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※［2021 年 11 月 30 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］神奈川県 私立高校の説明会・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。 

 

12 月のイベント…1／1月のイベント…6 

 

【12 月のイベント】 

2021/11/1(月)～12/3(金) 

横浜隼人高等学校［共］ オンライン個別相談 ※土日祝

日除く 

オンライン 要予約  

 

2021/11/8(月)～12/10(金) 

藤沢翔陵高等学校［男］ アフタースクール・アフターワ

ーク個別相談会 ※平日のみ 

本校 要予約  

 

2021/11/8(月)～2022/1/25(火) 

慶應義塾高等学校［男］ 学校説明会（動画配信） オンライン 要予約  

 

2021/11/13(土)～12/14(火) 

日本大学藤沢高等学校［共］ 入試説明会（動画配信） オンライン 要予約 

 

2021/11/13(土)～2022/1/10(月) 

慶應義塾湘南藤沢高等部［共］ オンライン文化祭 オンライン 予約不要 

 

2021/11/29(月)～12/3(金) 

緑ヶ丘女子高等学校［女］ 平日個別相談 本校 要予約 

横浜清風高等学校［共］ 個別入試相談会 本校 要予約 

 

http://www.hayato.ed.jp/setsumei2/
https://shoryo.ed.jp/pg273.html
https://www.hs.keio.ac.jp/exam/briefing.html
https://www.fujisawa.hs.nihon-u.ac.jp/exam/
https://www.sfc-js.keio.ac.jp/exam/hi/
https://www.midorigaoka.ed.jp/high/orientation/
https://www.y-seifu.ac.jp/admission/briefing/
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2021/11/29(月)～12/8(水) 

武相高等学校［男］ 直前個別相談会 ※土日は除く 本校 要予約 

 

2021/11/30(火)～12/1(水) 

橘学苑高等学校［共］ ナイト学校説明会 本校 要予約 

 

2021/11/30(火)～12/3(金) 

向上高等学校［共］ 平日入試説明会 本校 要予約 

 

2021/12/1(水) 

英理女子学院高等学校［女］ イブニング入試相談会（キャリ

ア部） 

本校 要予約 

麻布大学附属高等学校［共］ スクランブル・オンライン（ナ

イト）学校説明会 

オンライン 要予約 

 

2021/12/1(水)～12/3(金) 

横浜商科大学高等学校［共］ ミニ説明会 本校 予約不要 

 

2021/12/1(水)～12/7(火) 

横須賀学院高等学校［共］ 個別相談週間 ※土日除く 本校 要予約 

横浜創学館高等学校［共］ 入試相談会 ※日除く 本校 要予約 

 

2021/12/1(水) 

英理女子学院高等学校［女］ イブニング入試相談会 本校 要予約 

法政大学国際高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン 要予約 

 

2021/12/3(金)～12/9(木) 

横浜高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/4(土) 

英理女子学院高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鎌倉女子大学高等部［女］ 個別相談会 本校 要予約 

北鎌倉女子学園高等学校

［女］ 

入試個別相談会 本校 要予約 

相模女子大学高等部［女］ 学校説明会 本校 要予約 

聖セシリア女子高等学校

［女］ 

学校説明会 本校 要予約 

聖ヨゼフ学園高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

http://buso.ac.jp/examination/briefing_h
https://www.tachibana.ac.jp/exam/sr_session.html
https://www.kojo.ac.jp/visit/index.html
https://www.eiri.ed.jp/global/i-examination/
http://www.azabu-univ-high-school.jp/admission/index.html
http://www.shodai-h.ed.jp/entrance.html
https://www.yokosukagakuin.ac.jp/senior-hs/jyuken/jyuken2.html
https://so-gakukan.ed.jp/admission/session/
https://www.eiri.ed.jp/global/i-examination/
https://kokusai-high.ws.hosei.ac.jp/admissions/event.php
https://www.yokohama-jsh.ac.jp/admission/schedule/
https://www.eiri.ed.jp/global/i-examination/
https://www.kamakura-u-j.ed.jp/prospective_h/event_h/
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_hs.html
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_hs.html
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
https://www.cecilia.ac.jp/jukensei/jukensei_senior.html
https://www.cecilia.ac.jp/jukensei/jukensei_senior.html
https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam_high/
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聖和学院髙等学校［女］ 説明会 本校 予約不要 

日本女子大学附属高等学校

［女］ 

個別入試相談会（初来校者対

象） 

本校 要予約 

白鵬女子高等学校［女］ 学校説明会 本校 要予約 

鎌倉学園高等学校［男］ 学校説明会 本校＋オンライン 要予約 

鎌倉学園高等学校［男］ 個別相談（一般入試 A 方式） 本校 要予約 

藤嶺学園藤沢高等学校［男］ 個別相談会及びミニ学校説明会 本校 要予約 

藤沢翔陵高等学校［男］ 学校説明会 本校 要予約 

武相高等学校［男］ 説明会・個別相談会・クラブ説

明会（対象クラブの限定あり） 

本校 要予約 

旭丘高等学校［共］ 体験セミナー 本校＋久野・荻窪キャ

ンパス 

要予約 

麻布大学附属高等学校［共］ 個別進学相談会 本校＋オンライン 要予約 

アレセイア湘南高等学校

［共］ 

ミニ説明会 本校 要予約 

大西学園高等学校［共］ 学校説明会・模擬授業体験・部

活動体験 

本校 要予約 

大西学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

柏木学園高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

柏木学園高等学校［共］ 個別相談会（これまでの説明会

参加者対象） 

本校 要予約 

関東学院六浦高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

光明学園相模原高等学校

［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

湘南学院高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

湘南工科大学附属高等学校

［共］ 

学校説明会 本校 要予約 

湘南工科大学附属高等学校

［共］ 

技術コース適性相談会 － 要予約 

相洋高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

星槎高等学校［共］ 学校説明会・体験入学（3 年生

対象） 

本校 要予約 

立花学園高等学校［共］ 入試説明会 本校 要予約 

橘学苑高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

橘学苑高等学校［共］ 学校説明会 オンライン 要予約 

鶴見大学附属高等学校［共］ 入試ミニ説明会 本校 要予約 

三浦学苑高等学校［共］ 入試相談会 本校＋オンライン 要予約 

https://www.seiwagakuin.ed.jp/examinee/exam-shs/
https://www.jwu.ac.jp/hsc/h-exam/index.html
https://www.jwu.ac.jp/hsc/h-exam/index.html
http://www.hakuhojoshi-h.ed.jp/prospective/explanation/
https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/index.html
https://www.kamagaku.ac.jp/examinee/index.html
https://www.tohrei-fujisawa.ed.jp/admissions/
https://shoryo.ed.jp/pg273.html
http://buso.ac.jp/examination/briefing_h
http://www.niina-gakuen.jp/seminar.html
http://www.azabu-univ-high-school.jp/admission/index.html
http://www.aletheia.ac.jp/h/nyushi/setsumeikai.html
http://www.aletheia.ac.jp/h/nyushi/setsumeikai.html
http://www.ohnishigakuen.ac.jp/admission/open_campus.html
http://www.ohnishigakuen.ac.jp/admission/open_campus.html
https://kashiwagi.ac.jp/~kouko_info/
https://kashiwagi.ac.jp/~kouko_info/
https://nyushi.kgm.ed.jp/high/session.html
https://www.komyo.ed.jp/hp/admission-meeting/
https://www.komyo.ed.jp/hp/admission-meeting/
https://shonangakuin.ed.jp/entrance-examination/information-meeting/
https://www.sh.shonan-it.ac.jp/admissions/guidance-2022/
https://www.sh.shonan-it.ac.jp/admissions/guidance-2022/
https://www.sh.shonan-it.ac.jp/admissions/guidance-2022/
https://www.sh.shonan-it.ac.jp/admissions/guidance-2022/
https://sh.soyo.ac.jp/entrance/index.html
https://www.seisahighschool.ed.jp/opencampus/
http://tachibana-g.ac.jp/future/open-school/
https://www.tachibana.ac.jp/exam/sr_session.html
https://www.tachibana.ac.jp/exam/sr_session.html
https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/highschool/admissions/highschool-briefing/
https://miura.ed.jp/entrance_exam/open_events/
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横浜学園高等学校［共］ 説明会 ※オンラインは～12/6

配信 

本校＋オンライン 要予約 

横浜学園高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

横浜商科大学高等学校［共］ ミニ説明会 本校 要予約 

横浜隼人高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

横浜富士見丘学園高等学校

［共］ 

個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/5(日) 

横浜翠陵高等学校［共］ 学校説明会（ライブ配信） オンライン 要予約 

横浜清風高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

横浜創英高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

 

2021/12/6(月) 

英理女子学院高等学校［女］ イブニング入試相談会（i グローバル部） 本校 要予約 

緑ヶ丘女子高等学校［女］ オンライン個別相談 オンライン 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/8(水) 

相模女子大学高等部［女］ 入試個別相談会 本校 要予約 

関東学院六浦高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/9(木) 

光明学園相模原高等学校

［共］ 

放課後学校説明会 本校 要予約 

立花学園高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

三浦学苑高等学校［共］ 入試相談会 本校＋オンライン 要予約 

 

2021/12/6(月)～12/25(土) 

相模女子大学高等部［女］ 文化祭 オンライン － 

 

2021/12/8(水)～12/12(日) 

横浜学園高等学校［共］ 個別相談会 － 要予約 

 

2021/12/10(金) 

武相高等学校［男］ 直前個別相談会 本校 要予約 

 

2021/12/11(土) 

北鎌倉女子学園高等学校 音楽科入試試演会 本校 要予約 

https://www.yokogaku.ed.jp/explanation/
https://www.yokogaku.ed.jp/explanation/
http://www.shodai-h.ed.jp/entrance.html
http://www.hayato.ed.jp/setsumei2/
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/
https://www.fujimigaoka.ed.jp/admission/
https://www.suiryo.ed.jp/suiryo-info/event_cat/information_high/
https://www.y-seifu.ac.jp/admission/briefing/
https://www.soei.ed.jp/admission/h_briefing/
https://www.eiri.ed.jp/global/i-examination/
https://www.midorigaoka.ed.jp/high/orientation/
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
https://nyushi.kgm.ed.jp/high/session.html
https://www.komyo.ed.jp/hp/admission-meeting/
https://www.komyo.ed.jp/hp/admission-meeting/
http://tachibana-g.ac.jp/future/open-school/
https://miura.ed.jp/entrance_exam/open_events/
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
https://www.yokogaku.ed.jp/explanation/
http://buso.ac.jp/examination/briefing_h
https://www.kitakama.ac.jp/entrance/consultation_hs.html
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［女］ 

聖和学院髙等学校［女］ 個別説明会 － 要予約 

白鵬女子高等学校［女］ 個別相談会 本校 要予約 

緑ヶ丘女子高等学校［女］ 学科試験体験 本校 要予約 

緑ヶ丘女子高等学校［女］ 個別相談 本校 要予約 

旭丘高等学校［共］ 体験セミナー 本校 要予約 

星槎高等学校［共］ 学校説明会・体験入学（3 年生対象） 本校 要予約 

 

2021/12/17(金) 

アレセイア湘南高等学校

［共］ 

ミニ説明会 本校 要予約 

 

2021/12/17(金)～12/19(日) 

湘南学院高等学校［共］ 卒業制作展（美術・書道系科目群） 横須賀市文化会館 市

民ギャラリー 

－ 

 

2021/12/18(土) 

星槎高等学校［共］ 学校説明会・体験入学（2年生

以下対象） 

本校 要予約 

 

2021/12/19(日) 

湘南学院高等学校［共］ 卒業演奏会（音楽系科目群） 横須賀芸術劇場 ヨコスカ・

ベイサイド・ポケット 

－ 

桐光学園高等学校［別］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2021/12/21(火) 

函嶺白百合学園高等学校

［女］ 

クリスマス会&学校説明会 本校 要予約 

 

2021/12/23(木) 

柏木学園高等学校［共］ 冬休み理科実験教室 本校 要予約 

 

2021/12/26(日) 

相模女子大学高等部［女］ 吹奏楽部 ジョイントコンサー

ト 

相模女子大学グリーン

ホール 

要予約 

 

 

https://www.seiwagakuin.ed.jp/examinee/exam-shs/
http://www.hakuhojoshi-h.ed.jp/prospective/explanation/
https://www.midorigaoka.ed.jp/high/orientation/
https://www.midorigaoka.ed.jp/high/orientation/
http://www.niina-gakuen.jp/seminar.html
https://www.seisahighschool.ed.jp/opencampus/
http://www.aletheia.ac.jp/h/nyushi/setsumeikai.html
http://www.aletheia.ac.jp/h/nyushi/setsumeikai.html
https://shonangakuin.ed.jp/entrance-examination/information-meeting/
https://www.seisahighschool.ed.jp/opencampus/
https://shonangakuin.ed.jp/entrance-examination/information-meeting/
http://www.toko.ed.jp/high/exam/index.html
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/jyuken/event.html
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/jyuken/event.html
https://kashiwagi.ac.jp/~kouko_info/
https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/examination/event/
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【1月のイベント】 

2022/1/8(土) 

函嶺白百合学園高等学校

［女］ 

入試直前説明会 本校 要予約 

旭丘高等学校［共］ 体験セミナー 本校 要予約 

橘学苑高等学校［共］ 学校説明会 本校 要予約 

 

2022/1/15(土) 

函嶺白百合学園高等学校

［女］ 

ミニ説明会 本校 要予約 

 

http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/jyuken/event.html
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/jyuken/event.html
http://www.niina-gakuen.jp/seminar.html
https://www.tachibana.ac.jp/exam/sr_session.html
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/jyuken/event.html
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/jyuken/event.html
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