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※［2021 年 8 月 10 日更新］変更・中止の可能性があるので、必ず各校のホームページ等でご確認ください。 

※日程順にイベントをまとめています。実施済みのイベントを含む場合があります。 

※表は左より高校名／イベント名／会場／予約の要不要を示します。 

※［女］＝女子校、［男］＝男子校、［共］＝共学校、［別］＝別学校 

 

［日程別］東京都 私立・国立高校等の説明会・イベント日程（2021 年度） 

 

〔目次〕PDF の目次機能もご利用いただけます。 

 

8 月のイベント…1／9 月のイベント…19／10 月のイベント…30 

11 月のイベント…45／12 月のイベント…62／1 月のイベント…73 

2 月のイベント…75／3 月のイベント…75 

 

【8月のイベント】 

2021/8/1(日) 

江戸川女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

佼成学園女子高等学校［女］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 体験入学 本校 － 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

部活動体験会 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 部活体験 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ サッカー部 夏休み体験練習会 本校 要予約 

正則学園高等学校［男］ 個別学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ ソフトテニス部練習会 日本大学豊山高等

学校 中台総合グ

ラウンド 

要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

中央大学高等学校［共］ 学校説明会 ※中止。8 月以降オ

ンライン配信予定 

本校 要予約 

東京高等学校 

［共］ 

夏の体験練習会（チアリーディン

グ部） 

本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.seisokugakuen.ac.jp/exam/briefing/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.cu-hs.chuo-u.ac.jp/examination/explanatory/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
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日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ テニス部 オンライン説明会・体

験会（2・3 年生対象） 

オンライン 要予約 

 

2021/8/1(日)・2(月) 

東京成徳大学高等学校［共］ 部活フェスタ ※中止 本校 要予約 

 

2021/8/1(日)～8/7(土) 

目黒学院高等学校［共］ 夏季ミニ説明会 本校 要予約 

 

2021/8/2(月) 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（男子バスケットボール部） 本校 要予約 

明星学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/2(月)～8/4(水) 

関東第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/8/2(月)～8/5(木) 

東京電機大学高等学校［共］ 個別学校見学会 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ オンラインミニ説明会 オンライン 要予約 

 

2021/8/2(月)～8/6(金) 

東京家政学院高等学校［女］ 夏休み学校見学ツアー（3 年

生対象） 

本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 個別見学会 本校 要予約 

 

2021/8/2(月)～8/7(土) 

下北沢成徳高等学校［女］ 夏の学校見学会 本校 要予約 

桜美林高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/3(火) 

玉川聖学院高等部［女］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 夏休み学校見学 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校見学（特別進学コース） 学びの城（東海大学菅

生高等学校特進コース

校舎） 

要予約 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
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東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（硬式野球部・

女子バスケットボール部） 

本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 硬式野球部体験入部・練習見学

会 

駒沢オリンピック公園

総合運動場 

要予約 

 

2021/8/3(火)～8/5(木) 

川村高等学校［女］ 個別相談会・学校見学会 本校＋オンライン 要予約 

 

2021/8/3(火)～8/7(土) 

共栄学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/4(水) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 夏休み見学会 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 夏休みミニ学校説明会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（女子バドミ

ントン部） 

本校 要予約 

 

2021/8/4(水)～8/6(金) 

東京実業高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

 

2021/8/4(水)～8/9(月) 

修徳高等学校［共］ 夏の入試個別説明会・校舎見学 本校 要予約 

 

2021/8/5(木) 

かえつ有明高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 夏休み学校見学 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（女子バスケ

ットボール部・サッカー部） 

本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 夏期校舎見学会 本校 要予約 

 

2021/8/5(木)・6(金) 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
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2021/8/6(金) 

玉川聖学院高等部［女］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

城北高等学校［男］ 説明会＋施設見学 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 夏休み見学会 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校 

［共］ 

夏休みミニ学校説明会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ ミニ学校説明会 ミニ施設見

学会 

本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 硬式野球部体験入部・練習見

学会 

駒沢オリンピック公園

総合運動場 

要予約 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

体験入学 本校 要予約 

 

2021/8/6(金)～8/9(月) 

品川翔英高等学校［共］ 個別相談 ※日除く ※中止 本校 要予約 

 

2021/8/7(土) 

蒲田女子高等学校［女］ 夏の体験会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 帰国生入試説明会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

科学技術学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ オープンスクール 本校 要予約 

正則学園高等学校［男］ 個別学校説明会 本校 要予約 

郁文館高等学校［共］ 授業体験 本校 要予約 

郁文館高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

郁文館グローバル高等学校［共］ 授業体験 本校 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 夏休みイブニング説明会 オンライン 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 留学コース説明会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 体験入部（硬式野球部） 本校 要予約 

https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://hs.kagiko.ed.jp/info-session/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.seisokugakuen.ac.jp/exam/briefing/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat159/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat159/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat160/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.jiyu.ac.jp/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
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松蔭大学附属松蔭高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

城西大学附属城西高等学校［共］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

正則高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（女子バレー

ボール部） 

本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（硬式野球部） 東京実業高等学校 鵜

の木グラウンド 

要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（陸上競技部） 六郷土手 ※集合は本

校 

要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（バドミントン部・

マーチングバンド部） 

本校 要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ 授業体験会 － － 

明法高等学校［共］ 夏の学校説明会 ※オンライ

ン配信は後日 

本校 要予約 

和光高等学校［共］ 夏の学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

 

2021/8/7(土)・8(日) 

白梅学園高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 剣道部稽古会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ サマーキャンパスツアー 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 夏の学校説明会 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 学校見学会・個別相談 本校 予約不要 

 

2021/8/7(土)～8/9(月) 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

 

2021/8/7(土)～8/15(日) 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 夏期キャンパスツアー 本校 要予約 

 

2021/8/8(日) 

潤徳女子高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

http://www.shoin.ed.jp/entrance/explanation_h/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
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日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

夏のオープンキャンパス 2021 本校 － 

日本大学豊山高等学校［男］ バスケットボール部練習会 本校 要予約 

大原学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ サッカー部セレクション（１

次審査） ※通過者は 8/15 に

２次審査あり 

本校 要予約 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ テニス部 オンライン説明会・

体験会（2・3 年生対象） 

オンライン 要予約 

 

2021/8/9(月) 

日本体育大学桜華高等学校［女］ オープンキャンパス 本校＋オンライン － 

佼成学園高等学校［男］ アメリカンフットボール部体

験練習会 

佼成学園総合グラウン

ド 

要予約 

正則学園高等学校［男］ 個別学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 野球部体験入部 日本大学豊山高等学校 

中台総合グラウンド 

要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 学校見学会・個別相談 本校 予約不要 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（硬式野球

部） 

本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 夏期受験講習会  東京音楽大学 池袋キ

ャンパス＋オンライン 

要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（男子サッカー部） 東京ガス大森グラウン

ド（平和島） ※集合

は本校 

要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ サッカー部 体験練習会 日本大学鶴ケ丘高等学

校 総合グラウンド 

要予約 

明法高等学校［共］ 女子対象学校説明会 ※オン

ライン配信は後日 

本校 要予約 

立志舎高等学校［共］ 学校説明会 立志舎 アルカタワー

ズ校舎 

要予約 

 

2021/8/9(月)・10(火) 

桐朋女子高等学校 音楽科［共］ ジュニアピアノマスタークラス 本校＋オンライン 要予約 

 

https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://ohs.o-hara.ac.jp/information/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nichidai-1.ed.jp/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.seisokugakuen.ac.jp/exam/briefing/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.tohomusic.ac.jp/highschool/visitor/index.html
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2021/8/10(火) 

十文字高等学校［女］ 帰国生入試説明会 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ サッカー部 夏休み体験練習会 本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 硬式野球部体験入部・練習見学会 朝霞中央公園野球場 要予約 

 

2021/8/10(火)・11(水) 

八王子実践高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

 

2021/8/10(火)～8/12(木) 

昭和第一学園高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 夏期受験講習会 東京音楽大学 中目黒・代官山

キャンパス＋オンライン 

要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/10(火)～8/20(金) 

拓殖大学第一高等学校［共］ ミニ学校見学会 ※日除く 本校 要予約 

 

2021/8/11(水) 

日本学園高等学校［男］ 部活動体験見学会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

学校説明会（夏季） 本校 要予約 

 

2021/8/12(木) 

日本大学豊山高等学校［男］ サッカー部練習会 日本大学豊山高等学校 

中台総合グラウンド 

要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/12(木)～8/15(日) 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 オンライン 要予約 

修徳高等学校［共］ 夏の入試個別説明会・校舎見学 本校 要予約 

 

2021/8/13(金) 

日本大学豊山高等学校［男］ ソフトテニス部練習会 日本大学豊山高等学校 

中台総合グラウンド 

要予約 

 

https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
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2021/8/14(土) 

大原学園高等学校［共］ 入学個別相談会 本校 要予約 

大原学園高等学校［共］ オンライン相談会 オンライン 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

オンライン学校見学会 オンライン 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

立志舎高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/8/14(土)・15(日) 

江戸川女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ サマーキャンパスツアー 本校 要予約 

 

2021/8/15(日) 

岩倉高等学校［共］ 夏の見学会 本校 要予約 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

見学会・練習体験会（女子バ

スケットボール部） 

本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（硬式野球

部） 

本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（硬式野球部） 東京実業高等学校 鵜

の木グラウンド 

要予約 

 

2021/8/16(月) 

日本大学豊山高等学校［男］ サッカー部練習会 日本大学豊山高等学校 

中台総合グラウンド 

要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ サッカー部 体験練習会 日本大学鶴ケ丘高等学

校 総合グラウンド 

要予約 

 

2021/8/16(月)～8/19(木) 

国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

Campus Walk Hour 本校 要予約 

https://ohs.o-hara.ac.jp/information/
https://ohs.o-hara.ac.jp/information/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
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2021/8/16(月)～8/20(金) 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 個別見学会 本校 要予約 

 

2021/8/16(月)～8/22(日) 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 部活動体験 本校 要予約 

 

2021/8/16(月)～8/26(木) 

女子美術大学付属高等学校［女］ 夏休み学校見学 ※土日祝除く 本校 要予約 

 

2021/8/16(月)～8/29(日) 

目黒日本大学高等学校［共］ 部活動体験強化期間 本校 要予約 

 

2021/8/17(火) 

中央学院大学中央高等学校［共］ 夏休み学校見学 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

 

2021/8/17(火)～8/20(金) 

麴町学園女子高等学校［女］ 夏の学校見学会 本校 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/17(火)～8/24(火) 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 部活動体験 ※対象部活の限定あり 本校 要予約 

 

2021/8/17(火)～8/27(金) 

下北沢成徳高等学校［女］ 夏の学校見学会 ※日除く 本校 要予約 

 

2021/8/18 

玉川聖学院高等部［女］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会（3 年生対象） 本校 要予約 

郁文館高等学校［共］ 平日夕方 １時間で分かる郁文館高

校・グローバル高校スクールツアー 

本校 要予約 

郁文館グローバル高等学校

［共］ 

平日夕方 １時間で分かる郁文館高

校・グローバル高校スクールツアー 

本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/senior/exam/event/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat159/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat160/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat160/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
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2021/8/18(水)～8/20(金) 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校見学 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校見学（夏休み） 本校 要予約 

 

2021/8/18(水)～8/21(土) 

八王子実践高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

 

2021/8/18(水)～8/22(日) 

修徳高等学校［共］ 夏の入試個別説明会・校舎見学 本校 要予約 

 

2021/8/18(水)～8/27(金) 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校見学会 ※土日除く 本校 要予約 

 

2021/8/19(木) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 夏休み学校見学 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

立志舎高等学校［共］ 体験ゼミ学習 本校 要予約 

 

2021/8/19(木)・20(金) 

富士見丘高等学校［女］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

 

2021/8/20(金) 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会（3 年生対象） 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 入試問題解説会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（サッカー部） 本校 要予約 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

学校説明会（夏季） 本校 要予約 

 

2021/8/20(金)～8/22(日) 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 夏の高校訪問 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 夏季ミニ説明会 本校 要予約 

 

2021/8/21(土) 

蒲田女子高等学校［女］ 夏の体験会 本校 要予約 

https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
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北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

国本女子高等学校［女］ 学校説明会（部活動体験会） 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 夏のオープンキャンパス 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ オープンキャンパス 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

成女高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

玉川聖学院高等部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 体験学習 本校 要予約 

東京家政学院高等学校［女］ オープンスクール(体験型) 本校 要予約 

東京純心女子高等学校［女］ オープン・ハイスクール 2021 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ 学校説明会・デッサン教室 本校 要予約 

日本女子体育大学附属二階堂高等学

校［女］ 

夏のオープンキャンパス 2021 本校 － 

京華高等学校［男］ オープンキャンパス 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ オープンスクール 本校 要予約 

城北高等学校［男］ 施設見学会 本校 要予約 

桐朋高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 部活動体験見学会 本校 要予約 

郁文館高等学校［共］ 理事長・校長渡邉が直接お話

しする学校説明会 

本校＋オンライン 要予約 

郁文館グローバル高等学校［共］ 理事長・校長渡邉が直接お話

しする学校説明会 

本校＋オンライン 要予約 

上野学園高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

国際基督教大学(ICU)高等学校［共］ オンライン学校見学会 オンライン 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

城西大学附属城西高等学校［共］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.kunimoto.ed.jp/senior/tabid/374/Default.aspx
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.toho.ed.jp/exam/briefing/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat159/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat160/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
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ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 夏休み学校説明会 ※オンラ

イン配信は～9/17 

本校＋オンライン 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 学校見学会・個別相談 本校 予約不要 

駿台学園高等学校［共］ 駿台ジュニア天文教室 本校＋オンライン － 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（硬式野球

部・ラグビー部） 

本校 要予約 

東洋大学京北高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

新渡戸文化高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 夏期キャンパスツアー 本校 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ テニス部 オンライン説明会・

体験会（2・3 年生対象） 

オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 総合コース説明会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

朋優学院高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

明星学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学附属千代田高等学院

［共］ 

体験授業 本校 要予約 

明治学院高等学校［共］ 校舎見学会 本校 要予約 

明治大学付属中野八王子高等学校

［共］ 

説明会・部活動体験 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ 施設見学会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 夏の学校説明会 ※オンライ

ン配信は後日 

本校＋オンライン 要予約 

目白研心高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

和光高等学校［共］ 夏の学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

筑波大学附属高等学校［国立・共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

 

https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.ho-yu.ed.jp/examinee/
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
http://www.meigaku.ed.jp/exam/schedule
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/cgi/wp/admission/school_setsumei_2/close.html
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2021/8/21(土)・22(日) 

神田女学園高等学校［女］ 授業体験会 本校 要予約 

佼成学園女子高等学校［女］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

正則学園高等学校［男］ 個別学校説明会 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 夏の部活動公開 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ サマーキャンパスツアー 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 夏の学校説明会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 学校見学会・個別相談 本校 予約不要 

 

2021/8/22(日) 

京華女子高等学校［女］ オープンキャンパス 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

藤村女子高等学校［女］ 新コース発表会 本校 要予約 

文華女子高等学校［女］ 夏の部活動体験会 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ アメリカンフットボール部体

験練習会 

佼成学園総合グラウン

ド 

要予約 

大原学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

國學院高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

実践学園高等学校［共］ 体験授業 本校＋高尾教育・研修

センター 

要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

創価高等学校［共］ 体験授業 本校 － 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

学校説明見学会 本校 予約不要 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

部活動見学体験会（バドミン

トン部） 

本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

東邦中学校・東邦高等学校 ク

ラシックコンサート 

南大塚ホール 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 部活動フェスタ 本校 要予約 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 部活動フェスティバル（3 年

生対象） 

本校 要予約 

明星学園高等学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

明星学園高等学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.seisokugakuen.ac.jp/exam/briefing/
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://ohs.o-hara.ac.jp/information/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://tokyo-senior.soka.ed.jp/guidance/briefing
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nichidai-1.ed.jp/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
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立志舎高等学校［共］ 学校説明会 立志舎 アルカタワー

ズ校舎 

要予約 

東京工業高等専門学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

 

2021/8/22(日)・23(月) 

国学院大学久我山高等学校［別］ 夏休みミニ説明会 本校 要予約 

 

2021/8/23(月) 

日本大学豊山高等学校［男］ 陸上競技部体験練習会 日本大学 陸上競技場 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（男子サッカー部） 東京ガス大森グラウンド（平

和島） ※集合は本校 

要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス＆部活フ

ェスタ 

本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 硬式野球部体験入部・練習見

学会 

駒沢オリンピック公園総合運

動場 

要予約 

 

2021/8/23(月)・24(火) 

桜美林高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 夏休み見学会 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校見学 本校 要予約 

 

2021/8/23(月)～8/27(金) 

拓殖大学第一高等学校［共］ ミニ学校見学会 本校 要予約 

東京電機大学高等学校［共］ 個別学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/23(月)～8/28(土) 

麴町学園女子高等学校［女］ 夏の学校見学会 本校 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/8/24(火) 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会（3 年生対象） 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 硬式野球部「体験入部会」 上 野 学 園 グ ラ ウ ン ド

（茨城県牛久市） 

要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 夏休み学校見学 本校 要予約 

中央大学高等学校［共］ 学校説明会 ※中止。8 月以降

オンライン配信予定 

本校 要予約 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.tokyo-ct.ac.jp/admissions_information/school_briefing/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://www.cu-hs.chuo-u.ac.jp/examination/explanatory/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
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東京高等学校［共］ 夏の体験練習会（硬式野球部） 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス＆部活フ

ェスタ 

本校＋東京成徳大学中

学高等学校新田グラウ

ンド 

要予約 

 

2021/8/24(火)～8/27(金) 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 部活動体験会 本校 要予約 

 

2021/8/24(火)～8/28(土) 

工学院大学附属高等学校［共］ 夏期学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/25(水) 

関東国際高等学校［共］ 近隣語サマースクール 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 留学コース説明会 本校 要予約 

中央大学附属高等学校［共］ OPEN CAMPUS2021（3 年生対象） 本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（男子バスケットボール部・軽

音楽部） 

本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス＆部活フェスタ 本校 要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/25(水)～8/27(金) 

川村高等学校［女］ 個別相談会・学校見学会 本校＋オンライン 要予約 

 

2021/8/26(木) 

日本大学豊山高等学校

［男］ 

陸上競技部体験練習会 日本大学 陸上競技場 要予約 

郁文館高等学校［共］ 平日夕方 １時間で分かる郁文館高

校・グローバル高校スクールツアー 

本校 要予約 

郁文館グローバル高等学校

［共］ 

平日夕方 １時間で分かる郁文館高

校・グローバル高校スクールツアー 

本校 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

修徳高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校

［共］ 

夏休み学校見学 本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校

［共］ 

オープンキャンパス＆部活フェスタ 本校＋東京成徳大学中

学高等学校新田グラウ

ンド 

要予約 

https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_high.html
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat159/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat160/
https://www.ikubunkan.ed.jp/orientation/cat160/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
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目白研心高等学校［共］ サッカー部練習会／キーパー講習会 落合中央公園 要予約 

 

2021/8/26(水)・27(金) 

日本大学豊山高等学校［男］ 夏の学校見学会（3 年生対象） 本校 要予約 

 

2021/8/26(水)～8/31(火) 

日本体育大学桜華高等学校

［女］ 

部活動体験 ※対象部活の限定あり 本校 要予約 

 

2021/8/27(金) 

日本音楽高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ サッカー部体験練習会・セレク

ション 

東京多摩フットボールセン

ター 南豊ヶ丘フィールド 

要予約 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校

［共］ 

オープンキャンパス＆部活フェ

スタ 

本校＋東京成徳大学中高一

貫部 

要予約 

 

2021/8/27(金)・28(土) 

淑徳高等学校［共］ 夏休み見学会 本校 要予約 

 

2021/8/28(土) 

神田女学園高等学校［女］ 教育内容説明会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ オープンキャンパス＋ミニ学

校説明会＋英語体験授業 

本校 要予約 

佼成学園女子高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ オープンキャンパス 本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

オンライン説明会 オンライン 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

中村高等学校［女］ オープンキャンパス 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 夏休み学校見学会 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 部活体験 本校 要予約 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ オープンスクール 本校 要予約 

足立学園高等学校［男］ オープンキャンパス 本校 － 

https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://nakamura.ed.jp/senior/admission/briefing.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
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佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城北高等学校［男］ 説明会＋施設見学 本校 要予約 

聖学院高等学校［男］ 学校説明会（学校体験） 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 野球部体験入部 日本大学豊山高等学校 

中台総合グラウンド 

要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 学校説明会（音楽科） 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 商業高校体験フェア 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 女子部 オンライン学習会 オンライン 要予約 

淑徳高等学校［共］ 体験入部（硬式野球部） 本校 要予約 

杉並学院高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

正則高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

見学会・練習体験会（女子バ

レーボール部） 

本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（女子サッカー部） 都立蒲田高等学校 ※

集合は本校 

要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス＆部活フ

ェスタ 

本校＋東京成徳大学中

高一貫部、東京成徳大

学中学高等学校新田グ

ラウンド、東京成徳大

学八千代キャンパス 

要予約 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

夏期講習会 本校 要予約 

東洋高等学校［共］ 学校見学会・オンライン個別

質問 

本校＋オンライン 要予約 

東洋高等学校［共］ 部活動体験 本校 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 夏期キャンパスツアー 本校 要予約 

https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://suginami.ed.jp/entrance_exam/index.php
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
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広尾学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 夏の学校説明会 ※オンライ

ン配信は後日 

本校＋オンライン 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

お茶の水女子大学附属高等学校

［国立・女］ 

理数一日体験授業 本校 要予約 

 

2021/8/28(土)・29(日) 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

立教池袋高等学校［男］ ミニ校舎見学会（3 年生対象） 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 夏の見学会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科夏期音楽講習会 本校 要予約 

城西大学附属城西高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 学校見学会・個別相談 本校 予約不要 

 

2021/8/29(日) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

オープンキャンパス 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ オープンキャンパス 本校＋オンライン － 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

ダンスコースワークショップ

2021 

本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 文京生体験 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ サッカー部 夏休み体験練習会 本校 要予約 

科学技術学園高等学校［男］ オープンスクール 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ バスケットボール部練習会 本校 要予約 

大原学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ サッカー部体験練習会・セレク

ション 

本校 要予約 

https://www.hiroogakuen.ed.jp/senior/s_setumeikai.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://hs.kagiko.ed.jp/info-session/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://ohs.o-hara.ac.jp/information/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
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順天高等学校［共］ 学校見学 本校 要予約 

大東学園高等学校［共］ 大東セミナー 本校 要予約 

和光高等学校［共］ オープンスクール － － 

 

2021/8/30(月) 

東京実業高等学校［共］ 体験入部（男子サッカー部） 東京ガス大森グラウンド（平

和島） ※集合は本校 

要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 部活動体験会（女子ソフトボ

ール部・男子サッカー部） 

本校 要予約 

 

【9月のイベント】 

2021/9/2(木)～9/7(火) 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 部活動体験 ※対象部活の限定あり 本校 要予約 

 

2021/9/4(土) 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学

会 

本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明会+個別相談会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

玉川聖学院高等部［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京純心女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 説明会/部活動・校内見学ツア

ー 

本校 要予約 

文華女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 学校説明会（国際生） 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

共栄学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科・音楽科 合同説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
https://ikou.daitogakuen.ed.jp/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
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淑徳巣鴨高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東海大学菅生高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ オンライン学校見学会・ズー

ムｄｅ個別相談・校長と話そ

う！ 

オンライン 要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ ｅｎｊｏｙ部活体験 本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

堀越高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明星高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

立正大学付属立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

和光高等学校［共］ オープンスクール － － 

 

2021/9/5(日) 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

オープンキャンパス 本校 要予約 

日本音楽高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校見学会・部活動体験会 本校 要予約 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

 

2021/9/5(日)～9/19(日) 

お茶の水女子大学附属高等学校

［国立・女］ 

説明会（オンデマンド） オンライン 要予約 

 

2021/9/6(月) 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明（web 参加） ※～9/10 予約 オンライン 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.horikoshigakuen.ed.jp/?page_id=5046
https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nichidai-1.ed.jp/
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
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上野学園高等学校［共］ 硬式野球部説明会 本校 要予約 

 

2021/9/8(水) 

立教池袋高等学校［男］ 入試学校説明会（イブニング） 本校 要予約 

 

2021/9/9(木)～9/14(火) 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 部活動体験 ※対象部活の限定あり 本校 要予約 

 

2021/9/10(金) 

玉川聖学院高等部［女］ 保護者向け人間学講座 本校 要予約 

 

2021/9/10(金)・11(土) 

玉川学園高等部［共］ 文化祭 玉川学園キャンパス 予約不要 

 

2021/9/11(土) 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

国本女子高等学校［女］ 学校説明会（授業体験会） 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

佼成学園女子高等学校［女］ 説明会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 作品講評会 本校 要予約 

玉川聖学院高等部［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

部活動体験会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ 生徒が語るトキワ松 本校 要予約 

中村高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

聖学院高等学校［男］ 校内見学会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

共栄学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kunimoto.ed.jp/senior/tabid/374/Default.aspx
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://nakamura.ed.jp/senior/admission/briefing.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
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サレジオ工業高等専門学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

松蔭大学附属松蔭高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（IB クラス） 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（一般クラス） University Concert 

Hall 2016 

要予約 

中央大学附属高等学校［共］ 学校説明会（来校型は 3 年生対

象） ※オンライン配信は当日

と後日 

本校＋オンライン 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

体験レッスン － 要予約 

東洋大学京北高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ ｅｎｊｏｙ部活体験 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

目白研心高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

 

2021/9/11(土)・12(日) 

錦城高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

目黒学院高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

 

2021/9/11(土)～9/13(月) 

桐朋高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

 

2021/9/12(日) 

潤徳女子高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ キャンパス見学会 本校 要予約 

 

http://salesio-et.site/juken-evt-lp
http://www.shoin.ed.jp/entrance/explanation_h/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
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://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_high.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.toho.ed.jp/exam/briefing/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
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2021/9/13(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/9/14(火) 

足立学園高等学校［男］ 体育祭（雨天 9/16） 葛飾区奥戸総合スポーツセ

ンター陸上競技場 

予約不要 

 

2021/9/15(水) 

東京家政学院高等学校［女］ 体育祭 東京武道館 要予約 

 

2021/9/16(木)～9/21(火) 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 部活動体験 ※対象部活の限定あり 本校 要予約 

 

2021/9/17(金) 

日本大学豊山女子高等学校［女］ ナイト説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（IB クラス） オンライン 要予約 

 

2021/9/18(土) 

江戸川女子高等学校［女］ 施設見学会 本校 要予約 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

神田女学園高等学校［女］ 授業体験会 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 体験学習 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 文化祭 北とぴあ 予約不要 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本音楽高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

工学院大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

Campus Walk Hour 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
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聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ 駿台ジュニア天文教室 本校＋オンライン － 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（特別進学コース） 本校 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

学校説明会  本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲記

念講堂 

要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

新渡戸文化高等学校［共］ 公開授業 － － 

新渡戸文化高等学校［共］ 学校説明会 － － 

八王子学園八王子高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

宝仙学園高等学校 共学部 理数

インター［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ OPEN SCHOOL － － 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 入試学校説明会 ※オンライン

配信は 9/20～ 

本校＋オンライン 要予約 

 

2021/9/18(土)・19(日) 

愛国高等学校［女］ 文化祭 本校 予約不要 

共立女子第二高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 文化祭 ※公開未定 本校 － 

藤村女子高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

巣鴨高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

明治大学付属中野高等学校［男］ 文化祭 本校 予約不要 

上野学園高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://www.hosen.ed.jp/shs/prospectus-shs/
https://www.hosen.ed.jp/shs/prospectus-shs/
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
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啓明学園高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 文化祭 ※非公開 本校 － 

聖徳学園高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

昭和鉄道高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

専修大学附属高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

多摩大学目黒高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

東京電機大学高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

東京電機大学高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

目白研心高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

 

2021/9/18(土)～9/20(月) 

関東国際高等学校［共］ 世界教室 2021（オープンキャンパス） 本校 要予約 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 部活動体験 本校 要予約 

 

2021/9/19(日) 

東京家政学院高等学校［女］ ばらフェスタ 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 文化祭 本校 予約不要 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

秋のオープンキャンパス 2021 本校 － 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 女子部 学校説明会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 女子部 文化祭 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

青稜高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

東京成徳大学高等学校［共］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京農業大学第一高等学校［共］ 説明会  東京農業大学百周年

記念講堂 

要予約 

東洋高等学校［共］ 学校見学会・オンライン個別質

問 

本校＋オンライン 要予約 

東洋高等学校［共］ 体験授業 本校 要予約 

 

2021/9/19(日)・20(月) 

十文字高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.tmh.ac.jp/entranceh.html
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.jiyu.ac.jp/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seiryo-js.ed.jp/session/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=127
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
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東京女子学院高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

早稲田大学高等学院［男］ 学校説明会 － － 

桜美林高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

かえつ有明高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

國學院高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

國學院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

城西大学附属城西高等学校［共］ 文化祭 － － 

 

2021/9/20(月) 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

立志舎高等学校［共］ 体験ゼミ学習 本校 要予約 

 

2021/9/21(火) 

巣鴨高等学校［男］ 体育祭 本校 － 

 

2021/9/22(水) 

女子美術大学付属高等学校［女］ 体育祭 さいたまスーパーア

リーナ 

要予約 

 

2021/9/23(木) 

潤徳女子高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 説明会 本校 要予約 

明治学院高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

 

2021/9/23(木)～9/27(月) 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 部活動体験 ※対象部活の限定あり 本校 要予約 

 

2021/9/25(土) 

蒲田女子高等学校［女］ 幼児教育コース説明会 本校 － 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

神田女学園高等学校［女］ 授業体験会 本校 要予約 

慶應義塾女子高等学校［女］ 学校説明会 － 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 英検対策講座 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.waseda.jp/school/shs/prospective/guidance/
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
http://www.meigaku.ed.jp/exam/schedule
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.gshs.keio.ac.jp/for-jukensei/setsumeikai.html
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
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立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

ミニ学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

藤村女子高等学校［女］ 新コース発表会 本校 － 

聖学院高等学校［男］ 学校説明会（学校体験） 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 演奏体験会（音楽科） 上野学園 石橋メモリ

アルホール 

要予約 

桜美林高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

共栄学園高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 男子部 学校説明会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 学校説明会/個別相談会 本校 要予約 

城西大学附属城西高等学校［共］ 説明会 ※オンライン配信は後

日 

本校＋オンライン 要予約 

青稜高等学校［共］ 説明会 本校 － 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

帝京大学高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

体験レッスン － 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 公開授業 本校 － 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 入試学校説明会 本校＋日本大学文理

学部百周年記念館 

要予約 

日本大学第二高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

武蔵野大学附属千代田高等学院

［共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

目黒日本大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

安田学園高等学校［共］ 入試学校説明会 ※オンライン

配信は 9/27～ 

本校＋オンライン 要予約 

https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://www.seiryo-js.ed.jp/session/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.nichidai2.ac.jp/meeting_explain/shs_school_info.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/senior/exam/event/
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
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立志舎高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/9/25(土)・26(日) 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

文化祭 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

東京純心女子高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

東京女子学園高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 文化祭 本校 予約不要 

足立学園高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

城北高等学校［男］ 文化祭 本校 予約不要 

日本学園高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

保善高等学校［男］ 文化祭 本校 予約不要 

岩倉高等学校［共］ 文化祭 － － 

工学院大学附属高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

実践学園高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

大東文化大学第一高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

中央大学附属高等学校［共］ 文化祭 ※非公開に変更 本校 － 

東京成徳大学高等学校［共］ 文化祭 － － 

東京農業大学第一高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

東京立正高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

東洋大学京北高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

日本大学第三高等学校［共］ 文化祭 － － 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

八王子学園八王子高等学校［共］ 学校説明会 in 八学祭 本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

文化祭 本校 － 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

明治大学付属中野八王子高等学校

［共］ 

文化祭 本校 － 

明治大学付属明治高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_high.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=127
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.nichidai3.ed.jp/s_index/s_exa/s_explain.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
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明治大学付属明治高等学校［共］ ミニ説明会 本校 － 

 

2021/9/26(日) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 国際英語コース説明会 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 体育祭 京華学園浦和グラウ

ンド 

予約不要 

東京純心女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

大原学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

國學院高等学校［共］ 入試問題解説会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 体験入部（硬式野球部） 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

帝京大学高等学校［共］ 説明会 ※数日間配信 オンライン 要予約 

東京立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ サッカー部セレクション（１次

審査） ※通過者は 10/3 に２

次審査あり 

本校 要予約 

 

2021/9/27(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/9/28(火) 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

体育祭 ※予備日 10/5 さいたま総合グラウ

ンド 

－ 

 

2021/9/29(水) 

明治学院東村山高等学校［共］ 体育祭 本校 予約不要 

 

https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://ohs.o-hara.ac.jp/information/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
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2021/9/30(木) 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

 

【10 月のイベント】 

2021/10/1(金) 

京華高等学校［男］ 体育祭 京華学園浦和運動場 予約不要 

 

2021/10/2(土) 

愛国高等学校［女］ 個別進学相談会 本校 要予約 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 説明会+個別相談 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 公開授業 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 － － 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

部活動体験会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

中村高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 体育祭（雨天 10/3） 本校 － 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 授業が見られる説明会 本校 要予約 

聖学院高等学校［男］ 校内見学会 本校 要予約 

青山学院高等部［共］ 学校説明会  本校＋オンライン 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

工学院大学附属高等学校［共］ 帰国生対象オンライン学校説明

会 

オンライン 要予約 

国学院大学久我山高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 予約不要 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

体育祭 本校 － 

https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://nakamura.ed.jp/senior/admission/briefing.html
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.seig-boys.org/exam/info/
http://www.agh.aoyama.ed.jp/admission/explanation/index.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
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専修大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 秋期無料体験会 東京音楽大学 池袋キ

ャンパス 

要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲記

念講堂 

要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ ミニ説明会 本校 － 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進

学）説明会 

本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 授業公開デー 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

明星学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明治学院東村山高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

明法高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 入試学校説明会 ※オンライン

配信は 10/4～ 

本校＋オンライン 要予約 

筑波大学附属高等学校［国立・

共］ 

学校説明会 － － 

 

2021/10/2(土)・3(日) 

東京家政学院高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

和洋九段女子高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

品川翔英高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

成蹊高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 文化祭 ※非公開に変更 本校 予約不要 

東海大学菅生高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

東京高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

立正大学付属立正高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

 

https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/cgi/wp/admission/school_setsumei_2/close.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.wayokudan.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.seikei.ac.jp/jsh/entranceguide/schoolevent.html
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
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2021/10/3(日) 

佼成学園女子高等学校［女］ 説明会 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

学校説明見学会 本校 予約不要 

都立産業技術高等専門学校 品川

キャンパス［共］ 

過去問紹介 本校 要予約 

 

2021/10/4(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/10/4(月)～10/8(金) 

サレジオ工業高等専門学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

 

2021/10/5(火) 

早稲田大学系属早稲田実業学校高

等部［共］ 

体育祭 本校 － 

 

2021/10/6(水) 

京華商業高等学校［共］ 体育祭 ※雨天 10/7 京華学園浦和運動場 － 

東京立正高等学校［共］ 校内弁論大会 本校 － 

 

2021/10/7(木) 

東京女子学院高等学校［女］ イブニング説明会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

 

2021/10/8(金) 

玉川聖学院高等部［女］ 保護者向け人間学講座 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ イブニング説明会 ※日程変更 本校 － 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/10/9(土) 

蒲田女子高等学校［女］ アドバンスド・キャリアコー

ス、グローバルキャリアコース

説明会 

本校 － 

神田女学園高等学校［女］ 教育内容説明会 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/


33 

 

駒沢学園女子高等学校［女］ クラブ体験会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 個別相談会 － － 

玉川聖学院高等部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 個別相談 － 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

学校説明会 本校 － 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

文華女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

和洋九段女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

学習院高等科［男］ 学校説明会 学習院創立百周年記

念会館 

－ 

京華高等学校［男］ 説明会 本校 要予約 

巣鴨高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

立教池袋高等学校［男］ 入試学校説明会 本校 要予約 

青山学院高等部［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

岩倉高等学校［共］ 授業公開日 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

国立音楽大学附属高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ 学校説明会 本校 要予約 

国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

学校説明会（一般生徒・帰国生

徒合同） 

－ 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

実践学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.wayokudan.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.gakushuin.ac.jp/bsh/annai/setsumeikai20.html
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/
http://www.agh.aoyama.ed.jp/admission/explanation/index.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
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芝浦工業大学附属高等学校［共］ 説明会（オンライン） オンライン 要予約 

修徳高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

淑徳高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

松蔭大学附属松蔭高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン配信

は～10/22 

本校＋オンライン 要予約 

成城学園高等学校［共］ 学校説明会 － － 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 体育祭 ※雨天順延～10/11 本校 予約不要 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京電機大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲記

念講堂 

要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ ミニ説明会 本校 － 

新渡戸文化高等学校［共］ 学校説明会 － － 

日本大学第三高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ オンライン文理コース（特進・

選抜・進学）説明会 

オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進

学）説明会 

本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 総合コース説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ アスリートコース説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 全学授業公開 本校 予約不要 

文教大学付属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

和光高等学校［共］ 秋の学校説明会 本校 要予約 

 

2021/10/9(土)・10(日) 

早稲田大学高等学院［男］ 文化祭 － － 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン動画

配信形式に変更 

オンライン 要予約 

http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
http://www.shoin.ed.jp/entrance/explanation_h/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/admissions/orientation-high/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.nichidai3.ed.jp/s_index/s_exa/s_explain.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://www.waseda.jp/school/shs/prospective/guidance/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
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正則高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

文化祭 本校 － 

中央大学杉並高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

文化祭 本校 予約不要 

早稲田大学系属早稲田実業学校高

等部［共］ 

文化祭 － － 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

文化祭 － － 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

ミニ学校説明会 － － 

 

2021/10/10(日) 

江戸川女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

日本音楽高等学校［女］ 「サウンド・オブ・ミュージッ

ク」 

本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

錦城高等学校［共］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

東洋高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ サッカー部セレクション 本校 要予約 

都立産業技術高等専門学校 荒川

キャンパス［共］ 

過去問紹介 本校 要予約 

 

2021/10/11(月) 

啓明学園高等学校［共］ オンライン国際入試説明会 オンライン － 

聖徳学園高等学校［共］ ナイト説明会 本校 要予約 

 

2021/10/12(火) 

玉川聖学院高等部［女］ オープンスクール 本校 － 

 

https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
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2021/10/14(木) 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（IB クラス） 本校 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

サテライト・イブニング説明会 ユナイテッド・シネ

マ豊洲 

要予約 

 

2021/10/15(金) 

東洋女子高等学校［女］ 体育祭 東京武道館 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

サテライト・イブニング説明会 横浜 YTJ ホール 要予約 

 

2021/10/16(土) 

愛国高等学校［女］ 個別進学相談会 本校 要予約 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

神田女学園高等学校［女］ 教育内容説明会 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 東洋大学グローバルコース学校

説明会 

本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明会+個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 － － 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京女子学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 個別相談 － 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ 英語授業体験・学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

足立学園高等学校［男］ 入試相談会 本校 － 

足立学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

聖学院高等学校［男］ 帰国生オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

錦城学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

啓明学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

工学院大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

國學院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.kinjogakuen-h.ed.jp/admissions/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
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駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 食物調理科体験授業 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（特別進学コース） 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

帝京大学高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

体験レッスン － 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲記

念講堂 

要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ アカデミックコースセミナー 本校 － 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 入試学校説明会 本校＋日本大学文理

学部百周年記念館 

要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進

学）説明会 

本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 授業公開デー 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学附属千代田高等学院

［共］ 

入試説明会 本校 要予約 

明治学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

明治大学付属中野八王子高等学校

［共］ 

説明会 本校 要予約 

明治大学付属中野八王子高等学校

［共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
http://www.meigaku.ed.jp/exam/schedule
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
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明星高等学校［共］ 学校説明会（本科） 本校 要予約 

早稲田大学系属早稲田実業学校高

等部［共］ 

学校説明会（推薦） ※中止 － － 

 

2021/10/16(土)・17(日) 

駒沢学園女子高等学校［女］ 文化祭 本校 予約不要 

 

2021/10/17(日) 

江戸川女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

帝京大学高等学校［共］ 説明会 ※数日間配信 オンライン 要予約 

東京実業高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 － 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

堀越高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

立志舎高等学校［共］ 体験ゼミ学習 本校 要予約 

 

2021/10/18(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/10/19(火) 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

サテライト・イブニング説明会 品川区立総合区民会

館（きゅりあん） 

要予約 

 

2021/10/21(木) 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

サテライト・イブニング説明会 ユニオンビル 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 授業見学会（DD コースの授業見

学可） 

本校 要予約 

https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.nichidai-1.ed.jp/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.horikoshigakuen.ed.jp/?page_id=5046
https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
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2021/10/22(金) 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（一般クラス） オンライン 要予約 

 

2021/10/23(土) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

江戸川女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 幼児教育コース説明会 本校 － 

神田女学園高等学校［女］ 教育内容説明会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 国際英語コース説明会 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 校内見学会 本校 － 

鶴川高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

東京純心女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 説明会/校内見学ツアー 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 帰国生対象説明会 本校＋オンライン 要予約 

藤村女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

文華女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ 相談会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

聖学院高等学校［男］ 学校説明会（学校体験） 本校 要予約 

明治大学付属中野高等学校［男］ 学校説明会及び校内見学 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 学校説明会（音楽科） 本校 要予約 

桜美林高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 体験授業 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科学校説明会 本校 要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
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国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

Campus Walk Hour 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 女子部 学校説明会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 男子部 学校説明会・受験勉強会 本校 要予約 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 学校見学 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

杉並学院高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

成蹊高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

青稜高等学校［共］ 説明会 本校 － 

大東文化大学第一高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

多摩大学目黒高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

体験レッスン － 要予約 

東洋大学京北高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 入試学校説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ オープンスクール（授業体験イベ

ント） 

本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

朋優学院高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

目黒日本大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://suginami.ed.jp/entrance_exam/index.php
https://www.seikei.ac.jp/jsh/entranceguide/schoolevent.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiryo-js.ed.jp/session/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.tmh.ac.jp/entranceh.html
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.ho-yu.ed.jp/examinee/
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/senior/exam/event/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
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立志舎高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

立正大学付属立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

学校説明会（秋季） － － 

 

2021/10/23(土)・24(日) 

国本女子高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

京華女子高等学校［女］ 文化祭 本校 予約不要 

佼成学園女子高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

文化祭 本校 － 

中村高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 文化祭 本校 予約不要 

京華商業高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 文化祭 本校 － 

新渡戸文化高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

早稲田大学系属早稲田実業学校高

等部［共］ 

学校説明会（一般） ※中止 － － 

 

2021/10/23(土)～10/30(土) 

城北高等学校［男］ オンライン学校説明会（YouTube

配信） 

オンライン 要予約 

 

2021/10/24(日) 

慶應義塾女子高等学校［女］ 学校説明会 － 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

錦城高等学校［共］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科くにたち de☆Start 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 施設見学会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://www.kunimoto.ed.jp/senior/tabid/374/Default.aspx
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://nakamura.ed.jp/senior/admission/briefing.html
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.wasedajg.ed.jp/admission/explain_sh.html
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.gshs.keio.ac.jp/for-jukensei/setsumeikai.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
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大成高等学校［共］ 学校説明会（文理進学・情報進

学コース） 

本校 要予約 

中央大学高等学校［共］ 学校説明会 － － 

東京実業高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

東京農業大学第一高等学校［共］ 説明会 東京農業大学百周年

記念講堂 

要予約 

桐朋女子高等学校 普通科［共］ 学校説明会 本校 要予約 

桐朋女子高等学校 普通科［共］ 学校説明会（帰国） 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

明星学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/10/25(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/10/28(木) 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

 

2021/10/29(金) 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/10/30(土) 

江戸川女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ アドバンスド・キャリアコース、

グローバルキャリアコース説明会 

本校 － 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 説明会+個別相談 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

佼成学園女子高等学校［女］ 説明会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明会+個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京家政学院高等学校［女］ 授業見学会 本校 要予約 

https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.cu-hs.chuo-u.ac.jp/examination/explanatory/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=127
https://chuko.toho.ac.jp/applicants/briefing/
https://chuko.toho.ac.jp/applicants/briefing/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
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東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

部活動体験会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

学校説明会 本校 － 

藤村女子高等学校［女］ 生徒会主催説明会 本校 － 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

聖学院高等学校［男］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 学校説明会（国際生） 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

啓明学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

駒込高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 食物調理科体験授業 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

実践学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

修徳高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

城西大学附属城西高等学校［共］ 説明会 ※オンライン配信は後日 本校＋オンライン 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン配信は

～11/12 

本校＋オンライン 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

杉並学院高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東京電機大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://suginami.ed.jp/entrance_exam/index.php
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
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二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ オンライン学校見学会・ズームｄ

ｅ個別相談・校長と話そう！ 

オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ 学校説明会 － － 

明星高等学校［共］ 学校説明会（MGS） 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 秋の学校説明会 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 入試学校説明会 ※オンライン配

信は 11/1～ 

本校＋オンライン 要予約 

 

2021/10/30(土)・31(日) 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 － － 

立川女子高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 文化祭 本校 要予約 

学習院高等科［男］ 文化祭 本校 － 

日本大学豊山高等学校［男］ 文化祭 本校 要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ 文化祭 本校 予約不要 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン動画配

信形式に変更 

オンライン 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

帝京大学高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

武蔵野高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

和光高等学校［共］ 文化祭 － － 

都立産業技術高等専門学校 品川

キャンパス［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

都立産業技術高等専門学校 品川

キャンパス［共］ 

文化祭 本校 － 

都立産業技術高等専門学校 荒川

キャンパス［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

都立産業技術高等専門学校 荒川

キャンパス［共］ 

文化祭 本校 － 

https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.gakushuin.ac.jp/bsh/annai/setsumeikai20.html
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
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2021/10/30(土)～11/22(月) 

堀越高等学校［共］ 学校見学会 ※土日祝のみ実施 本校 要予約 

 

2021/10/31(日) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

早稲田大学高等学院［男］ 学校説明会 － － 

淑徳高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ キャンパス見学会 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 体験入学 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

明星学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ チアリーディング部体験会 本校 要予約 

 

【11 月のイベント】 

2021/11/2(火) 

城西大学附属城西高等学校［共］ 音楽祭 東京芸術劇場 － 

新渡戸文化高等学校［共］ イブニングミニ説明会 － － 

 

2021/11/2(火)・3(水) 

聖学院高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

立教池袋高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

文化祭 本校 － 

 

2021/11/3(水) 

愛国高等学校［女］ 体育祭 本校 予約不要 

潤徳女子高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校

［女］ 

秋の実技講習会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

https://www.horikoshigakuen.ed.jp/?page_id=5046
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.waseda.jp/school/shs/prospective/guidance/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://www.nichidai-1.ed.jp/
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.seig-boys.org/exam/info/
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
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東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 説明会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 実技相談（音楽科） 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ SHIBAURA DAY（オープンキャ

ンパス） 

本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ SHIBAURA GIRLS' DAY（中 1～

中 3 女子対象） 

本校＋オンライン 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 施設見学会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

松蔭大学附属松蔭高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ 入試解説会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（文理進学・情報進

学コース） 

本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

東洋高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

八王子実践高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明治学院東村山高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

 

2021/11/4(木) 

上野学園高等学校［共］ 硬式野球部説明会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/5(金) 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 夜のミニ説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ イブニング説明会 本校 要予約 

 

2021/11/6(土) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 幼児教育コース説明会 本校 － 

https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
http://www.shoin.ed.jp/entrance/explanation_h/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
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蒲田女子高等学校［女］ アドバンスド・キャリアコース、

グローバルキャリアコース説明会 

本校 － 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 公開授業 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 個別相談会 － － 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政学院高等学校［女］ キャリア＆進路指導説明会 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 個別相談 － 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

日本音楽高等学校［女］ 学校説明会/舞台芸術コンサート 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

藤村女子高等学校［女］ 生徒会主催説明会 本校 － 

文華女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 授業参観デー・入試ミニ説明会 本校 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

錦城学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

工学院大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

学校説明会（一般生徒・帰国生徒

合同） 

－ 要予約 

駒込高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 食物調理科体験授業 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.kinjogakuen-h.ed.jp/admissions/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
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修徳高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（IB クラス） 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

体験レッスン － 要予約 

東洋高等学校［共］ 公開授業 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲

記念講堂 

要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 授業公開 本校 要予約 

日本大学第三高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 入試学校説明会（3 年生限定） 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

八王子実践高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明治学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

明治学院東村山高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 女子対象学校説明会 本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

筑波大学附属高等学校［国立・

共］ 

学校公開 － － 

 

2021/11/7(日) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

神田女学園高等学校［女］ 教育内容説明会 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.nichidai3.ed.jp/s_index/s_exa/s_explain.html
https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
http://www.meigaku.ed.jp/exam/schedule
https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://www.high-s.tsukuba.ac.jp/cgi/wp/admission/school_setsumei_2/close.html
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
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品川エトワール女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

学校説明会 本校 － 

錦城高等学校［共］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

学校説明見学会 本校 予約不要 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

立志舎高等学校［共］ 体験ゼミ学習 本校 要予約 

立正大学付属立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/8(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

明治大学付属中野高等学校［男］ 学校説明会及び校内見学 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 球技大会 エスフォルタアリーナ八王子 予約不要 

 

2021/11/9(火) 

東京女子学院高等学校［女］ イブニング説明会 本校 要予約 

立教池袋高等学校［男］ 入試学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/10(水) 

佼成学園女子高等学校［女］ 夜の入試個別相談会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ イブニング説明会 ※日程変更 本校 － 

聖徳学園高等学校［共］ ナイト説明会 本校 要予約 

 

2021/11/11(木) 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ プレミアム説明会（夜） 本校 要予約 

 

2021/11/12(金) 

聖学院高等学校［男］ イヴニング校内見学会 本校 要予約 

 

https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.risshisha.ed.jp/school_briefing
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://ikebukuro.rikkyo.ac.jp/admissions/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.seig-boys.org/exam/info/


50 

 

2021/11/12(金)・13(土) 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 文化祭 本校＋日本大学文理学部百周年記念館 － 

 

2021/11/13(土) 

愛国高等学校［女］ 戴帽式 本校 予約不要 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 入試説明会（推薦入試対象） 本校 － 

神田女学園高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

国本女子高等学校［女］ 学校説明会（在校生交流ツアー） 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明会+個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ 作品講評会 本校 要予約 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

藤村女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

文京学院大学女子高等学校［女］ 授業が見られる説明会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

巣鴨高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

早稲田大学高等学院［男］ 学芸発表会 － － 

関東国際高等学校［共］ 体験授業 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

啓明学園高等学校［共］ 国際入試説明会 本校 － 

國學院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ 学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.kunimoto.ed.jp/senior/tabid/374/Default.aspx
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.sugamo.ed.jp/entrance_student/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.waseda.jp/school/shs/prospective/guidance/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
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駒込高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 入試対策勉強会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

修徳高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン配信は

～11/26 

本校＋オンライン 要予約 

杉並学院高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

成城学園高等学校［共］ 学校説明会 － － 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

多摩大学目黒高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

中央大学高等学校［共］ 生徒会主催説明会 － 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東京高等学校［共］ 入試個別相談会・見学会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

桐朋女子高等学校 普通科［共］ 学校説明会 本校 要予約 

桐朋女子高等学校 普通科［共］ 学校説明会（帰国） 本校 要予約 

東洋大学京北高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 個別入試相談日 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ オンライン文理コース（特進・選

抜・進学）説明会 

オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 総合コース説明会 本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

朋優学院高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学附属千代田高等学院

［共］ 

入試説明会 本校 要予約 

https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://suginami.ed.jp/entrance_exam/index.php
https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/admissions/orientation-high/
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.tmh.ac.jp/entranceh.html
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://www.cu-hs.chuo-u.ac.jp/examination/explanatory/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://chuko.toho.ac.jp/applicants/briefing/
https://chuko.toho.ac.jp/applicants/briefing/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.ho-yu.ed.jp/examinee/
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
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目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 入試学校説明会 ※オンライン配

信は 11/15～ 

本校＋オンライン 要予約 

和光高等学校［共］ 秋の学校説明会（体験授業あり） 本校 要予約 

東京工業大学附属科学技術高等学

校［国立・共］ 

学校説明会（秋季） － － 

 

2021/11/13(土)・14(日) 

江戸川女子高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

東京工業高等専門学校［共］ 文化祭 本校 － 

 

2021/11/14(日) 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 － 

日本音楽高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

錦城高等学校［共］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 施設見学会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 学校見学会・個別相談 本校 予約不要 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ キャンパス見学会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（文理進学・情報進

学コース） 

本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲

記念講堂 

要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

 

https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://edu.g.hst.titech.ac.jp/Setsumeikai
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://www.tokyo-ct.ac.jp/admissions_information/school_briefing/
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nichidai-1.ed.jp/
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2021/11/15(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/11/15(月)～12/14(火) 

下北沢成徳高等学校［女］ 放課後個別相談会 ※土日祝除

く 

本校 要予約 

 

2021/11/16(火) 

文教大学付属高等学校［共］ イブニング説明会 本校 要予約 

 

2021/11/17(水) 

佼成学園女子高等学校［女］ 夜の入試個別相談会 本校 要予約 

足立学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/18(木) 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/19(金) 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（IB クラス） オンライン 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ イブニング説明会 本校 要予約 

 

2021/11/20(土) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

江戸川女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 幼児教育コース説明会 本校 － 

蒲田女子高等学校［女］ アドバンスド・キャリアコース、

グローバルキャリアコース説明会 

本校 － 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

神田女学園高等学校［女］ 授業見学会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 説明会+個別相談 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試説明会＋個別相談会 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 学校見学会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ 一般入試対策講座 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 － － 

https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
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鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

個別相談会 本校 要予約 

東京純心女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

中村高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本音楽高等学校［女］ 学校説明会/バレエコンサート 本校 要予約 

藤村女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

足立学園高等学校［男］ 入試相談会 本校 － 

足立学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

桐朋高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 音楽相談（音楽科） － － 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

錦城高等学校［共］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

錦城学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科学校説明会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科学校説明会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

国学院大学久我山高等学校［別］ オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

国際基督教大学(ICU)高等学校

［共］ 

Campus Walk Hour 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 食物調理科体験授業 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

実践学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 学校説明会/個別相談会 本校 要予約 

城西大学附属城西高等学校［共］ 説明会 ※オンライン配信は後日 本校＋オンライン 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://nakamura.ed.jp/senior/admission/briefing.html
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.toho.ed.jp/exam/briefing/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
http://www.kinjogakuen-h.ed.jp/admissions/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.kugayama-h.ed.jp/nyushi/setumei/
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://icu-h.ed.jp/admin/session.html
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
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ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン配信は

～12/3 

本校＋オンライン 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

青稜高等学校［共］ 説明会 本校 － 

専修大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（特別進学コース） 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（一般クラス） University Concert 

Hall 2016 

要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

中央大学附属高等学校［共］ 学校説明会（来校型は 3 年生対

象） ※オンライン配信は当日と

後日 

本校＋オンライン 要予約 

帝京大学高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

東京立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東邦音楽大学附属東邦高等学校

［共］ 

体験レッスン － 要予約 

東洋大学京北高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

新渡戸文化高等学校［共］ 学校説明会 － － 

日本大学櫻丘高等学校［共］ 入試学校説明会 本校＋日本大学文

理学部百周年記念

館 

要予約 

https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiryo-js.ed.jp/session/
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_high.html
https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toho-music.ac.jp/highschool/lesson-seminar/admission
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.sakura.chs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/


56 

 

日本大学鶴ヶ丘高等学校［共］ 入試学校説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

八王子実践高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

明星学園高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ 学校説明会 － － 

明治大学付属中野八王子高等学校

［共］ 

説明会 本校 要予約 

明治大学付属中野八王子高等学校

［共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

明法高等学校［共］ 秋の学校説明会 本校 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

和光高等学校［共］ 秋の学校説明会 本校 要予約 

お茶の水女子大学附属高等学校

［国立・女］ 

公開教育研究会 本校 － 

 

2021/11/20(土)・21(日) 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン動画配信形式に変更 オンライン 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/21(日) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

明治大学付属中野高等学校［男］ 学校説明会及び校内見学 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 施設見学会 本校 要予約 

https://www.tsurugaoka.hs.nihon-u.ac.jp/examination/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.mnh.ed.jp/admissions/exam-hs/
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.meinaka.jp/admission/openschool.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
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帝京大学高等学校［共］ 説明会 ※数日間配信 オンライン 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京農業大学第一高等学校［共］ 説明会 東京農業大学百周

年記念講堂 

要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本大学第一高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/22(月) 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ 相談会 本校 要予約 

 

2021/11/22(月)～11/26(金) 

蒲田女子高等学校［女］ 夕方個別相談ウィーク 本校 － 

 

2021/11/23(火) 

麴町学園女子高等学校［女］ 推薦入試説明会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

玉川聖学院高等部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 入試問題解説会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

学校説明会 本校 － 

富士見丘高等学校［女］ 入試問題傾向と対策＆個人相談会 本校 要予約 

文華女子高等学校［女］ 入試解説会 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 説明会 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

工学院大学附属高等学校［共］ 部活動体験会・ミニ学校説明会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

松蔭大学附属松蔭高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

https://www.teikyo-u.ed.jp/admission/exam-hs/
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.nodai-1-h.ed.jp/?page_id=127
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://www.nichidai-1.ed.jp/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://www.shoin.ed.jp/entrance/explanation_h/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
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聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

中央大学高等学校［共］ 学校説明会 － － 

東洋高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

豊南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

堀越高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ 入試対策会 － － 

武蔵野大学附属千代田高等学院

［共］ 

入試対策会 本校 要予約 

 

2021/11/24(水) 

佼成学園女子高等学校［女］ 夜の入試個別相談会 本校 要予約 

 

2021/11/24(水)～12/12(日) 

堀越高等学校［共］ 学校見学会 ※土日のみ実施 本校 要予約 

 

2021/11/25(木) 

東京女子学院高等学校［女］ イブニング説明会 ※日程変更 本校 － 

 

2021/11/26(金) 

共立女子第二高等学校［女］ ナイト説明会+個別相談 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ イブニング説明会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 池袋ミニ説明会 池袋（会場詳細未発表） 要予約 

 

2021/11/26(金)・27(土) 

明星学園高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

 

2021/11/27(土) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

江戸川女子高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 入試説明会（一般入試対象） 本校 － 

川村高等学校［女］ 個別説明・相談会、学校見学会 本校 要予約 

神田女学園高等学校［女］ 教育内容説明会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 説明会+個別相談 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試説明会＋個別相談会 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 学校見学会＆個別相談会 本校 要予約 

佼成学園女子高等学校［女］ 説明会 本校 要予約 

http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.cu-hs.chuo-u.ac.jp/examination/explanatory/
https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.horikoshigakuen.ed.jp/?page_id=5046
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.chiyoda.ed.jp/student/briefing/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.horikoshigakuen.ed.jp/?page_id=5046
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.edojo.jp/exam/event/index.html
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/exam/high-event.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
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駒沢学園女子高等学校［女］ 入試説明会・個別相談会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明会+個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 － － 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

ミニ学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ 美術入試体験・学校説明会 本校 要予約 

日本音楽高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 何でも相談会 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

桜美林高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

かえつ有明高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

錦城高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科くにたち de☆Start 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

工学院大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

國學院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ オンライン特待入試解説会 オンライン 要予約 

実践学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 説明会（オンライン） オンライン 要予約 

修徳高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/admission/briefing/?briefing2
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/admission/briefing-session/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
http://www.shutoku.ac.jp/nyuushi/setsumeikai/


60 

 

淑徳高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

城西大学附属城西高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン配信は

～12/10 

本校＋オンライン 要予約 

杉並学院高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

成蹊高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京電機大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東洋大学京北高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲

記念講堂 

要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 学校説明会（DD コース体験入試

あり） 

本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

朋優学院高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ 個別相談会 － － 

明星高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 秋の学校説明会 本校 要予約 

目黒日本大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

目白研心高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://suginami.ed.jp/entrance_exam/index.php
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seikei.ac.jp/jsh/entranceguide/schoolevent.html
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.dendai.ed.jp/admission/openschool/high-s.html
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.ho-yu.ed.jp/examinee/
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/senior/exam/event/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
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八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

安田学園高等学校［共］ 入試学校説明会 ※オンライン配

信は 11/29～ 

本校＋オンライン 要予約 

立正大学付属立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/27(土)・28(日) 

国本女子高等学校［女］ 学校説明会（入試直前情報） 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン動画配

信形式に変更 

オンライン 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/27(土)～11/30(火) 

東京純心女子高等学校［女］ 個別相談会 ※日除く 本校 要予約 

 

2021/11/27(土)～12/4(土) 

八王子実践高等学校［共］ 入試説明会 ※11/29～12/3 は中止 本校 要予約 

 

2021/11/28(日) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 － 

藤村女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 － 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

錦城学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://www.yasuda.ed.jp/high_admission/guidance/
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.kunimoto.ed.jp/senior/tabid/374/Default.aspx
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
http://www.kinjogakuen-h.ed.jp/admissions/
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
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専修大学附属高等学校［共］ キャンパス見学会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（文理進学・情報進

学コース） 

本校 要予約 

東京高等学校［共］ 入試個別相談会・見学会 本校 要予約 

東京実業高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

豊南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/11/29(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/11/29(月)～12/3(金) 

佼成学園高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/11/29(月)～12/10(金) 

文華女子高等学校［女］ 個別相談日 ※土日除く － 要予約 

 

2021/11/30(火) 

佼成学園女子高等学校［女］ 出願直前個別相談会 本校 要予約 

 

2021/11/30(火)～12/3(金) 

豊南高等学校［共］ 放課後個別相談会 本校 要予約 

 

【12 月のイベント】 

2021/12/2(木) 

佼成学園女子高等学校［女］ 出願直前個別相談会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 平日学校説明会 本校 要予約 

 

2021/12/2(木)～12/8(水) 

白梅学園高等学校［女］ 夜間個別入試相談会 ※土日除く 本校 予約不要 

 

2021/12/3(金)～12/6(月) 

明法高等学校［共］ 個別受験相談会 本校 要予約 

 

https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
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2021/12/4(土) 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 入試説明会（推薦入試対象） 本校 － 

蒲田女子高等学校［女］ 入試説明会（一般入試対象） 本校 － 

神田女学園高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

北豊島高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試個別相談＋ミニ説明会あり 本校 要予約 

麴町学園女子高等学校［女］ 一般入試説明会 本校 要予約 

駒沢学園女子高等学校［女］ 面接シミュレーション・個別相談

会 

本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

下北沢成徳高等学校［女］ 学校説明会+個別相談会 本校 要予約 

潤徳女子高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

成女高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政学院高等学校［女］ 入試直前対策説明会 本校 要予約 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

ミニ学校説明会 本校 要予約 

東京純心女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 入試問題傾向と対策＆個人相談会 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 帰国生対象学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 個別相談会 本校 － 

藤村女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 － 

文華女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ 相談会 本校 要予約 

足立学園高等学校［男］ 入試相談会 本校 － 

https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
http://www.kitatoshima.ed.jp/publics/index/117/&anchor_link=page117
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://www.kojimachi.ed.jp/enter/briefing_h/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.fujimura.ac.jp/senior-meeting
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
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足立学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

啓明学園高等学校［共］ 入試問題解説会 本校 － 

啓明学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

佼成学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

桐朋高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

日本大学豊山高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

保善高等学校［男］ 学校説明会と個別相談 本校 要予約 

岩倉高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

上野学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

桜美林高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

関東第一高等学校［共］ 学校説明会 － － 

錦城学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科学校説明会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

工学院大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

國學院高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

駒込高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

駒込高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

駒澤大学高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

駒場学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

桜丘高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

サレジオ工業高等専門学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

実践学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 男子部 入試対策勉強会 本校 要予約 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 学校説明会/個別相談会 本校 要予約 

松蔭大学附属松蔭高等学校［共］ 学校説明会 本校 予約不要 

聖徳学園高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 個別相談会 ※日程変更 本校 要予約 

ＳＤＨ昭和第一高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

昭和第一学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

昭和鉄道高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

杉並学院高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://www.kosei.ac.jp/boys/h_schedule2020/
https://www.toho.ed.jp/exam/briefing/
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.hozen.ed.jp/index.html
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/exam/school_briefing/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
https://www.kanto-ichiko.ac.jp/entrance/gakkousetsumeikai2021/
http://www.kinjogakuen-h.ed.jp/admissions/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/news/
https://www.kokugakuin.ed.jp/admission/briefing-session/
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
https://www.komagome.ed.jp/examinee/guidance.php
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://www.komabagakuen.ac.jp/exam/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://salesio-et.site/juken-evt-lp
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/exam/exam_infomation_shs/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
http://www.shoin.ed.jp/entrance/explanation_h/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
https://www.sdh.ed.jp/exam-info/
https://www.sdg.ed.jp/FrontTopic/exam_candidate/
https://www.hosho.ac.jp/showa/nyushi/index.html
https://suginami.ed.jp/entrance_exam/index.php
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
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正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大成高等学校［共］ 学校説明会（文理進学・情報進学

コース） 

本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 入試問題説明会（IB クラス） 本校 要予約 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（一般クラス） University Concert 

Hall 2016 

要予約 

中央学院大学中央高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

帝京大学系属帝京高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東京高等学校［共］ 入試個別相談会・見学会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東京立正高等学校［共］ 説明会最終回 本校 － 

東洋大学京北高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校説明会 二松学舎大学中洲

記念講堂 

要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 受験なんでも相談会 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

新渡戸文化高等学校［共］ 学校説明会 － － 

日本大学第三高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ オンライン文理コース（特進・選

抜・進学）説明会 

オンライン 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 文理コース（特進・選抜・進学）

説明会 

本校 要予約 

八王子学園八王子高等学校［共］ 総合コース説明会 本校 要予約 

広尾学園小石川高等学校（旧校

名：村田女子高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 入試問題対策説明会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

朋優学院高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

明星学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

武蔵野大学高等学校［共］ 個別相談会 － － 

明治学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.taisei.ed.jp/exam/open-inf.php
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
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
http://www.cguch.ed.jp/contents/guide/
https://www.teikyo.ed.jp/exam_s/schedule_s/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.tokyorissho.ed.jp/exam/shs_exam/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.nichidai3.ed.jp/s_index/s_exa/s_explain.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://www.hachioji.ed.jp/exam/s-session.html
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://hiroo-koishikawa.ed.jp/senior/consultation
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.ho-yu.ed.jp/examinee/
https://www.myojogakuen.ed.jp/high_school/admission_info/briefing_session
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.musashino-u.ed.jp/admission/openschool/index.html
http://www.meigaku.ed.jp/exam/schedule
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明治学院東村山高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明星高等学校［共］ 学校説明会（MGS） 本校 要予約 

目白研心高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

八雲学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

目黒日本大学高等学校［共］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

 

2021/12/4(土)・5(日) 

文京学院大学女子高等学校

［女］ 

何でも相談会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

淑徳高等学校［共］ 学校説明会 ※オンライン動画配信

形式に変更 

オンライン 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

豊島学院高等学校［共］ 体験入学・個別相談 本校 要予約 

 

2021/12/4(土)～12/11(土) 

城北高等学校［男］ 入試説明会（YouTube 配信） オンライン 要予約 

 

2021/12/5(日) 

愛国高等学校［女］ 学園説明会 本校 要予約 

国本女子高等学校［女］ 学校説明会（入試直前情報） 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 学校説明会 入試解説 本校 要予約 

共栄学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科学校説明会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 個別入試相談会 本校 予約不要 

品川翔英高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 男子部 Web 入試対策勉強会 オンライン 要予約 

淑徳高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

聖徳学園高等学校［共］ 個別相談会  本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学付属高輪台高等学校

［共］ 

学校説明見学会 本校 予約不要 

東京実業高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

桐朋女子高等学校 普通科［共］ 個別相談会 本校 要予約 

https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
https://mk.mejiro.ac.jp/exam/senior_exam/guidance/
https://www.yakumo.ac.jp/admission/shs_event.html
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.meguro-nichidai.ed.jp/senior/exam/event/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://www.hosho.ac.jp/toshima/nyushi/index.html
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.kunimoto.ed.jp/senior/tabid/374/Default.aspx
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
http://www.shukutoku.ed.jp/information/briefing-h.html
https://jsh.shotoku.ed.jp/hs_admission_policy/hs_information/
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/admission/senior/observe/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://chuko.toho.ac.jp/applicants/briefing/
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東洋高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

文化学園大学杉並高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

目黒学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

立正大学付属立正高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

和光高等学校［共］ 秋の学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

都立産業技術高等専門学校 品川

キャンパス［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

東京工業高等専門学校［共］ 入試問題解説会 － － 

 

2021/12/6(月) 

佼成学園女子高等学校［女］ 出願直前個別相談会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/12/6(月)・7(火) 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 個別入試相談日 本校 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/9(木) 

立川女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/10(金) 

豊南高等学校［共］ 放課後個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/11(土) 

日本体育大学荏原高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

 

2021/12/7(火)～12/11(土) 

共立女子第二高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/8(水) 

佼成学園女子高等学校［女］ 出願直前個別相談会 本校 要予約 

新渡戸文化高等学校［共］ イブニングミニ説明会 － － 

明法高等学校［共］ 個別受験相談会 本校 要予約 

 

2021/12/10(金)・11(土) 

明法高等学校［共］ 個別受験相談会 本校 要予約 

 

https://www.toyo.ed.jp/admission/outline/
https://bunsugi.jp/admission/exam-senior/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.meguro.ac.jp/high/nyushi/
https://www.rissho-hs.ac.jp/exam/openschool/
http://www.wako.ed.jp/s/meeting/
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.tokyo-ct.ac.jp/admissions_information/school_briefing/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://nittai-ebara.jp/examinee/examination/events
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.girls.kosei.ac.jp/senibriefing
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
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2021/12/11(土) 

愛国高等学校［女］ 個別進学相談会 本校 要予約 

安部学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

蒲田女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 － 

下北沢成徳高等学校［女］ 個別相談＆学校見学 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 学校説明会＆個別相談会 － － 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

玉川聖学院高等部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 学校見学会 本校 予約不要 

東京家政学院高等学校［女］ 入試相談会 本校 要予約 

東京女子学園高等学校［女］ 個別相談 － 要予約 

中村高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 入試問題傾向と対策＆個人相談会 本校 要予約 

宝仙学園高等学校 女子部［女］ 相談会 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城北高等学校［男］ 入試公開質問会（Zoom ライブ開

催） 

オンライン 要予約 

上野学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

関東国際高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

錦城学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

京華商業高等学校［共］ 個別入試相談会 本校 予約不要 

啓明学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

国士舘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

品川翔英高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 女子部 入試対策勉強会 本校＋オンライン 要予約 

駿台学園高等学校［共］ スクールガイダンス 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

成立学園高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

中央大学杉並高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

東亜学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東海大学菅生高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 音楽基礎教育コース秋期講座 本校 要予約 

東洋大学京北高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

日本工業大学駒場高等学校［共］ 個別入試相談日 本校 要予約 

新渡戸文化高等学校［共］ 入試問題解説会 － － 

八王子実践高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

https://www.aikokugakuen.ac.jp/senior-high/exam/index.php
https://www.abe-gakuin.ed.jp/info/
https://www.kanno.ac.jp/kamatajyoshi/contents/sb-ts/index.html
https://www.shimokitazawa-seitoku.ed.jp/bosyuu/event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://www.tamasei.ed.jp/examinee_senior/schedule.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/entrance/schedule_h.html
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/senior/admission/
https://nakamura.ed.jp/senior/admission/briefing.html
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.hosen.ed.jp/ghs/prospectus-ghs/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.kantokokusai.ac.jp/admission/visit/
http://www.kinjogakuen-h.ed.jp/admissions/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/event-highschool/
https://hs.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.shinagawa-shouei.ac.jp/highschool/students/briefing/
https://www.jiyu.ac.jp/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
http://www.chusugi.jp/guide/nyushi.html
https://toagakuen.ac.jp/exam/orientation/
https://tokaisugao.ac.jp/admission/school_event/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/toyodaikeihoku/hs/exam/adbriefing-t/
https://nit-komaba.ed.jp/entrance/information/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/exam/briefing/highbriefing/
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豊南高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

豊南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/11(土)・12(日) 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

文京学院大学女子高等学校［女］ 何でも相談会 本校 要予約 

 

2021/12/12(日) 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 個別相談会 本校 － 

日本音楽高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

聖パウロ学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

専修大学附属高等学校［共］ キャンパス見学会 本校 要予約 

中央大学高等学校［共］ 学校説明会 － － 

東京実業高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京都市大学等々力高等学校

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

都立産業技術高等専門学校 荒川

キャンパス［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

 

2021/12/13(月) 

東京女子学院高等学校［女］ 月曜説明会 本校 要予約 

 

2021/12/15(水) 

日本大学豊山高等学校［男］ 個別説明会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/15(水)・16(木) 

明星高等学校［共］ 入試相談 本校 要予約 

 

2021/12/15(水)～12/18(土) 

成女高等学校［女］ 個別相談週間 本校 要予約 

https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
http://www.st-paul.ed.jp/zennichi/examinee/guidance/
https://senshu-u-h.ed.jp/admissions/briefing/
https://www.cu-hs.chuo-u.ac.jp/examination/explanatory/
https://www.tojitsu.ed.jp/examinee/participation/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/exam/explain/
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.metro-cit.ac.jp/index.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.buzan.hs.nihon-u.ac.jp/exam/meeting/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
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2021/12/16(木)・17(金) 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 推薦入試 出願確認会 本校 要予約 

 

2021/12/17(金)・18(土) 

共立女子第二高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/18(土) 

成女高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京純心女子高等学校［女］ クリスマス・ページェント 2021 本校 要予約 

東洋女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

日本体育大学桜華高等学校［女］ 個別相談会 本校 － 

文京学院大学女子高等学校［女］ 何でも相談会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科ミニ説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 個別受験相談会 本校 要予約 

 

2021/12/19(日) 

神田女学園高等学校［女］ 出題傾向解説会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

クリスマス会 本校 要予約 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

説明会 本校 要予約 

成城学園高等学校［共］ 学校説明会 － － 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

東京成徳大学高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京成徳大学高等学校［共］ 過去問解説会 本校 要予約 

 

2021/12/19(日)・20(月) 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/20(月) 

明治学院東村山高等学校［共］ クリスマスの集い 本校 予約不要 

 

http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.t-junshin.ac.jp/jhs/entrance/hs/hs_hope.html
https://www.toyojoshi.ac.jp/admissionsinformation/guidance/
http://www.ohka.ed.jp/admission/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/admissions/orientation-high/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.tokyoseitoku.jp/hs/admission/briefing/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
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2021/12/21(火) 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

個別相談会 本校 要予約 

桜美林高等学校［共］ クリスマスキャロリング 桜美林学園荊冠堂 予約不要 

 

2021/12/22(水) 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/23(木) 

共栄学園高等学校［共］ ジョイフルコンサート かつしかシンフォ

ニーヒルズ 

－ 

 

2021/12/23(木)～12/25(土) 

潤徳女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

文華女子高等学校［女］ 個別相談日 － 要予約 

 

2021/12/23(木)～12/26(日) 

上野学園高等学校［共］ 音楽講習会（音楽科） 本校 要予約 

 

2021/12/24(金)・25(土) 

文京学院大学女子高等学校［女］ 何でも相談会 本校 要予約 

成立学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 予約不要 

 

2021/12/24(金)～12/27(月) 

東京音楽大学付属高等学校［共］ 冬期受験講習会 － 要予約 

 

2021/12/25(土) 

共立女子第二高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

京華女子高等学校［女］ 入試個別相談＋ミニ説明会あり 本校 要予約 

十文字高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 特別入試相談会 本校 予約不要 

瀧野川女子学園高等学校［女］ 個別相談会 － － 

立川女子高等学校［女］ 学校見学・説明会 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

富士見丘高等学校［女］ 冬休み学校見学会 本校 要予約 

足立学園高等学校［男］ 入試相談会 本校 － 

https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.obirin.ed.jp/admission/event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.kyoei-g.ed.jp/senior/guidance_s.html
https://www.juntoku.ac.jp/admission/event.html
https://www.bunkagakuen.ac.jp/examination/briefing.html
https://www.uenogakuen.ed.jp/exam/event/event.html
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.seiritsu.ac.jp/exam/schedule/
https://www.tcm-koko.ed.jp/nyuugakushiken/jukensoudankai.html
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.keika-g.ed.jp/examination/highschool/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.takinogawa.ed.jp/admission_events.html
https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/examinee/visit/
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/high/briefing
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/setsumeikai/orientation.html
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国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科個別相談会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 個別入試相談会 本校 予約不要 

桜丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

芝浦工業大学附属高等学校［共］ 推薦入試 出願確認会（埼玉県の

中学のみ） 

本校 要予約 

淑徳巣鴨高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

拓殖大学第一高等学校［共］ 埼玉県受験者対象入試個別相談日 本校 予約不要 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 入試個別相談会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 冬休み個別相談会 本校 要予約 

武蔵野高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明治大学付属明治高等学校［共］ 施設見学会 本校 要予約 

明法高等学校［共］ 個別受験相談会 本校 要予約 

 

2021/12/25(土)・26(日) 

城西大学附属城西高等学校［共］ 都外生・都内保護者対象成績相談日 本校 要予約 

桐朋女子高等学校 音楽科［共］ 冬期講習 － － 

 

2021/12/25(土)～12/27(月) 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/26(日) 

東京女子学院高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

京華高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

順天高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/26(日)～12/28(火) 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科冬期音楽講習会 本校 要予約 

 

2021/12/27(月) 

文京学院大学女子高等学校［女］ 何でも相談会 本校 要予約 

豊南高等学校［共］ 冬休み個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/28(火) 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

 

http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
https://sakuragaoka.ac.jp/senior_info
http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/admission/high/event/
https://www.shukusu.ed.jp/hs/event.html
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.takuichi.ed.jp/admission/briefing/
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://www.musashino.ac.jp/mjhs/high_admission/event/
https://www.meiji.ac.jp/ko_chu/admission/briefing.html
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
https://www.tohomusic.ac.jp/highschool/visitor/index.html
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://www.junten.ed.jp/contents/koko/nettei_s/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.hs.bgu.ac.jp/exam/high-school/schedule.html
https://www.hs.honan.ac.jp/honan-info/event_info
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
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【1月のイベント】 

2022/1/4(火) 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

 

2022/1/5(水)・6(木) 

星美学園高等学校（新校名：サレ

ジアン国際学園高等学校）［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

 

2022/1/6(木) 

十文字高等学校［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

 

2022/1/6(木)～1/8(土) 

東京家政大学附属女子高等学校

［女］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2022/1/7(金) 

東京高等学校［共］ 見学会 本校 要予約 

 

2022/1/8(土) 

神田女学園高等学校［女］ 出題傾向解説会 本校 要予約 

共立女子第二高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

品川エトワール女子高等学校

［女］ 

個別相談会 本校 要予約 

女子美術大学付属高等学校［女］ ミニ学校説明会 本校 要予約 

白梅学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 予約不要 

東京女子学院高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

日本音楽高等学校［女］ 体験入学 本校 要予約 

自由ヶ丘学園高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

京華商業高等学校［共］ 個別入試相談会 本校 予約不要 

駒澤大学高等学校［共］ 受験生個別相談会 本校 要予約 

城西大学附属城西高等学校［共］ 都外生・都内保護者対象成績相

談日 

本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

二松学舎大学附属高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

法政大学高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/admission/s-event/
https://js.jumonji-u.ac.jp/exam_h/h-session/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://www.tokyo-kasei.ed.jp/kasei-info/category/adm_senior/
https://tokyo-hs.jp/?page_id=236
https://www.kandajogakuen.ed.jp/admission/senior/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/explain/
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
https://www.etoile.ed.jp/highschool/examination/explanation.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
http://highwww.shiraume.ac.jp/admissions/
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
http://www.nichion-h.ed.jp/examinee/briefing/
https://www.jiyugaoka.ed.jp/exam/briefing/
https://www.keika-c.ed.jp/examination/
http://www.komazawa.net/admission/briefing/
https://josaigakuen.ac.jp/exam/high_session/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.nishogakusha-highschool.ac.jp/admission/event/index.html
https://www.hosei.ed.jp/exam/exam_index/exam_event.html
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明治学院東村山高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

明星高等学校［共］ 学校説明会（オンライン入試問

題解説） 

オンライン 要予約 

明法高等学校［共］ 個別受験相談会 本校 要予約 

 

2022/1/9(日) 

京華高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

貞静学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 － 

 

2022/1/14(金) 

玉川学園高等部［共］ 学校説明会（IB クラス） 本校 要予約 

 

2022/1/15(土) 

成女高等学校［女］ 一般入試直前対策講座 本校 要予約 

鶴川高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

日本学園高等学校［男］ 入試説明会 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 音楽科くにたち de☆Start 本校 要予約 

国立音楽大学附属高等学校［共］ 普通科個別相談会 本校 要予約 

自由学園高等科［共］ 女子部 オンライン学校説明

会 

オンライン 要予約 

自由学園高等科［共］ 男子部 学校説明会 本校 要予約 

駿台学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

新渡戸文化高等学校［共］ 入試問題解説会 － － 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

 

2022/1/15(土)～1/22(土) 

城北高等学校［男］ オンライン学校説明会

（YouTube 配信） 

オンライン 要予約 

 

2022/1/21(金) 

明治学院東村山高等学校［共］ ハンドベル定期演奏会 本校 予約不要 

 

https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/
https://www.meisei.ac.jp/hs/admissionhigh/
https://www.meiho.ed.jp/guide/hs/
https://www.keika.ed.jp/examination/highschool/
https://teiseigakuen.ac.jp/admissions/senior-event/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://tsurukawa.ed.jp/enrollment_info.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.nihongakuen.ed.jp/exam/exam-hs/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
http://www.kunion.ed.jp/general/contents/sbs/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.jiyu.ac.jp/
http://www.sundaigakuen.ac.jp/exam/senior_exam/index.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.nitobebunka.ed.jp/admission/h-session/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
https://meijigakuin-higashi.ed.jp/senior/exam/setumei/


75 

 

2022/1/29(土) 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

正則高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

大東文化大学第一高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

文教大学付属高等学校［共］ 授業公開デー 本校 要予約 

 

【2月のイベント】 

2022/2/5(土) 

国士舘高等学校（昼間定時制）

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

 

2022/2/16(水) 

中央大学附属高等学校［共］ SSH 成果発表会 本校 要予約 

 

2022/2/19(土) 

駒沢学園女子高等学校［女］ 合唱コンクール 本校 予約不要 

成女高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会 本校＋オンライン 要予約 

 

2022/2/26(土) 

トキワ松学園高等学校［女］ ミニ見学会 本校 要予約 

日本大学豊山女子高等学校［女］ 土曜見学会  本校＋オンライン 要予約 

 

2022/2/26(土)～3/5(土) 

城北高等学校［男］ オンライン学校説明会

（YouTube 配信） 

オンライン 要予約 

 

【3月のイベント】 

2022/3/1(火)～3/6(日) 

女子美術大学付属高等学校［女］ 卒業制作展 東京都美術館 予約不要 

 

2022/3/4(金)・5(土) 

玉川学園高等部［共］ 学園展 玉川学園キャンパス 予約不要 

 

https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.seisoku.ed.jp/setsumeikai/
https://www.daito.ac.jp/ichiko/admission/details_23349.html
https://www.bunkyo.ac.jp/jsh/entrance/exam_senior.html
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://teiji.kokushikan.ed.jp/admission/event/
https://chu-fu.ed.jp/exam/explanation_high.html
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
http://www.seijo-gk.ac.jp/setsumeikai.html
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://tokiwamatsu.ac.jp/cate_exam/cate_snrexam/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/admission/event_s.html
https://www.johoku.ac.jp/admission/briefing-session/
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_event_campus.html
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2022/3/22(火) 

お茶の水女子大学附属高等学校

［国立・女］ 

SSH 生徒成果発表会 本校 － 

 

2022/3/26(土) 

女子美術大学付属高等学校［女］ 入試報告会 本校 要予約 

東京女子学院高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

日本女子体育大学附属二階堂高等

学校［女］ 

春のオープンキャンパス 2022 

※中学 2 年生以下対象 

本校 － 

自由学園高等科［共］ 春の体験教室 本校 要予約 

 

2022/3/27(日) 

駒沢学園女子高等学校［女］ 吹奏楽部定期演奏会 本校 予約不要 

 

https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
https://www.fz.ocha.ac.jp/fk/menu/guidance/explanation.html
http://www.joshibi.ac.jp/fuzoku/admission/high/event.html
https://www.tjg.ac.jp/examination/sh_event/
https://nikaido.ed.jp/
https://nikaido.ed.jp/
https://www.jiyu.ac.jp/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/schedule/index.html?id=sh_guidance
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