
・ここでは、10月31日時点で各学校のホームページで確認できた11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ているものや、事前の予約が必要な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

11/21(土) 学校説明会 11/19(木) アフターアワーズ説明会

11/27(金) モーニング・ティーツアー（保護者対象） 11/21(土) 入試問題説明会Ⓦ

11/4(水) 学校説明会 11/29(日) 校内施設見学ツアー

11/21(土) 学校説明会・入試問題説明・個別相談 11/15(日) 入試説明会

11/7(土) 授業見学会・クラブ見学会 11/21(土) わくわくワークショップ

11/15(日) 入試体験会 共 大宮開成 11/7(土)、22(日) 入試対策会

11/28(土) 入試説明会 共 開智 11/3(火・祝) 学校説明会

学校説明会 共 開智日本橋学園 11/14(土)、21(土) 学校説明会

入試体験 共 開智望中等教育学校 11/28(土) 入試説明会

11/26(木) 授業参観＆ミニ説明 11/7(土) 学校見学会

11/3(火・祝) 実技相談（音楽コース） 11/23(月・祝) 4科型入試解説会

11/7(土) 個別相談（音楽コース） 学校説明会Ⓦ

11/8(日) 入試体験 学校見学会

11/29(日) 音楽相談（音楽コース） 男 学習院 11/14(土)、21(土) 学校説明会

女 浦和明の星女子 11/7(土)、14(土) 説明会 女 学習院女子 11/21(土) 学校説明会

共 穎明館 11/21(土) 学校見学会 共 春日部共栄 11/14(土)、28(土) 学校説明会（入試問題解説会）

共 江戸川学園取手 11/14(土) 中等部入試説明会 女 神奈川学園 11/21(土) オープンキャンパス

女 江戸川女子 11/7(土) 学校説明会 11/4(水)、11(水) 入試説明会

11/7(土)、14(土) 学校説明会

男 鎌倉学園 11/7(土)、24(火) 中学校説明会

11/7(土) 個別相談会 女 鎌倉女学院 11/10(火)ほか 学校説明会 11/14、17、24にも実施

共 桜美林 11/7(土) 中学校説明会（校内見学会、6年生対象） 11/18(水) カリタスDEナイト

女 鷗友学園女子 11/18(水)ほか 学校説明会 11/20、21にも実施 11/23(月・祝) 入試説明会・入試過去問題解説

11/2(月)ほか 校内案内 11/9、16、21、28、30にも実施 11/7(土)、8(日) 鶴友祭（文化祭）Ⓦ

11/7(土) オープンスクール 11/14(土) クラブ活動見学会

11/8(日) 入試説明会 11/22(日) 個別説明会

11/23(月・祝) 学校説明会 11/22(日)、28(土) 学習セミナー

11/7(土) 中学生活体験日 共 関東学院 11/5(木)、19(木) ミニ説明会

11/22(日) 入試模擬体験

あ
行

か
行

女 桜蔭

かえつ有明共共 上野学園

【11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、
　10月までに行われる予定だった行事が11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、その公式ホームぺージを直接ご確認ください。

11/7(土)

学校説明会Ⓦ

女 大妻 女 川村

10/31(土)～
11/11(水)

女 大妻中野

女 大妻嵐山

共 開智未来

共 神奈川大学附属

女 カリタス女子

共 青山学院横浜英和

男 足立学園

女 跡見学園

共 アレセイア湘南

あ
行

女 大妻多摩

11/14(土)

https://www.yokohama-eiwa.ac.jp/chukou/examination/event.html
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/#event
http://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
https://www.omiyakaisei.jp/jshs/entrance/jshsevent/
http://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
https://www.kaichigakuen.ed.jp/tyuukouikkannbu/admission/
https://www.kng.ed.jp/event-calendar/
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://www.kaichigakuen.ed.jp/nozomi/pg330.html
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://www.kaichimirai.ed.jp/j_exam/j_explanat
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://mobile.gakushuin.ed.jp/bjh/sp/guidance.shtml
https://www.urawa-akenohoshi.ed.jp/
http://www-gio.cc.gakushuin.ac.jp/girl/nyushi/index.html
https://www.emk.ac.jp/info/event.html
https://www.k-kyoei.ed.jp/jr/admission-explain.html
http://www.e-t.ed.jp/admission/
https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/event.html
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html#event_j
http://www.fhs.kanagawa-u.ac.jp/guide/briefing.html
http://www.oin.ed.jp/pass_info.htm
https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/
http://www.oin.ed.jp/pass_info.htm
https://www.kamajo.ac.jp/jp/open-campus.php
http://www.obirin.ed.jp/nyushi/school/setsumei.html
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.caritas.ed.jp/admission/event.html
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/
https://mirai-compass.net/usr/kantogj/event/evtIndex.jsf
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
http://www.oin.ed.jp/pass_info.htm
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/#event
https://www.kaichimirai.ed.jp/j_exam/j_explanat
http://www.fhs.kanagawa-u.ac.jp/guide/briefing.html
https://www.caritas.ed.jp/admission/event.html
https://www.yokohama-eiwa.ac.jp/chukou/examination/event.html
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
http://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
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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

11/6(金) Web説明会Ⓦ 女 晃華学園 11/14(土) 学校説明会

11/14(土) 過去問題学習会（小5・6対象） 11/7(土) オンライン中学校説明会Ⓦ

11/21(土) 定期演奏会（音楽コース） 11/22(日) 学校説明会（入試模擬体験会、6年生対象）

11/28(土) 個別相談会（音楽コース） 男 攻玉社 11/21(土) 土曜説明会

11/7(土)、8(日) 吉祥祭（文化祭）Ⓦ 11/1(日) 入試問題チャレンジ＆授業体験

11/14(土) 学校説明会（6年生対象）Ⓦ 11/6(金)ほか ミニ説明会＋校舎見学会 11/7、22にも実施

11/18(水) 学校説明会Ⓦ 11/29(日) 入試説明会＆入試模擬体験

11/21(土) オープンキャンパスⓌ 11/1(日)ほか 学校説明会 11/15、22にも実施

11/1(日) 模擬入試体験会

11/23(月・祝) 学校説明会

共 暁星国際 11/28(土) 学内学校説明会 11/22(日) 入試問題解説会Ⓦ

11/7(土) 2月入試向け入試問題説明会（動画配信） 11/5(木) 昼のミニ中学校説明会

11/7(土)、28(土) Meetを使った相談会Ⓦ 11/11(水)ほか 夜の入試個別相談会 11/18、25にも実施

11/14(土) 秋の学校説明会Ⓦ 中学校説明会

11/15(日) 校内施設見学会 適性検査型入試問題説明会＆プレテスト

11/5(木) 中学校説明会 11/14(土) 入試説明会

11/28(土) 中学校説明会・入試問題研究会 11/28(土) 学校説明会

女 国本女子 11/22(日) 学校説明会 学校説明会

11/7(土) 入試説明会 個別相談会

11/13(金) 授業見学会 11/14(土) 学校説明会

共 慶應義塾湘南藤沢 11/14(土)～16(月) 中等部学校説明会Ⓦ 11/21(土) オープンキャンパス

11/28(土) 女子CCクラス説明会

共 国際学院 11/23(月・祝) 学校説明会・プレテスト

11/13(金) ナイト説明会 11/7(土)ほか 個別相談会 11/14、22、28にも実施

11/22(日) 適性検査型入試説明会 11/21(土) 在校生による学校説明会（Ⓦでも実施）

11/15(日) 入試問題セミナー 11/7(土) 学校説明会・クラブ・施設見学会

11/29(日) 中学説明会 11/14(土) 学校見学会

女 恵泉女学園 11/23(月・祝) 入試説明会 11/28(土) 初めての方対象の中学校説明会

共 啓明学園 11/21(土) 学校説明会（Ⓦでも実施） 11/1(日) オンライン説明会Ⓦ

11/7(土)、8(日) 文化祭

か
行

駒込

女 香蘭女学校

男

共

京華

11/3(火・祝)、
22(日)

中学説明会

女 京華女子

別 国学院大学久我山

共

女

男 駒場東邦

吉祥女子

共 共栄学園

女 共立女子

女 共立女子第二

共 公文国際学園

適性検査型入試説明会Ⓦ

11/14(土)

11/14(土)

女 佼成学園女子

女 国府台女子学院

駒沢学園女子

工学院大学附属北鎌倉女子学園

女

11/7(土)～
12/12(土)

女 麹町学園女子

男 佼成学園

か
行

女

https://jhs.kokagakuen.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://www.js.kogakuin.ac.jp/admissions/junior/guidance.html
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://kogyokusha.ed.jp/admission/guidance/
https://www.kichijo-joshi.jp/admission/events/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_j/
https://www.kichijo-joshi.jp/admission/events/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_j/
https://www.kichijo-joshi.jp/admission/events/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
http://www.kyoei-g.ed.jp/junior/guidance_j.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
http://www.gis.ac.jp/secondary/event/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://www.konodai-gs.ac.jp/junior/jh_student/jh_briefing/
https://kunimoto.education/junior/admission/briefing
https://www.koran.ed.jp/admission/briefing/
https://kumon.ac.jp/k-gakuen/kokusai/setsuMeiKai.php
https://www.sfc-js.keio.ac.jp/exam/jr-setsumeikai.html
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://jsh.kgef.ac.jp/kjs/examinee/event/
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://mirai-compass.net/usr/komagmj/event/evtIndex.jsf
https://www.keika-g.ed.jp/examination/junior/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.keisen.jp/information/briefing.php
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://mirai-compass.net/usr/komagmj/event/evtIndex.jsf
https://www.koran.ed.jp/admission/briefing/
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/junior/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.kichijo-joshi.jp/admission/events/
http://www.kyoei-g.ed.jp/junior/guidance_j.html
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://kumon.ac.jp/k-gakuen/kokusai/setsuMeiKai.php
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.konodai-gs.ac.jp/junior/jh_student/jh_briefing/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.js.kogakuin.ac.jp/admissions/junior/guidance.html
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_j/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
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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

11/14(土) 入試リハーサルテスト 11/1(日)、15(日) 体験授業と見学会（6年生対象）

11/23(月・祝) 入試問題分析会（6年生対象） 入試対策勉強会

学校説明会・見学会

11/22(日) 女子部校長との対話と見学会（6年生対象）

11/12(木) プチセツ 男 自由学園男子部 11/7(土) 入試対策勉強会（6年生対象）

11/13(金) ナイト説明会 共 秀光 11/29(日) 東京入試説明会Ⓦ

11/14(土) プログラミング入試体験会（6年生対象） 学校説明会

11/21(土) 適性検査型入試体験＆説明会（6年生対象） 個別相談会

11/28(土) 過去問解説会 11/7(土) 学校説明会

11/13(金) イブニング説明会

オープンスクール

男 サレジオ学院 11/7(土) 中学入試説明会 ミニ説明会

11/7(土) 学校説明会 11/22(日) 入試体験会

11/28(土) 入試体験会 共 淑徳巣鴨 11/22(日) 入試体験＋学校説明会

共 実践学園 11/14(土)、28(土) 入試説明会 女 淑徳与野 11/7(土) 中学校学校説明会

11/7(土) 入試説明会（Ⓦでも実施） 共 順天 11/14(土) 学校説明会Ⓦ・校内見学会

11/14(土) オープンスクール 11/2(月)ほか 校内案内 11/13、16、20、27、30にも実施

11/22(日) 2科入試体験会（6年生対象） 11/10(火) 学校説明会

11/14(土) ラーナーズ型入試体験会 11/10(火)ほか ミニ授業見学 11/12、18、26にも実施

11/28(土) 来校型説明会＋授業見学会 11/15(日) 一日体験入学

11/7(土)ほか 入試説明会 11/10、28にも実施 11/21(土) 学校入試説明会

11/13(金) 入試ミニ説明会

11/17(火) 若手教員による説明会

11/21(土) オープンキャンパス 11/5(木)ほか 学校説明会 11/6、7、9、10、12、13にも実施

共 芝浦工業大学柏 11/8(日) 入試説明会 11/7(土) AO入試説明会

バーチャル芝生祭（文化祭）Ⓦ 11/14(土) 体験授業説明会・AO入試説明会

11/20(金) ナイト説明会

11/22(日) 適性検査型入試説明会

女 湘南白百合学園 11/21(土) 入試説明会

11/7(土) 中学校Zoom個別質問会Ⓦ

11/14(土)、28(土) 中学校説明会（Ⓦでも実施）

11/15(日) 中学校説明会Ⓦ

共 渋谷教育学園渋谷 11/21(土) 学校説明会 11/23(月・祝) 施設見学会

共 渋谷教育学園幕張 11/7(土) 入試説明会

共 聖徳学園

11/14(土) 志願説明会（相模女子大学グリーンホール）

共

女 実践女子学園

共

共 埼玉栄

共 栄東
11/23(月・祝)、
29(日)

入試説明会

共

女 自由学園女子部 11/7(土)

共
神奈川県立
相模原中等教育学校

11/28(土)
学校入試説明会 in柏の葉
（柏の葉カンファレンスセンター）

11/14(土)

秀明八千代 11/15(日)

女 十文字

常総学院共

男 城北

品川翔英

女 品川女子学院

女 頌栄女子学院

共 城西大学附属城西

女 相模女子大学中

11/21(土)～
23(月・祝)

オンライン学校説明会Ⓦ

男 城北埼玉
11/3(火・祝)、
21(土)

学校説明会

共

さ
行 さ

行

11/3(火・祝) SHIBAURA DAY
（授業体験はⓌ、クラブ体験は来校型）

11/3(火・祝)、
15(日)

自修館中等教育学校

芝浦工業大学附属
※2021年度より共学化 施設見学会

https://www.saitamasakae-h.ed.jp/jh/examinee/explain/
https://www.jiyu.ac.jp/girls/admission/briefing.php
https://www.jiyu.ac.jp/girls/admission/briefing.php
http://www.sakaehigashi.ed.jp/junior/event.html
https://www.jiyu.ac.jp/girls/admission/briefing.php
https://www.jiyu.ac.jp/boys/admission/briefing.php
https://www.sendaiikuei.ed.jp/shukoh/admission/setsumeikai.html
https://mirai-compass.net/usr/shumiycj/event/evtIndex.jsf
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamihara-chuto-ss/nyugaku/sigannsetumeikai.html
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
http://www.salesio-gakuin.ed.jp/admission/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://www.jishukan.ed.jp/examination/explanatory_meeting.php
https://www.shukusu.ed.jp/jhs/event.html
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_jhs/
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/junior/exam/briefing.html
https://www.junten.ed.jp/contents/chugaku/nettei_j/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
http://www.shoei.ed.jp/information/
http://shinagawa-shouei.ac.jp/juniorhighschool/students/briefing/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://joso.ac.jp/junior/admission/open-school/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://joso.ac.jp/junior/admission/open-school/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://www.ka.shibaura-it.ac.jp/admissions/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
https://www.shonan-shirayuri.ac.jp/chukou/examination/index.html
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.shibushibu.jp/admission/event_schedule.html
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.shibumaku.jp/admissions/meeting-2/
https://www.johokusaitama.ac.jp/junior/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/jh/examinee/explain/
http://www.sakaehigashi.ed.jp/junior/event.html
https://www.jiyu.ac.jp/girls/admission/briefing.php
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamihara-chuto-ss/nyugaku/sigannsetumeikai.html
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamihara-chuto-ss/nyugaku/sigannsetumeikai.html
https://mirai-compass.net/usr/shumiycj/event/evtIndex.jsf
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://joso.ac.jp/junior/admission/open-school/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
http://shinagawa-shouei.ac.jp/juniorhighschool/students/briefing/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
http://www.shoei.ed.jp/information/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://www.johokusaitama.ac.jp/junior/
https://www.jishukan.ed.jp/examination/explanatory_meeting.php
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
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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

11/14(土) 学校見学・個別相談会 創立記念祭（文化祭、個別相談会あり）

11/21(土) 入試説明会Ⓦ 学校説明会

女 昭和女子大学附属昭和 11/15(日) 学校説明会・入試問題解説Ⓦ 11/21(土) 一般入試対策講座

女 女子学院 11/14(土) 学校説明会 11/7(土)、28(土) 土曜（サタデー）学校案内

11/14(土) 学校説明会・入試体験

女 星美学園 11/22(日) 入試対策会

11/13(金) ナイト説明会

11/21(土) 学校説明会

11/28(土) 女子聖 Jr.Workshop 11/22(日) 学校説明会

11/7(土) 公開授業 共 西武台千葉 11/3(火・祝)ほか 学校説明会 11/15、28にも実施

11/14(土) 中学校説明会 11/8(日) 学校説明会

11/1(日) 清修フェスタ（文化祭） 11/22(日) 入試模擬体験会

2科・4科入試説明会 11/7(土) Web体験授業Ⓦ

適性検査型入試説明会 11/14(土) 学校説明会（Ⓦでも実施）

11/29(日) 学校説明会 学校説明会

女 白百合学園 11/14(土) 学校説明会 入試問題勉強会（6年生対象）

男 巣鴨 11/7(土) 中学校説明会 11/7(土)、21(土) ミニ説明会

11/28(土) 個別相談会

11/14(土)ほか 6年生対象学校見学会 11/16、28にも実施

11/6(金) イブニング学校説明会 11/21(土)、30(月) 5年生以下対象学校見学会

11/14(土) リアル校内見学ツアー 共 専修大学松戸 11/3(火・祝) 中学校説明会

11/28(土) 学校説明会・入試体験 女 洗足学園 11/28(土) 帰国生対象WEB模擬面接Ⓦ

11/7(土) 学校説明会 11/7(土) 学校説明会

11/14(土) 入試対策講座ⅡⓌ 11/16(月)ほか 捜真クルーズ 11/19、28にも実施

11/14(土) 学校説明会 11/27(金) ナイト学校説明会

11/14(土)、15(日) 成城祭（文化祭）Ⓦ 11/1(日) 学校説明会

11/14(土) 学校説明会Ⓦ 11/14(土) 現場の教員が伝える説明会

11/15(日) 校舎見学会

さ
行

女子聖学院

11/2(月)、
3(火・祝)

記念祭（文化祭）

聖学院男

11/15(日)

男

共 昭和学院

女

女 白梅学園清修

女 女子美術大学付属

世田谷学園

女 捜真女学校

共

適性検査型入試・ナイト説明会
（大泉学園ゆめりあホール/大泉学園）

女 成女学園
11/3(火・祝)

女 聖ドミニコ学園

共 西武学園文理
11/17(火)

11/7(土)

成立学園共

相洋

共 西武台新座

共 聖望学園

共 聖ヨゼフ学園

男 成城

共 成城学園

さ
行

11/2(月)、
3(火・祝)

創立114周年記念祭（文化祭）

共 成蹊

https://www.showa-gkn.ed.jp/js/junior/admission/setsumeikai/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://jhs.swu.ac.jp/admission/description/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.joshigakuin.ed.jp/exam/guidance/
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/schedule.html
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
https://www.jsh.seibi.ac.jp/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/
https://www.seibudai-chiba.jp/admissions/briefing-sessions/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/event.html
http://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
http://www.seibou.ac.jp/exam/junior/setsumei/
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
http://www.shirayuri.ed.jp/examinee/explanation.html
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/#anc-jh
https://www.setagayagakuen.ac.jp/admission/opencampus_explanation/
https://www.senshu-u-matsudo.ed.jp/junior/examination/setsumeikai/
https://www.senzoku-gakuen.ed.jp/admission/information_2.html
https://www.seikei.ac.jp/jsh/entranceguide/schoolevent.html
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
http://www.seijogakko.ed.jp/admission/openschool/
https://mirai-compass.net/usr/soyoj/event/evtIndex.jsf
https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/admissions/orientation-jr/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
https://www.showa-gkn.ed.jp/js/junior/admission/setsumeikai/
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/event.html
https://www.setagayagakuen.ac.jp/admission/opencampus_explanation/
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/schedule.html
https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/#anc-jh
https://mirai-compass.net/usr/soyoj/event/evtIndex.jsf
http://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance
http://www.seibou.ac.jp/exam/junior/setsumei/
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
http://www.seijogakko.ed.jp/admission/openschool/
https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/admissions/orientation-jr/
https://www.seikei.ac.jp/jsh/entranceguide/schoolevent.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

男 高輪 11/3(火・祝) 入試説明会 共 桐蔭学園中等教育学校 11/14(土) 学校説明会

11/7(土) 入試チャレンジ 11/7(土) 学校説明会

11/14(土) 入試チャレンジ解説会・相談会 11/21(土) 宇宙探査ロボットを動かそう！

11/28(土) 学校説明会＆個別相談会 11/28(土) 入試体験教室

共 都立立川国際中等教育学校 11/7(土) 学校説明会Ⓦ

11/14(土) 入試問題チャレンジ会

学校説明会（一般クラス）

学校説明会（IBクラス）Ⓦ

学院祭（文化祭）

卓球部クラブ体験

11/6(金) 学校説明会 11/6(金)ほか ミニ学校説明会 11/13、21、27にも実施

バスケットボール部クラブ体験 11/7(土) 秋のオープンスクール

新体操部クラブ体験 11/22(日) 学校説明会

11/21(土) ダンス部クラブ体験 11/14(土) 学校説明会

11/23(月・祝) 学校説明会・プレテスト 11/21(土)、28(土) 個別相談会

バスケットボール部クラブ体験 11/14(土) 校内見学ツアー

ダンス部クラブ体験 11/21(土) 入試説明会

剣道部クラブ体験 11/2(月)ほか 月曜説明会 11/9、16、30にも実施

11/7(土) 学校説明会・授業見学 11/10(火)、25(水) イブニング説明会

11/21(土)、29(日) 学校説明会

11/7(土)ほか 個別相談 11/14、21、28にも実施

共 千葉日本大学第一 11/28(土) オンライン学校説明会Ⓦ 11/15(日) 学校説明会

共 中央大学附属 11/21(土) オンライン学校説明会Ⓦ 共 東京成徳大学中 11/22(日) 学校説明会＆体験学習

共 中央大学附属横浜 11/21(土) 学校説明会 共 東京成徳大学深谷 11/8(日) SEITOKU フェア

共 土浦日本大学中等教育学校 11/7(土) 入試問題解説会 共 東京電機大学中 11/7(土) 学校説明会

11/7(土) 校長先生と学校散歩 共 東京都市大学等々力 11/22(日) 学校説明会

11/14(土) 学校説明会 11/18(水) 水曜ミニ説明会

11/22(日) ミニ説明会 11/22(日) 入試説明会

11/28(土) 入試問題の傾向と対策

共 帝京 11/8(日)、21(土) 過去問題研究対策会

共 貞静学園 11/14(土) 学校説明会 11/4(水)～13(金) 公開授業期間

女 田園調布学園 11/6(金) 学校説明会(Ⓦでも実施） 11/28(土) 学校説明会

11/28(土)

た
行

共 東海大学菅生高等学校中

共
東海大学付属
浦安高等学校中

11/8(日) 学校説明会（Ⓦでも実施）

共
東海大学付属
相模高等学校中

11/22(日) 学校説明会

東京農業大学
第一高等学校中

11/1(日)、15(日) 学校見学会

共 東星学園

11/15(日) 学校説明見学会

女 東京家政大学附属女子

女 東京純心女子

女 東京女学館

女 東京女子学院

共

男 東京都市大学付属

共

東海大学付属
高輪台高等学校中

女 東京女子学園

多摩大学目黒共

た
行

クラブ体験
（あざみ野セミナーハウス/あざみ野）

11/21(土)

瀧野川女子学園

共 玉川学園
11/20(金)

女 玉川聖学院

11/3(火・祝)

11/7(土)

共 鶴見大学附属

女

https://www.takanawa.ed.jp/exam/events/
https://mirai-compass.net/usr/toinj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/tkngwjj/event/evtIndex.jsf
http://mirai-compass.net/usr/tsugaoj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/tkngwjj/event/evtIndex.jsf
http://mirai-compass.net/usr/tsugaoj/event/evtIndex.jsf
http://www.tachikawachuto-e.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_00360.html
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.sagami.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://mirai-compass.net/usr/tkyjgj/event/evtIndex.jsf
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.tmh.ac.jp/entrancej.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.tmh.ac.jp/entrancej.html
http://www.chibanichi.ed.jp/applicant/explanation.html
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/junior/admission/
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_junior.html
https://www.tokyoseitoku.jp/js/admission/news/2020/09/23120000.html
https://www.yokohama-js.chuo-u.ac.jp/admission/junior/
https://www.tsfj.jp/admission/school_guidance.html
https://www.tng.ac.jp/sec-sch/howtoapply/briefing/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/junior-s.html
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/explain/consistent/index.html
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
https://www.teikyo.ed.jp/exam_j/schedule_j/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://teiseigakuen.ac.jp/news/for-student/junior-news/19323/
https://www.chofu.ed.jp/exam/briefing/
https://www.tosei.ed.jp/jhschool/
http://mirai-compass.net/usr/tsugaoj/event/evtIndex.jsf
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.sagami.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.sagami.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.tosei.ed.jp/jhschool/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
https://mirai-compass.net/usr/tkyjgj/event/evtIndex.jsf
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/junior/admission/
https://www.tmh.ac.jp/entrancej.html
https://mirai-compass.net/usr/tkngwjj/event/evtIndex.jsf
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
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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

別 桐光学園 11/1(日)ほか 秋の中学校説明会 11/3、8、14にも実施 11/7(土) 授業見学会＆説明会

11/6(金) ナイト説明会 11/11(水) ナイト説明会

11/28(土) 学校説明会 11/12(木)、26(木) 保護者対象説明会

共 東邦大学付属東邦 11/7(土)、14(土) 学校見学会・説明会 入試問題ガイダンス＆説明会

11/7(土) 学校説明会 保護者による学校説明会

11/28(土) 入試説明会 入試説明会

女 豊島岡女子学園 11/21(土) WEB学校説明会Ⓦ プログラミング検定

男 獨協 11/8(日) 学校説明会 11/7(土) オンライン説明会Ⓦ

共 獨協埼玉 11/22(日) 学校説明会 11/15(日) 入試傾向説明会

共 ドルトン東京学園 11/7(土)、14(土) 入試体験 11/7(土)ほか AGガイダンス 11/22、28にも実施

11/15(日) 入試体験＆入試説明会 入試傾向説明会・学校説明会Ⓦ

学校見学会（6年生対象）

11/7(土)ほか AGガイダンス 11/22、28にも実施

共 二松学舎大学附属柏 11/3(火・祝)ほか 学校説明会 11/7、23にも実施 11/14(土) オンライン学校説明会Ⓦ

男 日本学園 11/24(火) 入試説明会 11/21(土)、28(土) オンライン個別相談会Ⓦ

女 日本女子大学附属 11/21(土) 入試問題解説会・学校説明会 11/7(土) 学校説明会

共 日本大学中 11/28(土) 中学校説明会

共 日本大学第二 11/3(火・祝)ほか ミニ説明会 11/8、14、15、21、28、29にも実施

共 日本大学第三 11/21(土)、28(土) 中学入試説明会 11/28(土) 中学校募集案内説明会

11/15(日) 学校説明会 11/7(土)、21(土) 学校説明会A（6年生対象）

11/28(土) 入試説明会 11/28(土) 学校説明会B（全学年対象）Ⓦ

11/3(火・祝) オンライン説明会・オンライン体験授業Ⓦ 女 富士見丘 11/23(月・祝) 英語授業体験

女 普連土学園 11/13(金)、17(火) 学校説明会

11/7(土) オープンスクール

11/22(日) 学校説明会 11/20(金) 学校説明会

共 文教大学付属 11/7(土)、28(土) 学校説明会（Ⓦでも実施）

共 法政大学中 11/14(土)、21(土) 施設見学会

11/7(土) 日藤祭（文化祭）Ⓦ 11/8(日) オンライン中学説明会Ⓦ

11/21(土) 入試説明会（Ⓦでも実施） 11/21(土) 学校説明会

た
行

は
行

学校説明会

な
行

女 桐朋女子

女

11/14(土)

共 八王子実践 11/14(土)

共 広尾学園

共
広尾学園小石川
※2021年度より村田女子から
改称し、共学化

11/7(土)

平日オンライン個別相談会Ⓦ
11/17、24にも実施

女 富士見

共 文化学園大学杉並

共 法政大学第二

共 都立富士高等学校附属 11/10(火)ほか

11/7(土)ほか
土曜見学会 11/14、21、28にも実施
（Ⓦでも実施）

11/27(金)
池袋ミニ説明会
（アットビジネスセンター 池袋駅前別館）

男 日本大学豊山

共 八王子

女

共 日本大学藤沢

フェリス女学院

女 日本大学豊山女子

女 中村 11/21(土)、
23(月・祝)

東洋英和女学院

http://www.toko.ed.jp/high/exam/index.html
https://mirai-compass.net/usr/hachiojj/event/evtIndex.jsf
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/briefing/#event01
https://mirai-compass.net/usr/hachiojj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/hachiojj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/hachiojj/event/evtIndex.jsf
https://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/event/index.html
https://www.toshimagaoka.ed.jp/admission/guidance/gakusetsu_j/
http://mirai-compass.net/usr/hjissenj/event/evtIndex.jsf
https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/briefing_list
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/j-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.hiroogakuen.ed.jp/junior/j_setumeikai.html
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.hiroogakuen.ed.jp/junior/j_setumeikai.html
https://www.nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing/
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://www.nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing/
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-jhs/
https://www.ferris.ed.jp/nyushi/
https://www.jwu.ac.jp/hsc/j-exam/briefing/
https://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/junior/exam/meeting/
http://www.fuji.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_01121.html
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/
http://www.fuji.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_01121.html
https://www.nichidai3.ed.jp/j_index/j_exa/j_explain.html
http://www.fuji.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_01121.html
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.fujimi.ac.jp/admissions/briefings
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/briefing
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.friends.ac.jp/examination/
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
https://bunsugi.jp/admission/exam-junior/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_junior.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.hosei.ed.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1558572432
https://mirai-compass.net/usr/nfujiswj/event/evtIndex.jsf
http://www.hosei2.ed.jp/admission/event/exp.html
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/briefing/#event01
http://mirai-compass.net/usr/hjissenj/event/evtIndex.jsf
https://www.hiroogakuen.ed.jp/junior/j_setumeikai.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://www.fujimi.ac.jp/admissions/briefings
https://bunsugi.jp/admission/exam-junior/
http://www.hosei2.ed.jp/admission/event/exp.html
http://www.fuji.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_01121.html
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://mirai-compass.net/usr/hachiojj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/nfujiswj/event/evtIndex.jsf
https://www.ferris.ed.jp/nyushi/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing/
https://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/event/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

11/11(水)、22(日) 学校説明会

11/21(土) Zoom相談会Ⓦ

11/3(火・祝) 生徒による入試相談会Ⓦ 11/7(土) 学校説明会

11/5(木) 入試説明会Ⓦ 11/28(土) 入試直前説明会

11/21(土)ほか 入試説明会 11/28、29にも実施 11/1(日)、2(月) 校内見学会

11/7(土) 中学校説明会 11/14(土) 入試対策＆学校説明会（Ⓦでも実施）

11/7(土)、21(土) 入試対策講座 共 横須賀学院 11/14(土) 入試問題体験会

共 本庄東高等学校附属 11/23(月・祝) 入試問題対策会＆解説授業（6年生対象） 11/7(土) 学校説明会

11/11(水) 帰国生説明会 11/16(月) ミニ説明会

11/17(火) はじめての聖園女学院 11/13(金) 学校説明会

11/28(土) 学校説明会 11/15(日) 入試対策会

共 都立三鷹中等教育学校 11/14(土) オンライン質問会Ⓦ 11/25(水) ナイト説明会Ⓦ

共 水戸英宏 11/7(土) 入試説明会 11/3(火・祝) 学校説明会

共 明星学園 11/14(土) 入試対策説明会Ⓦ 11/14(土) 土曜日学校案内

11/5(木) ミニ学校説明会 オンライン個別相談会Ⓦ

11/28(土) 学校説明会 R.I.F.（文化祭）Ⓦ

男 武蔵 11/8(日)ほか 学校見学会 11/14、15にも実施 11/10(火) 入試学校説明会

11/14(土) 適性検査説明会 11/7(土) 学校説明会Ⓦ

11/23(月・祝) 入試対策 11/7(土)、14(土) 校内見学会

共 明治学院 11/11(水) 学校説明会 11/22(日) 学校説明会（Ⓦでも実施）

11/1(日)、15(日) オンライン個別相談会Ⓦ 11/29(日) オンライン個別相談会Ⓦ

11/14(土)、21(土) オンライン説明会（ライブ配信）Ⓦ 11/7(土) 学校説明会

共 明治大学付属中野八王子 11/28(土) 中学校説明会Ⓦ 11/27(金) イブニング説明会

共 明治大学付属明治 11/7(土) オンライン中学校説明会Ⓦ 共 麗澤 11/23(月・祝) 入試説明会

11/8(日) ロボットプログラミング体験＋学校説明会 学校説明会Ⓦ

施設見学・個別質問会

学校説明会

女 目黒星美学園 11/15(日) 入試説明会 推薦入学試験対策講座

共 目黒日本大学中 11/14(土) 学校説明会

共 目白研心 11/7(土) 中学校説明会

共 星野学園
11/3(火・祝)、
23(月・祝)

入試説明会・入試対策講座

は
行

本郷男

や
行

11/7(土)

共 横浜隼人

共 横浜富士見丘学園

女 横浜雙葉

男 立教池袋
11/3(火・祝)

女 立教女学院

男 立教新座

共 立正大学付属立正

11/4(水)ほか

女 和洋国府台女子

山脇学園女

ら
行

わ

11/1(日)
男 明法

11/22(日)
プロジェクトアドベンチャー体験会＋
学校説明会

共 本庄第一

共 八雲学園

共 山手学院

女 聖園女学院

女 三輪田学園

共 武蔵野大学中

11/8(日)～
23(月・祝)

オンライン説明会（動画配信）Ⓦ明治大学付属中野男

ま
行

学校見学・個別相談
11/5～7、10～14、17～21、24～28にも実施

男 早稲田大学高等学院中学部

https://mirai-compass.net/usr/hoshingj/event/evtIndex.jsf
https://www.yakumo.ac.jp/admission/jhs_event.html
https://www.yamate-gakuin.ac.jp/examinee/j_setsumeikai.html
https://www.yamawaki.ed.jp/exam/briefing-schedule/
https://www.hon1.ed.jp/jhs/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
https://www.yokosukagakuin.ac.jp/13junior-hs/jyuken/jyuken-6.html
https://www.honjo-higashi.ed.jp/junior/appli/
https://mirai-compass.net/usr/yhayatoj/event/evtIndex.jsf
https://cgi2.netty.ne.jp/e-apply/misono/app/list/event/?year=2020
https://cgi2.netty.ne.jp/e-apply/misono/app/list/event/?year=2020
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/
http://www.mitakachuto-e.metro.tokyo.jp/site/zen/content/000433957.pdf
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/
http://www.mito-eiko.ed.jp/public_html/contents/schooltour/
https://www.myojogakuen.ed.jp/junior_high_school/admission_info/briefing_session
https://yokohamafutaba.ed.jp/highsch/prospectives/openschool.html
https://www.miwada.ac.jp/exam/guidance/
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
https://www.musashi.ed.jp/event-all.html
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
http://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/junior/setumei.html
https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/junior-consultation.html
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://mirai-compass.net/usr/rrisshoj/event/evtIndex.jsf
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://mirai-compass.net/usr/rrisshoj/event/evtIndex.jsf
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-jhs/
https://mirai-compass.net/usr/rrisshoj/event/evtIndex.jsf
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/20200904kc.html
https://www.hs.reitaku.jp/orientation/info_j/
https://www.meiho.ed.jp/guide/jhs/
https://www.waseda.jp/school/jhs/prospective/guidance/
https://www.meiho.ed.jp/guide/jhs/
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
https://www.wayokonodai.ed.jp/event/junior/
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/junior/exam/event/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/junior_exam/guidance/
https://mirai-compass.net/usr/hoshingj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/yhayatoj/event/evtIndex.jsf
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/
https://yokohamafutaba.ed.jp/highsch/prospectives/openschool.html
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/junior-consultation.html
https://mirai-compass.net/usr/rrisshoj/event/evtIndex.jsf
https://www.wayokonodai.ed.jp/event/junior/
https://www.yamawaki.ed.jp/exam/briefing-schedule/
https://www.meiho.ed.jp/guide/jhs/
https://www.hon1.ed.jp/jhs/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/jhs_event.html
https://www.yamate-gakuin.ac.jp/examinee/j_setsumeikai.html
https://cgi2.netty.ne.jp/e-apply/misono/app/list/event/?year=2020
https://www.miwada.ac.jp/exam/guidance/
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.waseda.jp/school/jhs/prospective/guidance/


関西 1/2p

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 芦屋学園 11/7(土) 入試説明会･プレテスト 女 神戸海星女子学院 11/7(土) 学校説明会

男 甲陽学院 11/7(土) 入試説明会

共 金光大阪 11/1(日)、29(日) プレテスト・学校説明会

11/8(日) プレテスト

11/14(土)、21(土) プレテスト結果返却・個別相談会

11/17(火) 野球部クラブ体験会 11/1(日) プレテスト

11/21(土) 入試説明会・プレテスト 11/1(日)、8(日) オープンキャンパス

11/27(金) イブニング相談会 11/8(日) 個別相談会

入試説明会・プレテスト解説 11/21(土) 中学入試説明会

個別相談会 共 四條畷学園 11/14(土) 入試説明会（プレテスト）

共 大阪桐蔭 11/3(火・祝) 文化祭 女 四天王寺 11/14(土)、21(土) 入試説明会

11/7(土) プレテスト（Ⓦでも実施） 入試説明会

11/29(日) 個別相談会 プレテスト

女 小林聖心女子学院 11/14(土) 入試説明会 11/7(土) ミニオープンスクール

11/14(土) 授業見学会 11/21(土) プレテスト

11/21(土) 入試説明会 11/7(土) プレテスト

共 関西大倉 11/14(土) プレテスト解説会 11/14(土) プレテスト分析会

共 関西大学中等部 11/21(土) 入試説明会Ⓦ 11/28(土) 中学入試説明会

女 京都女子 11/14(土)、21(土) 学校見学会 11/14(土) ICT授業体験

11/7(土) 判定テスト・学校説明会 11/28(土) プレテスト

11/14(土) 判定テスト答案返却会 11/3(火・祝) プレテスト

11/21(土)、28(土) ミニ学校説明会 11/7(土)、14(土) 個別相談会

11/3(火・祝) オープンキャンパス 11/14(土) 音楽会

11/15(日) 中学入試プレテスト 11/15(日) プレテスト解説会＆個別相談会

11/21(土) 個別相談会 11/22(日) 中学入試説明会

11/28(土) 中学入試説明会 共 須磨学園 11/21(土)、28(土) 入試説明会・見学会

中学入試説明会 11/3(火・祝) 清教中学模試（特待候補選抜）

中学プレテスト 11/23(月・祝) 成績懇談会

共 金蘭千里 11/28(土) 学校説明会 男 清風 11/7(土) 入試説明会・国際6か年コース個別相談会

男 甲南 11/14(土) 学校見学会 共 清風南海 11/22(日) 入試説明会

女 甲南女子 11/8(日) 学校説明会・オープンスクール

中学入試説明会

11/28(土)

女 大谷(大阪)

共 開明

共 京都文教

女 金蘭会 11/8(日)

共 京都橘

共 大阪体育大学浪商

11/14(土)、21(土)

男 大阪星光学院 11/3(火・祝)、14(土)

アネックス相談会
（大阪体育大学同窓会館アネックス）

さ
行

女 親和

共 清教学園

共 昇陽

城星学園女

11/14(土)

女 樟蔭

共 金光八尾

女 堺リベラル

共 三田学園

共 四天王寺東

あ
行

か
行

か
行

https://www.ashiya.ed.jp/jr/exam/openschool/
https://www.kobekaisei.ed.jp/jr-high/school-briefing.html
http://www.koyo.ac.jp/
http://www.osakaseiko.ac.jp/exam/exam.html
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関西 2/2p

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

11/1(日) 乙女祭（文化祭） 女 梅花 11/7(土) プレテスト

11/28(土) オープンスクール 11/8(日) 中学プレテスト

11/29(日) 中学入試プレテスト 11/28(土) 中学入試直前対策セミナー

11/14(土) 入試説明会・オープンキャンパス 共 雲雀丘学園 11/3(火・祝) 中学学校説明会（入試説明会）

11/22(日) プレテスト 11/7(土) 入試説明会

11/1(日) 学校・入試説明会（同校卒業生の家族対象） 11/14(土) プレテスト

11/7(土) 学校・入試説明会（Ⓦでも実施）

11/14(土) 高1GL生企画によるオープンキャンパス

共 智辯学園和歌山 11/7(土) オープンキャンパス 武庫女プレテスト（6年生対象）

別 帝塚山 11/29(日) 入試説明会（奈良・新大宮） 入試説明会

共 同志社 11/21(土) 秋のオープンキャンパスONLINEⓌ 11/15(日) オープンスクール

女 同志社女子 11/14(土) 秋の学校見学会

男 東大寺学園 11/14(土) 入試説明会

男 灘 11/7(土) 入試説明会

11/14(土)、28(土) 入試説明会 男 明星 11/1(日) プレテスト＋入試説明会（6年生対象）

11/14(土) プレテスト 11/3(火・祝) 中学入試説明会

11/28(土) プレテスト解説会 11/14(土) プレテスト

共 奈良学園 11/7(土) 入試説明会 11/23(月・祝) 入試説明会・プレテスト

11/7(土) プレテスト

11/14(土) 学校説明会

11/18(水) 夕方立寄り説明会

11/28(土) 個別説明会

11/7(土) 入試説明会

11/12(木)、22(日) 岡田清弘学園長による学校説明会

さ
行

11/14(土)
サテライト入試受験希望者のための
学校説明会（香川・高松築港）

立命館

11/3(火・祝)

11/15(日)
サテライト入試受験希望者のための
学校説明会（東京・日本橋）

武庫川女子大学附属

女 相愛

女 園田学園

共 高槻

共 浪速

別 西大和学園

百合学院女ゆ

共 桃山学院

11/1(日)
サテライト入試受験希望者のための
学校説明会（岡山）

女 平安女学院

共 羽衣学園

女 プール学院

11/1(日)
校外説明会
（千里ライフサイエンスセンター/千里中央）

11/22(日)
中高合同説明会・入試相談会
（立命館大学大阪いばらきキャンパス/茨木）

た
行

な
行

は
行

ま
行

り

11/3(火・祝)、
21(土)

中学説明会・プレテスト

女

サテライト入試受験希望者のための
学校説明会（愛知・千種）

11/8(日)
サテライト入試受験希望者のための
学校説明会（宮城・仙台）

11/21(土)
サテライト入試受験希望者のための
学校説明会（広島・立町）

共

11/1(日)

11/22(日)
武庫女プレテスト解説授業＋
個別相談･アドバイス会
（武庫川女子大学 学校教育館）
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https://www.hagoromogakuen.ed.jp/prep/event/index.html
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