
・ここでは、7月31日時点で各学校のホームページで確認できた8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。

一部の学校を除き、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

共 アレセイア湘南 8/19(水) 学校見学&ミニ説明 8/8(土)、22(土) 校舎施設見学会

共 市川 8/1(土) 帰国生対象オンライン説明会Ⓦ 8/29(土) 第4回学校見学会Ⓦ

8/8(土) 夏のミニ説明会 8/1(土)ほか 夏休み説明会　8/8、15、22にも実施

8/18(火)～21(金) 音楽講習会（音楽コース） グローバルコース説明会Ⓦ

8/22(土) オープンスクール 帰国生対象学校説明会（個別相談）Ⓦでも実施

学校説明会（音楽コース）

オープンスクール

女 浦和明の星女子 8/20(木) 第3回学校見学会 8/1(土)ほか 夏休み学校見学会　8/11、16、19、20にも実施

女 大妻多摩 8/29(土) 多摩 la ナイト 8/22(土) オープンスクール

女 大妻中野 8/29(土) 第2回学校説明会 別 国学院大学久我山 8/9(日)、22(土) 夏休みミニ説明会

8/6(木) オンライン個別相談会Ⓦ 8/22(土) 第1回学校説明会・部活動体験会

8/15(土) 第2回オープンスクール 8/29(土) 第2回学校説明会＆個別相談会

8/18(火)、27(木) オンライン夕方個別相談会Ⓦ 8/1(土)ほか 学校見学会　8/3～7にも実施

共 開智日本橋学園 8/22(土) 学校説明会Ⓦ 8/22(土)、29(土) オープンキャンパス

共 春日部共栄 8/25(火) ナイト説明会

女 神奈川学園 8/21(金) 第4回学校説明会

8/22(土) Le Tour de CaritasⓌ 8/1(土)、8(土) 小学生サマースクール

8/26(水) カリタスDEナイトⓌ 8/22(土) 第4回学校説明会（プラクティカルセミナー）

女 北鎌倉女子学園 8/29(土) 第4回学校説明会 共 佐久長聖 8/29(土) 第2回学校説明会

共 共栄学園 8/23(日) 学校見学会 共 実践学園 8/22(土) 体験授業

8/8(土) 帰国生入試・英語入試説明会（Ⓦでも実施） 8/18 (火)、19(水) 来校型学校説明会

8/29(土) 中学校キャンパス見学会 8/20(木)～30(日) 個別校内見学会

女 国本女子 8/23(日) 学校説明会③ 8/27(木) オンライン帰国生対象説明会Ⓦ

共 公文国際学園 8/22(土) 第二回学校説明会 共 品川翔英 8/22(土) 中学校説明会

女 京華女子 8/23(日) 第1回中学説明会

共 芝浦工業大学柏 8/22(土) 学校説明会Ⓦ

8/29(土) オンライン個別相談会Ⓦ 8/8(土)、22(土) 個別相談会Ⓦ

8/23(日) Open Campus II Ⓦ

【8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、
　7月までに行われる予定だった行事が8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。

8/26(水)

女

女 実践女子学園

品川女子学院

8/7(金)ほか

8/29(土)

上野学園共
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女 晃華学園
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男 佼成学園

秀光共

オンライン学校説明会＆施設見学Ⓦ
8/8、21、22にも実施

共 埼玉平成カリタス女子女

大妻嵐山女

夏期休暇中ミニ説明会・校舎見学
8/8、21、22、28、29にも実施

8/7(金)ほか

共立女子第二女

共 啓明学園

8/2(日)

アットホーム説明会Ⓦ
8/12～14、8/25～28にも実施

8/11(火)ほか

佼成学園女子

国際学院

駒沢学園女子女

イブニングオンライン説明会
＋オンラインKomajoゼミⓌ

女

共

http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
http://www.ichigaku.ac.jp/examinformation/schedule/
https://jhs.kokagakuen.ac.jp/admission/briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.urawa-akenohoshi.ed.jp/setumeikai.html
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/#event
https://jsh.kgef.ac.jp/kjs/examinee/event/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/#event
https://www.kng.ed.jp/event-calendar/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.k-kyoei.ed.jp/jr/admission-explain.html
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/event.html
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.caritas.ed.jp/admission/event.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/junior-high-school
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
http://sakuchosei.ed.jp/exam/jh-session/
http://www.kyoei-g.ed.jp/junior/guidance_j.html
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_jhs/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://kunimoto.education/junior/admission/briefing
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://kumon.ac.jp/k-gakuen/kokusai/setsuMeiKai.php
http://shinagawa-shouei.ac.jp/juniorhighschool/students/briefing/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/junior/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
http://www.ka.shibaura-it.ac.jp/for-junior/index.html
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://www.sendaiikuei.ed.jp/shukoh/admission/opencampus/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://jhs.kokagakuen.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.sendaiikuei.ed.jp/shukoh/admission/opencampus/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/junior-high-school
https://www.caritas.ed.jp/admission/event.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/#event
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://jsh.kgef.ac.jp/kjs/examinee/event/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
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一部の学校を除き、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

共 秀明八千代 8/22(土)、23(日) 個別相談会

8/1(土)、8(土) 夏の中学オンライン個別相談会Ⓦ

8/6(木)、27(木) ミニ説明会 8/22(土) 第1回オープンスクール

8/11(火) 帰国生入試説明会

8/12(水)、20(木) 夏の中学個別相談会

共 淑徳巣鴨 8/2(日) オープンスクール 8/29(土) ミニ学校説明会

共 順天 8/29(土) 学校説明会3回目 8/30(日) 第2回夏のオープンスクールⓌ＋個別見学会

8/22(土) 対面式個別相談

8/29(土) オンライン個別相談Ⓦ

共 昭和学院 8/30(日) 第2回オープンスクール 女 東京女子学院 8/22(土) オープンスクール2回目（Ⓦでも実施）

8/1(土) 英語で自由研究！ 女 東京女子学園 8/23(日) オンライン説明会Ⓦ

8/30(日) 第3回学校説明会 8/8(土) 帰国生説明会Ⓦ

男 聖学院 8/29(土) 学校説明会 8/30(日) オープンスクールⓌ

女 成女学園 8/1(土)、22(土) オープンスクール 共 東洋大学京北 8/1(土) 学校説明会・オンライン個別相談Ⓦ

共 西武台千葉 8/2(日)ほか 学校見学会　8/9、23、30にも実施 第4回オンライン学校見学会Ⓦ

8/1(土) オープンスクール 夏休み講座　理科

8/5(水) 帰国生対象相談会 第5回オンライン学校見学会Ⓦ

女 捜真女学校 8/29(土) ミニ説明会2 夏休み講座　英語

8/8(土) 第1回オープンスクール 共 獨協埼玉 8/22(土) 体験授業Ⓦ

8/29(土) 第1回現場の教員が伝える説明会 8/3(月)～7(金)

女 瀧野川女子学園 8/8(土) オンライン体験入学 -夏祭り-Ⓦ 8/17(月)～21(金)

8/22(土) 学校説明会 8/24(月)～28(金)

8/29(土) オンライン相談会Ⓦ Web個別相談Ⓦ

共 中央大学附属横浜 8/29(土) 第2回学校説明会 Web体験授業Ⓦ

共 土浦日本大学中等教育学校 8/22(土)、29(土) オープンスクール 女 中村 8/29(土) オープンキャンパス 夏フェス

8/8(土) オンライン個別相談会Ⓦ 共 二松学舎大学附属柏 8/22(土) 学校説明会

8/22(土) 夏休み体験入学

8/29(土) オンライン個別相談会Ⓦ

8/30(日) オンライン個別相談会Ⓦ 8/29(土) 夕方学校説明会

共 東海大学菅生高等学校中 8/22(土) 第2回学校説明会 オンライン説明会Ⓦ

オンライン個別相談会Ⓦ

8/29(土) 夏休み学校見学会

男

家にいながら学校体験Ⓦ
8/9、22にも実施

8/8(土)ほか

8/8(土)、22(土)

施設見学会（夏）
8/11、12、17～22にも実施

8/10(月・祝)ほか

白梅学園清修女

相洋共

玉川聖学院女

貞静学園共

聖ヨゼフ学園共

城北

学校見学（各回1組限定）

な
行

日本女子大学附属女

第3回学校説明見学会

東洋大学附属牛久共

8/22(土)

8/8(土)

ドルトン東京学園共

共
東海大学付属
高輪台高等学校中

8/30(日)

夏休みの学校見学会
8/7、12、14、17、18、20、21にも実施

女 東京家政大学附属女子

女 東京純心女子

共 東京都市大学等々力

日本大学豊山女子女

共 東海大学付属浦安高等学校中

8/9(日)

さ
行

た
行

8/6(木)ほか

女 十文字

た
行

https://mirai-compass.net/usr/shumiycj/event/evtIndex.jsf
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.shukusu.ed.jp/jhs/event.html
https://www.junten.ed.jp/contents/chugaku/nettei_j/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.johoku.ac.jp/contents/wp-content/uploads/2020/07/4f65932b41ff21287fa08721e8c63b41.pdf
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
https://www.showa-gkn.ed.jp/js/junior/admission/setsumeikai/
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/junior/admission/
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
https://www.seig-boys.org/exam/info
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/explain/junior.html
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/jh/adinfo-t/adbriefing-t/
https://www.seibudai-chiba.jp/admissions/briefing-sessions/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/ushiku/jh/adinfo/01---adbriefing01/adbriefing01/
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/ushiku/jh/adinfo/01---adbriefing01/adbriefing01/
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/ushiku/jh/adinfo/01---adbriefing01/adbriefing01/
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/j-examinee_detail.html?eid=00001
https://mirai-compass.net/usr/soyoj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/tkngwjj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.yokohama-js.chuo-u.ac.jp/admission/junior/
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.tng.ac.jp/sec-sch/howtoapply/briefing/
https://www.nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing/
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/junior-event/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/junior-event/
http://www.jwu.ac.jp/hsc/j-exam/briefing/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/junior-event/
http://www.jwu.ac.jp/hsc/j-exam/briefing/
http://www.sugao.ed.jp/jhs/web/event.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
https://mirai-compass.net/usr/soyoj/event/evtIndex.jsf
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/junior-event/
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
https://www.johoku.ac.jp/contents/wp-content/uploads/2020/07/4f65932b41ff21287fa08721e8c63b41.pdf
http://www.jwu.ac.jp/hsc/j-exam/briefing/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/ushiku/jh/adinfo/01---adbriefing01/adbriefing01/
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/explain/junior.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
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一部の学校を除き、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

共 都立富士高等学校附属 8/5(水)、6(木) 体験授業Ⓦ

女 富士見丘 8/20(木)、21(金) 夏休み学校見学会

共 文化学園大学杉並 8/22(土) 学校説明会

オンライン中学説明会Ⓦ

帰国生向けオンライン学校説明会Ⓦ

共 本庄第一 8/22(土)、23(日) オープンスクール（体験入学会）

8/4(火) 帰国生説明会

8/22(土) ミニ説明会

共 明星学園 8/30(日) 第1回体験入学

女 三輪田学園 8/18(火) 夏の学校説明・見学会

共 明治大学付属中野八王子 8/22(土) 中学第2回説明会（オンライン説明会）Ⓦ

男 明法 8/30(日) 英会話or英語体験会＋学校説明会

共 目黒日本大学中 8/22(土) 学校説明会①（Ⓦでも実施）

8/22(土)ほか 学校見学　8/23、29、30にも実施

8/23(日)、30(日) 入試説明会Ⓦ

8/1(土)ほか 校内見学会　8/4～8にも実施

8/22(土) 第2回オープンキャンパス（Ⓦでも実施）

共 横須賀学院 8/10(月・祝) オンラインオープンスクールⓌ

共 横浜富士見丘学園 8/22(土) 第2回オープンスクール

り 共 立正大学付属立正 8/26(水) 第3回イブニング説明会

共 和光 8/29(土) 第2回オンライン個別相談会Ⓦ

女 和洋国府台女子 8/29(土) オープンスクール
わ

共 法政大学第二 8/9(日)

女

共 八千代松陰

女 山脇学園
や
行

は
行

聖園女学院

ま
行

http://www.fuji-fuzoku-c.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_01121.html
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/briefing
https://bunsugi.jp/admission/exam-junior/
http://www.hosei2.ed.jp/admission/event/exp.html
https://www.hon1.ed.jp/jhs/オープンスクール-2/
https://www.misono.jp/examination/
https://www.myojogakuen.ed.jp/junior_high_school/admission_info/experience_admission
https://www.miwada.ac.jp/exam/guidance/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-jhs/
https://www.meiho.ed.jp/guide/jhs/
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/junior/exam/event/
https://www.yachiyoshoin.ac.jp/jhs/admission-j/briefing-j/
https://www.yamawaki.ed.jp/exam/briefing-schedule/
https://www.yokosukagakuin.ac.jp/13junior-hs/jyuken/jyuken-6.html
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/#section01
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
http://www.wako.ed.jp/j/meeting/
https://www.wayokonodai.ed.jp/admission/junior/
http://www.hosei2.ed.jp/admission/event/exp.html
https://www.yachiyoshoin.ac.jp/jhs/admission-j/briefing-j/
https://www.yamawaki.ed.jp/exam/briefing-schedule/
https://www.misono.jp/examination/
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一部の学校を除き、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

女 大阪薫英女学院 8/23(日) オープンキャンパス 第2回入試説明会

8/15(土)、16(日) 夏休みのオンライン個別相談会Ⓦ プレテスト対策講習会

8/29(土) 中学校オープンキャンパスPRIME 共 仁川学院 8/29(土) 第2回オープンスクール

男 大阪星光学院 8/29(土) オープンスクール 女 梅花 8/22(土) 第5回オープンキャンパス

入試説明会 8/8(土) オンライン個別相談会Ⓦ

プレテスト 8/29(土) 第1回中学プレテスト

共 大阪桐蔭 8/29(土) 入試説明会 女 プール学院 8/29(土) 中学校オープンスクール

8/5(水) 出張ミニ説明会（天王寺会場） 8/1(土)ほか 個別相談会　8/17～22にも実施

8/6(木) 出張ミニ説明会（帝塚山会場） 8/30(日) オープンスクール

8/8(土) おうちでエンジョイ体験授業Ⓦ 8/1(土) 第1回クラブ体験会

8/18(火) 出張ミニ説明会（帝塚山会場） 8/29(土) 第2回クラブ体験会

8/21(金) 出張ミニ説明会（泉大津会場） 共 立命館 8/30(日) ナビゲーションDay

8/27(木) 出張ミニ説明会（なかもず会場） 共 立命館宇治 8/1(土)ほか プチ・オープンキャンパス　8/8、22、29にも実施

8/29(土) 凛花コース公開授業 男 六甲学院 8/30(日) オープンスクール

共 岡山白陵 8/23(日) 高松地区学校説明会

共 関西大倉 8/2(日) 関倉授業体験

8/1(土) 第4回ミニ・オープンキャンパス

8/22(土) 第5回ミニ・オープンキャンパス

8/1(土)～31(月) 近中夏のWebオープンスクールⓌ

8/29(土) WEB個別相談会Ⓦ

共 金光大阪 8/23(日) 第3回オープンスクール＆学校説明会

8/2(日) プレプレテスト解説会

8/30(日) 第3回オープンキャンパス

8/1(土) 中学on-lineオープンスクールⓌ

8/5(水)、7(金) ミニ学校見学＆個別相談

8/8(土) 土曜見学会 ～学校見学ツアー～

8/23(日) オープンスクールⅡ

共 智辯学園和歌山 8/22(土)ほか 学校見学会　8/29、30にも実施

8/23(日) 秋の夜長の個別説明会（梅田）

8/30(日) 秋の夜長の個別説明会（守口）
共 同志社香里
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https://www.kun-ei.jp/admission/events
http://www.naniwa.ed.jp/junior/admission/session.html
https://www.osaka-jogakuin.ed.jp/admission/index.html
https://www.nigawa.ac.jp/nigawa-info/high/15578
http://www.osakaseiko.ac.jp/topics/2020openschool.pdf
https://www.baika-jh.ed.jp/open_campus/junior_high_school/
https://www.hagoromogakuen.ed.jp/prep/event/index.html
http://www.osakatoin.ed.jp/examination/meeting.html
https://www.poole.ed.jp/exam/events.php
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
http://jh.heian.ac.jp/exam/event
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
https://reserve.candy-s.jp/yurigakuin/list/junior
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/admission/opencampus.html/
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
https://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/news/detail.php?eid=03342
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html/nyushi_n/briefing/index.html
https://www.okahaku.ed.jp/admission/session-schedule/
https://www.kankura.jp/exam/event-j/
http://jhs-kyotogakuen.com/oc/
https://www.kindai-toyooka.ed.jp/info/entrance-exam/
https://www.kohs.ed.jp/open-school/2020/04/20/中学校・高等学校%e3%80%80校内受験イベントのお知らせ/
https://www.liberal.ed.jp/j-highschool/opencampus/
https://www.sandagakuen.ed.jp/entrance/jh_event/
http://www.osaka-shoin.ac.jp/jhs/exam
https://www.chiben.ac.jp/wakayama/futures/
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://www.sandagakuen.ed.jp/entrance/jh_event/
http://www.osaka-shoin.ac.jp/jhs/exam
http://jhs-kyotogakuen.com/oc/
https://www.liberal.ed.jp/j-highschool/opencampus/
https://reserve.candy-s.jp/yurigakuin/list/junior
https://www.hagoromogakuen.ed.jp/prep/event/index.html
http://jh.heian.ac.jp/exam/event
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
https://www.kindai-toyooka.ed.jp/info/entrance-exam/
https://www.osaka-jogakuin.ed.jp/admission/index.html
http://www.naniwa.ed.jp/junior/admission/session.html

