドポーターズ さんぽう

★学科１日体験会　各学科の授業を体験していただくオープンキャンパス（要申込）

7/7（土）　体育学科・健康福祉学科・スポーツ情報マスメディア学科・子ども運動教育学科

7/14（土）　運動教育学科・現代武道学科

★オープンキャンパス　さまざまなイベントで仙台大学の雰囲気を楽しんでいただくオープンキャンパス（申込不要）

8/4（土）　仙台大学オープンキャンパス 2018　　　　

学科１日体験会・オープンキャンパス日程決定！※詳細は後日お知らせします

仙台大学  平成30年度 入試説明会年間日程
　本学が参加する入試説明会が下記の日程・会場で開催されます。学部・学科の内容、入試、学生生活、就職など、教職員が相談・質問に応じます。

　お近くの会場へ是非、足をお運び下さい！　　　(時間・会場等は変更になる場合がございます。ご了承下さい。）

山形

気仙沼

札幌

函館

青森

八戸

秋田

弘前

盛岡

福島

いわき

郡山

石巻

宇都宮

大崎

仙台

新潟


