
・ここでは、6月30日時点で各学校のホームページで確認できた7月開催予定の行事を紹介しています。

・紹介している行事のなかには、対象者や対象学年を限定したり、事前の予約を必要としたりしているものも少なくありません。気になる行事がございましたら、詳細は学校のホームページなどでご確認ください。

学校名をクリックすると、各校の行事紹介ページにジャンプします。Ⓦはオンライン開催であることを示します。

学校名 日付 行事名 学校名 日付 行事名

男 足立学園 7/25(土) 第2回Web中学校説明会Ⓦ

女 跡見学園 7/3(金)、10(金) 第1回ナイト説明会

女 浦和明の星女子 7/22(水) 第2回学校見学会 7/18(土) オンライン学校説明会＆施設見学Ⓦ

共 穎明館 7/18(土) 第2回学校説明会Ⓦ 学校説明会Ⓦ

7/12(日) 説明会（越谷） 第1回国際学級入試説明会Ⓦ

7/19(日) 説明会（新浦安）

女 鷗友学園女子 7/23(木・祝) オープンキャンパス

7/11(土) 第1回帰国生学校説明会Ⓦ 共 埼玉栄 7/11(土) 学校説明会

7/19(日) 第1回・第2回学校説明会Ⓦ 7/21(火)、22(水) 小学生サマースクール

第3回学校説明会

STEMセミナー

女 大妻中野 7/19(日) 第2回海外帰国生対象説明会 女 実践女子学園 7/4（土）ほか スマホde相談DXⓌ 7/11、18にも実施

7/11(土) 第2回中学校説明会 7/4(土)、10(金) 学校説明会

7/18(土) わくわくワークショップ 7/25(土)、31(金) 夏期休暇中ミニ説明会・校舎見学

第3回学校説明会 共 芝浦工業大学柏 7/15(水) 中学説明会Ⓦ

哲学対話体験 共 城西大学附属城西 7/19(日) 第1回一日体験入学

共 開智未来 7/23(木・祝) 学ぶって楽しい！ 体験授業・説明会 7/11(土) 個別校内見学会

共 かえつ有明 7/11(土) 第1回オープンキャンパスⓌ 7/23(木・祝) つながる・えらべる 夏の女子聖体験日☆

第1回学校説明会Ⓦ 女 成女学園 7/18(土) 学校説明会

帰国生学校説明会Ⓦ 7/4(土)ほか Web説明会Ⓦ　 7/11、18、25にも実施

共 関東学院 7/2(木) ミニ説明会 7/18(土) オープンキャンパス

7/11(土) 第3回学校説明会 男 世田谷学園 7/11(土)～19(日) 第2回Web説明会Ⓦ

7/23(木・祝) 夏の英語教室 共 鶴見大学附属 7/11(土) ミニ説明会

7/26(日) 夏の受験講習会（音楽コース） 女 田園調布学園 7/15(水) 学校説明会Ⓦ

女 共立女子第二 7/4(土)ほか 中学校説明会 7/9、11、16、30にも実施 オンライン帰国子女対象説明会Ⓦ

女 国本女子 7/11(土) 学校説明会 オンライン学校説明会Ⓦ

共 公文国際学園 7/12(日) 第1回学校説明会 共 東海大学菅生高等学校中 7/19(日) 第1回オープンスクール

大妻

帰国生・国際生
適性型思考力入試説明会

7/19(日)

女 学習院女子 7/11(土)

大妻嵐山

か
行

女

【7月】学校行事スケジュール
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・今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、予定されている行事が中止になったり、延期になったりしています。本PDFで紹介している行事が中止・延期になる可能性もあれば、
　5月・6月に行われる予定だった行事が7月に行われることもあります。関心をお持ちの学校については学校のホームぺージを直接ご確認ください。

共 啓明学園
7/1(水)ほか

オンライン個別相談会Ⓦ
7/4、8、11、15、22、29にも実施

イブニングオンライン説明会＋
オンラインKomajoゼミⓌ

攻玉社 7/1(水)～7（火）

あ
行

品川女子学院女

さ
行

共

女

女

か
行

女 女子聖学院

共

共 開智

共 埼玉平成
7/25(土)

江戸川学園取手

女 駒沢学園女子 7/29(水)

男

大妻多摩 7/26(日)

聖望学園

女 北鎌倉女子学園

共

た
行 7/18(土)桐蔭学園中等教育学校

https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
http://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://www.urawa-akenohoshi.ed.jp/setumeikai.html
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://www.emk.ac.jp/info/event.html
https://kogyokusha.ed.jp/wp-content/uploads/2020/06/7%E6%9C%884%E6%97%A5%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf
http://www.e-t.ed.jp/admission/
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/jh/examinee/explain/
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/junior-high-school
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/junior-high-school
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
http://www.ka.shibaura-it.ac.jp/admissions/index.html
https://www.kaichigakuen.ed.jp/tyuukouikkannbu/受験生の皆さんへ-1/受験生の皆さんへ-1/イベント情報-2019
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://www.kaichimirai.ed.jp/j_exam/j_explanat
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.gakushuin.ac.jp/girl/nyushi/index.html
http://www.kantogakuin.ed.jp/
http://www.seibou.ac.jp/exam/junior/setsumei/
http://www.setagayagakuen.ac.jp/information/explanation/
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https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
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https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://kunimoto.education/junior/admission/briefing
https://mirai-compass.net/usr/toinj/event/evtIndex.jsf
https://kumon.ac.jp/k-gakuen/kokusai/setsuMeiKai.php
http://www.sugao.ed.jp/jhs/web/event.html
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.gakushuin.ac.jp/girl/nyushi/index.html
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https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://mirai-compass.net/usr/toinj/event/evtIndex.jsf
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学校名をクリックすると、各校の行事紹介ページにジャンプします。Ⓦはオンライン開催であることを示します。

学校名 日付 行事名

7/6(月)～31(金) 第1回学校説明会Ⓦ

7/18(土) 個別相談Ⓦ

7/4(土)ほか ミニ学校説明会Ⓦ 7/11、18にも実施

7/19(日) 夏のオープンスクールⓌ、個別見学会

7/23(木・祝) 国際学級帰国生対象説明会

7/31(金) 第2回学校説明会

7/11(土) 第4回学校説明会

7/25(土) オープンスクール1回目

7/19(日) 第2回中学説明会Ⓦ

共 東洋大学京北 7/4(土) 第2回学校説明会Ⓦ

共 獨協埼玉 7/4(土) ミニ説明会Ⓦ

共 ドルトン東京学園 7/11(土)、19(日) Web体験授業・Web個別相談Ⓦ

7/18(土) 学校説明会

7/25(土) 授業体験会

男 日本大学豊山 7/9(木) 第2回イブニング説明会Ⓦ

第2回学校説明会・個人相談Ⓦ

第1回帰国生対象学校説明会・個人相談Ⓦ

共 文教大学付属 7/11(土) 第1回オープンスクール

7/26(日) 第1回学校見学会Ⓦ

7/11(土) ミニ説明会

7/22(水) 学校説明会Ⓦ

共 明星学園 7/18(土) 第1回学校説明会Ⓦ

共 目白研心 7/25(土) 第5回中学校説明会

女 山脇学園 7/15(水) ナイト説明会（オンラインでも開催）

共 横浜富士見丘学園 7/17(金) 学校説明会Ⓦ

女 横浜雙葉 7/11(土) 土曜日学校案内

7/6(月) 第2回イブニング説明会

7/26(日) オープンスクール　授業体験＋相談会
り 共 立正大学付属立正

や
行

聖園女学院女

ま
行

は
行

7/19(日)

共
東京学芸大学附属

国際中等教育学校

に

た
行

女 東京家政大学附属女子

女 東京女学館

女 東京女子学院

共 二松学舎大学附属柏

zoom入試相談Ⓦ
7/5、6、11、14、17、28にも実施

7/4(土)ほか
本郷男

富士見丘女

オンライン個別説明会Ⓦ
7/4、9、11、16、18、25、30にも実施

7/2(木)ほか
桐朋女子女

https://www.tjk.jp/mh/nyushi/setsumeikai.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/briefing/#event01
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/briefing/#event01
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/j-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.daltontokyo.ed.jp/
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/briefing
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_junior.html
http://www.hongo.ed.jp/wp/admission/briefing/
http://www.hongo.ed.jp/wp/admission/briefing/
https://www.misono.jp/examination/
https://www.myojogakuen.ed.jp/junior_high_school/admission_info/briefing_session
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/junior_exam/guidance/
https://www.yamawaki.ed.jp/exam/briefing-schedule/
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/
https://yokohamafutaba.ed.jp/highsch/prospectives/openschool.html
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
https://www.misono.jp/examination/
https://www.tjk.jp/mh/nyushi/setsumeikai.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
http://www.hongo.ed.jp/wp/admission/briefing/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/briefing
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/briefing/#event01
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学校名をクリックすると、各校の行事紹介ページにジャンプします。Ⓦはオンライン開催であることを示します。

学校名 日付 行事名 学校名 日付 行事名

7/4(土) キャンパスNAVIサマーフェス!ⓦ 7/3(金)、10(金) 保護者の方への学校説明会

7/11(土) オンライン個別相談会ⓦ 7/18(土) 第4回学校見学会

7/22(水) 保護者のためのevening説明会ⓦ 7/4(土) 学校説明会（堺東）

7/4(土) 中学校説明会および個別相談会（尼崎） 7/11(土) 学校説明会（千里中央）

7/11(土) 中高学校説明会および個別相談会（梅田） 共 仁川学院 7/11(土) 第1回中学入試説明会

7/25(土) 個別相談会 7/2(木) 学校説明会（堺東）

7/8(水) 出張ミニ説明会（上本町） 7/5(日) 学校説明会（千里中央）

7/9(木)、22(水) 出張ミニ説明会（天王寺） 7/11(土) 学校説明会（西宮北口）

7/11(土) 学校見学会 7/12(日) 学校説明会（梅田）

7/15(水) 出張ミニ説明会（千里中央） 7/18(土) 学校説明会（天王寺）

7/17(金) 出張ミニ説明会（大和八木） 7/19(日) 学校説明会（京都駅前）

共 関西大学中等部 7/18(土) オープンスクールⓌ

共 京都学園 7/4（土）ほか ミニオープンキャンパス　7/11、18にも実施

7/4(土) プチキャンパス見学会 BAIKA CUP（小学生英語暗唱大会）

7/18(土) 第2回中学校見学会 第3回オープンキャンパス

女 金蘭会 7/11(土) 第1回中学校オープンスクール 7/19(日) 第4回オープンキャンパス

共 金光大阪 7/12(日) オープンスクール・学校説明会 第1回中学学校説明会

共 金光八尾 7/11(土) 第1回学校見学会・個別相談会 第1回中学オープンスクール

7/5(日) オープンキャンパス 女 プール学院 7/10(金) 夕方学校説明会

7/26(日) プレプレテスト 女 平安女学院 7/4（土）ほか 個別相談会　7/11、18、25にも実施

女 四天王寺 7/19(日)、26(日) 入試説明会 も 共 桃山学院 7/20(月) イブニング説明会in桃山

7/4(土)、11(土) 個別見学会 ゆ 女 百合学院 7/26(日) 第1回学校説明会

7/18(土) 体験学習会・学校説明会 り 共 龍谷大学付属平安 7/5(日) オープンキャンパス

7/11(土) 第1回水泳部特別推薦制度説明会

7/18(土) 第2回水泳部特別推薦制度説明会

7/22(水) Night オープンスクール

共 清教学園 7/23(木・祝) 第1回清教中学模試

帝塚山

高槻共

別

共

女

京都文教

堺リベラル

学校説明会（本校）

7/4(土)

共 雲雀丘学園 7/19(日)

7/23(木・祝)、
24（金・祝）

別 西大和学園

は
行

女 梅花

お

か
行

さ
行

た
行

に

四天王寺東共

女 城星学園

大阪女学院女

大阪桐蔭共

大谷(大阪)女

https://www.osaka-jogakuin.ed.jp/admission/index.html
https://www.takatsuki.ed.jp/admission/events
https://www.osaka-jogakuin.ed.jp/admission/index.html
https://www.tezukayama-h.ed.jp/topics02/topic-465.html
http://www.osakatoin.ed.jp/examination/meeting.html
https://www.nigawa.ac.jp/nigawa-info/high/14957
http://www.osakatoin.ed.jp/examination/meeting.html
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http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/admission/event.html
https://www.kbu.ac.jp/kbghs/event/calendar.html
https://www.baika-jh.ed.jp/exam/j_infosession/
https://www.kinran.ed.jp/admissions/event01/
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https://www.kohs.ed.jp/open-school/2020/04/20/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%83%bb%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%80%80%e6%a0%a1%e5%86%85%e5%8f%97%e9%a8%93%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/
https://www.konkoyao.ed.jp/for-test-takers/application-form/
https://www.hibari.jp/admissions/openschool.html
https://www.poole.ed.jp/exam/events.php
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https://www.liberal.ed.jp/j-highschool/opencampus/
https://www.hibari.jp/admissions/openschool.html
http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/admission/event.html
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