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※［2021 年 12 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の目次機能がご利用いただけます。 

 

12 月のイベント…1／1月のイベント…8／2月のイベント…8／3 月のイベント…9 

 

【12 月のイベント】 

配信中～2021/12/25(土) 

国際学院高等学校［共］ 学校説明会（配信版） オンライン 要予約 

 

2021/9/7(火)～12/18(土) 

聖望学園高等学校［共］ 平日の個別相談会 ※第 2・4

土曜、日曜・祝日を除く 

本校 要予約 

 

2021/9/21(火)～12/27(月) 

西武台高等学校［共］ 来校相談 ※土日祝除く 本校 要予約 

 

2021/11/24(水)～12/27(月) 

武蔵越生高等学校［共］ 電話予約による個別相談 － － 

 

2021/12/11(土) 

大妻嵐山高等学校［女］ 個別・学校見学＆説明会 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 

浦和学院高等学校［共］ 土曜日個別相談会 － 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 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 

開智高等学校［共］ 個別相談会 ※日程変更 本校 要予約 

開智未来高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
http://www.seibou.ac.jp/exam/high/setsumei/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
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://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://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
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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］ クラブ見学会（ゴルフ部） 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 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ ミニ学校説明会 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 

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 

細田学園高等学校［共］ 吹奏楽部 部活動体験会 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 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 

 

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 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 進学相談（本校会場） 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 

大妻嵐山高等学校［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（サッカー

部） 

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 

国際学院高等学校［共］ 部活動体験（陸上競技部） 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ クラブ見学会（男子バスケ

ットボール部） 

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 

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://shumei.ac.jp/eventjoin/
https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/
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://eishin.ac/exam/briefing
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.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/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
http://www.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://www.k-kyoei.ed.jp/hs/admission-explain.html
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
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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］ 施設ツアー 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 女子サッカー部 練習会 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 

東野高等学校［共］ オンライン学校説明会 オンライン － 

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 

 

2021/12/13(月)～12/20(月) 

城西大学付属川越高等学校［男］ 問題解説学習会（見逃し配信） オンライン 要予約 

 

2021/12/14(火) 

花咲徳栄高等学校［共］ 平日個別相談会 本校 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 

筑波大学附属坂戸高等学校［国立・

共］ 

オンラインミニ説明会 オンライン 要予約 

 

2021/12/15(水)～12/17(金) 

大妻嵐山高等学校［女］ 個別・学校見学＆説明会 本校 要予約 

 

2021/12/16(木) 

西武台高等学校［共］ イブニング相談会 サミットストア 柳瀬川駅前店 要予約 

 

2021/12/17(金) 

浦和学院高等学校［共］ 出張個別相談会 大宮ソニックシティ 要予約 

正智深谷高等学校［共］ 個別相談会（夜間） 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 平日個別相談会 本校 要予約 

 

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.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
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://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://shochi.jp/admission/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://shochi.jp/admission/
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
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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 

城西大学付属川越高等学校［男］ 個別相談会 本校 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 学校説明会・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 

国際学院高等学校［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］ 部活動体験（女子バレーボ

ール部） 

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 

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) 

開智高等学校［共］ 個別相談会 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］ 個別相談会(学内) 本校 要予約 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 進学相談（本校会場） 本校 要予約 

東邦音楽大学附属東邦第二高等学

校［共］ 

オペラ彩定期公演『カルメ

ン』 

和光市民文化センタ

ー サンアゼリア 

要予約 

東野高等学校［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 

 

https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
https://www.k-josai.ed.jp/k-josai-info/event_high
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/reimei/information/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
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
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/
https://koutoubu.kaichigakuen.ed.jp/admission/meeting/
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
http://www.sakaekita.ed.jp/2017sakaekitahp/setumeikai2017/setumeikai2017.html
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.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://www.toho-music.ac.jp/highschool2/admission/
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
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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) 

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 

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 

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］ 個別相談会 大宮ソニックシティ 要予約 

浦和麗明高等学校［共］ 部活動体験会（サッカー部） 本校 要予約 

叡明高等学校［共］ 公開練習会（硬式テニス部） － 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 

開智未来高等学校［共］ 入試解説会 本校 要予約 

開智未来高等学校［共］ 個別相談会 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 

埼玉栄高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

埼玉平成高等学校［共］ 個別相談会 本校 － 

埼玉平成高等学校［共］ クラブ見学会（男子バスケッ

トボール部） 

本校 要予約 

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 

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］ 施設ツアー 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］ 個別相談会 本校 要予約 

細田学園高等学校［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］ 中学生のための書道教室 － 要予約 

山村学園高等学校［共］ 学校説明会・個別進学相談会 本校 要予約 

 

2021/12/19(日)～12/24(金) 

秀明英光高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

 

http://www.urajitsu.ed.jp/sh/
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://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
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/eimei/information/
https://www.omiyakaisei.jp/hs/entrance/hsevent/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
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.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
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/
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.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.hosodagakuen.jp/admission/index.html
https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://www.shumei-eiko.ac.jp/admission/school_tour/
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2021/12/20(月) 

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 

 

2021/12/20(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) 

西武台高等学校［共］ イブニング相談会 サミットストア 柳瀬川駅前店 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 平日個別相談会 本校 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 

 

2021/12/22(水) 

山村学園高等学校［共］ ナイト個別進学相談会 本校 要予約 

 

2021/12/23(木)～12/26(日) 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 進学相談（本校会場） 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 

埼玉栄高等学校［共］ 個別相談 本校 要予約 

 

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 

 

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 

http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/school-briefing/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
http://www.eimei-urawareimei.ac.jp/eimei/information/
http://www.seibudai.ed.jp/category/exam
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
http://www.yamamuragakuen.ed.jp/
https://tsfh.jp/entrance_exam/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
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.saitamasakae-h.ed.jp/h/examinee/explain/
https://www.yamamurakokusai.ed.jp/examination/session/
http://www.hoshino.ac.jp/05student/5_1explanation.html
https://www.kawagoehigashi.ed.jp/admission/index.html
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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 

開智未来高等学校［共］ 個別相談会 本校 要予約 

国際学院高等学校［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 － 

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 

細田学園高等学校［共］ 個別相談会 － 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 

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 

 

2021/12/25(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 本校 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］ 個別相談会 本校 要予約 

花咲徳栄高等学校［共］ 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 

細田学園高等学校［共］ 吹奏楽部 Xmas Concert2021 本校 要予約 

 

https://www.johokusaitama.ac.jp/high/
https://uragaku.ac.jp/jukensei/
https://www.kaichimirai.ed.jp/exam-h/briefing/
https://jsh.kgef.ac.jp/khs/examinee/event/
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.hosodagakuen.jp/admission/index.html
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/
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.dokkyo-saitama.ed.jp/s-examinee_detail.html?eid=00001
https://www.hanasakitokuharu-h.info/guideline/orientation
https://eishin.ac/exam/briefing
https://www.bunan.ed.jp/highschool/admission.html
https://www.hosodagakuen.jp/admission/index.html
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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 

 

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 

東京成徳大学深谷高等学校［共］ 進学相談（本校会場） 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 

武蔵越生高等学校［共］ 電話予約による個別相談 － － 

 

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 

 

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/
http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/admission/highschool/
https://www.saitamaheisei.ed.jp/examination/high-school
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.akikusa.ac.jp/hs/examinee/openschool.html
https://www.jiyunomori.ac.jp/nyugaku/event.php?id=3
https://www.musashiogose-h.ed.jp/admission/meeting/
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/
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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 － 

 

【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.honjo-higashi.ed.jp/senior/appli/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
https://www.musashino-music.ac.jp/highschool/examination/
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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