
愛国学園大学附属四街道高校（四街道市）

あずさ第一高校（野田市）

我孫子二階堂高校（我孫子市）

市川高校（市川市）

市原中央高校（市原市）

植草学園大学附属高校（千葉市）

桜林高校（千葉市）

明聖高校（千葉市）

茂原北陵高校（茂原市）

八千代松陰高校（八千代市）

横芝敬愛高校（横芝光町）

流通経済大学付属柏高校（柏市）

麗澤高校（柏市）

わせがく高校（多古町）

和洋国府台女子高校（市川市）

10/17、10/24、11/6、11/7、
11/14、11/28、12/5
12/1～

学校説明会

学校説明会

学校説明会

個別相談会

10/10、11/14、11/28、12/5
11/7、11/21

学校説明会

授業見学会

個別相談会

10/25、11/28 

学校説明会
10/17、11/3、11/21、12/5
（オンラインにて実施）

10/3、10/10、10/24、10/31
11/30～12/4、12/5
11/7、11/21、11/28

学校説明会 10/17、10/24、10/31、
11/7、11/14、11/21、11/28
（オンライン説明会同時開催）

学校説明会 11/14、11/21
ミニ見学会 11/28 

学校説明会
10/18、10/25、11/3 、11/21、12/13 

学校説明会
10/3、10/24、11/7、11/14、11/21
動画配信型WEB説明会 常時配信中

学校見学

10/3、11/7、12/13、1/23、2/7・27、3/13
10/17、11/14、12/5、1/10
10/17、12/5  ※入学相談・学校説明は随時

説
個

授

木更津総合高校（木更津市）

暁星国際高校（木更津市）

敬愛学園高校（千葉市）

敬愛大学八日市場高校（匝瑳市）

光英VERITAS高校 現：聖徳大学附属女子（松戸市）

国府台女子学院高等部（市川市）

志学館高等部（木更津市）

芝浦工業大学柏高校（柏市）

10/17

11/7、11/28、12/25、12/26
11/14、12/5

学校説明会

個別相談会

学校説明会

学校説明会

学校説明会

個別相談会

10/31、11/28
オンラインは随時実施

学校説明会 個別相談会

個別ミニ説明会

11/7、11/21 
　&

オンラインにて随時実施

学校説明会

入試説明会

入試説明会

入試説明会

10/24、11/7、11/21、11/28

10/24、10/31、11/21

入試説明会
10/18、11/8、11/22

11/14、11/28

入試説明会
10/3、10/17、10/31、11/21、11/28

入試説明会
10/4、10/25、11/8、11/23、11/29、12/6
（すべてオンライン同時実施）

入試個別相談会 11/21、12/5

10/25
体験入学 11/7

個別相談会
10/10
11/7、11/14、11/21、12/5、
12/12、12/19

渋谷教育学園幕張高校（千葉市）

入試説明会 11/8

※日程が変更になる場合がありますので
　必ず学校ホームページで確認して
　からご参加下さい。

監修：千葉県私立中学高等学校協会

10/3以降 毎週土曜日
（11/14、12/16、1/2・16、3/20を除く）

説

個

千葉聖心高校（千葉市）

10/10・31、11/7・21・28、12/5・12
11/14

説明会 個別相談模擬授業& &

& &説明会 個別相談公開授業

中山学園高校（船橋市）
学校説明会
10/17、10/24、11/21、11/28、12/12、1/9
個別相談  随時受付

鴨川令徳高校（鴨川市）
10/3、10/17、11/3、11/15学校説明会

個別相談会

秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高校（八千代市）

翔凜高校（君津市）

昭和学院高校（市川市）

昭和学院秀英高校（千葉市）

西武台千葉高校（野田市）

専修大学松戸高校（松戸市）

拓殖大学紅陵高校（木更津市）

千葉英和高校（八千代市）

千葉学芸高校（東金市）

千葉敬愛高校（四街道市）

千葉経済大学附属高校（千葉市）

千葉県安房西高校（館山市）

千葉商科大学付属高校（市川市）

10/3、10/17、11/3、11/15、
11/28、12/25

学校説明会
10/3、11/14 、11/28、12/5

学校説明会 10/4、10/25、11/15、
11/29、12/6、12/12

学校説明会 10/3、11/3、11/23、12/12
※12/12はダイジェスト版

学校説明会 11/7

学校説明会

個別相談会 校内見学会

10/17・24、11/14・21・28
12/1・2・3・4&

入試説明会

入試個別相談

10/31、11/7・21・28、12/5 

入試説明会 10/3、10/17 

入試説明会
10/31、11/7、11/15、11/21、11/29

学校見学会 11/21

学校見学会 10/3

学校説明会 体験入部&
授業体験&

10/4・25、11/14・29

11/2～12/11

10/17、11/28、12/12 1/23、2/20、3/13
柏キャンパス・勝田台キャンパス・西船橋キャンパス
稲毛海岸キャンパスでも実施。
オンライン相談は随時受付

説 個多古本校

千葉県私立高校
説明会・相談会日程

学校説明会 個別相談会 入試説明会説 個 入 授業体験会授
10月以降の説明会・相談会情報です。予約制の場合が多いので各校HPからご予約ください。
表中の略語は次の通りです

10/3、10/25、11/8、11/21
（すべてオンライン）
10/3～12/13の土・日・祝日

学校見学会 10/10（オンラインの可能性あり）

入試説明会 11/21、12/5（オンラインの可能性あり）
部活動体験会 10/10、11/14、11/21、12/5

学校説明会

10/17、10/31、11/14、11/28
学校説明会

成田高校（成田市）

二松学舎大学附属柏高校（柏市）

日本体育大学柏高校（柏市）

日本大学習志野高校（船橋市）

日出学園高校（市川市）

不二女子高校（市川市）

学校説明会

個別相談会

個別相談会

10/3、10/24、10/31、11/14、
11/23、12/5、12/12
12/25 

個別相談会 ほぼ毎日実施

10/31、11/7、11/14、11/21、11/28、
12/5、12/12 

学校説明会

10/10、10/24、11/21、11/28 
（すべてオンライン）

学校説明会

11/28、12/5

10/3、10/10、10/24、11/3、
11/14

学校説明会

11/7、11/28
（両日ともオンライン）

学校説明会

千葉日本大学第一高校（船橋市）

千葉萌陽高校（香取市）

千葉明徳高校（千葉市）

千葉黎明高校（八街市）

中央学院高校（我孫子市）

中央国際高校（御宿町）

東海大学付属市原望洋高校（市原市）

東海大学付属浦安高校（浦安市）

東京学館高校（酒々井町）

東京学館浦安高校（浦安市）

東京学館船橋高校（船橋市）

東邦大学付属東邦高校（習志野市）

東葉高校（船橋市）

学校説明会

10/3、11/14
（オンライン）

学校説明会 個別相談会

10/24、11/7、11/22、12/6
&

学校説明会

個別相談会

10/17、11/8
（オンライン同時実施）

10/24、10/31、11/7、11/14、
11/21、11/28、12/5

10/17、11/8  説明会終了後

学校説明会
土曜見学会

10/4、11/3、11/22
10/17、11/14、11/28

平日学校見学  随時受付

高校は募集がありません

入試相談会

入試説明会 入試個別相談会

入試個別相談会

&

イブニング説明会

イブニング個別ミニ説明会

&
10/3、10/17、10/24、11/7、11/21、12/5

10/15、11/11、12/8

9/8～12/18までの火・金
10/10、10/24、10/31

10/17は入試個別相談会のみ

入試説明会
10/10、10/24、11/7、11/21、11/27
9～12月の月・水 校舎見学会あり

入試説明会 10/24、11/7・11・23・26、12/5
学外入試説明会 11/4・5・12・17・19

随時（月）～（金） 

入試個別相談会 10/11、11/8、12/6

）型ンイランオ（  7/11
）型校来（  5/21、82/11

学校説明会

・学校説明会 見学・相談

11/28
見学説明  随時受付
学校説明会

10/31オープンスクール

11/7、11/14、11/21、11/28学校説明会

（オンライン同時実施）

入試説明会

10/3、10/17、10/24、11/21、11/28、
12/5、12/12、3/6、3/13

※校名をクリックすると学校ホームページが開きます。

http://www011.upp.so-net.ne.jp/aikokuyotukaido/
https://www.azusa1.ed.jp
https://www.abini.ed.jp
http://www.ichigaku.ac.jp
https://www.kimigaku-ich.ed.jp
https://www.uekusa.ac.jp
http://www.orin.ed.jp/index.cgi
https://reitoku.ed.jp
https://www.kimigaku.ed.jp
http://www.gis.ac.jp
http://www.hs-keiai.ac.jp
https://keiai8.ed.jp
https://koei-veritas.jp
https://www.konodai-gs.ac.jp
http://www.shigakukan.ed.jp
https://www.ka.shibaura-it.ac.jp
https://www.shibumaku.jp
http://www.shumeiyachiyo.ed.jp
https://shorin-global.ed.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.showa-gkn.ed.jp/js/
https://www.showa-shuei.ed.jp
https://www.seibudai-chiba.jp
https://www.senshu-u-matsudo.ed.jp
http://www.koryo.ed.jp
http://www.ceh.ed.jp
https://www.cgh.ed.jp
http://www.keiai.ed.jp
https://www.cku-h.ed.jp
https://anh.ed.jp
https://www.hs.cuc.ac.jp
https://www.chibaseishin-h.ed.jp
http://www.chibanichi.ed.jp
http://www.chibahoyo.ed.jp
https://www.chibameitoku.ac.jp
http://www.reimei.ac.jp
https://www.chuogakuin-h.ed.jp
http://www.chuo-kokusai.ac
https://www.urayasu.tokai.ed.jp
https://www.boyo.tokai.ed.jp
http://www.tokyogakkan.ed.jp
http://www.gakkan-urayasu.ed.jp
http://gakkan-f.jp
https://www.tohojh.toho-u.ac.jp
https://toyohs.ed.jp
http://nakayama-gakuen.ac.jp/ngh/
https://www.narita.ac.jp/jhs_hs/
https://www.nishogakusha-kashiwa.ed.jp
https://k-nittai.ed.jp
http://www.nnhs.cst.nihon-u.ac.jp
http://high.hinode.ed.jp
https://fujijyoshi.ed.jp
https://www.meisei-hs.ac.jp
http://mobara-hokuryou.sakura.ne.jp
https://www.yachiyoshoin.ac.jp
https://www.yokokei.jp
https://www.ryukei.ed.jp
https://www.hs.reitaku.jp
https://www.wasegaku.ac.jp
https://www.wayokonodai.ed.jp



