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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］埼玉県 私立・国立高校の説明会・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…9／10 月のイベント…14 

11 月のイベント…21／12 月のイベント…28／1 月のイベント…34 

2 月のイベント…34／3 月のイベント…35 

 

【8月のイベント】 

2021/8/1(日) 

浦和学院高等学校［共］ 体験学習会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（野球部） 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子硬式野球

部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子サッカー

部） 

－ 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 練習体験会（男子硬式野球

部） 

埼玉栄高等学校総合

グラウンド野球場 

要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 女子バレーボール部練習体

験会 

－ 要予約 

秀明高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

正智深谷高等学校［共］ トップアスリートクラブ見

学会 

－ 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス 陸上競技部男子） 

－ 要予約 

聖望学園高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://shochi.jp/admission/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
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聖望学園高等学校［共］ オンライン学習会 オンライン 要予約 

本庄東高等学校［共］ 部活動合同説明会 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/8/1(日)・2(月) 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

夏期受験講習会 武蔵野音楽学園江古

田キャンパス 

要予約 

 

2021/8/2(月) 

花咲徳栄高等学校［共］ サッカー部 部活動体験 本校 要予約 

 

2021/8/3(火) 

武南高等学校［共］ サッカー部練習会（1 次） SFA フットボールセ

ンター 

予約不要 

武南高等学校［共］ 野球部練習会 川口市営球場 要予約 

武南高等学校［共］ 女子バスケットボール部練

習体験会 

本校 要予約 

 

2021/8/5(木) 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

 

2021/8/6(金) 

埼玉栄高等学校［共］ 部活動体験会（女子硬式野

球部） 

埼玉栄高校総合グラ

ウンド女子野球場 

－ 

 

2021/8/7(土) 

星野高等学校 女子部［女］ 学校見学会 本校＋石原キャンパ

ス 

要予約 

川越東高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（バレーボー

ル部） 

本校 要予約 

叡明高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子硬式野球

部） 

－ 要予約 

開智高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 体験練習会（硬式野球部） 北本総合公園野球場 要予約 

http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
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西武学園文理高等学校［共］ 学校説明会・クラブ見学会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス 硬式野球部） 

－ 要予約 

聖望学園高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 外部学校説明会 上尾市文化センター 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 学校見学会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 硬式野球部 3 年生練習会 本校 － 

本庄東高等学校［共］ オープンスクール ※オン

ライン説明会を配信 

本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 体験入部 本校 要予約 

山村学園高等学校 

［共］ 

部活動体験（ソフトボール

部） 

本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 学校説明会 ウェスタ川越 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

 

2021/8/7(土)・8(日) 

東京農業大学第三高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 部活動体験（バトン部） 本校 要予約 

 

2021/8/8(日) 

埼玉栄高等学校［共］ 部活動体験会（女子硬式野球部） 埼玉栄高校総合グラ

ウンド女子野球場 

－ 

西武学園文理高等学校

［共］ 

クラブ体験会 兼 個別相談会（ス

ペシャルアビリティクラス 男子

バスケットボール部） 

－ 要予約 

東野高等学校［共］ 男子サッカー部練習体験会 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/8/8(日)・9(月) 

自由の森学園高等学校［共］ 学びの森 本校 要予約 

 

2021/8/9(月) 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 女子バレーボール部練習体験会 － 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ サッカー部 部活動体験 本校 要予約 

https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
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東野高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

 

2021/8/11(水) 

山村学園高等学校［共］ 部活動体験（硬式野球部） 本校 要予約 

 

2021/8/12(木) 

東野高等学校［共］ 男子サッカー部練習体験会 本校 要予約 

 

2021/8/14(土) 

花咲徳栄高等学校［共］ 男子バスケットボール部 

部活動体験 

本校 要予約 

 

2021/8/15(日) 

星野高等学校 女子部［女］ 学校見学会 本校＋石原キャンパス 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（ソフト

ボール部） 

本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 部活動体験（陸上競技

部） 

本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

2021/8/16(月) 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス サッカー部） 

－ 要予約 

 

2021/8/16(月)～8/18(水) 

秋草学園高等学校［女］ 夏休み部活動体験・相談会 本校 要予約 

 

2021/8/17(火) 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 春日部第一生命ビル

ディング 

要予約 

 

2021/8/18(水) 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 サンシティホール 

特別会議室（越谷） 

要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス サッカー部） 

－ 要予約 

https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
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2021/8/19(木) 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 Food Café  Legame

（吉川） 

要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ サッカー部 部活動体験 本校 要予約 

 

2021/8/20(金) 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 スマイルホテル北朝霞 要予約 

 

2021/8/20(金)・21(土) 

開智未来高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

 

2021/8/21(土) 

川越東高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 浦学フェスタ 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（ハンドボー

ル部） 

本校 要予約 

叡明高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ トップアスリートクラブ見

学会 

－ 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 外部学校説明会 新町文化ホール 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 入試問題解説会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ ミッドサマー入試説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ オープンスクール ※オン

ライン説明会を配信 

本校＋オンライン 要予約 

本庄東高等学校［共］ 体験入部 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 学校説明会 坂戸市文化会館 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 坂戸市文化会館 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男子サッカ

ー部） 

山村国際高等学校 

戸宮グラウンド 

要予約 

 

2021/8/21(土)・22(日) 

城西大学付属川越高等学校［男］ オープンスクール・クラブ

活動体験 

本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ ミニ説明会 本校 要予約 

http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://shochi.jp/admission/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
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大宮開成高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 普通科体験学習会 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 部活動体験（ダンス部） 本校 要予約 

 

2021/8/22(日) 

秋草学園高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

大妻嵐山高等学校［女］ オープンスクール 本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 学校見学会 本校＋石原キャンパ

ス 

要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 部活動体験（男子バレーボ

ール部） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 体験学習 本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 学校見学説明会 本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 女子バレーボール部練習体

験会 

－ 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス 硬式野球部） 

－ 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス 陸上競技部男子） 

－ 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 食育実践科体験 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 学校見学会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（陸上部女子

長距離） 

本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男女ソフト

テニス部） 

本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 体験部活（野球部） 山村国際高等学校 

戸宮グラウンド 

要予約 

 

2021/8/23(月)～8/27(金) 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://shochi.jp/admission/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://eishin.ac/exam/briefing
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2021/8/24(火) 

正智深谷高等学校［共］ トップアスリートクラブ見学会 埼玉工業大学グラウンド 要予約 

武南高等学校［共］ 野球部練習会 川口市営球場 要予約 

 

2021/8/25(水) 

秀明英光高等学校［共］ 夏期学校説明会・部活動見学（体験会） 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ IB クラス説明会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談会（スペシャ

ルアビリティクラス サッカー部） 

－ 要予約 

 

2021/8/25(水)・26(木) 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男女バトントワーリング部） 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 体験部活（バトントワーリング部） 本校 要予約 

 

2021/8/26(木) 

春日部共栄高等学校

［共］ 

ナイト説明会 東部地域振興ふれあい拠点

施設「ふれあいキューブ」 

－ 

昌平高等学校［共］ T 特選クラス説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男女剣道部） 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 体験部活（バレーボール部） 本校 要予約 

 

2021/8/26(木)・27(金) 

国際学院高等学校［共］ 体験練習会（硬式野球部） さいたま西グラウンド

（西遊馬公園敷地内） 

要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

夏期受験講習会 武蔵野音楽学園江古田

キャンパス 

要予約 

 

2021/8/28(土) 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（野球部・ソ

フトボール部） 

本校 要予約 

叡明高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

中学生のための音楽講習会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

https://shochi.jp/admission/
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
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筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オープンスクール 本校 要予約 

 

2021/8/28(土)・29(日) 

淑徳与野高等学校［女］ 学校説明会 ソニックシティビル 4F 

市民ホール 会議室 

要予約 

西武台高等学校［共］ オープンスクール 本校 － 

武蔵越生高等学校［共］ OPEN CAMPUS 本校 要予約 

 

2021/8/29(日) 

秋草学園高等学校［女］ 学校説明会・個別入試相談

会 

本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

浦和実業学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

開智未来高等学校［共］ 文化祭 ※一般公開未定 本校 － 

埼玉栄高等学校［共］ 練習体験会（男子硬式野球

部） 

埼玉栄高等学校総合

グラウンド野球場 

要予約 

埼玉平成高等学校［共］ オープンスクール 本校 － 

埼玉平成高等学校［共］ 進学コース スーパーサッ

カー説明会 

本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ クラブ体験会 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ オープンスクール － 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 部活動体験 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 男子サッカー部練習体験会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

学校説明会 武蔵野音楽大学江古

田キャンパス 

要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

無料体験レッスン 武蔵野音楽大学江古

田キャンパス＋オン

ライン 

要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 体験部活（野球部） 山村国際高等学校 

戸宮グラウンド 

要予約 

 

http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
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【9月のイベント】 

2021/9/4(土) 

淑徳与野高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（バレーボール

部） 

－ 要予約 

国際学院高等学校［共］ 部活動体験（軽音楽部） 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 外部学校説明会 リリックおがわ 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバイ

ス 

本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

中学生のための音楽基礎講座 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男女剣道部） 本校 要予約 

 

2021/9/4(土)・5(日) 

城西大学付属川越高等学校［男］ 文化祭 本校 － 

 

2021/9/5(日) 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

 

2021/9/11(土) 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 食育実践科体験 本校 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 地区別学校説明会 狭山市市民会館 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

体験レッスン&パーソナル

アドバイス(個別相談) 

本校 要予約 

 

2021/9/11(土)・12(日) 

大妻嵐山高等学校［女］ 文化祭 本校 － 

大妻嵐山高等学校［女］ ミニ説明会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

西武台高等学校［共］ 文化祭 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

 

https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
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2021/9/12(日) 

浦和麗明高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

叡明高等学校［共］ 文化祭 本校 予約不要 

春日部共栄高等学校［共］ 学校説明会（生徒による説

明会） 

本校 要予約 

栄東高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

細田学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

細田学園高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

小・中学生のための高校説

明会 

本校 要予約 

 

2021/9/17(金) 

春日部共栄高等学校［共］ ナイト説明会 越谷コミュニティセ

ンター 

－ 

 

2021/9/18(土) 

川越東高等学校［男］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

青山学院大学系属浦和ルーテル学

院高等学校［共］ 

自己推薦入試個別相談会 本校 － 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（バドミント

ン部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子サッカー

部） 

－ 要予約 

開智高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
http://www.sakaehigashi.ed.jp/senior/event.html
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.hosodagakuen.jp/admission/index.html
https://www.hosodagakuen.jp/admission/index.html
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
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2021/9/18(土)～9/20(月) 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

 

2021/9/19(日) 

大妻嵐山高等学校［女］ 学校説明会 個別相談会 本校 要予約 

淑徳与野高等学校［女］ 入試説明会 本校 要予約 

立教新座高等学校［男］ 学校説明会 立教新座キャンパス 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（女子バスケ

ットボール部） 

－ 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 学校見学説明会 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 文化祭 本校 － 

秀明高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 外部学校説明会 鴻巣市文化センター 

クレアこうのす  

要予約 

武蔵越生高等学校［共］ OPEN CAMPUS 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男子バスケ

ットボール部） 

本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（女子バレー

ボール部） 

本校 要予約 

 

2021/9/20(月) 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（硬式テニス

部） 

－ 要予約 

開智未来高等学校［共］ 体験授業＆勉強サプリ 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 進学コース スーパーサッ

カー説明会 

本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 学校説明会・入試体験会 本校 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

 

2021/9/21(火) 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 Food Café  Legame（吉川） 要予約 

https://shochi.jp/admission/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/
https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
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浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 春日部第一生命ビルディング 要予約 

 

2021/9/23(木) 

星野高等学校 女子部［女］ 入試説明会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ トップアスリートクラブ見学会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

本庄第一高等学校 

［共］ 

体験入部会 － 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男子サッカー部） 山 村 国 際 高 等 学 校 

戸宮グラウンド 

要予約 

 

2021/9/25(土) 

大妻嵐山高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和実業学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子ソフトボール部） － 要予約 

大宮開成高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

開智未来高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ αコース入試相談会 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバイス 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 部活動体験会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 男子サッカー部練習体験会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ S 類型説明会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 部活動合同説明会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

中学生のための音楽基礎講座 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
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早稲田大学本庄高等学院［共］ 学院説明会 ※日程変更 － 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

学校見学会 本校 要予約 

 

2021/9/25(土)・26(日) 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

 

2021/9/26(日) 

秋草学園高等学校［女］ 学校説明会・個別入試相談

会 

本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 個別相談会 ※学校説明会

（～9/25）参加者対象 

本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（サッカー

部・チアダンス部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子硬式野球

部） 

－ 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 学校説明会（生徒による説

明会） 

本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス サッカー部） 

－ 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 外部学校説明会 行田市商工センター 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ クラブ説明会 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ オープンスクール 本校 － 

星野高等学校 共学部［共］ 入試説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

https://waseda-honjo.jp/admission/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://shochi.jp/admission/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
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武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

在校生と卒業生によるコン

サート 

武蔵野音楽大学江古

田キャンパス ブラー

ムスホール 

－ 

山村国際高等学校［共］ セレクション（陸上部女子

長距離） 

本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（女子バスケ

ットボール部） 

本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男女ソフト

テニス部） 

本校 要予約 

早稲田大学本庄高等学院［共］ 学院説明会 ※オンライン

配信は当日と 9/17～9/26 

本校＋オンライン 要予約 

 

2021/9/27(月) 

昌平高等学校［共］ T 特選クラス説明会 本校 要予約 

 

2021/9/28(火) 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 サンシティホール 特別

会議室（越谷） 

要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 スマイルホテル北朝霞 要予約 

昌平高等学校［共］ 特進アスリートクラス説明会 本校 要予約 

 

【10 月のイベント】 

2021/10/2(土) 

星野高等学校 女子部［女］ 入試説明会 本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 部活動体験会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 食育実践科体験 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 硬式野球部 3 年生練習会 本校 － 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

 

2021/10/3(日) 

自由の森学園高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

 

https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://waseda-honjo.jp/admission/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
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2021/10/4(月) 

大妻嵐山高等学校［女］ オンラインイブニング説明

会 

オンライン 要予約 

 

2021/10/7(木) 

叡明高等学校［共］ 体育祭 － 予約不要 

 

2021/10/9(土) 

星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子ソフトボ

ール部） 

－ 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ αコース入試相談会 本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 先端サイエンスクラス（理

数科）説明会・個別相談会 

本校 要予約 

西武台高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 入試説明会 本校 要予約 

細田学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

中学生のための音楽基礎講

座 

本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

 

https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hosodagakuen.jp/admission/index.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
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2021/10/10(日) 

秋草学園高等学校［女］ 学校説明会・個別入試相談会 本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 体験学習会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（野球部・ソフ

トボール部・サッカー部・女

子バスケットボール部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（硬式テニス部） － 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 学校説明会（生徒による説明

会） 

本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

秀明高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男女バトント

ワーリング部） 

本校 要予約 

 

2021/10/15(金) 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（川越地区） － － 

 

2021/10/16(土) 

淑徳与野高等学校［女］ 個別説明会 本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

栄東高等学校［共］ 進学相談会 本校 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
http://www.sakaehigashi.ed.jp/senior/event.html
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
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本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

学校見学会 本校 要予約 

 

2021/10/16(土)・17(日) 

大宮開成高等学校［共］ ミニ説明会 個別相談会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

東京農業大学第三高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 個別説明会 － 要予約  

 

2021/10/17(日) 

秋草学園高等学校［女］ 学校説明会・個別入試相談会 本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対象） 本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以降

来校者対象） 

本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 学校見学説明会 本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 学校説明会・入試体験会 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ トップアスリートクラブ見学

会 

本校＋埼玉工業大学グ

ラウンド、埼玉工業大

学臨床心理センター 

要予約 

正智深谷高等学校［共］ 特進希望者向け相談会 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 入試対策特講 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

小・中学生のための高校説明

会 

本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
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2021/10/22(金) 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（所沢地区） － － 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（東松山地

区） 

－ － 

 

2021/10/23(土) 

大妻嵐山高等学校［女］ 学校説明会 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 入試説明会 本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

立教新座高等学校［男］ 生徒による学校説明会 本校 要予約 

青山学院大学系属浦和ルーテル学

院高等学校［共］ 

説明会 本校 － 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子硬式野球部） － 要予約 

大宮開成高等学校［共］ 入試説明会 個別相談会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバイス 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ アチーブメントテスト 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ S 類型説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

体験レッスン&パーソナルアド

バイス(個別相談) 

本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オンライン入試説明会 オンライン 要予約 

https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
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筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

 

2021/10/23(土)・24(日) 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

 

2021/10/24(日) 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

浦和実業学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（バドミント

ン部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子硬式野球

部） 

－ 要予約 

開智未来高等学校［共］ 入試解説会 本校 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ αコース入試相談会 本校 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ クラブ説明会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ オープンスクール 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 男子サッカー部練習体験会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 入試説明会 本校 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ OPEN CAMPUS 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（男子サッカ

ー部） 

山村国際高等学校 

戸宮グラウンド 

要予約 

 

2021/10/25(月) 

東京農業大学第三高等学校［共］ イブニング個別説明会 東上パールビルヂング（川越） 要予約 

 

2021/10/28(木) 

昌平高等学校［共］ IB クラス説明会 本校 要予約 

 

2021/10/29(金) 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（狭山地区） － － 

http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
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埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（ふじみ野地

区） 

－ － 

昌平高等学校［共］ T 特選クラス説明会 本校 要予約 

 

2021/10/30(土) 

大妻嵐山高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

立教新座高等学校［男］ 文化祭 オンライン － 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（バレーボー

ル部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子ソフトボ

ール部） 

－ 要予約 

開智未来高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 学校説明会（生徒による説

明会） 

本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 学校見学会 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 個別説明会 － 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

2021/10/30(土)・31(日) 

大宮開成高等学校［共］ 文化祭 ※一般公開未定 － － 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

秀明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

早稲田大学本庄高等学院［共］ 文化祭 － － 

 

2021/10/31(日) 

秋草学園高等学校［女］ 学校説明会・個別入試相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子サッカー部） － 要予約 

https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://niiza.rikkyo.ac.jp/admissions/index.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://shochi.jp/admission/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://shochi.jp/admission/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://waseda-honjo.jp/admission/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
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狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

 

【11 月のイベント】 

2021/11/2(火) 

秋草学園高等学校［女］ トワイライトミーティング（夜

間個別入試相談会） 

本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ イブニング説明会 本校 － 

武蔵越生高等学校［共］ スターライト学校説明会・個別

相談会 

本校 要予約 

 

2021/11/3(水) 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（野球部） － 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 学校説明会・入試体験会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（学外） 秩父会場 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（学外） 上尾会場 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（陸上部女子

長距離） 

本校 要予約 

 

2021/11/5(金) 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（入間地区） － － 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（川越地区） － － 

 

2021/11/6(土) 

星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

青山学院大学系属浦和ルーテル学

院高等学校［共］ 

自己推薦入試個別相談会 本校 － 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
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花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

体験レッスン&パーソナル

アドバイス(個別相談) 

本校 要予約 

早稲田大学本庄高等学院［共］ 学院説明会 － 要予約 

 

2021/11/7(日) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

小・中学生のための高校説

明会 

本校 要予約 

 

2021/11/8(月) 

大妻嵐山高等学校［女］ オンラインイブニング説明

会 

オンライン 要予約 

 

2021/11/12(金) 

秋草学園高等学校［女］ トワイライトミーティング

（夜間個別入試相談会） 

本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（朝霞地区） － － 

埼玉平成高等学校［共］ 地区別説明会（東松山地

区） 

－ － 

武蔵越生高等学校［共］ スターライト学校説明会・

個別相談会 

本校 要予約 

 

2021/11/13(土) 

浦和学院高等学校［共］ 土曜日個別相談会 － 要予約 

浦和実業学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（学外） 鴻巣市文化センター

クレアこうのす 

要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 先端サイエンスクラス（理

数科）説明会・個別相談会 

本校 要予約 

https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://waseda-honjo.jp/admission/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
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西武学園文理高等学校［共］ クラブ体験会 兼 個別相談

会（スペシャルアビリティ

クラス 硬式野球部） 

－ 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

細田学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ S 類型説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

中学生のための音楽基礎講

座 

本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国

立・共］ 

オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

 

2021/11/13(土)・14(日) 

東野高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

 

2021/11/14(日) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 問題解説学習会 ※ミニ説

明会も配信 

オンライン 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子サッカー

部） 

－ 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.hosodagakuen.jp/admission/index.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/


24 

 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 入試説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 行田市商工センター 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ セレクション（吹奏楽部） 本校 要予約 

 

2021/11/16(火) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

 

2021/11/18(木) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

 

2021/11/20(土) 

淑徳与野高等学校［女］ 個別説明会 本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ αコース入試相談会 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 特進希望者向け相談会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 部活動合同説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 伊勢崎市文化会館 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://shochi.jp/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
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武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

体験レッスン&パーソナル

アドバイス(個別相談) 

本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

 

2021/11/20(土)・21(日) 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

栄東高等学校［共］ 進学相談会 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 個別説明会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

 

2021/11/21(日) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

大妻嵐山高等学校［女］ 入試問題解説会 個別相談

会 

本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 入試説明会 本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（サッカー

部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子ソフトボ

ール部） 

－ 要予約 

大宮開成高等学校［共］ ミニ説明会 個別相談会 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 説明会 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

開智未来高等学校［共］ 入試解説会 本校 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 学校見学説明会 本校 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaehigashi.ed.jp/senior/event.html
https://shochi.jp/admission/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
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獨協埼玉高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 鴻巣市文化センター 

クレアこうのす  

要予約 

山村国際高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

2021/11/23(火) 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（女子バスケット

ボール部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（男子硬式野球部） － 要予約 

大宮開成高等学校［共］ 入試説明会 個別相談会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 入試説明会 個別相談会 本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ オンライン説明会 オンライン － 

正智深谷高等学校［共］ トップアスリートクラブ見学会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（学外） 行田市商工センター 要予約 

東野高等学校［共］ 学外説明会 くすのきホール 要予約 

東野高等学校［共］ 学外入試相談会 くすのきホール 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 北本市文化センター 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 高崎市総合福祉セン

ター 

要予約 

 

2021/11/24(水) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ イブニング個別説明会 東上パールビルヂン

グ（川越） 

要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

 

2021/11/25(木) 

昌平高等学校［共］ 特進アスリートクラス説明

会 

本校 要予約 

 

2021/11/26(金) 

秋草学園高等学校［女］ トワイライトミーティング

（夜間個別入試相談会） 

本校 要予約 

https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://shochi.jp/admission/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
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正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ T 特選クラス説明会 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ クリスマスツリー点火式 中学棟ホール 予約不要 

東野高等学校［共］ 学外説明会 ルネこだいら 要予約 

東野高等学校［共］ 学外入試相談会 ルネこだいら 要予約 

 

2021/11/27(土) 

大妻嵐山高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

青山学院大学系属浦和ルーテル学

院高等学校［共］ 

説明会 本校 － 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

浦和実業学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

開智未来高等学校［共］ オープンキャンパス 本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 個別説明会 － 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 入試説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

 

2021/11/27(土)・28(日) 

秀明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

2021/11/28(日) 

星野高等学校 女子部［女］ 入試説明会 本校 要予約 

https://shochi.jp/admission/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
https://www.uls.ed.jp/js/admission-js/breifingsession/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://shochi.jp/admission/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
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星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（バドミント

ン部・ソフトボール部） 

－ 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（女子硬式野球

部） 

－ 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ αコース入試相談会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 学校説明会・入試体験会 本校 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

西武台高等学校［共］ 学校説明相談会 － 要予約 

東野高等学校［共］ 学外入試相談会 東上パールビルヂン

グ 

要予約 

武南高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 秩父地場産センター 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

【12 月のイベント】 

2021/12/3(金) 

浦和実業学園高等学校［共］ 校内イブニング説明会 本校 要予約 

 

2021/12/4(土) 

淑徳与野高等学校［女］ 個別説明会 本校 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

昌平高等学校［共］ IB クラス説明会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

中学生のための音楽基礎講

座 

本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/


29 

 

 

2021/12/4(土)・5(日) 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/5(日) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/10(金) 

東野高等学校［共］ 放課後個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/7(火) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

 

2021/12/8(水) 

東野高等学校［共］ 学外入試相談会 ワイム貸会議室立川 要予約 

 

2021/12/9(木) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

 

2021/12/10(金) 

浦和実業学園高等学校［共］ 校内イブニング説明会 本校 要予約 

 

2021/12/11(土) 

城西大学付属川越高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 土曜日個別相談会 － 要予約 

叡明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

開智高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 説明会 本校＋オンライン 要予約 

西武学園文理高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

音楽体験レッスン＆アドバ

イス 

本校 要予約 

https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://eishin.ac/exam/briefing
https://shochi.jp/admission/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://shochi.jp/admission/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
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東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 学校説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ S 類型説明会 － 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/11(土)・12(日) 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

 

2021/12/12(日) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 学校説明会・入試体験会 本校 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

東野高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

細田学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 体験入部会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 地区別相談会 藤岡市みかぼみらい

館 

要予約 

山村国際高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

2021/12/13(月)～12/17(金) 

浦和学院高等学校［共］ 平日個別相談会 － 要予約 

 

2021/12/15(水) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

 

2021/12/17(金) 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

 

https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://shochi.jp/admission/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.hosodagakuen.jp/admission/index.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://shochi.jp/admission/
https://shochi.jp/admission/
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2021/12/18(土) 

川越東高等学校［男］ 個別相談会 ※学校説明会

（7～11 月）参加者対象 

本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ 入試相談会 本校 要予約 

埼玉栄高等学校［共］ αコース入試相談会 本校 要予約 

昌平高等学校［共］ 学校説明会＆個別相談会 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校［共］ 個別説明会 － 要予約 

東野高等学校［共］ 学外入試相談会 まるひろ入間店 要予約 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 入試説明会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

体験レッスン&パーソナル

アドバイス(個別相談) 

本校 要予約 

筑波大学附属坂戸高等学校［国立・

共］ 

オンライン個別相談会 オンライン 要予約 

 

2021/12/18(土)・19(日) 

栄北高等学校［共］ 学校説明会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

栄北高等学校［共］ 入試個別相談会（２回目以

降来校者対象） 

本校 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

2021/12/18(土)～12/23(木) 

浦和実業学園高等学校［共］ 平日個別相談 ※日除く 本校 要予約 

 

2021/12/19(日) 

浦和学院高等学校［共］ 浦学オープンスクール 本校 要予約 

大宮開成高等学校［共］ ミニ説明会 個別相談会 本校 要予約 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

大妻嵐山高等学校［女］ 入試体験会 個別相談会 本校 要予約 

星野高等学校 女子部［女］ 入試説明会 本校 要予約 

https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
https://shochi.jp/admission/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
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星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

開智高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

開智未来高等学校［共］ 入試解説会 本校 要予約 

春日部共栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

栄東高等学校［共］ 進学相談会 本校 要予約 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

獨協埼玉高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/12/20(月)～12/24(金) 

浦和学院高等学校［共］ 平日個別相談会 － 要予約 

叡明高等学校［共］ 冬期相談会 － 要予約 

 

2021/12/21(火)～12/24(金) 

東野高等学校［共］ 放課後個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/24(金) 

昌平高等学校［共］ 個別相談 Day 本校 要予約 

 

2021/12/24(金)・25(土) 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/24(金)～12/26(日) 

浦和学院高等学校［共］ 浦和学院美術展 ※個別相談

会あり（アートコース） 

埼玉会館 予約不要 

 

2021/12/24(金)～12/27(月) 

山村国際高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.sakaehigashi.ed.jp/senior/event.html
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
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2021/12/25(土) 

星野高等学校 女子部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

川越東高等学校［男］ 個別相談会 ※学校説明会

（7～11 月）参加者対象 

本校 要予約 

城北埼玉高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和学院高等学校［共］ 土曜日個別相談会 － 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

西武学園文理高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

東京農業大学第三高等学校

［共］ 

個別説明会 本校 要予約 

星野高等学校 共学部［共］ 個別相談会 本校 要予約 

本庄第一高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

武蔵越生高等学校［共］ 学校説明会・個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/25(土)・26(日) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

秀明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

本庄東高等学校［共］ 受験相談会 本校 要予約 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

冬期受験講習会 武蔵野音楽学園江古

田キャンパス 

要予約 

山村学園高等学校［共］ 個別進学相談会 本校 要予約 

 

2021/12/25(土)～12/28(火) 

東野高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/26(日) 

浦和実業学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

西武台高等学校［共］ 入試相談会 － 要予約 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 説明会・個別相談会 本校 要予約 

武南高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/27(月) 

浦和学院高等学校［共］ 平日個別相談会 － 要予約 

叡明高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

昌平高等学校［共］ 個別相談 Day 本校 要予約 

http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.nodai-3-h.ed.jp/admission_hs/event/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.hon1.ed.jp/hs/examination/school-briefing/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://shochi.jp/admission/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/admission/session_schedule-2/
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2021/12/28(火) 

狭山ヶ丘高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/29(水) 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

 

【1月のイベント】 

2022/1/5(水) 

聖望学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2022/1/6(木) 

秋草学園高等学校［女］ 個別入試相談会 本校 要予約 

自由の森学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2022/1/6(木)～1/12(水) 

埼玉平成高等学校［共］ 電話予約による平日の個別相

談 

－ 要予約 

 

2022/1/8(土) 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

中学生のための音楽基礎講座 本校 要予約 

 

【2月のイベント】 

2022/2/8(火) 

本庄東高等学校［共］ 中学１・２年生保護者対象学

校見学会 

本校 要予約 

 

2022/2/18(金) 

本庄東高等学校［共］ 中学１・２年生保護者対象学

校見学会 

本校 要予約 

 

2022/2/27(日) 

武蔵野音楽大学附属高等学校

［共］ 

DREAM CONCERT 本校 － 

http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
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【3月のイベント】 

2022/3/26(土) 

東邦音楽大学附属東邦第二高等

学校［共］ 

春の音楽体験レッスン（中学

１・２年生対象） 

本校 要予約 

 

2022/3/26(土)・27(日) 

東邦音楽大学附属東邦第二高等

学校［共］ 

春期受験講習会 武蔵野音楽学園江古

田キャンパス 

要予約 

 

 

https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
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