
・ここでは、8月26日時点で各学校のホームページにより確認できた9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

9/10(土)、11(日) なでしこ祭（文化祭） 共 都立大泉高等学校附属 9/10(土)、11(日) 文化祭（個別相談コーナーあり）

9/23(金・祝) 学園説明会 9/10(土) 校内案内

共 青山学院 9/17(土) 学校説明会（校舎見学あり） 9/17(土)、18(日) 文化祭

男 麻布 9/10(土) 学校見学会（5年生対象）

9/3(土) 学校説明会

9/24(土)、25(日) 学園祭（ミニ説明会あり） 学校説明会（学校見学、個別相談あり）

9/2(金)、7(水) ナイト学校見学会 海外帰国生対象説明会（個別相談あり）

9/10(土)、11(日) 文化祭

9/10(土) 平和祭（文化祭）

9/16(金) 学校説明会 9/3(土)、17(土) 授業見学会（個別相談あり）

共 上野学園 9/17(土)、18(日) 桜鏡祭（文化祭） 9/10(土)、11(日) 大妻祭（文化祭、ミニ説明会）

男 栄光学園 9/24(土)、26(月) 秋の学校説明会 9/17(土) わくわくワークショップ

共 穎明館 9/17(土)、18(日) 文化祭 9/18(日) 学校説明会（個別相談あり）

9/10(土) 中等部入試説明会 9/24(土) オンラインイブニング説明会Ⓦ

9/17(土) 学校説明会（新御茶ノ水） 共 大宮開成 9/24(土) 学校説明会

9/3(土) オープンキャンパス 共 お茶の水女子大学附属 9/17(土)、18(日) 生徒祭（文化祭）

9/10(土) 学校説明会（校内見学あり） 男 開成 9/17(土)、18(日) 開成祭（文化祭）

女 桜蔭 9/24(土)、25(日) 文化祭 共 開智 9/17(土) 学校説明会

共 都立桜修館中等教育学校 9/10(土)、11(日) 記念祭（文化祭） 共 開智日本橋学園 9/19(月・祝) 授業体験会（6年生対象）

共 開智望中等教育学校 9/10(土) 学校説明会（Ⓦでも実施）

9/10(土) 探究型入試演習（6年生対象）

9/23(金・祝) 中学体験授業（4年生以上対象）

9/3(土) オンライン適性検査型入試練習会Ⓦ

9/6(火) 学校説明会（授業見学あり） オンライン企画Ⓦ

9/12(月)、14(水) 授業見学会 帰国生入試説明会

9/17(土)、18(日) かもめ祭（文化祭） 9/18(日) 入試説明会（東京）

9/24(土)、25(日) 海陽祭（文化祭）

【9月】学校行事スケジュール
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・昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、予定されていた行事の中止、延期が相次ぎました。今年度も、その可能性があります。各学校からの情報にご注意ください。

女 鷗友学園女子

桜美林
9/18(日)、
19(月・祝)

女 大妻

女 大妻多摩

女 大妻嵐山

共 江戸川学園取手

女 江戸川女子

女 愛国

男 浅野
9/18(日)、
19(月・祝)

か
行学校説明会

（授業見学あり、6年生対象、Ⓦでも実施）

共 開智未来

男 海陽中等教育学校

桜空祭（文化祭）

9/18(日)、
19(月・祝)

欅（けやき）祭（文化祭）

9/27(火)
総合進学入試説明会
（授業見学、施設見学あり、6年生対象）

女 大妻中野

9/17(土)

9/24(土)、25(日)
Global Arts Festival～秋桜祭
文化の部（文化祭）

文化祭

男 足立学園

共 アレセイア湘南

女 跡見学園

共

9/17(土)

あ
行

9/3(土)

あ
行

http://www.oizumi-h.metro.tokyo.jp/main/nyuugaku-cyu-setsumeikai.html
https://www.aikokugakuen.ac.jp/junior-high/exam/index.php
http://www.jh.aoyama.ed.jp/admission/explanation.html
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
http://www.asano.ed.jp/examination/openevent.html
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.azabu-jh.ed.jp/admission/event/
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
https://ekh.jp/exam/briefing/index.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
https://www.emk.ac.jp/info/event.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
http://www.e-t.ed.jp/admission/
https://www.omiyakaisei.jp/jshs/entrance/jshsevent/setumei/
https://www.fz.ocha.ac.jp/ft/menu/events/index.html
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html#event_j
https://kaiseigakuen.jp/admission/briefing/
https://www.oin.ed.jp/admission/briefing/
https://ikkanbu.kaichigakuen.ed.jp/admission/
https://www.metro.ed.jp/oshukan-s/guide/meeting.html
https://www.kng.ed.jp/admission/
https://nozomi.kaichigakuen.ed.jp/admission/event/
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-j/briefing/
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.kaiyo.ac.jp/news/detail.html?id=2464
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.kaiyo.ac.jp/news/detail.html?id=2464
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.kaiyo.ac.jp/news/detail.html?id=2464
https://www.kaiyo.ac.jp/news/detail.html?id=2464
https://www.ohyu.jp/admissions/calender.php
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.otsuma.ed.jp/admission/event
https://www.otsuma-tama.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
http://www.e-t.ed.jp/admission/
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html#event_j
https://www.aikokugakuen.ac.jp/junior-high/exam/index.php
http://www.asano.ed.jp/examination/openevent.html
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-j/briefing/
https://www.kaiyo.ac.jp/news/detail.html?id=2464
https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/session/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/setsumeikai.html
https://www.atomi.ac.jp/jh/entranceguide/explanation/
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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

9/1(木)ほか 学校見学会　9/10、28にも実施

中学説明会Ⓦ

国際生説明会Ⓦ 共 国立音楽大学附属 9/10(土) 学校説明会

女 国本女子 9/18(日) 学校説明会

男 慶應義塾普通部 9/10(土)、11(日) 学校説明会

男 学習院 9/18(日) 学校説明会（校内見学あり） 男 京華 9/19(月・祝) KEIKAフェスタ

9/17(土) 個別相談会・部活動見学会 9/19(月・祝) Keika Girls’フェスタ

9/20(火) ナイト説明会（越谷コミュニティセンター） 9/23(金・祝) 体育祭（浦和グラウンド）

9/3(土) 学校説明会 女 恵泉女学園 9/10(土) 学校説明会

9/24(土)、25(日) 文化祭 啓明祭（文化祭）

共 神奈川大学附属 9/17(土)、18(日) くすのき祭（文化祭） 個別相談会

男 鎌倉学園 9/6(火) 中学校説明会 共 都立小石川中等教育学校 9/17(土)、18(日) 創作展（文化祭）

9/4(日) 教育内容説明会 共 光英VERITAS 9/10(土) 部活動見学会

9/10(土) 授業体験会 女 光塩女子学院 9/4(日) 学校説明会（校内見学あり）

9/17(土)、18(日) 文化祭（4年生以上対象）

9/24(土) 学校説明会（5年生以上対象）

かんらんさい（文化祭） 9/10(土) 学校説明会（授業体験、部活動体験あり）

学校説明会 9/24(土)、25(日) 夢工祭（文化祭、個別相談会あり）

9/10(土) 個別相談会（音楽コース）

9/17(土) 学校説明会

女 北豊島 9/25(日) 学校説明会 女 麴町学園女子 9/17(土) 体験イベント

9/14(水) 学校説明会Ⓦ 9/11(日) 学校説明会

9/17(土) 学校説明会 9/24(土)、25(日) 文化祭（学校説明会あり）

9/10(土)ほか 学校見学会　9/17、24にも実施 9/17(土) 中学校説明会

9/18(日) 学校説明会 9/24(土) Kosei Girl's Forum（SGクラス研究発表会）

男 暁星 9/17(土) 入試説明会 女 国府台女子学院 9/10(土) 学校説明会（Ⓦでも実施）

共 暁星国際 9/17(土) 学内学校説明会 女 香蘭女学校 9/10(土) 学校説明会

9/17(土) 学校説明会

9/24(土) 中学体育祭

共 共栄学園

京華女子

共 かえつ有明
9/3(土)

女 吉祥女子

共 春日部共栄

女 神奈川学園

女

9/18(日)、
19(月・祝)

文化祭

千代田区立
九段中等教育学校

神田女学園

9/23(金・祝)、
24(土)

姫竹祭（文化祭）

共 関東学院 9/23(金・祝)

女 北鎌倉女子学園

女

共

女

共

男

9/23(金・祝)、
24(土)

共

啓明学園

晃華学園

工学院大学附属

攻玉社

9/17(土)、18(日) 九段祭（文化祭）

女 共立女子第二
9/18(日)、
19(月・祝)

白亜祭（文化祭、ミニ説明会あり）

輝玉祭（文化祭）

男 佼成学園

女 佼成学園女子

別 国学院大学久我山

9/17(土)、18(日)

か
行

か
行

https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
http://www.kudan.ed.jp/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kunion.ed.jp/junior/contents/sbs/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://kunimoto.ac.jp/jsh/j-admission/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kf.keio.ac.jp/admission/setsumeikai/
https://www.gakushuin.ac.jp/bjh/admission/guidance.html
https://www.keika.ed.jp/examination/junior/
https://www.k-kyoei.ed.jp/jr/admission-explain.html
https://www.keika-g.ed.jp/examination/junior/
https://www.keisen.jp/information/briefing.php
https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/event.html
http://www.fhs.kanagawa-u.ac.jp/guide/briefing.html
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/
https://www.metro.ed.jp/koishikawa-s/guide/meeting.html
https://www.veritas.ed.jp/admission/jhs/info_session.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/junior/
https://www.koen-ejh.ed.jp/jh/admission/event/
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/junior/
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/junior/
https://jhs.kokagakuen.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kantogakuin.ed.jp/examination
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/
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112#page112
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_j/
https://www.kichijo-joshi.jp/admission/events/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.kyoei-g.ed.jp/junior/guidance_j.html
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.gyosei-h.ed.jp/junior/guidance/
https://www.konodai-gs.ac.jp/junior/jh_student/jh_briefing/
http://www.gis.ac.jp/secondary/event/
https://www.koran.ed.jp/admission/briefing/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.kyoei-g.ed.jp/junior/guidance_j.html
https://www.keika-g.ed.jp/examination/junior/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.kichijo-joshi.jp/admission/events/
https://www.k-kyoei.ed.jp/jr/admission-explain.html
https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/admission/event.html
http://www.kudan.ed.jp/
http://www.kudan.ed.jp/
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/junior/
https://www.kantogakuin.ed.jp/examination
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_jhs.html
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-information/
https://jhs.kokagakuen.ac.jp/admission/briefing/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/admissions/junior/guidance.html
https://kogyokusha.ed.jp/admission/guidance/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/explain/
https://www.kosei.ac.jp/boys/j_schedule2020/
https://www.girls.kosei.ac.jp/junibriefing
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
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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

9/10(土) 小6限定授業見学＆ミニ説明会

9/17(土) 説明会

9/4(日) クラブ体験会 9/21(水) WEB説明会Ⓦ

9/17(土) 説明会

9/30(金) 夜の説明会

9/10(土)、17(土) 学校見学会 共 芝浦工業大学柏 9/4(日) 入試説明会

9/23(金・祝) オープンキャンパス 共 芝浦工業大学附属 9/17(土) 中学説明会・春夏バージョンⓌ

男 駒場東邦 9/17(土)、18(日) 文化祭 9/10(土) 中学校説明会

共 埼玉栄 9/3(土) 学校説明会（施設見学、個別相談あり） 9/14(水)、21(水) 中学校ミニ説明会

9/10(土) 学校説明会 9/17(土) 国際生説明会

9/17(土) 体育祭 9/24(土)、25(日) 文化祭（個別相談ブースあり）

9/3(土) 適性検査型入試体験＆説明会（6年生対象） 共 渋谷教育学園渋谷 9/9(金)、10(土) 飛龍祭（文化祭）

9/14(水) プチセツ 共 秀明 9/18(日) 中学校説明会（Ⓦでも実施）

9/17(土) プログラミング体験会（4年生以上対象） 共 淑徳巣鴨 9/9(金) 学校説明会

女 淑徳与野 9/24(土) 学校説明会

9/10(土) 中学校説明会（施設見学、個別相談あり）

9/16(金)、17(土) 聖華祭（文化祭） 中学説明会（校内見学、個別相談あり）

共 狭山ヶ丘高等学校付属 9/11(日) 学校見学説明会 AO入試説明会

学校説明会 9/17(土)、18(日) 太子祭（文化祭）

授業体験会 共 湘南学園 9/17(土) 学校説明会

共 昌平 9/17(土) 学校説明会＆解説授業体験

男 サレジオ学院 9/3(土) 学校説明会 9/8(木)ほか オンライン個別相談会Ⓦ　9/15、22にも実施

共 志学館 9/24(土) 入試説明会 9/17(土) 学校説明会

共 実践学園 9/17(土) 入試説明会 男 城北埼玉 9/23(金・祝) 学校説明会（6年生対象）

9/10(土) 学校説明会（Ⓦでも実施） 女 昭和女子大学附属昭和 9/18(日) 体験授業・体験クラブ

9/17(土)、18(日) ときわ祭（文化祭） 女 女子聖学院 9/24(土) 学校説明会

9/30(金) スターライト学校説明会（Ⓦでも実施）

女 実践女子学園

しいの木祭（文化祭）

共 聖徳学園
9/3(土)

男 城北

9/2(金)ほか
施設見学ツアー
9/3、9、10、16、24、29にも実施

9/23(金・祝)、
24(土)

城西大学附属城西共

女 駒沢学園女子

共 佐久長聖
9/10(土)

学校説明会
（TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター）

共 サレジアン国際学園 9/11(日)

共

サレジアン国際学園世田谷
（2023年度より
目黒星美学園から
校名変更、共学化）

9/18(日)、
19(月・祝)

純花祭（文化祭）

女 相模女子大学中

共 国際学院 9/25(日)
学校説明会・オープンスクール
（5年生以上対象）

共 駒込
女 品川女子学院

9/18(日)、
19(月・祝)

白ばら祭（文化祭）

芝国際
（2023年度より
東京女子学園から
校名変更、共学化）

共 品川翔英

共
神奈川県立
相模原中等教育学校

9/10(土)、11(日) 蒼碧祭文化部門（文化祭）

共 埼玉平成

共

か
行

さ
行

さ
行

https://jsh.kgef.ac.jp/kjs/examinee/event/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/jhhs/jh_info_session/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/jhhs/jh_info_session/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php#junior-high-school
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php#junior-high-school
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://www.ka.shibaura-it.ac.jp/admissions/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/junior/event/
https://www.komabajh.toho-u.ac.jp/examination/32826/20170701_index.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/jh/examinee/explain/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/junior-high-school
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.shibushibu.jp/admission/event_schedule.html
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/#jh_event
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/#jh_event
https://www.shukusu.ed.jp/jhs/event.html
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/junior/exam/briefing.html
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamihara-chuto-ss/event.html
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://sakuchosei.ed.jp/exam/jh-session/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://sakuchosei.ed.jp/exam/jh-session/
https://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/juniorhighschool/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/j-event/
https://www.shogak.ac.jp/highschool/nyushi/setumeikai
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/jhs/admission/session_schedule/
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.salesio-gakuin.ed.jp/admission/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.shigakukan.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_jhs/
https://www.johokusaitama.ac.jp/junior/
https://jhs.swu.ac.jp/admission/description/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/exam/
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://hs.jissen.ac.jp/admission/open_school/index.html
https://jsh.shotoku.ed.jp/jhs_admission_policy/jhs_information/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/junior_session/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html
https://sakuchosei.ed.jp/exam/jh-session/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/j-event/
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
http://www.meguroseibi.ed.jp/ex_description.php
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/#jh_event
https://jsh.kgef.ac.jp/kjs/examinee/event/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php#junior-high-school
https://www.shinagawajoshigakuin.jp/examination/briefing/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/shiba-kokusai/jhs/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/jhhs/jh_info_session/
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamihara-chuto-ss/event.html
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sagamihara-chuto-ss/event.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/junior-high-school
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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

体験学習「好きなお花やモチーフを描こう」 9/3(土) 中学校説明会（校内見学、個別相談あり）

中学体験学習説明会 9/17(土) 個別相談会

9/17(土) 公開授業 9/23(金・祝) ナショジオアドベンチャー

9/24(土) 学校説明会

女 白梅学園清修 9/17(土) 学校説明会

共 青稜 9/25(日) 青稜祭（文化祭）

9/17(土)、18(日) 巣園祭（文化祭）

9/20(火) 巣園祭（体育祭） 9/24(土) 6年生対象入試説明会

男 逗子開成 9/10(土) 土曜見学会 9/25(日) 5年生以下対象学校説明会

9/10(土) 校内見学会 9/10(土) 捜真クルーズ

9/24(土) 学校説明会・体験会

共 成蹊 9/24(土) 桃Connect！Ⓦ

9/17(土)、18(日) 成城祭（文化祭） 9/11(日) オープンスクール

9/24(土) 学校説明会 9/17(土) 入試結果報告会

9/3(土) 学校説明会（個別相談あり） 男 高輪 9/10(土) 帰国生入試説明会

9/24(土) オープンスクール 9/17(土) 学校説明会

女 聖セシリア女子 9/14(水) 学校説明会（校内見学、個別相談あり） 9/24(土)、25(日) あかつき祭（文化祭）

9/3(土) 学校説明会（入試体験あり） オープンスクール

9/17(土)、18(日) 学園祭＆入試相談 学校説明会（IBクラス対象）

共 西武学園文理 9/24(土) 学校説明会 9/16(金) 学校説明会（一般クラス対象）Ⓦ

共 西武台千葉 9/3(土)、4(日) 輝陽祭（文化祭） 9/3(土)、10(土) ミニ説明会

9/10(土)、11(日) 武陽祭（文化祭）

9/19(月・祝) オープンスクール

9/10(土) ミニ説明会・個別相談 共 千葉日本大学第一 9/24(土) 学校説明会

9/10(土)、11(日) 中山祭（文化祭）

9/17(土) Webミニ説明会Ⓦ

さ
行

女 聖ドミニコ学園

9/17(土)
学校説明会
（校内見学あり、5年生以上対象、Ⓦでも実施）

9/23(金・祝)、
24(土)

白門祭（文化祭）

共 相洋

聖望学園

聖ヨゼフ学園
9/18(日)、
19(月・祝)

ヨゼフ祭（文化祭）

成城

女

女 玉川聖学院 9/17(土)、
19(月・祝)

学院祭（文化祭）

成女学園

共 中央大学附属

共

女 女子美術大学付属

9/11(日)

女 白百合学園
9/18(日)、
19(月・祝)

学園祭

男 巣鴨

瀧野川女子学園

共 玉川学園
9/10(土)

共 成立学園

9/23(金・祝)、
24(土)

成立祭（文化祭）

男 聖学院

男

男 世田谷学園

9/18(日)、
19(月・祝)

獅子児祭（文化祭）

女 捜真女学校 9/22(木)、
23(金・祝)

捜真祭（文化祭）

女

共 西武台新座

共

さ
行

た
行

http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/event.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/event.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/event.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
http://seishu.shiraume.ac.jp/session/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiryo-js.ed.jp/session
http://www.shirayuri.ed.jp/examinee/explanation.html
https://www.setagayagakuen.ac.jp/examinee/
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
https://www.setagayagakuen.ac.jp/examinee/
https://www.zushi-kaisei.ac.jp/index.html
https://www.setagayagakuen.ac.jp/examinee/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
https://www.seikei.ac.jp/jsh/entranceguide/schoolevent.html
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
https://www.seijogakko.ed.jp/admission/events/
https://mirai-compass.net/usr/soyoj/event/evtIndex.jsf
https://www.takanawa.ed.jp/exam/events/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.cecilia.ac.jp/jukensei/jukensei_setsumeikai-jr.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/schedule.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.seibudai-chiba.jp/admissions/briefing-sessions/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
http://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
http://www.chibanichi.ed.jp/examinee/explanation/
http://www.seibou.ac.jp/exam/junior/setsumei/
http://www.seibou.ac.jp/exam/junior/setsumei/
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_junior.html
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_junior.html
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_junior.html
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/schedule.html
https://mirai-compass.net/usr/soyoj/event/evtIndex.jsf
http://www.seibou.ac.jp/exam/junior/setsumei/
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/
https://www.seijogakko.ed.jp/admission/events/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_junior/schedule.html
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_junior.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/junior/event.html
http://www.shirayuri.ed.jp/examinee/explanation.html
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.setagayagakuen.ac.jp/examinee/
http://soshin.ac.jp/jogakko/entrance_sj/briefing_sj/
http://www.seibudai.ed.jp/junior/guidance
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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

9/10(土) 学校説明会（授業見学、校内見学あり）

9/17(土) 校長先生と学校散歩

9/24(土) 体育祭 9/3(土) 学校説明会

共 帝京 9/17(土) 中学3年生による学校紹介 TDU武蔵野祭（文化祭）

9/17(土) 学校説明会 文化祭ミニ説明会

9/18(日) 学校説明会Ⓦ 9/10(土) 学校説明会（6年生対象）

共 貞静学園 9/10(土) 学校説明会（校内見学、個別相談あり） 9/17(土) 中学校見学会（6年生対象）

女 田園調布学園 9/24(土)、25(日) なでしこ祭（文化祭） 9/10(土) 学校説明会（施設見学、個別相談あり）

9/24(土)、25(日) 鸞鳳祭（文化祭、5年生以上対象） 帰国生＆グローバル入試説明会Ⓦ

9/17(土) 学校説明会 9/18(日) 学校説明会

9/24(土) 理科実験教室

共 東海大学付属浦安高等学校中 9/24(土) 中等部オープンスクール（4年生以上対象）

共 東海大学付属相模高等学校中 9/10(土) オープンキャンパス

共 東京学芸大学附属小金井 9/25(日) 学校説明会

学校説明会 別 桐光学園 9/25(日) 中学校説明会

オープンスクール 共 東星学園 9/23(金・祝) 学校説明会

9/14(水) 体育祭 男 桐朋 9/17(土)、24(土) 学校説明会（校内自由見学あり）

9/19(月・祝) 学校説明会 9/3(土)、24(土) 学校見学会・説明会（4年生以上対象）

9/10(土) 帰国生オンライン学校説明会Ⓦ

女 東洋英和女学院 9/3(土) 学校説明会

9/17(土) 学校説明会（施設見学、個別相談あり） 9/3(土) 学校説明会（施設見学、個別相談あり）

9/10(土) 教員による校内見学ツアー 共 東洋大学附属牛久 9/24(土) 入試説明会（施設見学、個別相談あり）

9/24(土) オープンスクール 男 藤嶺学園藤沢 9/24(土) 学校説明会

9/5(月)ほか 月曜説明会　9/12、26にも実施

女 東京女子学院 9/18(日)、
19(月・祝)

芙蓉祭（文化祭）

共 東海大学菅生高等学校中

「授業見学ができる」土曜ミニ説明会
（個別相談あり）

桜花祭（文化祭）
共

東京農業大学
第一高等学校中 9/23(金・祝)、

24(土)

9/17(土)、18(日)

9/23(金・祝)、
24(土)

女 東京純心女子
9/23(金・祝)、
24(土)

純心祭（文化祭）・個別相談会

女 東京女学館

共 東京都市大学等々力

男 東京都市大学付属
9/24(土)

女 豊島岡女子学園 9/3(土)ほか

共 鶴見大学附属
銀杏祭（文化祭）

女 東京家政学院

女 東京家政大学附属女子
9/3(土)ほか

ミニ学校説明会（授業見学、個別相談あり）
9/10、24にも実施

共
東京大学教育学部附属
中等教育学校

9/24(土)、25(日)

共 東京電機大学中

共
東京農業大学
第三高等学校附属

9/17(土)

共 東京学芸大学附属世田谷 9/24(土)

共 帝京大学中

共 桐蔭学園中等教育学校
9/10(土)

探究型（みらとび）
入試体験会・説明会（6年生対象）

学校説明会

共 東邦大学付属東邦

共 東洋大学京北
京北祭（文化祭、入試相談室あり）

受験生のための見学会（6年生対象）
9/10、24にも実施

た
行

た
行

https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
https://www.hs.p.u-tokyo.ac.jp/forentrance/guidance
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
https://www.teikyo.ed.jp/exam_j/schedule_j/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/junior-s.html
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/junior-s.html
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-jhs/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/junior-event/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.chofu.ed.jp/exam/briefing/
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
https://mirai-compass.net/usr/toinj/event/evtIndex.jsf
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
https://mirai-compass.net/usr/toinj/event/evtIndex.jsf
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
https://www.tokaisugao-jhs.ed.jp/admission/briefing/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.urayasu.tokai.ed.jp/admission/junior/openschool/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.sagami.tokai.ed.jp/admission/junior/opencampus/
https://www.u-gakugei.ac.jp/~gkoganei/entrance/briefing.html
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_js/event/
http://www.toko.ed.jp/high/exam/index.html#jhs
https://www.u-gakugei.ac.jp/~setachu/guide.html
https://www.tosei.ed.jp/jhschool/jh-juken/jh-briefing/
https://www.toho.ed.jp/exam/briefing/
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_j.html
https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/exam/briefing/briefing_jh.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/event/index.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/jh/adinfo-t/adbriefing-t/
https://www.t-junshin.ed.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/jh/adinfo-t/adbriefing-t/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/ushiku/jh/adinfo/adbriefing01/adbriefing02/
https://tjk.jp/mh/examinee/briefing/
https://mirai-compass.net/usr/thfjswj/event/evtIndex.jsf
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.toshimagaoka.ed.jp/admission/guidance/gakusetsu_j/
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.tjg.ac.jp/examination/jh_event/
https://www.tokaisugao-jhs.ed.jp/admission/briefing/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=16
https://www.t-junshin.ed.jp/jhs/entrance/jhs/hope.html
https://tjk.jp/mh/examinee/briefing/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-jsh.ed.jp/admissions/briefing
https://www.toshimagaoka.ed.jp/admission/guidance/gakusetsu_j/
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/juniorhighschool-briefing
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_j.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/junior/tour.php
https://www.hs.p.u-tokyo.ac.jp/forentrance/guidance
https://www.hs.p.u-tokyo.ac.jp/forentrance/guidance
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/junior-s.html
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_js/event/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_js/event/
https://www.u-gakugei.ac.jp/~setachu/guide.html
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-jhs/
https://mirai-compass.net/usr/toinj/event/evtIndex.jsf
https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/exam/briefing/briefing_jh.html
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/jh/adinfo-t/adbriefing-t/
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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

9/14(水) 学校説明会 女 不二聖心女子学院 9/23(金・祝) 学校説明会

9/24(土)、25(日) 獨協祭（文化祭） 9/3(土)、17(土) 学校説明会A（6年生対象）

共 獨協埼玉 9/25(日) 学校説明会 9/10(土) 学校説明会BⓌ

共 ドルトン東京学園 9/10(土)、24(土) 学校説明会（校内見学あり） 9/24(土)、25(日) 文化祭

女 中村 9/17(土) 学校説明会 9/25(日) 学校説明会

9/17(土)、18(日) 松陵祭（文化祭） 女 藤村女子 9/17(土)、18(日) 文化祭

9/24(土) 授業体験会

共 新渡戸文化 9/17(土) 学校説明会＆公開授業（Ⓦでも実施）

男 日本学園 9/10(土) 入試説明会（6年生対象） 女 普連土学園 9/3(土) 生徒への質問会

共 日本大学中 9/17(土)、18(日) 桜苑祭（文化祭） 共 文化学園大学杉並 9/3(土) 学校説明会（校舎見学、個別相談あり）

9/10(土) 学校説明会 9/3(土) 学校説明会

9/24(土) 学校説明会Ⓦ 9/10(土) 理科実験教室

9/25(日) イベント 9/17(土) オープンアクティビティ

9/28(水) 体育大会 9/24(土)、25(日) 白蓉祭（文化祭）

男 日本大学豊山 9/17(土) 学校説明会 9/3(土)、24(土) 学校説明会

9/3(土)ほか 土曜見学会（Ⓦでも実施）　9/10、24にも実施 9/10(土) 学校公開

9/16(金) ナイト説明会 9/17(土) オンライン中学説明会Ⓦ

9/23(金・祝) 学校説明会

共 都立白鷗高等学校附属 9/23(金・祝) 学校説明会

9/10(土) 授業見学会＆説明会 9/18(日) 学校説明会（北見経済センター）

9/15(木) 保護者対象説明会 9/19(月・祝) 学校説明会（ホテルグランテラス帯広）

9/24(土) 八学祭ツアー&説明会 9/24(土) 学校説明会（ホテル法華クラブ函館）

9/24(土)、25(日) 八学祭（文化祭） 9/25(日) 学校説明会（仙台ショーケー本館ビル）

共 八王子実践 9/24(土) 学校説明会 共 星野学園 9/17(土) 入試説明会

共 千葉県立東葛飾 9/4(日)ほか 文化祭　9/10、11にも実施 共 細田学園 9/11(日) 白梅祭（文化祭）

学校説明会 男 本郷 9/3(土)ほか 学校説明会　9/10、11にも実施

授業体験会 中学校説明会（中学校見学、個別相談あり）

9/23(金・祝) AGガイダンス 入試対策講座（6年生対象）

9/10(土) 授業体験会・学校説明会 共 本庄東高等学校附属 9/17(土) 学校説明会

9/23(金・祝) AGガイダンス（広尾学園）

9/24(土)、25(日) いちょう祭（文化祭）

女 日本女子大学附属

共 日本大学第三

女

男 獨協

共 二松学舎大学附属柏

女 富士見丘

女 雙葉
9/18(日)、
19(月・祝)

雙葉祭（文化祭、5年生以上対象）

女 富士見

共 文教大学付属

共 法政大学第二

男 北嶺

9/17(土)

は
行

学校説明会
（ホテルルートインGrand旭川駅前）

共 本庄第一 9/3(土)

日本大学豊山女子

共 八王子

共 広尾学園
9/3(土)

共 広尾学園小石川

た
行

な
行

は
行

https://www.fujiseishin-jh.ed.jp/applicants/event/
https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/briefing_list
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/exam_5.html
https://www.fujimi.ac.jp/admissions/briefings
https://www.daltontokyo.ed.jp/information/
https://nakamura.ed.jp/junior/admission/briefing.php
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/briefing
https://fujimura.ac.jp/?page_id=48
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/jh-session/
https://www.futabagakuen-jh.ed.jp/jsh/admissions/session/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-jhs/
https://www.friends.ac.jp/examination/
https://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/junior/exam/meeting/
https://bunsugi.jp/admission/exam-junior/
https://www.jwu.ac.jp/jhsc/j-exam/briefing.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_junior.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_junior.html
https://nichidai3.ed.jp/j_index/j_exa/j_explain.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_junior.html
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://hosei2.ed.jp/admission/event/exp_jhs
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://hosei2.ed.jp/admission/event/exp_jhs
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
http://hakuo.ed.jp/web/?page_id=303
https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/guidance/
https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/guidance/
https://www.hachioji.ed.jp/junr/exam/session/
https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/guidance/
https://www.hachioji.ed.jp/junr/exam/session/
https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/guidance/
https://www.hachioji.ed.jp/junr/exam/session/
https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/guidance/
https://mirai-compass.net/usr/hjissenj/event/evtIndex.jsf
https://mirai-compass.net/usr/hoshingj/event/evtIndex.jsf
https://cms1.chiba-c.ed.jp/tohkatsu-jh/prospectus-1/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A/
https://hosodagakuen.jp/juniorhighschool/admission/briefing
https://www.hongo.ed.jp/admission/events/
https://www.hiroogakuen.ed.jp/junior/j_setumeikai.html
https://www.hiroogakuen.ed.jp/junior/j_setumeikai.html
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.honjo-higashi.ed.jp/junior/appli/
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
https://www.jwu.ac.jp/jhsc/j-exam/briefing.html
https://nichidai3.ed.jp/j_index/j_exa/j_explain.html
https://www.dokkyo.ed.jp/admissions/briefing_list
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp/jh_about/jh_briefing/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/junior/briefing
https://www.futabagakuen-jh.ed.jp/jsh/admissions/session/
https://www.fujimi.ac.jp/admissions/briefings
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_junior.html
https://hosei2.ed.jp/admission/event/exp_jhs
https://www.kibou.ac.jp/hokurei/admission/guidance/
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.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_j.html
https://www.hachioji.ed.jp/junr/exam/session/
https://www.hiroogakuen.ed.jp/junior/j_setumeikai.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/junior/consultation
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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

9/17(土)、18(日) 聖園祭（文化祭） 共 八千代松陰 9/10(土)、24(土) 入試説明会Ⓦ

9/30(金) ナイト説明会 9/10(土) 学校説明会

共 都立三鷹中等教育学校 9/10(土)、11(日) 文化祭 9/23(金・祝) 楠木祭（文化祭）

学校説明会（校内見学、個別相談あり）

オープンスクール

9/22(木) オンライン国際生ガイダンスⓌ

9/3(土) 入試説明会（個別相談あり） 9/3(土)、10(土) スクールツアー

9/10(土)、17(土) 入試問題解説会（個別相談あり） 9/8(木)ほか ミニ説明会　9/9、29、30にも実施

9/10(土) ジュニア・イングリッシュ 9/17(土) 学校説明会

9/17(土) 学校見学会 9/21(水) コーラスコンクール（神奈川県民ホール）

共 横浜市立南高等学校附属 9/17(土) 学校見学会（6年生対象）

共 都立南多摩中等教育学校 9/17(土) 学校公開（6年生対象）

共 明星学園 9/3(土) 学校説明会（Ⓦでも実施） 共 横浜隼人 9/6(火) ミニ説明会

9/6(火) ミニ学校説明会 9/9(金) 学校説明会

学校説明会（4年生以上対象） 9/16(金) オンライン説明会Ⓦ

オープンスクール（4年生以上対象） 女 横浜雙葉 9/10(土) 校内見学会（5年生以上対象）

共 都立武蔵高等学校附属 9/9(金)、10(土) 文化祭 男 立教池袋 9/7(水) イブニング説明会

共 茗溪学園 9/24(土) 学園説明会 女 立教女学院 9/24(土) 秋の校内見学会

共 明治学院 9/10(土) 学校説明会（施設見学あり） 男 立教新座 9/17(土) 生徒による学校説明会

男 明治大学付属中野 9/17(土)、18(日) 桜山祭（文化祭） 共 立正大学付属立正 9/10(土) 学校説明会＋授業見学

共 明治大学付属中野八王子 9/24(土)、25(日) 戸富貴祭 文化の部（文化祭）

9/8(木) 学校説明会（校内見学、個別相談あり）

9/3(土)、4(日) 両国祭（文化祭）

9/10(土) 学校説明会（5年生以上対象）

共 目黒日本大学中 9/17(土) 学校説明会（個別相談あり） 9/24(土) 授業公開（5年生以上対象）

9/17(土)、18(日) 桐陽祭（文化祭） 9/17(土) 部活動見学・体験会

9/24(土) 学校説明会 9/25(日) 学校説明会

共 和光 9/8(木) 夜の教育懇談会（和光大学ポプリホール鶴川）

9/10(土)、11(日) 学校説明会・個別相談会

9/11(日) 学校見学会

男 早稲田大学高等学院中学部 9/18(日) 学校説明会

女 和洋国府台女子 9/11(日) 学校説明会

共 水戸英宏

女 緑ヶ丘女子

女 三輪田学園
9/19(月・祝)

共 明治大学付属明治

創英祭（文化祭）

共 横浜富士見丘学園

9/10(土)、11(日) 流輝祭（文化祭）

共 都立両国高等学校附属

共 麗澤

9/23(金・祝)、
24(土)

紫紺祭（文化祭）

9/10(土)

流通経済大学付属柏
（2023年度開校予定）

や
行

共

共 横浜創英
9/22(木)、
23(金・祝)

みずき祭（文化祭）

女 聖園女学院

共 三田国際学園 9/10(土)、11(日)

共

蒼煌祭（文化祭）

女 横浜女学院

共 目白研心

横須賀学院

共
横浜市立
横浜サイエンスフロンティア
高等学校附属

わ
男 早稲田

ま
行

ら
行

共 森村学園
9/18(日)、
19(月・祝)

https://www.yachiyoshoin.ac.jp/jhs/admission-j/briefing-j/
https://www.misono.jp/examination/index.html
https://www.metro.ed.jp/mitaka-s/guide/meeting.html
https://www.yokosukagakuin.ac.jp/13junior-hs/jyuken/jyuken-6.html
http://www.mita-is.ed.jp/admissions/visits.html
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/index.cfm/18,3184,html
http://www.mita-is.ed.jp/admissions/visits.html
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/index.cfm/18,3184,html
http://www.mito-eiko.ed.jp/contents/schooltour/#schooltourEntry
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/examinees/explanatory_meeting/
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/examinees/explanatory_meeting/
https://www.midorigaoka.ed.jp/junior/orientation/
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/examinees/explanatory_meeting/
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-minami/index.cfm/18,3367,84,202,html
https://www.metro.ed.jp/minamitama-s/guide/meeting.html
https://www.soei.ed.jp/admission/j_briefing/
https://www.myojogakuen.ed.jp/junior_high_school/admission_info/briefing_session
http://www.hayato.ed.jp/tyuu-nyuushi/
https://www.miwada.ac.jp/exam/guidance/
https://fujimigaoka.ed.jp/admission/junior-admission/
https://www.miwada.ac.jp/exam/guidance/
https://yokohamafutaba.ed.jp/highsch/prospectives/openschool.html
https://www.metro.ed.jp/musashi-h/guide/meeting.html
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
https://www.meikei.ac.jp/
https://hs.rikkyojogakuin.ac.jp/admission/event/
https://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/junior/exam/setumei/
https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/junior-consultation.html
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-jhs/
https://www.ryukei.ed.jp/schoolguide/junior/kobetsu-sodan.html
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing_jr.html
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing_jr.html
https://www.metro.ed.jp/ryogoku-h/guide/meeting.html
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/junior/exam/event/
https://www.metro.ed.jp/ryogoku-h/guide/meeting.html
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/junior_exam/guidance/
https://www.hs.reitaku.jp/orientation/info_j/
http://www.wako.ed.jp/j/meeting/
https://www.morimura.ac.jp/jsh/admission/event/
https://www.waseda-h.ed.jp/exam/description_party/
https://www.waseda.jp/school/jhs/prospective/guidance/
https://www.wayokonodai.ed.jp/event/junior/
http://www.mito-eiko.ed.jp/contents/schooltour/#schooltourEntry
https://www.midorigaoka.ed.jp/junior/orientation/
https://www.miwada.ac.jp/exam/guidance/
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing_jr.html
https://fujimigaoka.ed.jp/admission/junior-admission/
https://www.metro.ed.jp/ryogoku-h/guide/meeting.html
https://www.hs.reitaku.jp/orientation/info_j/
https://www.ryukei.ed.jp/schoolguide/junior/kobetsu-sodan.html
https://www.ryukei.ed.jp/schoolguide/junior/kobetsu-sodan.html
https://www.soei.ed.jp/admission/j_briefing/
https://www.misono.jp/examination/index.html
http://www.mita-is.ed.jp/admissions/visits.html
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/examinees/explanatory_meeting/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/junior_exam/guidance/
https://www.yokosukagakuin.ac.jp/13junior-hs/jyuken/jyuken-6.html
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/index.cfm/18,3184,html
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/index.cfm/18,3184,html
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/hs-sf/index.cfm/18,3184,html
https://www.waseda-h.ed.jp/exam/description_party/
https://www.morimura.ac.jp/jsh/admission/event/
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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 アサンプション国際 9/17(土) 学校説明会（5年生以上対象） 女 甲南女子 9/25(日) 学校説明会

9/10(土) オープンスクール 9/10(土) 文化祭

9/17(土) 学校見学・相談会 9/27(火) 入試説明会

9/3(土) 入試説明会 共 神戸龍谷 9/3(土)、17(土) 学校見学会

9/17(土) 校内見学会 男 甲陽学院 9/24(土) 入試説明会

オープンスクール 9/4(日) ミニ説明会・個別相談会

TW入試体験会 9/10(土) 入試説明会

9/10(土) Kun-ei Kids 女 四天王寺 9/17(土)、18(日) 文化祭見学（4年生以上対象）

9/25(日) 中学入試説明会 9/3(土)、10(土) オープンスクール

9/10(土) 体験授業（4・5年生対象） 9/17(土) 個別見学会

9/17(土) 個別相談会 9/17(土) 学校説明会・見学会（Ⓦでも実施）

9/24(土) 入試説明会 9/25(日) オープンスクール

9/3(土) 凜花コース説明会 9/10(土) 中学校説明会

9/7(水) 体育大会 9/24(土) 課題図書プレゼン入試説明会

9/17(土) 入試説明会 9/10(土) 学校説明会・見学会（Ⓦでも実施）

共 大谷(京都) 9/24(土) 学校説明会 9/18(日) オープンスクール

9/3(土)、17(土) 入試説明会 9/3(土) 文化・芸術の日

9/24(土) 授業見学会 9/18(日) 入試説明会・オープンスクール（6年生対象）

9/28(水) 放課後見学会 9/3(土) オープンスクール（6年生対象）

共 関西大倉 9/3(土) 入試説明会 9/17(土) 医進選抜コース対象入試説明会

共 関西大学第一 9/3(土)、24(土) 入試説明会 9/10(土) 入試説明会（メルパルク京都）

共 関西大学中等部 9/10(土) 葦葉祭（文化祭） 9/17(土) 入試説明会（ヒルトンプラザウエスト）

共 関西学院中学部 9/17(土) 学校説明会 9/25(日) 入試説明会

共 帝塚山学院泉ヶ丘 9/24(土) 入試説明会

共 京都産業大学附属 9/10(土) 入試説明会

共 京都先端科学大学附属 9/24(土) オープンキャンパス

共 京都橘 9/18(日) ミニ学校説明会

共 京都文教 9/17(土) オープンキャンパス

共 金蘭千里 9/10(土) 学校説明会

9/3(土) オープンスクール 女 同志社女子 9/10(土) 中学入試説明会

9/17(土) 文化祭 男 東大寺学園 9/10(土)、11(日) 菁々祭（文化祭）

男 甲南 9/10(土) 入試説明会

夙川

女 松蔭

共 須磨学園

共 清風南海
共

9/4(日)
秋の夜長の個別相談会
（ホテルヴィスキオ尼崎by GRANVIA）

9/11(日)
秋の夜長の個別相談会
（東大阪商工会議所中会議室）

9/19(月・祝)
秋のオープンキャンパス
学校説明会兼入試説明会

男 滝川

別 帝塚山

共 同志社香里

た
行

女 京都光華 9/10(土)
ひかり成長プログラム
ひかり面談（特技・英語・成長）

女 甲子園学院

共 上宮学園

共 追手門学院 9/10(土)

共 大阪桐蔭

女 大谷(大阪)

女 大阪薫英女学院
あ
行

共 芦屋学園 女 神戸女学院

さ
行

共 三田学園

共 四天王寺東

共

開明

か
行

か
行

https://www.assumption.ed.jp/jsh/nyushi/info/#anc01
http://www.konan-gs.ed.jp/exam/brefing
https://www.ashiya.ed.jp/jr/exam/openschool/
https://www.kobejogakuin-h.ed.jp/jukensei/nyushisetsumeikai.html
https://www.koberyukoku.ed.jp/form/junior/
https://www.uenomiya.ed.jp/examinfo/
http://www.koyo.ac.jp/
https://mirai-compass.net/usr/otemonj/event/evtIndex.jsf
https://www.sandagakuen.ed.jp/entrance/jh_event/
https://www.shitennoji.ed.jp/stnnj/briefing_js
https://www.kun-ei.jp/admission/jhs_events/
https://www.shitennojigakuen.ed.jp/higashi/e_examination/e_briefing/jh_index.php
https://www.osakatoin.ed.jp/examination/meeting.html
https://www.osakatoin.ed.jp/examination/meeting.html
https://www.sumashuku.jp/junior-entrance-exam/info-session/
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
https://shoin-jhs.ac.jp/exam/jhs_event/
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
http://www.otani.ed.jp/
https://www.suma.ac.jp/junior/info-session/
https://www.kaimei.ed.jp/rec_jhs
https://www.seifunankai.ac.jp/seifunankai_wp/?p=7800
https://www.kaimei.ed.jp/rec_jhs
https://www.kankura.jp/exam/event-j/
https://www.takigawa.ac.jp/junior-high-school/guidance.php
https://www.kansai-u.ac.jp/dai-ichi/junior/exam/open_campus.html
https://www.kansai-u.ac.jp/junior/admission/briefing.html
https://www.tezukayama-h.ed.jp/topics02/topic-697.html
https://www.kwansei.ac.jp/jh/jh_004935.html
https://www.tezukayama-h.ed.jp/topics02/topic-697.html
https://www.tezuka-i-h.jp/nyusi/junior/
https://hs.koka.ac.jp/junior/admission/event/
https://jsh.kyoto-su.ac.jp/information_session.html
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://www.js.kuas.ac.jp/jhs/oc/
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://www.tachibana-hs.jp/junior/admission/opencampus
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://www.kbu.ac.jp/kbghs/event/calendar.html
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://kinransenri.com/event/inside/
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://www.girls.doshisha.ac.jp/entranceexam/exam_event/
https://www.koshiengakuin-h.ed.jp/openschool/
https://www.tdj.ac.jp/jyouhou/koukai.html
https://www.konan.ed.jp/admission/info_session.php
https://www.sumashuku.jp/junior-entrance-exam/info-session/
https://shoin-jhs.ac.jp/exam/jhs_event/
https://www.suma.ac.jp/junior/info-session/
https://www.seifunankai.ac.jp/seifunankai_wp/?p=7800
https://www.takigawa.ac.jp/junior-high-school/guidance.php
https://www.tezukayama-h.ed.jp/topics02/topic-697.html
https://www.kori.doshisha.ac.jp/exa/briefing
https://hs.koka.ac.jp/junior/admission/event/
https://www.koshiengakuin-h.ed.jp/openschool/
https://www.uenomiya.ed.jp/examinfo/
https://mirai-compass.net/usr/otemonj/event/evtIndex.jsf
https://www.osakatoin.ed.jp/examination/meeting.html
https://www.osk-ohtani.ed.jp/category/calendar/
https://www.kun-ei.jp/admission/jhs_events/
https://www.ashiya.ed.jp/jr/exam/openschool/
https://www.kobejogakuin-h.ed.jp/jukensei/nyushisetsumeikai.html
https://www.sandagakuen.ed.jp/entrance/jh_event/
https://www.shitennojigakuen.ed.jp/higashi/e_examination/e_briefing/jh_index.php
https://www.kaimei.ed.jp/rec_jhs


関西 2/2p

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

女 梅花 9/24(土) オープンキャンパス（6年生対象）

オープンスクール（4年生以上対象）

中学説明会

9/3(土) 学校説明会

9/17(土) 文化祭

9/24(土) オープンスクール

女 平安女学院 9/23(金・祝) オープンスクール

も 共 桃山学院 9/18(日) 入試説明会in西宮（なでしこホール）

9/8(木) 夕方立ち寄り説明会

9/24(土) オープンスクール

9/23(金・祝) 体育祭

9/30(金) 文化祭

男 六甲学院 9/17(土)、18(日) 文化祭

に

9/18(日)

女 プール学院

男 報徳学園 9/17(土)

別 西大和学園

9/3(土)ほか

9/3(土)ほか

ゆ 女 百合学院

ら
行

共 洛南高等学校附属

は
行

共 雲雀丘学園

オープンスクール
（学校紹介編、4年生以上対象）

学校見学会（5年生以上対象）
9/4、18、23、24にも実施

学校見学会（王寺町やわらぎ会館、
5年生以上対象）　9/4、23、24にも実施

https://www.nishiyamato.ed.jp/admission/event.html
https://www.nishiyamato.ed.jp/admission/event.html
https://www.nishiyamato.ed.jp/admission/event.html
https://www.baika-jh.ed.jp/exam/j_infosession/
https://www.hibari.jp/admissions/openschool.html
https://www.poole.ed.jp/exam/events.php
https://www.poole.ed.jp/exam/events.php
http://jh.heian.ac.jp/exam/event
http://www.hotoku.ac.jp/news/18443
https://www.momoyamagakuin-h.ed.jp/junior/admissions/event.html
https://reserve.candy-s.jp/yurigakuin/list/junior
https://www.rakunan-h.ed.jp/to-candidate/oc/
http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html/nyushi_n/index.html
https://www.poole.ed.jp/exam/events.php
http://www.hotoku.ac.jp/news/18443
https://www.nishiyamato.ed.jp/admission/event.html
https://reserve.candy-s.jp/yurigakuin/list/junior
https://www.rakunan-h.ed.jp/to-candidate/oc/
https://www.hibari.jp/admissions/openschool.html

