
・ここでは、12月25日時点で各学校のホームページで確認できた1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。

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 青山学院横浜英和 1/15(金) モーニング・ティーツアー 中学説明会

男 足立学園 1/16(土) 入試直前対策Ⓦ 個別相談会

1/15(金) ナイト説明会 女 京華女子 1/17(日) 中学説明会

1/16(土) 入試説明会Ⓦ 女 恵泉女学園 1/12(火) 入試説明会

1/9(土) 入試説明会 1/9(土) 入試説明会

1/16(土) 入試直前説明会（Ⓦでも実施）

女 晃華学園 1/9(土) 学校見学会

1/9(土) 学校説明会 男 攻玉社 1/16(土) 入試説明会（6年生対象）

1/23(土) 学校見学会 女 麹町学園女子 1/17(日)、23(土) 学校説明会

女 江戸川女子 1/16(土) 学校説明会 1/8(金)、15(金) 学校説明会Ⓦ

1/10(日)、17(日) 入試体験会（学校説明会あり）

1/16(土) 適性検査型入試説明会（Ⓦでも実施）

1/10(日) 入試模擬体験（6年生対象） 1/9(土) 適性検査型入試問題説明会＆プレテスト

1/23(土) 入試なんでも相談会 1/16(土) 中学校説明会

女 大妻中野 1/6(水) 入試問題説明会（6年生対象）Ⓦ 別 国学院大学久我山 1/16(土)、23(土) 学校説明会

男 開成 1/9(土)、10(日) 文化祭（Ⓦでも実施） 共 駒込 1/10(日) 合格力UP入試トライアル

共 開智日本橋学園 1/9(土) 学校説明会 女 駒沢学園女子 1/16(土) 学校説明会

共 かえつ有明 1/16(土) 学校説明会 プログラミング入試体験会（6年生対象）

女 神奈川学園 1/16(土) 学校説明会 適性検査型入試体験＆説明会（6年生対象）

女 北鎌倉女子学園 1/9(土) 学校説明会 プチセツ

共 共栄学園 1/11(月・祝) 学校説明会 ナイト説明会

共 暁星国際 1/9(土) 学内学校説明会 共 自修館中等教育学校 1/9(土) 入試説明会

Meetを使った相談会（6年生対象）Ⓦ 1/16(土) 入試説明会

在校生「保護者」による入試直前相談会Ⓦ 1/29(金) 合唱コンクール（杉並公会堂大ホール）

「在校生」による入試直前相談会Ⓦ 女 実践女子学園 1/13(水) 入試説明会（6年生対象）

1/9(土) 中学校入試説明会（6年生対象） 共 品川翔英 1/5(火)、9(土) 説明会

1/16(土) 入試直前相談会 1/4(月)、5(火) 冬期休暇中ミニ説明会・校舎見学

女 国本女子 1/11(月・祝) 学校説明会 1/9(土) 入試説明会

共 啓明学園

共 実践学園

女 品川女子学院

【1月】学校行事スケジュール
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・今年度は、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りますので、
　関心をお持ちの学校については、公式ホームぺージを直接ご確認ください。

女 共立女子第二

女 跡見学園

共 アレセイア湘南
1/16(土)

ポテンシャル・グローバル入試説明＆
ミニ説明

共 穎明館

共 桜美林 1/9(土)
中学入試説明会
（校内見学会あり、6年生対象）

男 京華 1/10(日)

男 佼成学園

女 佼成学園女子

女 相模女子大学中

1/9(土)

1/15(金)

女 共立女子 1/16(土)
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女 大妻多摩

https://www.yokohama-eiwa.ac.jp/chukou/examination/event.html
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/junior/
https://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
https://www.keisen.jp/information/briefing.php
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://jhs.kokagakuen.ac.jp/admission/briefing/
https://kogyokusha.ed.jp/admission/guidance/
https://www.emk.ac.jp/info/event.html
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_j/
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html#event_j
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
http://www.obirin.ed.jp/nyushi/school/setsumei.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
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://kaisei-fes.com/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php#junior-high-school
https://www.kng.ed.jp/admission/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/event.html
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
http://www.kyoei-g.ed.jp/junior/guidance_j.html
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
http://www.gis.ac.jp/secondary/event/
https://www.jishukan.ed.jp/examination/explanatory_meeting.php
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_jhs/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
http://www.shinagawa-shouei.ac.jp/juniorhighschool/students/briefing/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://kunimoto.education/junior/admission/briefing
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_jhs/
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://www.emk.ac.jp/info/event.html
http://www.obirin.ed.jp/nyushi/school/setsumei.html
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/opencampus/
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
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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

女 自由学園女子部 1/16(土) 学校説明会 共 帝京 1/9(土) 直前！ 入試問題説明会

男 自由学園男子部 1/16(土) 学校説明会 入試直前学校説明会（6年生対象）

女 十文字 1/16(土) ミニ説明会 初めての方対象説明会Ⓦ

共 淑徳巣鴨 1/11(月・祝) 入試対策説明会 共 東海大学菅生高等学校中 1/9(土) 学校説明会

女 頌栄女子学院 1/15(金)ほか 校内案内 1/18、22にも実施

共 城西大学附属城西 1/16(土) 中学入試説明会（Ⓦでも実施）

共 聖徳学園 1/16(土) 入試体験説明会・AO入試説明会 1/6(水)～8(金) 予約制個別相談会

共 湘南学園 1/9(土)、16(土) 入試直前学校見学・ミニ説明会（6年生対象） 1/9(土)ほか ミニ学校説明会 1/15、29にも実施

女 昭和女子大学附属昭和 1/9(土) 学校説明会Ⓦ 1/11(月・祝) 学校説明会

1/16(土) 入試直前説明会 1/9(土) 小6入試体験会ファイナル！

1/23(土) ミニ説明会＆個別相談 適性検査型 タラント発見・発掘型 ミニ説明会

1/9(土) 直前講座（適性検査型受験者対象） 個別相談会

1/23(土) 授業見学会＆ミニ説明会 女 東京女子学院 1/9(土) 個別相談会

男 聖学院 1/9(土) オンライン学校説明会Ⓦ 1/9(土) 個別相談

男 成城 1/13(水) 学校説明会 1/16(土)、23(土) 説明会

女 成女学園 1/16(土) 一般入試直前対策講座 1/9(土) 入試説明会

女 聖ドミニコ学園 1/10(日) 学校説明会 1/24(日) 学校説明会

女 星美学園 1/10(日) 入試体験会（6年生対象） 1/6(水) 学校説明会（入試体験あり、6年生対象）

共 聖ヨゼフ学園 1/11(月・祝) 入試直前説明会 1/23(土) 学校説明会Ⓦ

1/16(土) わかるテスト（6年生対象） 共 東京都市大学等々力 1/11(月・祝) 学校説明会

1/23(土) ミニ説明会 男 東京都市大学付属 1/16(土) 土曜ミニ説明会（6年生対象）

1/9(土) 学校説明会

1/20(水)、23(土) 捜真クルーズ

男 高輪 1/6(水)、8(金) 入試説明会 女 桐朋女子 1/9(土) 学校説明会

女 瀧野川女子学園 1/9(土) 学校説明会＆個別相談会 男 獨協 1/17(日) 学校説明会

共 玉川学園 1/14(木) 学校説明会 学校説明会Ⓦ

学校説明会 web個別面談Ⓦ

適性検査型入試説明会 1/10(日) 学校説明会

1/15(金) 保護者向け人間学講座 1/16(土) 入試体験＆入試説明会

1/16(土)、23(土) ミニ説明会 共 二松学舎大学附属柏 1/9(土) 学校説明会

共 多摩大学目黒 1/8(金)、9(土) 学校説明会 1/9(土) 入試説明会

1/9(土) 入試直前説明会 1/16(土) 入試問題解説会

1/23(土) ミニ説明会 共 日本大学第二 1/9(土) ミニ説明会

捜真女学校

共 鶴見大学附属

女 女子聖学院

女 白梅学園清修

共 成立学園

女

ドルトン東京学園共

女 玉川聖学院

1/9(土)

女 田園調布学園

女 東京女子学園

共 東京成徳大学中

共 東京電機大学中

共
東京農業大学
第一高等学校中

女 東京純心女子

1/12(火)

共
東海大学付属
高輪台高等学校中

1/10(日) 学校説明見学会

女 東京家政大学附属女子

1/16(土)

学校説明会Ⓦ

1/9(土)

女 中村

男 日本学園

1/10(日)

さ
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https://www.jiyu.ac.jp/girls/admission/briefing.php
https://www.teikyo.ed.jp/exam_j/schedule_j/
https://www.jiyu.ac.jp/boys/admission/briefing.php
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_j/j-session/
https://www.chofu.ed.jp/exam/briefing/
https://www.shukusu.ed.jp/jhs/event.html
http://www.sugao.ed.jp/jhs/web/event.html
http://www.shoei.ed.jp/information/index.htm
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/junior/observe/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
https://www.shogak.ac.jp/highschool/nyushi/setumeikai
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://jhs.swu.ac.jp/admission/description/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
http://www.seijogakko.ed.jp/admission/openschool/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/junior/admission/
http://www.seijo-gk.ac.jp/sp/setsumeikai.html
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/schedule.html
https://www.tokyoseitoku.jp/js/admission/school_orientation_meeting/
https://www.jsh.seibi.ac.jp/
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/junior-s.html
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/junior/consistent/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://mirai-compass.net/usr/takanwj/event/evtIndex.jsf
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/briefing/
https://mirai-compass.net/usr/tkngwjj/event/evtIndex.jsf
https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/briefing_list
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
http://www.tmh.ac.jp/entrancej.html
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-jhs/
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool/admissions/juniorhighschool-briefing/
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool/admissions/juniorhighschool-briefing/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://mirai-compass.net/usr/daltonj/event/evtIndex.jsf
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
https://www.chofu.ed.jp/exam/briefing/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/junior/admission/
https://www.tokyoseitoku.jp/js/admission/school_orientation_meeting/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/junior-s.html
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
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
https://www.nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-jhs/
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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

共 日本大学第三 1/16(土) 中学入試説明会 共 八雲学園 1/9(土) 学校説明会

男 日本大学豊山 1/17(日) 冬の学校見学 女 山脇学園 1/9(土) 入試対策＆学校説明会

1/9(土) 学校説明会 学校説明会

1/16(土) 学校見学会Ⓦ 入試問題体験会（6年生対象）

入試問題解説 1/16(土)、23(土) 入試直前相談会

プログラミング検定 1/9(土) 学校説明会

女 富士見 1/16(土) 学校説明会A（6年生対象） 1/16(土) ミニ説明会

1/15(金) 学校説明会

1/22(金) ナイト説明会Ⓦ

1/23(土) 出願直前個人相談会（Ⓦでも実施） り 共 立正大学付属立正 1/9(土) 学校説明会＋授業見学

女 普連土学園 1/9(土) 入試解説会Ⓦ 共 和光 1/9(土) 学校説明会

共 文化学園大学杉並 1/9(土) 入試説明会 女 和洋国府台女子 1/9(土) 中学校説明会Ⓦ

1/9(土) 入試問題対策説明会Ⓦ

適性検査型入試問題解説会Ⓦ

ミニ説明会

1/23(土) 授業公開デー

1/13(水) はじめての聖園女学院（6年生対象）

1/21(木) 校内見学会（6年生対象）

共 明星学園 1/10(日) 入試直前ミニ個別相談会

1/16(土) 入試説明会（6年生対象）

1/19(火) ミニ学校説明会Ⓦ

共 武蔵野大学中 1/9(土) 中学ミニ説明会

共 明治学院 1/9(土) 学校説明会

1/23(土) 直前学校説明会＋授業見学

女 目黒星美学園 1/17(日) 入試直前学校説明会

共 目黒日本大学中 1/9(土) 学校説明会

共 目白研心 1/9(土)、23(土) 中学校説明会

女 聖園女学院

女 三輪田学園

男

1/16(土)

女 日本大学豊山女子

共 文教大学付属 1/16(土)

共 横須賀学院
1/9(土)

共 横浜隼人

共 横浜富士見丘学園

は
行

ま
行

や
行

わ

な
行

明法
1/16(土)

適性検査型入試体験会（6年生限定）
＋入試傾向説明会

共 八王子実践

女 富士見丘
1/11(月・祝)

チャレンジ体験入試
（6年生対象、Ⓦでも実施）

https://www.nichidai3.ed.jp/j_index/j_exa/j_explain.html
http://www.yakumo.ac.jp/admission/jhs_event.html
https://mirai-compass.net/usr/nbuzanjs/event/evtIndex.jsf
https://www.yamawaki.ed.jp/exam/briefing-schedule/
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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

お 女 大谷(大阪) 1/8(金) 出張ミニ説明会（天王寺会場）

き 共 京都橘 1/9(土) ミニ学校説明会

そ 女 相愛 1/9(土) 直前対策講座
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