
●１０月１０日実施の『小６統一合判』および『小５統一合判』に掲載した
　資料です。但し、体育祭・文化祭につきましては、一般公開をしてい
　ない場合がありますので、掲載しておりません。
　また、日時の変更および中止の場合もありますので、事前に各中学校
　へお問い合わせ願います。

首都圏模試センター・情報ステーション

　◆１０月１１日以降の『学校説明会日時･見学行事＜体育祭･文化祭等＞』
　　を掲載しています。日時等については、変更･中止の場合がありますの
　　で、事前に各校へ直接お問い合わせをお願いします。

　◆学校説明会の日時・行事日程、見学が可能な体育祭・文化祭の日程を掲
　　載しているため、非公開および既に終了している行事については、掲載
　　しておりません。

　◆予約が必要な行事は、申し込み締め切り日に関係なく、定員になり次第
　　締め切りとなる場合もありますので、ご注意下さい。また、掲載してい
　　ても、既に申し込み受付を終了または定員となり締め切りとなっている
　　場合がありますことを予めご了承願います。

　～ご注意～

　◎駐車場の用意はありませんので、車での来校はご遠慮下さい。また、開
　　始時間に遅れないよう時間厳守でお願いいたします。

　◎学校説明会及び体育祭・文化祭等で、日付の前の＊印は、学校外の場所
　　で実施することを表しています。

表の見方



㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

●男子校【東　京】

(03-3446-6541

(03-3888-5331

(03-3209-5880

(03-3822-0741

(03-3986-0221

(03-3262-3291

(03-3946-4451

(03-3493-0331

(03-3381-7227

佼成学園

㊟予約…各実施日の1ヶ月前より受付

◎学校説明会[★要予約]…10/29(14:00～15:30), 11/20､12/18(10:30～12:30◇入試問題解説会あり)

　　　　　　 　　　　 　1/8(10:30～12:30◇入試体験会あり), 3/12(10:30～12:00◆新小5･6年対象)

◎適性検査型入試説明会[★要予約]…10/30(10:30～12:00), 12/23(10:30～12:00◇プレテストあり)

◎イブニング説明会[★要予約]…11/4(18:30～19:30)

●ＩＣＴ教育授業公開[★要予約]…10/15､11/5(10:30～12:30)

●ファイナル相談会[★要予約 ◆小6年対象]…1/13(13:00～18:00), 1/14･15(9:00～12:00)

攻玉社
◎入試説明会[◆小6年対象]…10/15､12/3､1/14(10:20～12:00)

◎学校説明会[◆小5年以下対象]…10/15(14:00～15:30)

◎土曜説明会[★要予約･申込:各実施日の14日前より受付､定員制]…10/29､11/26､2/25(11:00～13:15)

●オープンスクール[★要予約･申込:実施日の14日前より受付､定員制 ◆小4～6年対象]…11/12(①13:30～ ②14:45～)

京華

◎説明会…10/16(14:00～15:30◇入試問題解説<国･算>あり), 11/6(14:00～15:30◇入試問題解説<社･理>あり)

　　　　　11/27(14:00～15:30◇入試問題解説<国･算>あり), 12/18(14:30～16:00◇入試問題解説<社･理>あり)

　　　　　1/8(9:00～11:00◇模擬入試体験あり)

◎適性検査型入試説明会…11/27(10:00～11:30◇入試問題解説<適性検査Ⅱ型>あり)

◎ナイト説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/28､12/9(18:30～19:30)

●個別相談会…12/18(10:30～12:00), 1/15(11:00～12:30)

暁星
●学校見学会…10/22(9:00～12:00)

学習院
◎学校説明会…＊10/22､＊11/19(14:00～■学習院創立百周年記念会館正堂で実施)

開成 ◎学園説明会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約･申込:10/21消印有効 ◆小5･6年対象]

　　　　　　 …10/29(①9:30～11:30 ②13:00～15:00 ③15:30～17:30)

　　　　　　 　10/30(①13:00～15:00 ②15:30～17:30)

海城
◎学校説明会[★要予約､定員制]…10/15･16(①9:15～10:15 ②10:45～11:45 ③13:15～14:15 ④14:45～15:45)

足立学園

◎入試説明会[★要予約]…10/15､12/10(10:00～)

◎ミニ説明会[★要予約]…10/19(11:00～), 11/24(18:00～)

●小6年対象入試体験会[★要予約]…11/6(8:30～)

●小6年対象入試問題解説会[★要予約]…11/12(14:00～)

●小6年対象入試直前対策[★要予約･申込:詳細未定]…1/14(10:00～)

●小4･5年対象中学校体験会[★要予約･申込:詳細未定]…2/18(14:00～)

●入試報告会[★要予約･申込:詳細未定]…3/18(詳細未定)

麻布 ◎学園説明会…10/15･16(14:00～16:30★予約受付終了 ◆小5･6年対象)

　　　　　　　10/22(14:00～16:30)

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3466-8221

<小平市>

( 042-321-0312

(03-3431-2629

[2017年より校名変更]

(03-5994-0721

(03-3956-3157

(03-3918-5311

(03-3917-1121

(03-3341-6141

(03-3411-8661

世田谷学園
◎小6年対象入試説明会[★要予約､定員制]…10/15･17･19･21､11/5･15･17･20(10:30～)

　　 　　　　　　　　 　　　　 　　　 　12/3(10:30～★申込:11/1より受付)

◎小6年対象入試直前説明会[★要予約･申込:11/1より受付､定員制]…12/17(10:30～)

◎小5年以下対象入試説明会[★要予約､定員制]…10/11､11/14･26(10:30～)

成城 ◎説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付､定員制]

　　　　 …10/19･29､11/9･19､1/14(10:30～12:30◇校内･授業見学可)

聖学院
◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ◇思考力セミナーあり ※上履き持参]

　　　　　　 …10/22(10:30～12:30◇帰国対象の説明あり), 11/26(10:00～13:30◇授業体験･過去問体験<1科>あり)

　　　　　　　 12/23(10:00～15:00◇過去問体験<4科>あり), 1/14(10:30～12:30)

◎プレミアム説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ※上履き持参]…12/6(10:30～12:00)

巣鴨
◎学校説明会[※上履き持参]…10/15､11/5(10:00～12:00)

城北
◎入試説明会[◆小6年対象]…11/23(10:00～12:00), 12/3(13:30～15:30)

芝浦工業大学附属
<現 芝浦工業大学>

◎説明会[★要予約･各実施日の約1ヶ月前より2日前まで受付､定員制 ◆小4～6年対象]

　　　　 …＊10/30､＊11/20､＊12/4(9:30～11:45■豊洲新校舎で実施)

◎イブニング説明会[★予約受付終了､定員制 ■芝浦工大 豊洲ｷｬﾝﾊﾟｽで実施]…＊10/12(18:30～20:00)

●体験入学[★要予約<抽選>､定員制]…11/19(13:45～15:40★申込:10/18～10/23 ◆小5･6年対象)

　　　　　 　　　　 　　  　　　 　2/18(13:45～15:40★申込:1/17～1/22 ◆小4･5年対象)

芝
◎学校説明会…10/18･19､11/5･26(11:00～12:50◇校内見学可)

サレジオ
◎学校説明会…12/17(15:00～)

駒場東邦
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3441-7201

(03-3415-0104

(042-577-2171

(03-3943-3651

(03-3322-6331

(03-3943-2161

(03-3917-1456

(03-5984-3741

(03-3362-8704

明治大学付属中野 ◎学校説明会[★要予約]…10/22(①9:30～11:30 ②14:00～16:00)

　　　　　　 　　　　 　11/11(10:00～12:00)

武蔵
◎学校説明会…11/12(13:30～15:00)

本郷 ◎学校説明会[◇施設見学可]…10/15(14:30～)

◎入試説明会[◇施設見学可]…11/1(10:30～◇授業見学可), 11/26(14:00～)

●親子見学会[★要予約･申込:12/1より受付]…12/23(①10:30～12:00 ②14:00～15:30)

日本大学豊山
◎学校説明会…11/20(13:00～14:30)

◎入試説明会…12/4(13:00～14:30), 1/14(14:00～15:30)

●体験授業･部活動体験[★要予約 ※上履き持参]…11/20(13:00～)

●授業参観デー[※上履き持参]…11/26(8:35～12:25)

●入試解法ミニ講座[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…12/4(13:00～), 1/14(14:00～)

日本学園 ◎説明会…11/4､12/2(10:00～), 12/21､1/20(18:00～)

●オープンキャンパス[★要予約]…10/22(9:00～)

●入試体験[★要予約･申込:詳細未定]…11/23(詳細未定)

獨協 ◎学校説明会…10/16､11/13(13:30～15:30), 12/25(11:30～12:30), 1/15(10:00～12:00)

◎入試問題説明会…12/25(10:00～11:15)

●体験授業[★要予約]…10/16(13:30～15:30), 11/13(13:30～15:30★申込:10/下旬より受付)

桐朋 ◎学校説明会[★要予約､定員制 ※上履き持参]…10/15(14:00～16:00)

　　　　　　 　　　　 　　　 　　　　　　 　11/26(14:00～16:00★申込:11/13より受付)

東京都市大学付属
◎入試説明会[★要予約 ◇帰国生説明あり]…11/20(10:00～12:30)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　 　1/8(10:00～12:30★申込:11/21より受付)

◎イブニング説明会[★要予約 ◇帰国生説明あり]…12/16(18:30～)
◎土曜ミニ説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付､定員制 ◇帰国生説明あり]

　　　　　　　　 …10/15･29､12/3､1/14･21(10:00～11:30)

●過去問チャレンジ[★要予約､定員制 ◆小6年対象]…11/20(10:00～12:30)

高輪 ◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の前日正午まで ◇校内見学可 ※上履き持参]

　　　　　　 …11/6(①10:00～12:00 ②14:00～16:00), 12/3(14:00～16:00), 1/8(10:00～12:00)

－ 3 －



㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(042-393-5611

(03-3985-2707

(03-3202-7674

(03-5991-4151

●男子校【神奈川】

(045-421-3281

(0467-46-7711

(0467-22-0994

(045-562-1181

(045-591-8222

サレジオ学院 ◎学校説明会[★要予約 ※上履き持参]…11/12(14:00～15:40)

●入試報告会[★要予約･申込:2/中旬より受付]…3/19(①10:00～ ②14:30～)

慶應義塾普通部

鎌倉学園 ◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …10/22(13:00～14:30), 11/7(10:00～11:30), 11/26(13:00～14:30)

●入試に向けて[★要予約･申込:11/10より受付 ◆小6年保護者対象]…12/10(10:00～11:30)

栄光学園 ◎学校説明会…11/26(10:00～11:30)

●オープンスクール…10/29(14:00～16:00◇一部の講座は､要予約)

浅野 ◎入試説明会[★要予約､定員制 ◆小5･6年の保護者対象 ※上履き持参]

　　　　　　 …10/15(14:00～16:00), 10/17･18(11:00～13:00)

●部活動見学体験会…3/18(詳細未定)

早稲田大学高等学院
◎学校説明会…11/20(10:00～11:20◇校内見学可)

早稲田

立教池袋 ◎学校説明会[◇構内見学可]…11/15(14:30～17:00頃)

●個別相談…11/2･3(12:00～14:00)

明法

◎学校説明会[※上履き持参]…1/28(10:00～11:30), 3/25(10:00～11:00◆小4･5年対象 ◇入試報告会)

◎明法ＧＥ説明会[※上履き持参]…10/15(14:30～17:30)

◎入試傾向説明会[※上履き持参]…11/23(9:00～13:00)

●明法ＧＥ体験教室[★要予約 ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…10/15(14:30～17:30)

●ＧＥ講座見学会[※上履き持参]…10/26(13:30～15:30頃◇ＧＥミニ説明会あり)

●入試体験会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象 ※上履き持参]…11/23(9:00～13:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(046-871-2062

(045-621-2051

(045-971-1411

(0466-23-3150

(045-401-9042

(045-781-3395

●男子校【埼　玉】

(049-224-5665

(049-235-3222

(048-471-2323

立教新座

城北埼玉 ◎学校説明会[■スクールバスの運行<要確認>あり]…10/23､11/19(13:30～16:00)

　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 　　 　12/3(10:00～12:30)

城西川越

◎学校説明会[※上履き･筆記用具持参 ■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …10/21(14:30～16:00◇校内見学あり), 11/9(10:30～12:00◇授業･校内見学あり)

　　　　　　 　12/3(14:30～16:00◇校内見学あり)

●オープンスクール[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/5(10:30～15:30)

●問題解説学習会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/23(詳細未定 ◇ミニ説明会あり)

●入試相談会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…12/3(9:00～12:00)

横浜
◎学校説明会…11/19､12/10､1/11(10:00～)

◎ミニ説明会…11/3(10:00～), 11/13(詳細未定), 11/23(10:00～)

●学校見学会[★要予約]…10/15(10:00～12:30)

●入試問題体験会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…12/10(10:00～)

武相
◎学校説明会…10/15(9:30～11:30◇授業見学あり)

　　　　　　　11/3(9:00～10:30), 11/12(9:30～11:30◇高校生トークショーあり)

　　　　　　　12/4､1/15(9:00～10:30)

●プレ入試にチャレンジ…12/10(詳細未定)

藤嶺学園藤沢
◎学校説明会[※上履き持参]…10/20(10:30～12:30)

◎入試説明会[※上履き持参]…11/2･26(10:30～)

◎入試問題対策説明会[※上履き持参]…12/10(10:30～)

◎入試直前説明会[※上履き持参]…1/9(10:30～)

桐蔭学園中等教育学校

◎予約制説明会[★要予約]…10/11(10:00～★予約受付終了), 11/18(10:00～★申込:10/18より受付予定)

◎学校説明会…10/29(10:30～12:30◇授業見学可)

◎入試説明会…12/10(10:00～12:30)

◎小6年対象学校説明会[★要予約･申込:12/21より受付予定]…1/21(10:00～12:30◇授業･校内見学可)

●桐蔭第九の会…11/3(14:30～16:00)

●入試体験会[★要予約･申込:11/10より受付予定 ◆小6年対象]…12/10(9:30～12:30)

聖光学院 ◎学校説明会…10/29(14:00～◇校内見学あり､帰国生入試の説明会<13:00予定～>あり)

●聖光音楽祭…11/19(詳細未定)

逗子開成
◎入試説明会[★要予約]…11/5(10:00～12:30), 12/9(14:00～16:00)

●水曜見学会[★要予約]…10/12(10:00～12:00), 11/16(10:00～12:00★申込:11/6より受付)

●土曜見学会[★要予約]…10/15(10:00～12:00), 11/12(10:00～12:00★申込:11/6より受付)

　　　　　　 　　　　 　12/17(10:00～12:00★申込:12/11より受付)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

●男子校【その他】

<愛知県>

(0533-58-2406

<静岡県>

(054-285-9136

<北海道>

(0138-52-0365

<北海道>

(011-883-4651

●女子校【東　京】

(03-3658-4111

(03-3941-9548

(03-3659-1241

(03-3811-0147

桜華女学院

(042-391-4133

◎学校説明会[※上履き持参]…10/15､11/19(14:30～16:00)

◎入試説明会[※上履き持参]…12/24(10:00～12:00)

●オープンキャンパス･部活動体験[※上履き持参]…11/14(15:30～)

●トワイライト個別相談会[★要予約 ※上履き持参]…12/5～12/9(詳細未定)

桜蔭 ◎学校説明会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約･申込:10/20まで､定員制]…10/26(9:30～12:00◆小5･6年の保護者対象)

　　　　　　 　　　　    　　 　　      　　 　　　 　10/29､11/5(9:30～12:00◆小5･6年対象)

　　　　　　 　　　　    　　 　　      　　 　　　 　11/9(9:30～12:00◆小4年以下の保護者対象)

江戸川女子 ◎学校説明会[◇校内見学可]…10/15､11/12､12/3(10:00～11:30◇理科実験教室<要予約>あり)

●施設見学会[★要予約]…12/3･10･17(13:00～16:00)

跡見学園 ◎学校説明会[◇校内見学可]…11/5､12/3､1/14(10:30～12:20)

●体験授業[★要予約･申込:詳細未定､定員制]…10/29(14:00～16:00)

●クラブ発表･見学会…11/12(13:30～16:00◇一部のイベントは､要予約)

愛国
◎学園説明会[◇高等学校プチ体験･施設･クラブ見学等あり ※上履き持参]

　　　　　　 …10/16､11/6(10:00～), 11/16(16:30～)

　　　　　　 　11/20･26(①10:00～ ②14:00～), 12/4､1/9(10:00～)

●戴帽式[※上履き持参]…11/12(要問い合わせ)

北嶺 ◎学校説明会…10/22(9:30～15:30◇オープンスクールあり)

　　　　　　　＊11/26(13:00～15:00■神奈川<ＴＫＰ横浜駅西口カンファレンスセンター>で実施)

　　　　　　　＊11/27(10:00～12:00■東京<ＴＫＰ品川カンファレンスセンターＡＮＮＥＸ>で実施)

函館ラ・サール ◎学校説明会…＊11/23(10:00～12:00■ＴＯＣ有明で実施)

　　　　　　 　11/26(10:00～12:00)

静岡聖光学院 ◎入試説明会…10/15(13:30～), 11/11(19:00～), 11/12､12/17(13:30～)

◎ブース形式の説明会…＊10/29(13:00～16:00■聖光学院<横浜市>で実施)

◎説明会ｉｎ横浜…＊10/30(10:30～■聖光学院<横浜市>で実施)

海陽中等教育学校 ◎学校説明会…＊11/12(①10:00～ ②14:00～ ■ＡＰ浜松町で実施)

●学校見学会[★要予約･申込:各実施日の2日前まで]…11/12･23(10:30～14:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3420-0136

(03-5275-6002

(042-372-9113

(03-3389-7211

(03-3774-1151

(03-3203-1901

(03-3984-8321

(03-6383-3751

(03-3895-4490

北豊島 ◎学校説明会[★要予約]…10/30､11/13･27､1/8･15(10:00～11:30)

◎入試説明会[★要予約]…12/11･23(10:00～11:30)

●特別奨学生セミナー[★要予約]…10/16､11/20､12/18(9:00～)

神田女学園 ◎学校説明会…10/29､11/12､1/14(14:00～15:00)

●入試模擬体験[★要予約･申込:11/1～12/9 ※上履き持参]…12/11(8:30～12:30)

●クリスマスコンサート…12/17(13:30～15:00)

川村
◎ミニ説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/22(14:00～), 11/23(10:00～)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　12/10､1/7･21(14:00～)

●オープンクラス･キャンパスツアー[★要予約･申込:詳細未定]…10/14(10:30～)

●チャレンジ講座[★要予約･申込:詳細未定]…10/22(14:00～◇ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ), 11/23(10:00～◇ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ)

　　　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　12/10(14:00～◇ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ), 1/7･21(14:00～◇ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗｽ)

学習院女子 ◎学校説明会[■学習院戸山キャンパスで実施 ㊟満席となった場合は､別室にて中継の場合あり]

　　　　　　 …＊11/19(◆小5年以下対象14:00～15:00◇校内見学<15:00～16:00>可,
　　　　　　 　　      ◆小6年対象15:30～16:40◇校内見学<14:30～15:20>可)

小野学園女子
◎学校説明会[★要予約]…10/22(10:40～◇施設見学<9:40～>可)

　　　　　　 　　　　 　1/14(10:00～★申込:11/4より受付 ◇入試直前ワンポイントアドバイス)

●個別見学会[★要予約､定員制]…10/15､11/12(10:45～◇授業見学可)

●適性検査型入試答案練習会[★要予約･申込:詳細未定]…12/18(9:00～)

●事前相談[★要予約･申込:12/21より受付]…1/21･28(9:00～14:00)

大妻中野
◎学校説明会[※上履き持参]…10/15(10:15～)

◎アフターアワーズ説明会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/18(19:00～)

◎入試問題説明会[◆小6年対象 ※上履き持参]…11/19､12/10(10:15～), 1/6(9:30～◇入試体験<要予約>あり)

◎海外帰国生入試･グローバル入試説明会[※上履き持参]…10/15(14:00～)

●オープンデー<学校公開日>[※上履き持参]…11/27(10:00～15:30◇ミニ説明会あり)

大妻多摩
◎学校説明会[★要予約･申込:10/26～11/16 ※上履き持参]…11/17(10:00～◆主に小5年以下対象 ◇授業･施設見学あり)

◎入試説明会[★要予約 ※上履き持参]…1/6(9:00～★申込:12/14～1/5 ◆初めて来校の小6年対象 ◇入試模擬体験等あり)
●中学生活体験日[★要予約･申込:10/12～11/4 ◆小3～6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　 …11/5(10:00～13:00頃◇学校説明会､算数ワンポイント授業<小6年対象>等あり)

●入試模擬体験[★要予約･申込:11/2～11/22 ◆小6年対象 ※上履き持参]…11/23(9:00～12:00頃◇入試説明会あり)

●入試報告会[★要予約･申込:2/15～3/10 ※上履き持参]…3/11(13:00～15:00頃)

大妻

◎学校説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ■大妻講堂で実施]

　　　　　　 …＊12/18(10:30～11:40◇校内見学可)
◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ■大妻講堂で実施]

　　　　　　 …＊10/29､＊11/19(14:00～15:30◆小6年対象 ◇校内見学可)

◎ナイト学校説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付]…10/19(18:30～◆初めて来校の小6年保護者対象)

◎ナイト入試説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付]…11/30(18:30～◆小6年保護者対象)

●オープンスクール[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付]…11/5(14:00～16:00)

鷗友学園女子
◎学校説明会[★要予約､定員制]…10/16(①10:00～11:30 ②13:30～15:00)

　　　　　　 　　　　 　　　 　11/18(10:00～11:30◇校内･授業見学可)

　　　　　　 　　　　 　　　 　12/10(10:00～11:30★申込:11/2より受付 ※上履き持参)
●入試対策講座[★要予約･申込:11/2より受付､定員制 ◆小6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　 …12/10(①13:00～14:30 ②15:00～16:30 ◇試験会場見学可)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(0422-22-8117

(03-3237-2744

(042-661-9952

(03-3416-4722

(03-3946-4434

(03-3303-2115

(03-3315-1911

(042-482-8952

(03-3263-3011

麴町学園女子
◎学校説明会[※上履き持参]…11/17､12/3(10:30～◇授業見学あり)

◎入試説明会[※上履き持参]…1/12(10:30～), 1/21(14:30～)

●入試問題チャレンジ[★要予約 ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…10/23(9:00～)

●入試直前！入試体験[★要予約･申込:詳細未定 ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…12/18(9:00～)

●小5年以下対象体験イベント[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…12/18(14:30～)

晃華学園 ◎入試･学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/22(13:30～15:00), 11/23(10:00～11:30)

●学校見学会[★要予約･申込:詳細未定､定員制]…11/12､12/3(10:00～11:30), 1/7(13:30～15:00)

●入試結果報告会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小5年以下対象]…2/26(13:00～)

光塩女子学院

◎学校説明会…10/15(10:00～11:30◇校内見学･授業参観可)

　　　　　　　11/20(14:00～15:30◇校内見学可)

◎過去問説明会[★要ﾊｶﾞｷ予約･申込:11/26まで ◆小6年対象]…12/3(14:00～16:00)

●親睦会<バザー>…10/30(9:30～15:00)

●校内見学会[★要予約]…11/5(10:30～12:00), 1/7･21(10:30～12:00◆小6年対象)

　　　　　　 　　　　 　2/18(10:30～12:00◆小5年以下対象)

恵泉女学園
◎学校説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ※上履き持参]

　　　　　　 …10/15(10:00～12:00◇クラブ見学あり), 12/10(14:00～16:00◇クラブ見学あり)
◎入試説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ※上履き持参]

　　　　　　 …11/23(①10:30～12:00 ②14:00～15:30), 12/1､1/12(10:00～11:30)

●クリスマス礼拝[★要予約･申込:11/20より受付 ※上履き持参]…12/19(13:00～14:30◇ミニ説明会あり)

京華女子 ◎説明会…11/27(10:30～), 12/25(14:30～★要予約･申込:詳細未定)

●入試問題セミナー[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…11/13､12/11(9:00～)

●直前ガイダンス…1/15(10:30～)

国本女子 ◎入試説明会…11/26(10:00～◇学校公開日)

　　　　　　　12/17(10:00～◇吹奏楽部ミニコンサートあり)

共立女子第二

◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◇授業･校内見学可 ※上履き持参]

　　　　　　 …11/5(11:00～13:00◇入試問題解説会), 3/25(14:00～15:30)
◎入試説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◇校内見学可 ※上履き持参]

　　　　　　 …12/3(14:00～15:30), 12/17(14:00～15:30◇適性検査型入試)

　　　　　　 　12/18(9:30～11:30◇入試体験あり), 1/14(11:00～12:30◇授業見学可)

◎ナイト説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◇校内見学可 ※上履き持参]…11/14(18:00～19:30)

共立女子
◎学校説明会[★要予約]…＊10/22(14:00～■一橋大学 一橋講堂で実施)
◎入試問題説明会[★要予約 ◆小6年対象 ■一橋大学 一橋講堂で実施]

　　　　　　　　 …＊11/3(9:30～), ＊11/12(14:00～), ＊11/23(9:30～), ＊12/3(10:00～)

◎帰国生対象入試問題説明会[★要予約 ◆小6年対象]…11/5(10:00～)

◎入試問題説明会ダイジェスト版[★要予約･申込:詳細未定]…1/15(①9:30～ ②14:00～)
●オープンキャンパス[★要予約･申込:詳細未定]…12/18(9:30～◆小4･5年向け)

吉祥女子 ◎学校説明会…10/12(10:30～12:00◆小6年対象), 10/13(10:30～12:00◆小5年以下対象)

　　　　　　　11/19(◆小6年対象10:30～12:00, ◆小5年以下対象14:00～15:30)

◎入試問題説明会[◆小6年対象]…12/4(①10:30～12:00 ②14:00～15:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3300-2351

(03-3786-1136

(042-350-7123

(03-3409-1771

(03-3474-4048

(03-3918-0511

(03-3811-0237

(03-3441-2005

(03-3411-5115

昭和女子大学附属昭和

◎学校説明会[◇校内見学可]…10/29､11/23､12/23､1/21(10:00～12:00)

●オープンスクール…11/17(13:00～16:15◇授業･クラブ見学可)

●入試問題解説授業[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…11/23､12/23(10:00～12:00)

●体験授業･体験クラブ[★要予約･申込:詳細未定]…12/23(10:00～12:00)

●イングリッシュフェスティバル…1/20(8:30～12:00)

●私の研究 全校発表会…2/18(8:30～12:00)

頌栄女子学院

◎学校説明会[★要予約]…10/11(10:15～12:20◇授業見学あり)

　　　　　　 　　　　 　10/22(13:00～15:00)

　　　　　　 　　　　 　11/10(10:15～12:20★申込:10/12より受付予定 ◇授業見学あり)

●校内案内[★要予約]…10/14･17･31､11/7･11･14･18･21･25･28､
　　　　　 　　　　 　12/2､1/13･16･20･23･27(①15:45～ ②16:15～)

●クリスマスこども会[★要予約]…11/26(13:00～15:00頃)

淑徳ＳＣ
◎学校説明会…10/15､11/12(14:00～), 11/13(11:00～)

◎入試説明会…11/19(14:00～), 11/20･23(①11:00～ ②14:00～), 11/26(14:00～)

　　　　　　　11/27(①11:00～ ②14:00～), 12/3(14:00～), 12/4(①11:00～ ②14:00～)

　　　　　　　12/10(14:00～), 12/11(11:00～), 12/17､1/7･14(14:00～)

十文字

◎学校説明会…10/22(14:00～15:45◇生徒による校内見学等あり)

　　　　　　　11/10(10:00～11:45◇校内見学あり)

◎イブニング説明会[★要予約]…10/14､11/18(18:45～19:45)

●入試体験会[★要予約]…11/20(10:00～12:00)

　　　　　　 　　　　 　12/18(10:00～12:00★申込:10/18より受付)

●個別相談会…12/23､1/7(10:00～16:00の間､随時)

品川女子学院

◎学校説明会[★要予約､定員制]…11/10(10:00～11:40◇これから中学受験を考える方向け)
◎入試説明会[★要予約､定員制 ◆小5･6年の保護者向け]

　　　　　　 …10/27､11/4(10:00～◇校内見学あり), 11/11(18:50～), 11/17(10:00～◇校内見学あり)

　　　　　　 　11/26､12/3(10:00～), 1/12(9:40～◇校内見学あり)

●見学会[★要予約､定員制]…11/12(9:40～)

　　　　 　　　　 　　　 　12/24･26(①9:40～ ②13:30～ ★申込:11/19より受付)

　　　　 　　　　 　　　 　1/14(9:40～)

●オープンキャンパス[★要予約､定員制]…11/19(13:30～17:00)

実践女子学園
◎学校説明会[★要予約]…10/15､11/12､12/17(13:00～15:30), 1/14(10:30～12:30)

駒沢学園女子
◎入試説明会…11/12･19(13:30～)

◎入試直前説明会…1/14(13:30～)

●Ｋｏｍａｊｏゼミ[★要予約]…11/12(13:30～15:30)

●入試シミュレーション[★要予約]…12/10(12:30～)

香蘭女学校 ◎学校説明会…11/12(14:00～◇体験講座あり)

●バザー…11/23(10:00～)

佼成学園女子

◎学校説明会[★要予約 ◇施設見学可]

　　　　　　 …10/15(14:00～15:30)

　　　　　　 　11/13､12/11(10:30～12:00◇入試問題学習会あり)

　　　　　　 　1/7(14:00～15:30◇プレテストあり)

◎新小5･6年保護者対象学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…2/25(14:00～15:30)

●ＰＩＳＡ型 入試問題学習会[★要予約･申込:詳細未定]…12/3(14:00～15:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3263-1711

(03-3917-2277

(03-5340-4541

(042-346-5129

(03-3234-6661

(03-3351-2330

(03-3700-0017

(03-3906-0054

(03-3910-6315

瀧野川女子学園
◎学校説明会[★予約者優先 ◆小4～6年対象]…11/5(13:30～), 12/17､1/14(詳細未定)

●入試チャレンジ[★要予約 ◆小6年対象]…11/19(詳細未定◇2･4科)

　　　　　　　　 　　　　 　　 　　　 　11/26(詳細未定◇解説会､個別相談会)

●個別相談会…10/22､12/10､1/21(13:30～)

星美学園

◎学校説明会[★要予約]…10/15(10:00～11:00), 11/12､12/23(14:00～15:00★申込:詳細未定)

●授業見学会[★要予約]…10/15(11:00～11:45◇懇談会<11:45～12:30>あり)

●授業体験会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小4～6年対象]…11/12(14:00～), 12/23(15:00～)

●新入試制度体験会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…11/12(15:00～16:00)

●授業見学会[★要予約]…10/15(11:00～11:45◇懇談会<11:45～12:30>あり)

●クリスマス会[★要予約･申込:詳細未定]…12/23(16:00～17:00)

●入試体験会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…1/8(8:30～12:00)

聖ドミニコ学園
◎学校説明会[◇校内見学あり]…11/19(10:00～12:00), 1/14(13:00～14:30)

◎イブニング説明会[★要予約 ◇校内見学あり]…10/12(19:00～20:00)

●ドミニっ子体験[★要予約･申込:詳細未定 ※児童のみ上履き持参 ◇ミニ説明会あり]…11/5(13:00～15:30)

●公開授業…11/9､2/14(9:40～14:05◇ミニ説明会<10:30～>あり)

●クリスマスの集い[★要予約･申込:詳細未定]…12/11(10:00～11:00)

成女学園
◎学校説明会…10/15(10:00～12:00◇校内見学あり), 11/26(10:30～13:00◇授業公開･部活動体験<要予約>あり)

◎入試直前対策説明会[★要予約]…1/21(9:00～10:00◇校内見学あり)

●入試対策セミナー…11/19(10:00～12:10◇過去問題配布･解説､校内見学あり)

●個別相談[★要予約]…12/3(9:00～16:00), 12/5～12/9(16:00～18:00)

白百合学園 ◎学校説明会[◇一般入試の説明会終了後､海外帰国生対象の説明あり]

　　　　　　 …10/22(14:00～15:30), 11/12(9:30～11:00), 12/3(14:00～15:30)

●学校見学会…11/12(11:00～13:00◇体験コーナーあり)

白梅学園清修

◎学校説明会[★要予約]…10/15(14:00～16:00)

◎入試説明会[★要予約]…11/19(14:00～16:00◇入試問題説明会), 12/3(14:00～17:00◇入試模擬体験あり)

◎適性検査型入試説明会[★要予約]…11/26(14:00～16:00)

●入試個別相談会[★要予約]…12/20～12/28(詳細未定)

●適性検査型入試体験会[★要予約]…12/23(9:00～10:45), 12/25(10:00～12:00◇解説授業あり)

●授業見学会＆ミニ学校説明会[★要予約]…1/14･21(10:00～12:00)

女子美術大学付属
◎学校説明会…11/26(14:00～15:30)

◎ミニ説明会…10/29(①10:30～ ②13:30～), 10/30(①10:30～ ②12:30～ ③14:30～)

◎ミニ学校説明会…12/3､1/14(14:00～)

●公開授業…11/19･26(8:35～12:40)

●高等学校卒業制作展…＊3/2～＊3/8(9:30～17:30■東京都美術館<月曜休館>で実施)

女子聖学院

◎学校説明会[※上履き持参]…10/22､11/19(14:00～16:00), 1/14(10:00～11:00)

◎ナイト説明会[★要予約､定員制]…＊11/10(19:00～20:00■聖学院新館で実施)

◎プレシャス説明会[★要予約･申込:12/14より受付､定員制 ※上履き持参]…1/14(11:00～13:00)

◎直前説明会[★要予約･申込:12/21より受付 ※上履き持参]…1/21(10:00～12:00)

◎ミニ説明会[※上履き持参]…11/2･3(13:15～)
●早期入試問題対策会[★要予約､定員制 ◆保護者対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　　　 …10/12･13(①10:00～12:30 ②14:00～16:30), 10/19(10:00～12:30)

●入試体験会[★要予約･申込:11/1より受付 ※上履き持参]…12/3(9:00～12:00)

●ＰＴＡクリスマス[★要予約･申込:11/10より受付]…12/10(13:30～15:30)

女子学院 ◎学校説明会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約･申込:10/15消印有効 ◆保護者対象]

　　　　　　 …11/8･10(8:10～10:30), 11/12(10:00～12:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3702-4141

(03-3263-6551

(03-3727-6121

(03-3262-2255

(03-3961-2447

(042-691-1345

(03-3400-0867

(03-3920-5151

(03-3451-6523

東京女子学園

◎説明会[★要予約 ◇施設見学あり ※上履き持参]

　　　　 …10/15､11/13(10:00～12:00), 11/19(14:00～16:00)

　　　　 　12/18(①10:00～12:00 ②14:00～16:00), 1/14･21(10:00～12:00)

●授業体験[★要予約 ※上履き持参]…10/15､11/13(10:00～12:00)

●入試体験[★要予約 ※上履き持参]…11/19(14:00～16:00◇ＰＩＳＡ型入試<小6年対象>､英語入試)

●入試対策勉強会[★要予約 ◆小6年対象 ※上履き持参]…12/18(①10:00～12:00 ②14:00～16:00)

東京女子学院
◎学校説明会…10/22､11/12(13:30～15:00)
●ＴＪＧチャレンジ[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象 ◇入試問題解説会 ]

　　　　　　　　　 …11/5(9:00～11:30), 12/3(13:00～15:30), 1/14(9:00～11:30)

●クリスマス会…12/18(13:30～15:00)

●個別相談会[★要予約･申込:詳細未定]…12/24(9:00～16:00)

東京女学館 ◎学校説明会…12/22(13:00～15:00◇校内見学あり)

◎入試説明会[★要予約･申込:10/22～11/8､定員制 ◆小6年対象]…11/12(10:00～12:00◇授業見学あり)

●オープンスクール…10/22(14:00～16:00)

東京純心女子

◎学校説明会…10/19(10:30～12:30), 11/12(10:30～12:30◇授業･施設見学あり)

◎入試説明会…11/19(14:00～16:00★要予約･申込:詳細未定), 12/23(9:00～10:00◇適性検査型入試説明会)

　　　　　　　1/8(14:00～16:00★要予約･申込:詳細未定)

●小6年対象入試体験会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/19､1/8(14:00～16:00)

●クリスマス･ページェント[★要予約･申込:詳細未定]…12/23(10:30～12:30)

●小6年対象個別相談会[★要予約･申込:詳細未定]…1/14(10:00～16:30)

東京家政大学附属女子
◎学校説明会…11/13(10:00～12:00), 12/10(14:00～16:00◇入試体験<要予約･申込:詳細未定>あり)

　　　　　　　1/7(10:00～12:00), 1/21(14:00～15:30)

●ミニ学校見学会[★要予約]…10/15･29､11/5･12･19･25､12/3､1/13(10:00～)
●スクールランチ試食会[★要予約･申込:各実施日の約1か月前より受付]

　　　　　　　　　　　 …10/30(11:00～12:30◆小4～6年対象), 2/26(11:00～12:30◆新小6年対象)

東京家政学院

◎説明会…10/15(14:00～15:30◇ライフキャリア教育)

　　　　　11/26(14:00～15:30◇過去問題解説説明会), 12/24(10:00～11:30◇入試直前対策授業)

　　　　　1/14(14:00～15:30◇入試直前対策説明会), 3/25(10:00～11:30◆新小6年対象)

●キャンパスツアー…11/5､1/7(11:00～12:00)

●授業見学会…11/14(11:00～12:30)

●合唱祭…＊1/27(13:00～15:30■練馬文化センターで実施)

●吹奏楽部定期演奏会…＊3/30(13:00～15:30■練馬文化センターで実施)

田園調布学園

◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ◇校内見学あり]

　　　　　　 …10/20(10:00～11:30◇授業見学<9:00～13:00>あり)

　　　　　　　 10/26(19:30～21:00), 11/5(13:00～14:30)
◎入試直前学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ◆小6年対象 ◇入試体験･模擬面接､校内見学あり]

　　　　　　　　　　 …12/3(10:00～11:30), 12/9､1/11(19:30～21:00)

●土曜プログラム見学会[★要予約､定員制]…10/15･29､11/19(10:15～11:15)

●定期音楽会…＊1/26(12:30～16:00■横浜みなとみらいホールで実施)

千代田女学園

◎学校説明会…10/13･29(10:30～12:00◇入試について)

　　　　　　　11/23(10:30～12:00◇入試問題傾向等)

　　　　　　　1/14(10:30～12:00◇入試直前情報会)

●音楽会[★要予約]…11/26(9:00～12:30)

●個別相談[★要予約]…11/26､12/10(10:30～12:30)

●入試対策会…12/17､1/6(10:30～12:30)

玉川聖学院

◎学校説明会[★要予約]…10/15(10:00～◇授業体験等あり), 10/21(19:00～◇入試説明), 11/5(14:00～◇入試説明)

　　　　　　 　　　　 　11/23(9:00～★申込:10/16より受付 ◇一般入試プレテスト<小6年対象>あり)

　　　　　　 　　　　 　12/10(10:00～★申込:11/1より受付 ◇クリスマスイベント)

　　　　　　 　　　　 　1/14(10:00～★申込:12/11より受付 ◇入試説明)

◎適性検査型入試説明会[★要予約]…11/5(10:00～)

　　　　　　　　　　　 　　　　 　11/26(9:00～★申込:10/16より受付 ◇プレテスト<小6年対象>あり)

　　　　　　　　　　　 　　　　 　12/17(10:00～★申込:11/1より受付)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3300-2116

(03-3583-0696

(03-3713-8161

(03-3983-8261

(03-3642-8041

(03-3934-2341

(03-3999-2136

(03-3376-1481

(0422-22-1266

藤村女子 ◎説明会…10/29(14:00～◇体験会あり), 11/12(14:00～)

　　　　　12/10(14:00～◇入試解答解説あり), 1/14(14:00～)

　　　　　2/25(14:00～◆小4･5年対象)

富士見丘

◎説明会…10/30､11/23(10:00～10:50)

　　　　　12/3(13:00～14:00), 1/14(10:00～11:00)

●スキル向上セミナー[★要予約]…10/30(10:00～), 12/3(13:00～), 1/14(10:00～)

●在校生との懇談会[★要予約]…10/30(11:00～12:00)

●特別講座体験[★要予約]…11/23(11:00～12:00)

●チャレンジ体験入試[★要予約]…12/3(13:00～15:00◇国語･算数), 1/14(10:00～12:00◇国語･算数)

●冬休み個別相談会[★要予約]…12/20･21(9:00～16:00の間､随時)

富士見

◎学校説明会[★要予約､定員制 ◇校内案内あり ※上履き持参]

　　　　　　 …10/15(10:30～★申込:10/13まで), 10/29(10:30～★申込:10/27まで)

　　　　　　 　11/19(10:30～★申込:10/19～11/17)

　　　　　　 　11/26(①10:30～ ②13:40～ ★申込:10/26～11/24 ◆小5年以下対象)

　　　　　　 　12/3(10:30～★申込:11/3～12/1), 1/14(10:30～★申込:12/14～1/12)

●生徒による学校紹介[★要予約･申込:11/3まで､定員制 ※上履き持参]…11/5(13:40～)
●オープンキャンパス[★要予約･申込:1/25～2/23 ◆新小5･6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　　　 …2/25(13:40～◇入試結果報告会､クラブ体験あり)

日本大学豊山女子
◎学校説明会[★要予約]… ＊10/15(18:15～■アットビジネスセンター池袋駅前別館で実施)

　　　　　　 　　　　 　 10/29､11/23(10:00～12:00)

　　　　　　 　　　　 　 12/10(10:00～12:00★申込:11/1より受付)

　　　　　　 　　　　 　 1/14(10:00～12:00★申込:12/1より受付)

中村

◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/22(10:00～12:00◇授業見学可)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　11/10(10:00～12:00◆保護者対象 ◇授業見学可)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　12/10(10:00～12:00◇授業見学可)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　12/16(19:00～20:00◆保護者対象)

◎ミニ説明会<Cafe 説明会>[★要予約･申込:詳細未定]…1/14(10:00～11:30◇校内見学可)

●ぴっころこんさあと…1/28(9:00～12:00)

豊島岡女子学園 ◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付､定員制 ※上履き持参 ◇校内見学あり]

　　　　　　 …10/29､11/10(10:30～11:30◆保護者対象)

トキワ松学園

◎説明会[★要予約 ※上履き持参]

　　　　 …10/30(14:00～15:30), 11/5(18:00～19:15)

　　　　 　11/18(10:00～11:30◇授業見学あり), 12/3(14:30～16:00◇適性検査型入試説明会)

　　　　 　12/23､1/9(14:00～◇入試説明会), 1/21(10:00～11:30◇初めての方対象)

●土曜ミニ見学会[★要予約 ※上履き持参]…10/15､11/5･12･19､1/14､2/18･25､3/4(10:30～11:30)

●入試体験教室[★要予約 ※上履き持参]…12/23(14:00～16:00)

●算数勉強教室[★要予約 ※上履き持参]…1/9(14:00～15:30)

東洋英和女学院
◎学校説明会…11/5(13:30～15:00)

◎入試問題説明会[◆小6年対象]…11/26(9:00～11:00)

◎ミニ学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…12/26(10:00～11:00)

●クリスマス音楽会…12/10(①13:00～14:15 ②15:00～16:15)

桐朋女子 ◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◇説明会終了後､帰国生の説明あり]

　　　　　　 …10/30(10:00～), 12/3(14:00～), 1/7(10:00～)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3261-0821

(03-3451-4616

(03-3392-6636

(03-3946-5301

(03-3263-7801

(042-468-3256

(03-3416-1150

(03-3717-1196

(03-3585-3911

山脇学園 ◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …10/15､11/12､12/17(9:00～12:30), 1/14(9:00～12:00)

八雲学園

◎学校説明会…10/30､11/27､12/18(10:30～◇英語体験学習あり), 1/7(10:30～)

◎ミニ説明会…10/15､11/12､12/3(①10:00～ ②11:00～)

●体験教室[★要予約･申込:詳細未定]…10/15､11/12､12/3(10:00～10:40)

●球技大会…＊10/17(要問い合わせ ■東京体育館で実施)

●イングリッシュ･ファンフェアー…11/5(要問い合わせ)

●英語祭…12/10(要問い合わせ)

●百人一首大会…12/20(要問い合わせ)

●スピーチコンテスト…3/4(要問い合わせ)

目黒星美学園

◎学校説明会…10/16(10:00～11:30)

◎入試説明会…11/20(10:00～11:30), 12/11(9:30～11:30)

◎入試直前説明会…1/22(10:00～11:30)

◎イブニング･ミニ説明会[★要予約･申込:詳細未定]…11/4(19:00～20:00)

●入試体験[★要予約･申込:詳細未定]…12/11(9:30～11:30)

●クリスマス会[★要予約･申込:詳細未定]…12/17(14:00～16:00)

武蔵野女子学院
◎学校説明会…11/5(14:00～16:00◇施設見学可)

◎入試説明会…11/23(10:00～12:00◇体験入学＆入試問題解説授業あり)

　　　　　　　12/18(10:00～12:00◇入試のポイント)

●初めてのＭＪ[★要予約､定員制]…10/19､12/1(13:00～14:30), 1/7･21(10:00～11:30)

●合唱祭[★要予約]…＊2/17(13:00～■ルネ小平で実施)

三輪田学園

◎学校説明会[※上履き持参]…10/12(10:00～11:30), 11/12(12:30～14:00◇ミニコンサートあり)

◎直前説明会[◆小6年対象 ※上履き持参]…12/23､1/14(10:00～11:30)
◎ミニ学校説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ◆保護者対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　 …11/1･29､1/17(10:00～12:00◇校舎案内あり)
●校長と入試問題にチャレンジ[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ◆小6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　　　　　　　 …10/15(14:00～15:45), 11/5(10:00～11:45), 11/19(14:00～15:45)

　　　　　　　　　　　　　　 　12/3(10:00～11:45), 12/17(14:00～15:45)

●校長と読書をしてみよう[★要予約 ◆小4･5年対象 ※上履き持参]…10/22(10:00～11:45)

●最新入試問題にチャレンジ[★要予約･申込:詳細未定 ◆小5年対象 ※上履き持参]…2/18(10:00～11:30)

文京学院大学女子
◎学校説明会…10/23(10:00～13:30★要予約 ◇文京生体験あり), 11/4(18:30～20:00◇校舎見学可)

　　　　　　　11/13(①10:00～11:30 ②13:30～15:00 ◇入試解説あり), 12/9(18:30～20:00◇校舎見学可)

　　　　　　　1/15(①10:00～11:30 ②13:30～15:00 ◇入試解説あり), 1/29(10:00～11:30◇校舎見学可)

◎授業が見られる説明会[★要予約]…10/15､11/19(10:00～)

●入試体験[★要予約]…11/27､12/18(10:00～15:00◇給食体験あり)

文化学園大学杉並

◎学校説明会[※上履き持参]…10/15(13:00～15:00)

◎入試説明会[※上履き持参]…12/3(13:00～15:00◇2科･4科), 12/10(10:00～12:00◇適性検査型)

●夜の見学会[★要予約 ※上履き持参]…10月の毎週木曜日(①18:00～ ②18:30～ ③19:00～)

●オープンスクール[※上履き持参]…11/12(13:00～15:00)

●英語教室[★要予約､定員制 ※上履き持参]…12/10(14:00～15:30)

●入試体験会[※上履き持参]…1/14(13:00～15:00)

普連土学園

◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◆保護者対象 ※上履き持参]

　　　　　　 …10/12､11/2･11(10:00～12:00◇授業見学可)

◎イブニング説明会…10/28(19:00～20:30)

●バザー…11/12(10:00～15:00◇校内見学可)

●入試解説会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象 ※上履き持参]…12/10､1/14(10:00～12:00◇校内見学可)

●生徒への質問会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…12/17(10:00～12:00◇校内見学可)

●学校体験日[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…2/18(9:00～11:30)

雙葉 ◎学校説明会[★要予約 ◆保護者対象]…10/22(14:00～15:30)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　10/27･28(10:00～11:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3334-5103

(03-3262-4161

●女子校【神奈川】

(045-731-2861

(045-311-2961

(0467-25-2100

(0467-44-2113

(044-911-4656

(0460-87-6611

(0467-22-6900

北鎌倉女子学園
◎ミニ説明会[★要予約･申込:各実施日の2ヶ月前より受付]…12/17､1/14､3/19(10:00～11:30)

●入試過去問題学習会[★要予約･申込:各実施日の2ヶ月前より受付 ◆小6年対象]…11/19､12/10(9:30～12:30)

●音楽コース個別相談会…10/15､12/3(9:00～12:00)

●音楽コース定期演奏会…11/19(13:30～16:00)

●音楽コース入試実技試演会[★要予約･申込:実施日の2ヶ月前より受付 ◆小6年対象]…12/10(9:10～)

函嶺白百合学園
◎入試説明会…11/5(10:00～13:00◇入試問題勉強会<体験授業>あり)

◎ナイト説明会[★要予約]…10/14(18:00～19:00)

◎ミニ説明会[★要予約]…10/22､11/26(11:00～12:00)

●クリスマス会＆入試個別相談会[★要予約]…12/16(10:00～12:00)

●入試個別相談会[★要予約]…1/14(13:00～15:00)

カリタス女子

◎学校説明会[◇校内見学あり]…10/30(10:00～11:30)
◎入試説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …11/20(①9:30～11:00 ②14:00～15:30 ◇入試過去問題解説)
◎カリタスＤＥナイト<夜のミニ説明会>[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付]

　　　　　　　　　　 …11/2(18:00～19:00), 12/21(18:30～19:30)

●体験授業…[★要予約]…10/30(10:30～11:30)

●カリタス見学会[★要予約･申込:11/14より受付]…12/10(14:00～15:15)

鎌倉女子大学
◎学校説明会[◇授業見学あり]…10/29(10:00～11:30)

◎60分説明会[◇授業見学･ランチ体験あり]…10/20(10:00～11:00), 12/13(10:00～11:00◇入試直前対策)

●入試直前対策会…11/12(10:00～11:30◇入試問題の解説)

　　　　　　　　　12/10(10:00～11:30◇入試練習会<国語･算数>あり)

　　　　　　　　　1/14(10:00～11:30◇４科のワンポイントアドバイス)

鎌倉女学院 ◎学校説明会…10/12(13:00～13:50◇校内見学<13:50～15:00>あり)

　　　　　　　11/19(10:00～10:50◇校内見学<10:50～12:00>あり)

神奈川学園 ◎学校説明会…11/19､1/11(10:30～12:00)

◎入試問題説明会[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付 ※上履き持参]…12/17(8:30～12:30)

●オープンキャンパス[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付]…10/29(10:30～12:30)

青山学院横浜英和
◎学校説明会[★要予約･申込:10/24より受付 ◆小6年対象]…12/10(9:30～12:30◇入試問題攻略法等あり)

●土曜見学会[★要予約､定員制･先着順]…10/22(10:00～11:30)

　　　　　　 　　　　 　　　 　　　 　11/19(10:00～11:30★申込:10/17より受付)

　　　　　　 　　　　 　　　 　　　 　1/7(10:00～11:30★申込:12/5より受付)

　　　　　　 　　　　 　　　 　　　 　3/25(10:00～11:30★申込:2/23より受付)

和洋九段女子

◎入試説明会[★要予約]…12/3(14:00～15:00◆小5･6年対象 ◇校舎見学<15:00～>可)

　　　　　　 　　　　 　1/14(10:00～10:50★申込:詳細未定 ◆小6年対象 ◇授業見学<11:00～>可)

◎新5･6年生対象説明会[★要予約･申込:詳細未定]…2/25(10:00～10:50◇授業見学<11:00～>可)

●ランチ試食会[★要予約]…10/15(①11:00～11:45 ②12:30～13:15 ◇授業見学可)

●入試対策勉強会[★要予約 ◆小6年対象]…10/22､11/5･26(10:00～11:30◇説明会あり､授業見学<11:30～>可)

●プレテスト[★要予約 ◆小6年対象]…12/18(8:30～12:00◇説明会あり､校舎見学<12:15～>可)

立教女学院 ◎学校説明会[★要予約･申込:10/12より受付 ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…11/12(13:00～)

●クリスマス礼拝[★要予約･申込:11/10より受付､定員制 ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…12/10(10:30～11:30)

●高３卒業論文発表会[★要予約･申込:2/11より受付 ※上履き持参]…3/11(14:00～15:30)

－ 14 －



㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(042-742-1442

(0466-27-6211

(046-274-7405

(0467-46-3171

(045-581-8808

(046-871-2670

(044-856-2777

(045-491-3686

(044-952-6705

日本女子大学附属
◎学校説明会… 11/19(14:10～※上履き持参)

◎授業見学説明会[★要予約]…10/18(10:50～12:40)

●入試問題解説会[★要予約･申込:10/中旬より受付 ◆小6年対象]…11/19(14:00～※上履き持参)

●親子天体観望会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約･申込:10/中旬より受付､定員制]…12/3(17:00～)

捜真女学校
◎学校説明会…11/12､1/14(10:00～12:00)

◎ナイト説明会…11/25(18:30～20:00)

◎ミニ説明会[★要予約]…12/17(14:00～15:30), 2/3(詳細未定)

●捜真クルーズ[★要予約]…10/11･24､11/5､12/3､1/21(13:30～14:30)

洗足学園
◎学校説明会…11/26(10:00～12:30◇体験授業あり)

◎ＮＩＧＨＴ説明会[★要予約]…10/28(19:00～20:30)

◎入試問題説明会[★要予約･申込:詳細未定]…12/17(①8:30～12:15 ②13:00～16:45)

◎帰国生対象学校説明会…11/1(9:45～12:15◇授業見学可)

聖和学院

◎学校説明会[※上履き持参]…10/15(10:00～12:00◇体験授業<要予約>あり)

　　　　　　 　　　　　　 　11/19(10:00～12:00◇入試問題解説会)

　　　　　　 　　　　　　 　12/3(10:00～11:00◇クリスマス燭火礼拝あり)

　　　　　　 　　　　　　 　1/14(10:00～12:00◇入試対策説明会)

●個別説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/29､11/12､12/10･17･24(10:00～)

●個別相談会[★要予約 ※上履き持参]…1/21･28(10:00～)

聖ヨゼフ学園

◎学校説明会[※上履き持参]…10/22､11/19(10:00～11:30)

◎入試直前説明会[※上履き持参]…1/9(10:00～11:30)

◎イブニング説明会[★要予約･申込:1/6～1/26 ◆保護者対象 ※上履き持参]…1/27(18:30～19:30)

●過去入試問題勉強会[★要予約､定員制 ◆小6年対象 ※上履き持参]…10/22､11/19(10:00～)

●クリスマスバザー･講演会…11/27(10:00～13:00◇バザー , 13:30～15:00◇講演会)

●体験入試[★要予約･申込:12/16まで ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…12/18(9:00～11:00)

清泉女学院
◎学校説明会…11/26(10:00～12:00)
●親子見学会[★要予約 ◆小4～6年対象 ㊟参加は､いずれか１回のみ]

　　　　　　 …10/29､11/19､12/10､2/18､3/11(10:00～12:00頃)

●少人数見学会[★要予約 ◆小4～6年の保護者対象]…10/19､11/9､12/1(10:00～12:00頃)

聖セシリア女子 ◎学校説明会[◇校内見学可]…11/11(10:00～12:00), 12/10(10:00～12:00◇入試体験等あり)

●オープンキャンパス…10/29(10:00～13:00◇クラブ体験等<バレエ体験は､要予約>あり)

●学校見学会[★要予約､定員制]…11/28､1/18(10:00～11:50◇学校説明あり)

湘南白百合学園
◎入試説明会…11/5(10:00～12:00)

◎入試直前説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…12/10(9:30～11:00)

●オープンスクール…10/29(10:00～12:00◇説明会と体験授業<要予約>あり)

●学校見学会[★要予約､定員制]…11/24(10:15～12:00)

相模女子大学
◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…11/8(10:00～12:00◇パネルディスカッション)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　12/3(10:00～12:00 ◇過去問解説会)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　1/7(10:00～12:00 ◇対策講座)

◎ナイト説明会…＊10/20､＊11/18､＊12/16､＊1/20(19:00～20:00■小田急センチュリー相模大野で実施)

●主張コンクール…1/21(詳細未定)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(045-641-0242

(0466-81-3333

(046-822-1651

(045-641-3785

(045-641-3284

(045-367-4380

(045-641-1004

●女子校【千　葉】

(047-322-7777

(047-392-8111

聖徳大学附属女子

◎学校説明会…10/23､11/13､1/8(9:30～)

◎ミニ説明会…11/26､12/17(9:30～)

●個別相談会…11/5､12/23･24(9:30～)

●音楽科定期演奏会…＊11/23(13:00～■川並記念講堂で実施)

●音楽科冬期講習会…12/25～12/27(9:00～)

●入試報告会…2/25(10:00～11:30)

国府台女子学院 ◎学校説明会…10/15､11/12(10:00～12:00◇校内･授業見学可)

●学校見学会[★要予約]…11/5･19､12/3(10:00～11:30)

横浜雙葉
◎学校説明会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約]

　　　　　　 …11/3(①10:00～11:30 ②14:00～15:30 ◆小6年対象 ◇校内見学可)
●土曜日学校案内[★要往復ﾊｶﾞｷ予約､定員制 ㊟参加は､いずれか１回のみ ◆小6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　 …10/22､12/10(①9:00～10:30 ②10:00～11:30 ③11:00～12:30)

横浜富士見丘学園
　　　中等教育学校

◎学校説明会…10/14､11/9･25､1/18(10:00～11:30)

◎ナイト説明会…＊10/27､＊11/22(19:00～20:00■横浜市旭区民センターで実施)

●入試対策会[★要予約･申込:詳細未定]…10/30(9:00～12:00◇体験授業あり), 12/10(9:00～12:00)

●プレ入試体験会[★要予約･申込:詳細未定]…1/7(9:00～12:00)

●お花見会[★要予約･申込:詳細未定]…3/31(9:00～12:00)

横浜女学院
◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …11/12(10:00～11:30◇入試体験･学校生活体験あり)

　　　　　　 　12/17(10:00～11:30◇入試体験･クリスマスカード作り体験あり)

　　　　　　 　1/14(8:30～12:20◇入試体験<小6年対象>あり)

◎ミニ説明会[★要予約､定員制]…10/27(10:00～11:30)

横浜共立学園
◎学校説明会[※上履き持参]…11/5(①10:00～12:30 ②13:30～16:00)

緑ヶ丘女子
◎学校説明会…11/3(10:00～12:00)

◎入試説明会[※上履き持参]…12/3､1/14(10:00～12:00)

◎平日見学･説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/11(13:30～15:00)

●ジュニアカルチャークラス[★要予約]…11/12(9:30～11:30)

●個別相談会…12/10(9:00～15:00)

聖園女学院

◎学校説明会…11/23(9:30～11:30◇過去問勉強会･体験入学あり)

　　　　　　　12/11(9:30～11:30◇体験入学･面接シミュレーションあり)
●親子校内見学会[★要予約 ◆小5･6年対象､定員制]

　　　　　　　　 …10/22(①9:00～10:30 ②11:00～12:30)

●授業見学会[★要予約]…11/16(10:00～11:30★申込:10/14より受付)

　　　　　　 　　　　 　1/20(9:00～10:30★申込:12/11より受付 ◆小6年対象)

　　　　　　 　　　　 　2月(詳細未定 ◆小5年以下対象)

●クリスマスキャロル…＊12/16(14:00～15:30 ■藤沢市民会館で実施)

●クリスマスタブロ[★要予約]…12/17(14:00～15:30)

フェリス女学院
◎学校説明会[◆保護者対象 ㊟満席となった場合は､教室にて放送で聞く場合もあり]

　　　　　　 …11/12(①10:00～11:50 ②14:00～15:50 ◇校内見学あり)
●学校見学会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約､定員制 ㊟保護者のみの入場不可]

　　　　　　 …11/26(①10:00～11:30 ②14:00～15:30 ★申込:11/5消印まで有効 ◆小5年対象)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(047-374-0111

●女子校【埼　玉】

(048-873-1160

(0493-62-2281

(048-840-1035

●女子校【茨　城】

(0297-83-8111

●女子校【その他】

<北海道>

(011-611-9231

<北海道>

(0138-55-6682

<静岡県>

(055-992-0213

不二聖心女子学院
◎学校説明会…11/23(9:40～12:00)

◎直前説明会[★要予約･申込:詳細未定]…12/23(13:30～15:00)

◎ナイト説明会[★要予約･申込:詳細未定]…＊10/14(19:00～20:00■藤沢<商工会議所>で実施)

　　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　＊10/19(19:00～20:00■東京<聖心女子大学>で実施)

◎首都圏説明会[★要予約･申込:詳細未定]…＊12/11(14:00～15:00 ■東京<聖心女子大学>で実施)

函館白百合学園 ◎学校説明会…＊11/20(10:00～■東京<ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター>で実施)

　　　　　　　＊1/8(16:30～17:30◆保護者対象 ■東京<ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター>で実施)

●白百合ＫＩＤＳ[★要予約 ※上履き持参]…12/11､3/12(10:00～)

札幌聖心女子学院
◎説明会…＊11/5(14:00～■東京<聖心女子大学>で実施)

●授業公開･説明会…10/29(9:30～)

●入試対策講座[◆小6年対象]…11/19(13:00～◇説明会あり)

●クリスマスコンサート･個別相談会…12/17(10:30～)

聖徳大学
附属取手聖徳女子

◎学校説明会[★要予約]…11/12(14:00～◇校内見学可), 2/18(10:00～◆小4･5年対象 ◇授業見学可)

◎入試対策説明会[★要予約]…10/23､11/20､12/11(10:00～14:00◇校内見学可)
●音楽レッスン[★要予約･申込:各実施日の3日前まで]

　　　　　　　 …10/15･29､11/26､12/10(①8:45～9:35 ②9:45～10:35 ③10:45～11:35 ④11:45～12:35)

●音楽講習会[★要予約･申込:各実施日の3日前まで]…11/13､12/26(10:00～16:00)

●個別相談会[★要予約]…10/29､11/26(9:00～15:00の間随時)

淑徳与野 ◎学校説明会[※上履き持参]…11/5･26(10:00～12:00◇土曜講座見学可)

　　　　　　 　　　　　　 　12/9(13:30～15:30◇在校生の案内)

大妻嵐山
◎入試説明会[★要予約]…11/19(9:30～12:00★申込:10/19～11/17), 12/17(9:30～12:00★申込:11/17～12/15)

◎ミニ説明会[★要予約･申込:11/27～12/25]…12/27(9:30～12:00)

●ＱＲキッズ[★要予約･申込:各実施日の2日前まで]…10/22､12/27､3/25(14:00～16:30)

●サイエンスラボ[★要予約･申込:10/21まで]…10/23(①10:00～11:30 ②13:30～15:00)

浦和明の星女子 ◎学校説明会[※上履き持参 ◇校内見学あり]…11/5(①9:30～11:30 ②13:30～15:30)

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　12/3(9:30～11:30)

和洋国府台女子
◎学校説明会…＊10/15(①10:00～11:00 ②14:00～15:00 ■高校校舎で実施), 11/12(10:30～11:30)

　　　　　　　＊12/17(10:30～11:30■高校校舎で実施), 1/7(14:00～15:00)

◎ミニ説明会…10/23(①10:00～ ②14:00～)

●入試対策講座[★要予約･申込:詳細未定]…11/12､12/17(詳細未定)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

<岩手県>

(019-661-6330

<山梨県>

(055-254-1590

●共学､別学校【東　京】

(03-3407-7463

(03-3828-2206

(03-3847-2201

(042-664-6000

(042-797-2668

(03-3662-2507

(03-5564-2161

かえつ有明 ◎学校説明会…10/29､11/20､12/17､1/21(10:00～11:30)

◎帰国生対象説明会…10/15､11/5(14:30～)

●入試体験[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…12/10(8:30～12:00)

開智日本橋学園 ◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付予定]…10/29､11/12(10:00～)

◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付予定]…11/27､12/23､1/14(10:00～)

●授業体験会[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付予定]…11/27(10:00～)

桜美林

◎学校説明会[■スクールバスの運行<要確認>あり]…10/29､11/19(14:00～15:30◇校内見学あり)

◎入試説明会[■スクールバスの運行<要確認>あり]…12/17(10:00～11:50◇校内見学あり)

　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 　　 　1/7(14:00～15:50◇校内見学あり)

◎総合学力評価テスト説明会[★要予約 ■スクールバスの運行<要確認>あり]…10/23(10:00～11:30)
●総合学力評価テストプレテスト[★要予約･申込:11/1より受付]

　　　　　　　　　　　　　　　 …12/18(10:00～12:00■スクールバスの運行<要確認>あり)

●クリスマスキャロリング…12/20(16:00～17:00)

穎明館
◎学校説明会[■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …11/5､12/3(10:00～12:00◇入試問題アドバイス)

　　　　　　 　1/7(14:00～16:00◇初参加者向け学校紹介)

　　　　　　 　2/25(10:00～12:00◇入試報告)

上野学園
◎学校説明会[★要予約]…11/5(10:00～12:00◇入試の傾向と対策)

　　　　　　 　　　　 　12/10(10:00～12:00), 1/14(10:00～12:00◇入試対策)

◎適性検査型対象説明会[★要予約]…12月に実施

●入試体験[★要予約]…11/20(10:00～12:30)

郁文館

青山学院
◎学校説明会…10/22(①10:00～11:30 ②14:00～15:30)

盛岡白百合学園 ●オープンスクール[★要予約]…10/15(9:00～12:00)

●学校見学会[★要予約]…11/12･19･26､12/3(9:00～12:00)

山梨英和 ◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◆保護者･祖父母対象 ※上履き持参]…11/24(詳細未定)

◎ミニ入試説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象 ※上履き持参]…11/12(詳細未定)

●クリスマス礼拝[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…12/22(詳細未定)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3601-7136

(042-572-4111

(03-5427-1677

(042-541-1003

(042-628-4914

(03-3334-1151

(03-5481-3135

(03-3828-4141

(03-3910-6161

桜丘 ◎入試説明会[★要予約 ◇校内見学可]…10/16(10:00～12:00◇給食試食あり), 11/4(18:30～19:30◆保護者対象)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　11/13(10:00～12:00◇給食試食あり), 12/10､1/14(14:00～16:00)

●入試対策会[★要予約 ◇校内見学可 ※筆記用具持参]…12/23(9:00～12:00)

駒込
◎説明会…10/29(10:00～★要予約･申込:詳細未定 ◇給食試食会あり), 11/19(10:00～◇適性検査型入試対策)

　　　　　12/17(①10:00～ ②14:00～★要予約･申込:詳細未定 ◇過去問体験と解説あり)

　　　　　1/15(10:00～★要予約･申込:詳細未定 ◇入試トライアルあり)

●個別相談･学校見学[★要予約]…～12/28､1/5～入試日前日まで(9:00～)

●個別相談会…11/5･20･23･26(9:00～16:00), 12/3(9:00～10:30★要予約､先着順), 12/10(13:00～16:00)

国士舘

◎入試説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/22(10:00～11:30◇チャレンジ入試<小6年対象>あり)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　11/26(10:00～11:30★申込:10/22より受付)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　12/10(14:00～15:30★申込:11/1より受付 ◇チャレンジ入試<小6年対象>あり)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　1/14(10:00～11:30★申込:12/10より受付)

●部活動見学会[★要予約]…10/17(16:00～17:30)

●入試相談会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ※上履き持参]…10/29､11/12･19(10:00～)

●授業見学会[★要予約 ※上履き持参]…11/9(13:00～14:00)

●校内言道大会[★要予約･申込:11/1より受付]…12/2(9:30～11:30)

国学院大学久我山
◎ＳＴクラス説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　　　　 …10/15･16･22(◆男子対象10:00～11:30 ◆女子対象14:00～15:30)
◎入試説明会[★要予約･申込:10/26より受付 ■国学院大学 渋谷キャンパスで実施]

　　　　　　 …＊11/26(◆男子対象10:30～12:00 ◆女子対象13:30～15:00)

●中学入試もぎ体験[★要予約･申込:11/18より受付]…12/18(10:00～12:30)

工学院大学附属

◎学校説明会[★要予約]…11/5(10:00～◇体験学習､思考力セミナーあり)

　　　　　　 　　　　 　11/27(10:00～◇入試本番模擬体験<小6年対象>あり)

　　　　　　 　　　　 　1/14(14:00～◇入試直前講座､思考力セミナーあり)

◎クリスマス説明会＆進学相談会[★要予約]…12/24(10:00～)

●ハイブリッドクラス授業見学会[★要予約]…10/12(10:00～◇説明会あり)

●入試報告会[★要予約 ◆小5年以下対象]…3/11(14:00～)

啓明学園 ◎学校説明会…11/12･26､1/21(14:00～15:30)

●個別相談会…12/10(詳細未定)

●クリスマス会[★要予約･申込:詳細未定]…12/17(詳細未定)

慶應義塾中等部 ◎学校説明会[■慶應義塾大学 三田キャンパス西校舎ホールで実施]

　　　　　　 …＊11/12･＊13(①11:00～12:00 ②13:30～14:30)

国立音楽大学附属
◎学校説明会…11/3･27(10:00～12:00)

◎夜のミニ説明会[★要予約]…10/19､11/16(19:00～20:00)

●ＫＵＮＩＯＮ講座[★要予約 ◆小4～6年対象 ※上履き持参]…10/22(13:20～), 12/4(8:50～)

　　　　　　　　　 　　　　 　　 　 　　　 　　　　　　 　1/14(13:20～)

共栄学園
◎学校説明会…11/23(9:35～)

◎ナイト説明会…10/28(18:30～19:30)

●模擬入試体験会…11/20､12/18(9:30～12:00◇入試説明会の実施あり)

●見学会…10/22～12/18の毎週土･日曜･祝日(①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～)

●ジョイフルコンサート…＊12/23(14:00～■森のホール２１で実施)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3371-5268

(03-3400-6363

(042-422-3111

(03-3601-0116

(03-3969-7411

(03-3918-6451

(03-3908-2966

(03-3467-1511

(03-3973-6331

城西大学附属城西
◎学校説明会[★要予約]…11/19(14:30～16:00★申込:11/17まで)

　　　　　　 　　　　 　12/17(14:30～16:00★申込:11/1～12/15)

　　　　　　 　　　　 　1/14(10:00～12:00★申込:12/1～1/12)

●一日体験入学[★要予約･申込:10/28まで]…10/30(10:00～16:00)

松蔭
◎学校説明会…11/3･23､12/3(13:00～14:30)

順天
◎学校説明会…11/5､12/17(13:00～14:30)

●学習成果発表会[★要予約･申込:詳細未定]…11/10(13:00～15:30)

●授業見学会[★要予約･申込:詳細未定]…11/16(10:00～12:30)

●弁論･読書感想発表会[★要予約･申込:詳細未定]…11/28(13:00～15:30)

●英語レシテーション大会[★要予約･申込:詳細未定]…2/21(13:00～15:30)

淑徳巣鴨
◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …10/29(10:30～12:30◇公開授業あり)

　　　　　　 　11/20(9:00～10:30◇入試体験あり)

　　　　　　 　12/18(11:00～12:00)

◎入試対策説明会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付]…1/8(①11:00～12:30 ②14:00～15:30)

淑徳
◎学校説明会[★要予約]…10/30(9:30～◇体験スタディ､施設見学あり)

　　　　　　 　　　　 　11/23(9:30～◇入試体験<小6年対象>､ワークショップ<小5年以下対象>等あり ※上履き持参)

　　　　　　 　　　　 　12/11(9:30～◇入試説明､施設見学あり ※上履き持参)

●比較文化発表会[★要予約]…1/28(詳細未定 ◇ミニ説明会あり)

●中学３年生卒業論文発表会[★要予約]…3/13(詳細未定 ◇ミニ説明会あり)

修徳
◎学校説明会…10/15､11/5･19､12/10､1/7(14:00～)

自由学園

◎学校説明会[★要予約]…10/22(10:00～14:00◆女子部 , 12:00～14:40◆男子部)

　　　　　　 　　　　 　1/9(14:00～15:30◆男子部)

◎ミニ学校説明会[★要予約]…11/19･20(詳細未定◆女子部)

●入試対策勉強会[★要予約]…10/22､11/12(13:30～15:30◆女子部), 11/26(13:30～16:00◆男子部)

　　　　　　　　 　　　　 　12/3(13:30～15:30◆女子部), 12/10(13:30～16:00◆男子部)

●部活体験[★要予約]…11/12(14:15～15:30◆男子部)

●個別相談会[★要予約]…11/19･20(10:00～15:00◆男子部), 12/23､1/8(10:00～12:00◆女子部)

渋谷教育学園渋谷 ◎学校説明会[◇校内見学可]…10/28(13:30～15:30◆小6年対象 ◇入試問題の傾向と対策)

　　　　　　 　　　　　　 　11/19(13:30～15:30◇入試問題の傾向と対策)

実践学園 ◎入試説明会[※上履き持参]…10/22(14:00～16:00), 11/5･19(10:30～12:30)

　　　　　　 　　　　　　 　11/25(18:00～19:30), 12/18､1/14(14:00～16:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(0422-31-5121

(03-3913-5735

(0422-37-3818

(03-3482-2105

(03-3902-5494

(03-3782-1502

(042-341-2611

(042-739-8931

(042-372-9393

多摩大学附属聖ヶ丘
◎学校説明会[■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …11/5(14:00～), 12/10(14:00～◇小6年対象のそっくり模試あり)

　　　　　　 　1/8(10:00～◇小6年対象のワンポイント講座あり), 2/25(15:00～◆小5年以下対象 ◇入試報告会)

◎アフタヌーン説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]…10/13､11/18(14:30～)

●合唱コンクール…＊12/20(詳細未定■パルテノン多摩で実施)

玉川学園

◎学校説明会[★要予約]…10/29(10:00～12:00◇一般ｸﾗｽ<授業参観>､ＩＢｸﾗｽ<体験授業>あり)

　　　　　　 　　　　 　＊11/4(19:00～20:00★申込:10/12より受付 ■玉川学園キャンパス内で実施)

　　　　　　 　　　　 　 1/12(10:00～12:00★申込:12/12より受付 ◇授業参観あり)

◎入試問題説明会[★要予約･申込:11/7より受付]…12/10(10:00～12:00)

●入試問題チャレンジ会[★要予約･申込:10/17より受付]…11/19(10:00～12:10)

●入試個別相談会[★要予約･申込:2/6より受付]…3/4･5(10:00～15:00)

創価 ◎入試説明会[※上履き持参]…10/15(14:00～15:20), 10/16(①10:30～11:50 ②14:00～15:20)

●友好の集い[※上履き持参]…11/6(詳細未定)

青稜
◎入試説明会[◆保護者対象]…10/15(14:30～16:00), 11/26(10:30～12:00)

◎イブニング説明会[◆保護者対象]…11/4(18:00～19:00)

●体験入学[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より申込]…10/22､11/19(14:00～16:00)

●入試個別相談会…1/11(10:30～12:30)

成立学園
◎学校説明会…11/5(10:00～12:00)

●個別相談会…10/15･22､11/3･19､12/3･10･17･23･24(12:00～16:00)
●わかるテスト[★要予約 ◇入試対策説明会あり]

　　　　　　　 …12/18(8:30～12:30◇適性検査型･２科･４科), 1/5(8:30～12:30◇２科･４科)

成城学園
◎学校説明会…11/12(14:00～15:30)

成蹊 ◎学校説明会…＊11/5(14:00～15:30◇校内見学<上履き持参>可 ■成蹊大学内で実施)

●入試対策講座[★要予約]…10/22､11/12(13:30～16:00)

駿台学園 ◎学校説明会…10/22､11/5･19､12/10･17､1/7･14(10:30～12:30)

◎イブニング説明会[★要予約]…10/17･18(18:00～19:00)

●個別相談会[★要予約]…11/3･6･13･20･23･27､12/4･11･18･23･25(10:00～15:00)

聖徳学園

◎学校説明会[★要予約 ◆保護者対象]…10/22(10:00～11:30)

◎適性検査型説明会[★要予約 ◆保護者対象]…10/15(10:00～11:30)

◎イブニング説明会[★要予約 ◆保護者対象]…11/7･28(18:00～19:00)

●体験授業＆説明会[★要予約]…10/15､11/19､12/17､1/14(14:30～16:00)

●授業見学会[★要予約 ◆保護者対象]…10/11･12(10:00～11:00)

●公開授業[★要予約]…11/12(9:00～10:30◇ミニ説明会あり)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3714-2661

(042-381-7652

(03-3963-6383

(042-676-9511

(042-654-6141

(03-3943-3711

(042-559-2411

(03-3448-4011

(03-3911-7109

東京成徳大学 ◎学校説明会[◇校内見学可]…10/16(10:00～11:30), 11/9(10:00～11:30◇授業見学あり)

　　　　　　 　　　　　　 　11/19､1/14(10:00～11:30)

◎入試説明会[◇校内見学可]…12/18､1/7(10:00～11:30)

東海大学付属高輪台
◎学校説明会…11/20､1/8(10:00～12:00◇模擬授業･入試問題解説等あり､校内見学<12:00～15:00>可)

東海大学菅生 ◎学校説明会…11/5､1/7(14:00～16:00)

●オープンスクール[★要予約]…10/16(10:00～13:00)

●入試体験教室[★要予約]…11/19(14:00～16:00), 12/24(10:00～12:00)

貞静学園 ◎学校説明会…10/22､11/19､12/10､1/7(10:00～12:00)

●プレテスト[★要予約･申込:各実施日の2日前まで受付 ※上履き持参]…11/6･27(10:00～12:00)

●入試対策講座[★要予約･申込:12/21まで受付 ※上履き持参]…12/23(9:00～12:00)

帝京八王子

◎学校説明会…10/19(10:30～12:10◇公開授業あり), 10/23(13:00～14:40)

　　　　　　　11/2(10:30～12:10◇公開授業あり), 11/6･12(13:00～14:40)

　　　　　　　11/27､12/4(11:00～12:00◇体験入試あり), 12/18､1/8(11:00～12:00◇適性検査模試あり)

●アドベンチャーゲーム…10/23(10:30～12:10◇ランチ体験<12:10～12:40>あり)

●秋の部活フェス…11/6(10:30～12:10◇ランチ体験<12:10～12:40>あり)

●入試問題解説…11/12(10:40～12:10◇ランチ体験<12:10～12:40>あり)

帝京大学 ◎学校説明会…10/15(14:00～15:30)

　　　　　　　11/16､12/18(10:00～11:30)

　　　　　　　1/7､3/11(14:00～15:30)

帝京 ◎説明会…11/6(10:00～), 12/11(8:15～), 12/24(13:30～★要予約), 1/14(13:30～)

◎帰国生対象説明会[★要予約]…10/29(11:00～)

●個別相談会[★要予約]…10/22､11/19(11:00～)

中央大学附属
◎学校説明会[◇授業公開<8:45～11:35､上履き持参>あり]…10/22(13:00～), 11/19(12:00～)

多摩大学目黒 ◎学校説明会…11/9､12/3(10:00～◇授業見学あり)

　　　　　　　1/13(19:00～), 1/14(10:00～◇授業見学あり)

●体験学習[★要予約 ※上履き持参]…＊11/19(10:00～12:00■あざみ野セミナーハウスで実施)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(0422-37-6441

(03-5962-0104

(03-3425-4481

(03-3312-1111

(042-493-3201

(03-3946-9668

( 03-3816-6211

(03-3381-9772

(03-3467-2160

日本工業大学駒場

◎学校説明会…11/5(14:00～), 11/20､1/9(10:00～)

◎適性型入試説明会…10/23(10:00～), 12/3(14:00～)

◎平日説明会…10/25(10:30～), 11/10(13:30～)

　　　　　　　11/25(10:30～), 12/12(13:30～), 1/17･21(10:30～)

●オープンキャンパス[★要予約]…10/16(9:00～)

●プレテスト[★要予約 ◆小5･6年対象]…12/18(9:00～◇2科･4科), 12/25(9:00～◇適性検査型)

●直前個別相談会…2/6(9:00～)

●入試報告会…3/25(10:00～)

新渡戸文化
◎学校説明会[★要予約]…11/26(11:30～), 1/14(14:00～)

◎イブニングミニ説明会[★要予約]…11/25､12/2･9･16､1/13･20(19:00～)

●公開授業…11/25･26(8:40～)

●入試問題解説会[★要予約]…12/10(9:00～)

東洋大学京北

◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の約2ヶ月前より受付 ◇施設見学可]

　　　　　　 …10/30(10:00～11:30), 11/26､12/10､1/14(15:00～16:30)
●オープンスクール[★要予約･実施日の約1ヶ月前より受付]

　　　　　　　　　 …10/23(9:00～13:00◇授業体験･学食体験等あり)
●入試問題対策会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付]

　　　　　　　　 …＊12/18(①9:00～12:00 ②13:30～16:30 ■東洋大学 白山キャンパスで実施)

●入試報告会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ◆小5年以下対象]…3/25(15:00～16:30)

東邦音楽大学附属東邦
◎学校説明会[★要予約]…10/22(13:00～)

●体験レッスン[★要予約]…10/15･29､11/12･26､12/10(9:00～)

●入試直前講習会[★要予約･申込:詳細未定]…12/18､1/14(9:00～)

●合唱コンクール…＊11/23(13:00～■東邦音楽大学 川越キャンパスで実施)

●定期演奏会…＊12/14､＊1/18(13:00～■東邦音楽大学 川越キャンパスで実施)

東星学園
◎学校説明会…10/22(14:00～16:00), 12/4(10:00～12:00)

●入試個別相談[★要予約]…12/15･16･17(13:30～18:00)

●入試体験会[★要予約]…1/14(13:30～16:00)

●東星バザー[★要予約]…10/30(10:00～)

●クリスマス会[★要予約]…12/22(9:30～)

東京立正
◎説明会…10/29(10:00～◇英会話体験あり)

　　　　　11/5(10:00～◇すらら体験あり), 11/19(10:00～◇授業参観あり)

　　　　　12/10(10:00～◇入試の傾向と対策あり), 1/14(14:00～◇面接対策あり)

●校内弁論大会…10/12(13:30～)

●合唱コンクール…11/26(9:00～)

東京農業大学第一
◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ■東京農業大学 百周年記念講堂で実施]

　　　　　　 …＊11/6､＊1/9(10:00～11:30◇校内見学<上履き持参>可)
◎入試説明会[★要予約･申込:詳細未定 ■東京農業大学 百周年記念講堂で実施]

　　　　　　 …＊12/11(①10:00～11:30 ②14:00～15:30 ◇校内見学<上履き持参>可)

東京都市大学等々力

◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ◇校内見学可]

　　　　　　 …10/15(14:30～), 11/6(10:00～)

　　　　　　 　11/19､12/18(14:30～), 1/9(10:00～)
◎サテライトイブニング説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　　　　　　　　　 …＊10/13(19:00～■品川で実施), ＊10/14(19:00～■豊洲で実施)

　　　　　　　　　　　　　　 　＊10/20(19:00～■センター北で実施), ＊10/21(19:00～■たまプラーザで実施)

東京電機大学
◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …11/19(14:00～15:30), 1/9(14:30～16:00◆定員制)

●授業公開[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付]…11/9(10:00～12:30)

●過去問解説[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付､定員制]…12/17(10:00～12:10)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3625-0026

(03-3391-5739

(042-789-5535

(042-623-3461

(042-622-0654

(03-3492-3388

(03-3444-7272

(03-3783-5511

(0422-79-6230

法政大学
◎学校説明会[★要予約､定員制]…10/27･29(10:20～12:20)

　　　　　　 　　　　 　　　 　11/15(10:20～12:20★申込:10/31より受付)

●入試直前対策講習会[★要予約･申込:11/14～12/12､定員制 ◆小6年対象]…12/17(8:30～11:00)
●施設見学会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付､定員制]

　　　　　　 …12/24(①10:00～ ②13:00～ ③15:00～), 1/8(10:00～)

文教大学付属

◎学校説明会…10/15(10:30～11:50), 11/5(14:00～15:20), 11/26(10:30～11:50)

◎プレミアム説明会…1/21(11:00～11:30)

◎入試問題対策説明会[★要予約･申込:詳細未定]…1/14(14:00～16:30)

●オープンアクティビティ<部活動体験>[★要予約･申込:詳細未定]…10/29(14:00～16:00◇説明会あり)

●授業公開デー…11/30(11:00～12:20)

●入試模擬体験[★要予約･申込:詳細未定]…12/17(14:00～16:30◇説明会あり)

広尾学園

◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ◇校内見学可]

　　　　　　 …10/15(9:40～), 11/6､12/17(10:00～)

◎入試傾向説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ◇校内見学可]…11/6､12/17(10:00～)
●ＡＧガイダンス[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付]

　　　　　　　　 …10/13､11/3､11/27､12/3(10:00～)

●授業体験会[★要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ◆小5･6年向け]…10/15(9:30～)

日出 ◎学校説明会[※上履き持参]…10/29(13:30～), 11/16(18:00～)

　　　　　　 　　　　　　 　11/27､12/3(11:00～), 1/7(13:30～)

●入試体験会[※上履き持参]…12/17(8:30～)

八王子実践
◎入試説明会…10/15､11/26､12/17(14:00～)

八王子学園八王子

◎保護者対象説明会[★要予約､定員制]…10/14･27､11/18､12/1(10:00～11:30)

◎保護者対象直前説明会[★要予約､定員制]…1/12･16･20･24(16:00～17:00)

◎入試直前対策説明会[★要予約､定員制]…1/14(10:00～11:30)

◎ナイト説明会[★要予約､定員制]…11/15(18:00～19:00)

●探求ゼミ体験[★要予約､定員制]…11/9(10:00～11:30)

●入試問題ガイダンス＆説明会[★要予約､定員制]…11/19(10:00～11:30)

●入試模擬問題体験＆説明会[★要予約､定員制]…12/18(①10:00～ ②13:00～◇２科･４科), 12/23(10:00～◇適性)

日本大学第三
◎学校説明会…10/29､11/26､1/14(13:45～15:15)

日本大学第二 ◎学校説明会…11/26､1/14(14:00～16:00◇クラブ･施設見学可)

●公開授業…10/15(10:50～12:40)

●学校紹介[★定員制]…11/12･13(10:30～)

日本大学第一
◎学校説明会[★要予約､定員制 ◇学校見学<10/29､11/19は午後のみ>あり]

　　　　　　 …10/29､11/19･27(①10:00～11:00 ②14:00～15:00)

●学校見学会[★要予約､定員制]…12/24･25(10:00～)

●入試直前個別相談会[★要予約､定員制]…1/14(14:00～16:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3371-7109

(03-3707-5676

(0422-43-2196

(03-3910-0151

(042-384-4311

(042-391-2142

(042-691-0321

(042-444-9100

(042-368-5201

明星
◎学校説明会…11/5(14:00～15:30◇小6年対象の模擬試験<要予約>あり)

　　　　　　　11/18(19:00～20:30)

　　　　　　　12/3(14:00～15:30◇小6年対象の入試問題解説･入試対策授業<要予約･申込:10/31より受付>あり)

　　　　　　　1/14(15:00～16:30◇小6年対象の面接リハーサル<要予約･申込:12/5より受付>あり)

明治大学付属明治 ◎学校説明会[※上履き持参 ◇校内見学可]…11/5(①10:30～11:50 ②14:00～15:20)
◎入試対策説明会[★要予約･申込:11/14より受付､定員制･先着順 ◆小6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　 …11/26(①10:00～11:50 ②14:00～15:50)

明治大学付属中野八王子 ◎学校説明会…12/3(14:30～■スクールバスの運行<要確認>あり)

●オープンスクール…11/26(10:50～■スクールバスの運行<要確認>あり)

●入試個別質問会…1/14(14:30～■スクールバスの運行<要確認>あり)

明治学院
◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]

　　　　　　 …10/15(14:00～), 11/9(11:00～◇授業見学可)

　　　　　　 　11/19､12/10､1/14(14:00～), 3/4(14:00～◆小4･5年向け)

●クリスマスの集い…12/20(15:00～)

●ハンドベル定期演奏会…＊1/20(19:00～■杉並公会堂で実施)

武蔵野東

◎学校説明会[※上履き持参]…10/22､11/19､12/10､1/14(9:30～)

●陸上クリニック[★要予約 ◆小4～6年対象]…10/12(16:00～17:00)
●スクールツアー[★要予約 ◆小4～6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　 …10/15(10:30～11:30), 10/26､11/30､12/14､1/18､3/15(16:00～17:00)

●公開体験講座[★要予約･申込:10/13まで ◆小4～6年対象 ※上履き持参]…10/15(10:30～12:00)

●オープンスクール[★要予約･申込:10/20まで ◆小5･6年対象 ※上履き持参]…10/22(9:30～11:45)
●入試問題解説講座[★要予約 ◆小6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　　 …12/10(9:00～12:00★申込:10/21～12/8), 1/14(9:00～12:00★申込:12/9～1/12)

武蔵野
◎学校説明会[★要予約]…10/29･30(10:00～), 11/19(10:30～)

●入試模擬体験[★要予約]…12/17(10:00～13:00)

●書き初め教室[★要予約]…12/24(10:00～12:00)

●個別相談会[★要予約]…1/14(10:00～12:00)

明星学園

◎学校説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/12(18:30～19:30)

◎入試対策説明会[★要予約 ※上履き持参]…11/19(14:00～15:30), 12/23(10:00～11:30)

●体験入学[★要予約 ◆小6年対象 ※上履き持参]…10/30(8:45～11:30)

●公開研究会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/26(詳細未定)

●入試直前相談会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…1/15(10:00～15:00)

●中３卒業研究発表会[※上履き持参]…1/21(詳細未定)

三田国際学園 ◎入試傾向説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付]…11/12､12/17､1/14(10:00～)

●オープンスクール[★要予約]…10/15(10:00～)

宝仙学園
共学部･理数ｲﾝﾀｰ

◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◇体験学習あり]

　　　　　　 …11/12(14:30～16:00◇特待生選抜クラス)

　　　　　　 　11/26(14:30～16:00◇リベラルアーツ), 1/7(14:30～16:00◇４科)

　　　　　　 　1/14(14:30～16:00◇リベラルアーツ), 1/21(14:30～16:00)

◎リベラルアーツ入試説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/15(10:30～11:30)

◎イブニング説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/14､11/18(19:00～20:00)

●プレミアム相談会[★要予約]…10/11(10:30～11:30)

●入試体験[★要予約･申込:詳細未定]…12/23(13:00～)

－ 25 －



㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3711-6556

(03-5996-3133

(03-3624-2666

(03-6303-7683

(042-734-3402

(042-300-2121

●共学､別学校【神奈川】

(0467-87-7760

(044-722-2332

(045-934-6211

神奈川大学附属 ◎入試説明会[★要予約]…10/15･22､11/1･9･17･25､12/10(10:45～12:20)

●学校見学会[★要予約､定員制]…10/29､11/5･12､12/22･24､1/14､2/18(11:00～12:20)

大西学園 ◎学校説明会…10/15､11/19､12/3(10:00～)

●入試個別相談会…11/5(9:00～12:00の間､随時)

アレセイア湘南
◎学校説明会[★要予約 ◆小5･6年対象 ■スクールバスの運行<要確認>あり]…10/29､11/12､1/14(10:00～11:30)

●学校体験[★要予約 ◆小5･6年対象 ■スクールバスの運行<要確認>あり]…10/29(9:30～11:30)

●入試体験[★要予約 ◆小6年対象 ■スクールバスの運行<要確認>あり]…11/12(9:30～12:00)

●スクールガイド[★要予約 ◆小5･6年対象]…12/10､1/21(①10:00～ ②11:30～)

早稲田実業学校
◎学校説明会…10/22･23(9:30～)

和光 ◎学校説明会…11/13(10:00～12:00), 12/11(10:00～12:00), 1/14(13:30～15:30)

●和光教研…11/20(9:00～10:00)

立正大学付属立正
◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ※上履き持参]

　　　　　　 …11/5(10:00～12:30◇授業見学あり)

　　　　　　 　12/11(10:00～12:30◇過去問体験あり)

　　　　　　 　1/14(14:00～16:30◇過去問体験あり)

◎イブニング説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/13(19:00～20:00)

安田学園
◎学校説明会…10/22(14:30～◇クラブ･授業体験<要予約>あり)

　　　　　　　11/20(9:30～◇入試体験<要予約･申込:実施日の約1ヶ月前より受付>あり)

　　　　　　　12/17(10:00～◇入試対策あり)

　　　　　　　1/14(14:30～◇入試対策あり)

　　　　　　　2/25(14:30～◆小5年以下対象)

目白研心 ◎学校説明会…10/29､11/18､12/11(10:30～)

●見学会…11/29(10:30～)

目黒学院 ◎学校説明会…10/29､11/19､12/11(10:00～11:30), 1/7(14:00～15:30)

●プレ入試[★要予約]…12/11(10:00～11:30), 1/7(14:00～15:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(045-231-1001

(045-781-2525

(045-853-8200

(0466-49-3585

(0463-97-2100

(0466-23-6611

(0465-23-0214

(045-581-0063

(045-592-0801

中央大学附属横浜
◎学校説明会[◇校内見学可]…11/26(14:00～15:30)

橘学苑
◎学校説明会[◆保護者対象 ※上履き持参]…11/19(9:30～11:30), 12/17(8:30～10:30)

◎ミニ説明会[★要予約 ◆保護者対象 ※上履き持参]…10/25､1/17(10:00～11:30)

●オープンスクール[★要予約 ※上履き持参]…11/19(9:30～12:00)

●受験生のための模擬試験[★要予約 ※上履き持参]…12/17(8:20～10:30)

相洋 ◎学校説明会[★要予約]…11/6(10:00～12:00★申込:11/4まで)

　　　　　　 　　　　 　12/11(10:00～12:00★申込:12/9まで)

湘南学園

◎学校説明会[★要予約･申込:10/16まで]…10/22(9:30～12:00)

◎入試説明会[★要予約]…11/16(9:30～12:00★申込:10/17～11/10)

　　　　　　 　　　　 　12/24(9:00～12:20★申込:11/11～12/18 ◇入試問題チャレンジ<小6年対象>あり)

●公開授業…11/25(10:00～12:00)
●入試直前学校見学[★要予約･申込:12/19より受付､定員制･先着順 ◆小6年対象]

　　　　　　　　　 …1/14･21(10:00～12:00◇ミニ説明会あり)

●体験入学[★要予約･申込:1/16より受付､定員制･先着順 ◆小4･5年対象]…2/25(9:30～12:30)

自修館中等教育学校
◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/15､11/5(10:30～11:40)

◎入試説明会[★要予約･申込:詳細未定]…11/26､12/3(詳細未定)

●体験授業[★要予約･申込:詳細未定]…10/15､11/5(10:00～12:10)

●器楽部定期演奏会…2/19(13:00～)

慶應義塾湘南藤沢 ◎学校説明会[◆定員制 ■慶應義塾湘南藤沢キャンパス大学校舎θ<シータ>館で実施]

　　　　　　 …＊11/12･＊13(①10:00～11:10 ②12:30～13:40)

公文国際学園
◎入試説明会…11/5､12/4(10:00～11:45■無料バスの運行<要確認>あり)

関東学院六浦
◎学校説明会…11/12(10:00～11:30◇ミニ説明会<9:20～9:50>あり)

　　　　　　　12/3(10:00～11:30◇ミニ説明会<11:40～12:00>あり)

　　　　　　　1/14･21(10:00～11:30◆主に初めての方対象)

●オープンキャンパス[★要予約]…10/15(9:00～12:00)

●勉強会[★要予約 ◆小6年対象]…11/12(8:50～11:30)

関東学院
◎学校説明会…10/15(9:30～12:00)

◎入試説明会…12/3(①9:30～11:30 ②13:30～15:30)

◎ミニ説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]…11/11･18(10:00～11:30◇授業見学あり)

●授業体験[★要予約]…10/15(9:30～12:00)

●過去問勉強会[★要予約･申込:11/3より受付]…12/3(①9:30～11:30 ②13:30～15:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(045-581-6325

(045-971-1411

(042-742-1251

(044-987-0519

(045-560-2600

(0466-81-0125

(044-711-4321

(045-984-2505

(045-891-2111

山手学院 ◎入試説明会…10/15､11/19(10:00～12:00)

◎木曜説明会[★要予約]…10/27(10:30～12:00)

◎土曜ミニ説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付]…12/10､1/7(10:00～12:00)

森村学園 ◎学校説明会[※上履き持参]…10/19､11/20(10:30～12:30), 12/4(14:00～16:00)

◎ミニ説明会[★要予約･申込:12/1より受付 ※上履き持参]…1/7(10:30～12:00)

●入試問題解説会[★要予約･申込:11/1より受付 ◆小6年対象 ※上履き持参]…12/4(14:00～16:00)

法政大学第二 ◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ◇校内見学あり]

　　　　　　 …10/15(10:00～12:00), 11/19(14:00～16:00★申込:11/7より受付)

日本大学藤沢
◎入試説明会…11/5･19(14:00～15:30)

日本大学
◎学校説明会[※上履き持参]…10/15､11/26(9:30～)

桐光学園 ◎入試問題説明会[◇校内見学あり]…11/12(13:30～15:00)

◎入試直前学校説明会[◇校内見学あり]…12/25(10:30～12:00)

◎帰国生対象説明会…12/17(13:30～15:00◇入試説明会､校内見学あり)

東海大学付属相模
◎学校説明会[※上履き持参]…10/22､11/20､12/18(10:00～12:00)

桐蔭学園

◎予約制説明会[★要予約]…10/11(10:00～★予約受付終了 ◆男子対象)

　　　　　　　 　　　　 　11/18(10:00～★申込:10/18より受付 ◆男子対象)

　　　　　　　 　　　　 　11/22(10:00～★申込:10/22より受付 ◆女子対象)

◎学校説明会…10/29(10:30～12:30◇授業見学可)

◎入試説明会…12/10(10:00～12:30)

◎小6年対象学校説明会[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付]…1/21(10:00～12:30◇授業見学可)

●桐蔭第九の会…11/3(14:30～16:00)

●入試体験会[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付 ◆小6年対象]…12/10(9:30～12:30)

鶴見大学附属

◎学校説明会…10/15､11/12､1/14(10:00～11:30)

◎サテライト説明会[★要予約]…＊12/1(19:00～20:00■鶴見大学会館で実施)

●校長先生といっしょに学校散歩[★要予約]…10/22､11/19､12/10(10:00～11:30)

●適性検査模試[★要予約]…10/29(10:00～11:30)

●入試問題の傾向と対策…11/26(10:00～11:30)

●入試模擬体験[★要予約]…12/17(9:00～11:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(046-822-3218

( 045-921-0301

(045-421-3121

(045-364-5101

●共学校【千　葉】

(047-339-2681

(0438-52-3291

(0438-37-3131

(04-7174-3100

(043-271-1221

渋谷教育学園幕張
◎入試説明会[※上履き持参]…11/5(14:00～16:30)

芝浦工業大学柏
◎入試説明会…11/6(14:00～), 11/20(10:00～), 12/18(14:00～)

志学館
◎入試説明会[★要予約 ※上履き持参 ■スクールバスの運行<要確認>あり]…10/15､11/12､12/10(10:00～)

暁星国際 ◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の2日前まで受付 ■バスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …11/3､1/21(9:10～10:40◇授業見学<10:50～11:40>あり)
●個別相談･見学会[★要予約]…毎週 金･土曜(詳細未定)

市川 ◎学校説明会[★要予約､定員制]…10/29(①9:00～10:30 ②11:30～13:00 ③14:00～15:30)

　　　　　　 　　　　 　　　 　2/25(10:00～11:00★申込:2/9より受付 ◆小5年以下対象)

●スクールツアー[★要予約･申込:10/13～10/14､定員制･抽選]…11/5･19･26(10:00～11:30)

横浜隼人
◎学校説明会[※上履き持参]…11/5(14:00～15:30◇入試出題傾向)

　　　　　　 　　　　　　 　12/10(14:00～15:30★要予約･申込:11/30まで ◆小6年対象 ◇プレテストあり)

　　　　　　 　　　　　　 　1/14(10:00～11:30◇解法の手引き)

◎ミニ説明会[※上履き持参]…10/21､11/21､1/21(10:00～11:00◇授業見学あり)

●地域公開教室[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…10/22(10:00～12:00)

横浜創英
◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]

　　　　　　 …11/20(10:00～11:30◇カナダ語学研修報告あり), 1/8(10:00～11:30◇出題傾向説明)

◎アフタヌーン説明会[★要予約]…10/15(15:00～16:00)

◎ミニ説明会＆授業見学会[★要予約･申込:詳細未定 ◆保護者対象]…12/6､1/17(10:00～11:00)

●模擬入試[★要予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象]…12/10(9:00～)

横浜翠陵

◎学校説明会…11/5･6(11:30～12:15)

◎ミニ説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ◆保護者対象]…11/11､1/20(10:00～11:00)

●土曜授業見学会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付]…10/15､11/19､12/17(9:30～11:30)

●体験授業[★要予約]…10/23(10:00～12:30)

●模擬入試[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ◆小6年対象]…11/23(9:30～), 1/9(10:00～)

●入試問題解説会[★要予約･申込:11/11より受付]…12/11(10:00～12:30)

横須賀学院

◎学校説明会[◇施設案内可 ※上履き持参]…11/5･26(9:00～12:00), 12/17(10:30～12:00)

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　3/11(13:30～15:00予定◇次年度向け)

◎ナイト説明会…＊10/13(19:00～20:00■崎陽軒本店６階会議室で実施)

◎水曜ミニ説明会[★要予約､定員制 ※上履き持参]…12月までの毎週水曜日<要確認>(10:00～11:30)

◎土曜説明会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…1/7･14(10:00～11:30)

●入試問題体験会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ※上履き持参]…11/5･26(9:00～12:00)

●合唱コンクール[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/12(10:00～12:00)

－ 29 －



㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(047-450-7001

(0439-55-1200

(047-323-4171

(043-272-2481

(04-7127-1111

(047-362-9102

(047-466-5155

(043-265-1612

(047-351-2371

東海大学付属浦安
◎学校説明会[※上履き持参]…10/15､11/5､12/3(13:00～14:30)

千葉明徳 ◎学校説明会[★要予約 ◇施設見学可 ※上履き持参]

　　　　　　 …10/23､11/20(10:00～12:00◆小4～6年対象), 12/11(10:00～12:00◆小6年対象)

千葉日本大学第一
◎学校説明会[★要予約]…11/5･26(14:00～)

専修大学松戸 ◎学校説明会[※上履き持参]…11/5､12/11(10:00～12:00)

　　　　　　 　　　　　　 　1/8(14:00～15:00★要予約･申込:12/15より受付 ◆本校の説明会参加が初めての小6年対象)

西武台千葉 ◎学校説明会[※上履き持参]…10/16(10:00～11:30), 10/29､11/5(14:00～15:30)

　　　　　　 　　　　　　 　11/13(10:00～11:30), 11/19(14:00～15:30)

◎個別説明会[※上履き持参]…11/27(9:00～12:00), 12/17(14:00～16:30)

昭和学院秀英
◎学校説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/15･29(10:00～12:00◇授業参観<11:30～>あり)

昭和学院 ◎学校説明会…10/22､11/12(13:15～15:00◇公開授業<11:35～12:25>あり)

　　　　　　　12/17(13:15～15:00)

翔凜 ◎入試説明会…10/30､11/20(10:00～11:30)

◎校長によるミニ学校説明会…10/22､11/5(10:00～11:30)

●個別相談会…11/27(10:00～11:30)

秀明大学学校教師
学部附属秀明八千代 ◎学校説明会…10/23､11/13､12/11､1/28(10:00～11:30)

●体験学習会[★要予約]…10/29(10:00～13:30)

●入試直前学習会[◆小6年対象]…11/26､1/9(10:00～12:00)

－ 30 －



㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(047-472-8191

(0476-22-2131

(04-7191-5242

(047-324-0071

(047-482-1234

(04-7173-3700

●共学校【埼　玉】

(048-861-6131

(048-711-8221

(048-641-7161

大宮開成
◎学校説明会…10/29(13:00～14:00◇校内見学可), 10/30(11:00～12:00◇校内見学可)

　　　　　　　11/10･25(10:00～12:00◇授業見学可), 12/3(10:00～12:00◇校内見学可)

　　　　　　　12/15(10:00～12:00◇授業見学可), 2/18(10:00～12:00◆小4･5年対象 ◇授業見学可)

●入試対策会[★要予約､定員制 ※上履き持参]…11/23(9:00～12:00)

浦和ル－テル学院
◎学校説明会…10/15(10:00～12:00), 11/12､12/17(詳細未定)

浦和実業学園
◎学校説明会…10/23(10:00～◇入試問題の傾向と対策あり)

　　　　　　　11/20(10:00～◇入試体験会あり)
◎ミニ説明会[★要予約･申込:各実施日の2週間前より受付､先着順]

　　　　　　 …12/22(18:20～), 12/23･24(13:30～), 1/6(10:00～)

●公開授業…11/8～11/11(9:00～15:00)

●入試問題学習会…11/27､12/18(10:00～◇学校説明会あり)

麗澤
◎学校説明会…10/16(10:30～12:00◇施設見学可)

◎入試説明会…11/20･27(10:30～12:00◇小6対象プログラム<要予約>あり､施設見学可)

◎ミニ入試説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付]…12/11､1/9(①9:00～ ②10:00～)
●ミニオープンキャンパス[★要予約､定員制<有料>]

　　　　　　　　　　　　 …2/19(9:30～12:30★申込:実施日の約1ヶ月前より受付 ◆小4･5年対象)

八千代松陰
◎入試説明会[◇校内見学可 ※上履き持参]… 10/22(14:00～), 11/6(10:00～)

日出学園
◎入試説明会[※上履き持参]…10/15(14:00～◇推薦), 12/3(14:00～◇一般)

二松學舍大学附属柏 ◎学校説明会…10/15､11/12(14:00～15:30), 11/23(9:30～11:00), 11/26､12/17(14:00～15:30)

◎ミニ説明会…11/5､12/3･24､1/7(9:30～10:30)

◎4･5年生対象説明会[★要予約･申込:詳細未定]…3/18(14:00～15:30)

成田高等学校付属
◎学校説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/29(10:20～11:20◇授業見学<9:50～10:15>あり)

東邦大学付属東邦 ◎入試説明会[★要予約]…10/19･20(14:00～15:10)

●学校見学会･説明会[★要予約､定員制]…10/15･29､11/5･12･19(10:30～12:50)

●ナイト見学会[★要予約､定員制]…11/2(18:30～19:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(048-795-0777

(0280-61-2021

(048-737-7611

(048-721-5931

(048-621-2121

(049-294-8080

(048-667-7700

(04-2962-3844

(042-972-3131

狭山ヶ丘高等学校付属 ◎学校見学説明会[■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　　　 …10/15(14:00～15:30◇体験･模擬授業あり), 11/13､12/3(10:00～11:30◇体験･模擬授業あり)

自由の森学園 ◎学校説明会…＊11/3(10:00～12:00■池袋で実施), 11/13(10:00～12:00)

　　　　　　　＊11/27(10:00～12:00■池袋で実施), 12/23(10:00～12:00)

●わくわくワーク[★要予約･申込:詳細未定 ◆小4～6年対象]…10/16､11/26､12/11(9:30～15:30)

栄東
◎保護者対象学校説明会[◇施設見学可 ※上履き持参]…10/21(10:00～11:30)

◎保護者対象入試説明会[◇施設見学可 ※上履き持参]…11/23(①8:40～10:20 ②14:10～15:50)

　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　12/10(10:00～11:30)
●入試問題学習会[★要予約･申込:10/中旬より受付 ◆小6年対象 ※上履き持参]

　　　　　　　　 …11/23(①8:30～11:00 ②14:00～16:30)

埼玉平成
◎学校説明会[※上履き持参]…11/5(14:00～15:30)

◎入試説明会[※上履き持参]…12/3(10:00～11:30)

●入試問題解説セミナー[※上履き持参]…11/5(14:00～15:30)

●個別相談会[★要予約 ※上履き持参]…11/19･26､12/3･10･17･24(13:00～16:00)

●合唱コンクール[※上履き持参]…11/12(10:00～12:00)

埼玉栄 ◎学校説明会…10/29､12/10(10:40～◇校内･授業見学可), 12/24(10:40～◇校内見学可)

●入試問題学習会[★要予約･申込:詳細未定]…11/19､12/17(10:00～◇説明会あり､校内見学可)

国際学院
◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…12/17(10:00～12:00)

◎イブニング学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…＊11/18(18:30～20:00■国際学院埼玉短期大学で実施)

●入試対策学習会[★要予約･申込:詳細未定]…10/22(13:30～15:30◇2科の模擬試験と解説)

　　　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　11/13(10:00～12:30◇4科の模擬試験と解説)

　　　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　12/10(13:30～14:30◇過去問題解説､傾向と対策)

春日部共栄
◇本校で実施の行事においてスクールバスの運行<要確認>あり

◎学校説明会…10/30(10:00～12:00◇体験授業あり)

　　　　　　　11/26､12/10(10:00～12:00◇入試問題解説会)

　　　　　　　12/18(10:00～12:00◆小4･5年対象)

開智未来
◇すべての行事においてスクールバスの運行<要確認>あり

●未来型入試対策サプリ[★要予約 ※上履き･筆記具持参]…10/22(10:00～11:30)

　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　12/3(10:00～11:30★申込:11/3より受付)

●入試対策サプリ[★要予約 ※上履き･筆記具持参]…11/23(9:30～12:00★申込:10/23より受付)

　　　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　12/18(9:30～12:00★申込:11/18より受付)

開智
◇すべての行事において送迎バスの運行<要確認>あり

◎学校説明会[※上履き持参]…10/15(10:00～11:30◇学校見学<11:30～12:30>可)

　　　　　　 　　　　　　 　11/19(13:30～15:00◇学校見学<15:00～16:00>可)

◎入試問題説明会[※上履き持参]…12/3(14:00～15:30◇教育内容説明<15:30～16:10>あり)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(049-232-6611

(0480-34-3381

(04-2954-4080

(048-481-1701

(042-973-1500

(048-571-1303

(0493-24-4611

(048-977-5441

(048-441-6948

武南
◎学校説明会[※上履き持参]…10/23､11/13(10:00～12:00)

◎イブニング説明会[※上履き持参]…10/14(18:30～)

●入試体験会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/27､12/18(8:30～)

●授業公開＆説明会[※上履き持参]…12/3(10:00～)

獨協埼玉
◎学校説明会…10/23､11/26､12/11(10:00～11:30◇出題傾向とポイント)

東京成徳大学深谷 ◎学校説明会[★要予約･申込:各実施日の1ヶ月前より受付 ■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …10/23､11/20(9:30～11:30※上履き持参)

●入試相談会…12/3･17(9:00～11:00※上履き持参)

東京農業大学
第三高等学校附属

◇本校で実施の行事においてスクールバスの運行<要確認>あり

◎入試説明会…＊10/12(19:00～■所沢で実施) , ＊10/14(19:00～■南浦和で実施)

　　　　　　　＊10/19(19:00～■大宮で実施), 11/5､12/10(9:30～※上履き持参)

●入試模擬体験[★要予約･申込:11/1より受付 ※上履き持参]…11/23(9:30～)

聖望学園
◎学校説明会[★要予約 ◆小4～6年対象 ◇校内見学可 ※上履き持参]

　　　　　　 …10/15(14:30～16:30), 11/20(10:00～12:00), 12/10(14:30～16:30)
●入試問題解説授業[★要予約 ◆小5･6年対象 ◇校内見学可 ※上履き持参]

　　　　　　　　　 …10/15(15:20～16:20), 11/20(10:50～11:50), 12/10(15:20～16:20)

●クリスマスツリー点火式…12/1(17:00～17:30)

西武台新座
◇すべての行事において送迎バスの運行<要確認>あり

◎学校説明会…10/22(13:00～16:00)

◎入試直前情報説明会…12/18(10:00～13:00)

●入試模擬体験会[★要予約･申込:詳細未定]…11/20(10:00～13:00)

西武学園文理 ◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の約1ヶ月前より受付 ※上履き持参]…10/22､11/30(10:30～)

●入試対策講座[★要予約･申込･実施日の約1ヶ月前より受付 ※上履き持参]…11/12(10:00～)

昌平
◎学校説明会…10/23(10:00～12:00◇校内見学可)

　　　　　　　11/12(14:00～16:00◇校内見学可)

　　　　　　　11/30､12/17(10:00～12:00◇校内･授業見学可)

●腕だめしテスト[★要予約 ◆小6年対象]… 10/23(10:00～12:00)

●入試問題アドバイス[★要予約 ◆小6年対象]…11/12(14:00～16:00)

秀明 ◎学校説明会… 10/23､11/6(12:00～15:00)

●授業公開＆進学面談…11/3(11:00～14:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(049-223-2888

(0495-24-1332

(0495-27-6711

●共学校【茨　城】

(0297-74-8771

[2017年より校名変更]

(029-888-8208

(029-842-0708

(0299-83-1811

(029-212-3311

(029-835-3907

土浦日本大学
　中等教育学校 ◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…10/22(10:00～12:00◇校内見学可)

●入試問題解説会[★要予約･申込:詳細未定]…11/19(10:00～12:00◇校内見学可)

智学館中等教育学校
◎入試説明会[★要予約]…10/23(10:00～12:00), 11/5(14:00～16:00), 12/18､1/15(10:00～12:00)

清真学園 ◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/5(12:00～◇校内見学あり)

●オープンスクール[★要予約･申込:詳細未定 ◆小4～6年対象 ※上履き持参]…10/22(8:30～14:00)

常総学院 ◎入試説明会[★要予約]… 10/16､11/20(10:00～12:00※上履き持参 ■スクールバスの運行<要確認>あり)

　　　　　　 　　　　 　＊12/3(10:00～11:30■柏の葉カンファレンスセンターで実施)

霞ヶ浦高等学校附属
<現 霞南至健>

◎入試説明会[★要予約]…10/23(9:00～10:30)

江戸川学園取手
◎入試説明会[※上履き持参]…10/28､11/26(9:30～12:00)

本庄第一
◎学校説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/15(14:00～15:30), 10/30(10:00～12:00)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　11/5(14:00～15:30), 11/20(10:00～12:00)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　12/3(14:00～15:30), 12/25(10:00～12:00)

◎イブニング説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/12･28､11/9･17､12/7･16(18:00～19:00)

●入試対策講座[★要予約 ※上履き持参]…10/30(13:00～15:00), 11/12(10:00～15:00)

　　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　11/20(13:00～15:00), 12/10･18(10:00～15:00)

本庄東高等学校附属 ◎入試説明会[★要予約 ※上履き持参 ■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …10/29(9:30～11:00◇部活動見学会あり), 11/19(9:30～11:00◇受験準備会あり)

◎プチ説明会[★要予約･申込:11/1より受付 ※上履き持参]…12/23(9:30～11:00)

星野学園 ◎入試説明会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参 ■スクールバスの運行<要確認>あり]

　　　　　　 …10/16･30､11/20､12/11(10:00～11:30◇入試対策講座あり)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(029-872-0350

(029-243-0840

(029-851-6611

●共学校【栃　木】

(0282-22-5511

(0283-25-0111

●共学､別学校【その他】

<愛媛県>

(089-922-8980

<静岡県>

(055-924-1900

<長野県>

(0267-68-6688

佐久長聖
◎学校説明会…10/22(9:30～12:50★要予約･申込:詳細未定 ◇過去問解説等あり ※上履き持参)

　　　　　　　＊10/29(13:30～15:00■高崎市で実施), ＊11/5(16:00～17:30■上田市で実施)

　　　　　　　 12/10(10:00～12:00★要予約･申込:詳細未定 ◇入試体験等あり ※上履き持参)

●収穫祭[★要連絡]…11/5(詳細未定)

加藤学園暁秀
◎学校説明会…＊10/12(19:00～20:30■小田原で実施)

◎進学説明会[◆小6年対象]…10/15(9:30～12:00)

●体験入学…10/22(9:30～12:00)

●オープンスクール…11/4(9:30～12:30), 11/5(9:30～11:30)

●入試直前相談会…12/3(9:30～12:00)

愛光 ◎入試説明会…＊10/22(14:00～16:00■東京<ＴＫＰ東京駅前カンファレンスセンター>で実施)

　　　　　　　＊10/23(10:00～12:00■横浜<ＴＫＰ横浜ビジネスセンター>で実施)

◎学校説明会…11/5(10:00～14:30)

佐野日本大学
　中等教育学校

◎入学説明会[★要予約 ※上履き･筆記用具持参]…11/5､12/4､1/22､2/18(10:00～11:30)

國學院大學栃木
◎入試説明会[◇校内見学あり ※上履き持参]…10/22､11/3(10:00～)

茗溪学園 ◎入試説明会[★要予約･申込:10/12～10/20 ◆主に父母向け]…10/22(14:30～16:30◇校内見学あり)

●美術展…＊10/25～＊10/30(9:30～17:00■つくば美術館で実施)

水戸英宏 ◎入試説明会[★要予約]…10/15･22､11/5､12/17､1/21(9:30～11:30◇授業体験あり)

◎専願入試説明会[★要予約]…10/22､11/5(13:30～15:00)

◎サッカー部入部希望者対象説明会[★要予約 ※サッカーのできる準備が必要]…10/24(18:10～19:40)

東洋大学附属牛久 ◎入試説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/30(9:00～11:00◇プレテスト<小6年対象>あり)

　　　　　　 　　　　 　　　　　　 　11/5･19(14:00～16:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

<静岡県>

(054-345-2296

<宮城県>

(022-256-4141

<山梨県>

(055-243-5200

<静岡県>

(054-334-1851

<高知県>

(088-831-1717

<長崎県>

(0957-26-0061

<奈良県>

(0745-73-6565

<静岡県>

(055-988-3500

<宮崎県>

(0985-39-1121

宮崎日本大学
◎学校説明会[★要予約]…10/22(10:00～12:00)

◎入試説明会[★要予約]…10/30(9:00～12:00), 12/4(10:00～12:00)

●オープンキャンパス[★要予約]…10/22(10:00～12:00◆小5年対象)

　　　　　　　　　　 　　　　 　12/4(10:00～12:00)

●プレテスト[★要予約]…10/30(9:00～12:00)

日本大学三島
◎学校説明会[★要予約 ※上履き持参]…10/15(9:00～13:00◇授業見学､体験授業等あり)

西大和学園
◎入試説明会[★要予約]…11/12(10:00～11:30)

長崎日本大学
◎入試説明会…＊11/8(10:00～12:00■東京<日本大学理工学部>で実施)

　　　　　　　＊11/9(10:00～12:00■神奈川<日本大学生物資源科学部>で実施)

　　　　　　　 11/12(10:00～12:30)

●入試個別相談会…＊10/22･＊23(9:30～14:00■実施場所は要確認)

　　　　　　　　　11/20､12/3･17(9:30～14:00)

土佐塾

東海大学付属翔洋 ◎学校説明会[◇施設見学可]…10/29､11/12(13:00～15:30), 11/17(18:00～19:30)

●スクールツアー[◆保護者対象]…10/13･14､11/9･10(11:30～13:30)

●個別入試相談会[◇施設見学可]…11/26･27､12/3･4､1/14･15(10:00～12:00), 1/16･17(18:00～19:00)

駿台甲府
●入試問題解説授業[◆小6年対象 ※上履き持参]…10/22､11/12(9:30～)

秀光中等教育学校
◎入試説明会[★要予約･申込:詳細未定]…＊12/4(14:00～16:00■東京<アルカディア市ヶ谷>で実施)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　＊12/10(14:00～16:00■山形､岩手の２会場で実施)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　 12/17･18(10:00～12:00※上履き持参)

●体験授業[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…10/29､11/5(10:00～12:50)

静岡サレジオ ◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…10/15､11/19､12/3(10:00～)

●公開研究会[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/5(8:50～)

●公開授業週間[★要予約･申込:詳細未定 ※上履き持参]…11/7～11/19(詳細未定)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

<山梨県>

(055-224-1616

<佐賀県>

(0955-58-9000

<大阪府>

(072-643-6363

●国立校

(03-3411-8521

(03-5978-5865

(03-3945-3231

(042-329-7833

(03-5905-1326

(03-5706-3301

東京学芸大学附属世田谷

東京学芸大学附属
国際中等教育学校

◎学校説明会[★要予約]…10/22(①9:00～◇公開授業あり)

東京学芸大学附属小金井

筑波大学附属

お茶の水女子大学附属
◎学校説明会…11/3(①10:00～ ②14:00～ ◇校舎見学<上履き持参>可)

筑波大学附属駒場

早稲田摂陵

◎入試説明会[★要予約･申込:詳細未定]

　　　　　　 … 10/22､11/12(14:45～17:20◇プレテストあり ※上履き持参)

　　　　　　 　＊11/27(10:00～15:00◇プレテストあり ■東京<早稲田大学 早稲田キャンパス>で実施)

●オープンスクール[★要予約･申込:詳細未定]…11/5(14:45～17:00※上履き持参)

●個別相談会[★要予約･申込:詳細未定]… 12/10(10:00～16:00※上履き持参)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　＊12/11(10:00～15:00■東京<早稲田大学 早稲田キャンパス>で実施)

　　　　　　 　　　　 　　 　　　　 　 12/17(14:00～17:00※上履き持参), 12/18(10:00～17:00※上履き持参)

早稲田佐賀 ◎入試説明会[★要予約･申込:各実施日の3日前まで受付]

　　　　　　 … 10/15(13:30～※上履き持参), 10/16(10:00～※上履き持参)

　　　　　　 　＊11/13(10:00～■東京<早稲田大学 大隈記念講堂小講堂>で実施)

山梨学院
◎入試説明会[★要予約]…11/12(9:30～11:45), 11/17(19:00～20:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(03-3816-8601

(03-5351-9050

(0467-22-2033

(045-742-2281

(043-290-2493

(048-862-2214

(029-221-3379

茨城大学教育学部附属
◎学校説明会[★要予約･申込:10/17まで]…10/22(13:00～)

埼玉大学教育学部附属 ◎学校説明会…11/26(9:00～12:30)

●合唱コンクール…10/26(詳細未定)

●学校公開…11/26(9:00～11:00)

千葉大学教育学部附属
●ＩＣＴ授業研究会…2/10(13:00～16:30)

横浜国立大学
教育人間科学部附属横浜

◎学校説明会[★要予約 ◆小6年対象]…10/29(①10:00～ ②13:30～ ※上履き持参)

横浜国立大学
教育人間科学部附属鎌倉 ◎入試説明会[※上履き持参]…11/15(13:30～16:00◇授業･部活見学等あり)

●合唱祭[★受付に申し出]…＊10/28(10:30～■鎌倉芸術館で実施)

東京大学教育学部
附属中等教育学校

◎学校説明会[※上履き持参]…11/6(①9:00～10:30 ②11:00～12:30 ◇編入学説明会あり)

東京学芸大学附属竹早
◎学校説明会…11/5(10:00～12:00)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

●公立中高一貫校

(03-3263-7190

(03-3723-9910

(03-3924-0318

(03-3946-5171

(042-524-3903

(03-5830-1731

(03-3382-0601

(0422-46-4181

(042-656-7030

東京都立
南多摩中等教育学校 ◎学校説明会[■地域別に指定時間<要確認>あり]…10/15･29(①14:00～ ②15:00～ ③16:00～ ※上履き持参)

◎応募説明会[◆小6年保護者対象 ◇願書配布あり]…11/26(①9:30～ ②11:00～)

東京都立
三鷹中等教育学校 ◎学校説明会[※上履き持参]…10/29(①9:30～ ②12:00～ ③14:30～)

　　　　　　 　　　　　　 　11/26(詳細未定◇願書配布)

●授業公開[※上履き持参]…10/15､11/5･26､12/10､1/21･28､2/18･25(8:40～12:30)

東京都立
富士高等学校附属 ◎学校説明会[◇授業見学可 ※上履き持参]…11/12(13:30～16:30)

◎募集案内説明会[◇授業見学可 ※上履き持参]…11/26(14:00～)

●授業公開週間[※上履き持参]…11/7～12(詳細未定)

東京都立
白鷗高等学校附属

◎学校説明会[※上履き持参]…10/29(①9:30～ ②11:30～ ③14:30～)

◎願書配布説明会[※上履き持参]…11/26(詳細未定)

●学校公開[※上履き持参]…10/15･22､11/5･19､12/10､1/21･28､2/18(10:30～12:20)

●道徳授業地区公開講座[※上履き持参]…12/9(13:20～15:10)

東京都立
立川国際中等教育学校 ◎学校説明会[※上履き持参]…10/15･29､11/19(9:45～11:15)

●授業公開[◆入試志願者と保護者対象 ※上履き持参]…10/15･29､11/19(8:40～12:30)

●個別相談会[◆入試志願者と保護者対象 ※上履き持参]…12/17(10:00～12:00)

東京都立
小石川中等教育学校 ◎学校説明会[※上履き持参]…11/5(詳細未定)

●授業公開[※上履き持参]…11/19(詳細未定)

●適性検査問題解説会[★要予約 ※上履き持参]…11/23(①9:20～10:40 ②11:20～12:40)

東京都立
大泉高等学校附属 ◎入試説明会[★要予約･申込:11/1より受付 ◆小6年保護者対象]

　　　　　　 …11/20(①9:30～10:20 ②11:00～11:50 ③13:00～13:50)

●授業公開…11/14～11/18(①10:30～12:20 ②13:10～15:00<11/16は午後の実施なし>)

東京都立
桜修館中等教育学校

◎出願手続等説明会[◆小6年対象 ※上履き持参]…11/27(詳細未定)

●ようこそ小学生[★予約受付終了 ◆小5･6年対象]…10/22(9:15～11:30)

●学校紹介日[※上履き持参]…10/29(詳細未定)

●授業公開週間…11/7～11/12(詳細未定)

千代田区立
九段中等教育学校

◎学校説明会…10/16(詳細未定 ※上履き持参), 11/13(詳細未定◇願書特別配布による説明会)

　　　　　　　12/11(詳細未定 ※上履き持参)
●天体観望会[★要予約･申込:詳細未定 ◆小4～6年対象]

　　　　　　 …10/15､12/10､1/21､2/18､3/25(詳細未定)

●学校公開…10/17～10/22(詳細未定)

●適性検査解説会[★要往復ﾊｶﾞｷ予約･申込:詳細未定 ◆小6年対象 ※上履き持参]…10/30(詳細未定)

●九段コズミック[★予約受付終了 ◆小5･6年対象]…11/12(14:30～16:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(0422-51-4554

(03-3631-1878

(042-749-1279

(0463-34-0320

(044-246-7861

(045-822-9300

[2017年新設]

(045-506-5707

(043-270-2055

(043-202-7778

千葉県立千葉

千葉市立
稲毛高等学校附属

●学校見学会[◆小6年対象]…11/5(詳細未定)

横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
高等学校附属 ◎志願説明会…11/12(詳細未定)

●施設見学会…10/16(9:00～13:00)

横浜市立南高等学校附属

川崎市立
川崎高等学校附属

◎学校説明会[★要予約･申込:詳細未定]…＊11/5(詳細未定 ■川崎市教育文化会館で実施)

神奈川県立
平塚中等教育学校

◎学校説明会…11/6(詳細未定)

神奈川県立
相模原中等教育学校 ◎志願説明会[★要予約･申込:実施日の1ヶ月前より受付､定員制 ※上履き持参]

　　　　　　 …11/5(①8:30～ ②11:30～ ③13:30～)

●学校へ行こう週間…10/24･25･26･27･28(10:45～12:20)

東京都立
両国高等学校附属 ◎願書配布説明会[※上履き持参]…11/26(9:00～16:00)

●授業公開…10/29(9:40～12:30)

東京都立
武蔵高等学校附属 ◎応募説明会[◆小6年保護者対象 ■地域別に指定時間<要確認>あり ◇願書配布あり ※上履き持参]…11/27(詳細未定)

●授業公開[※上履き持参]…11/11･12･14(9:00～12:30)
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㊟日時等が変更・中止となる場合がありますので、事前に各中学校へご確認下さい。

中学校･中等教育学校名 学校説明会･行事等 日時

(04-7143-8651

(048-886-8008

(048-729-2882

(0280-92-4551

(029-851-1346

(0294-22-6488

茨城県立
日立第一高等学校附属

●公開授業[★要予約 ※上履き持参]…10/15(9:40～)

茨城県立
並木中等教育学校

●学校公開[※上履き持参]…10/29(9:40～16:00)

茨城県立
古河中等教育学校 ●学校公開[★要予約 ※上履き持参]…10/16(8:30～11:00)

●Σオープンタイム[★要予約 ※上履き持参]…10/18､11/14(10:30～12:30)

埼玉県立伊奈学園
●体験授業[★要予約･申込:10/12より受付 ◆小6年対象 ※上履き持参]…10/29(①9:00～10:30 ②11:00～12:30)

さいたま市立浦和
◎生徒募集要項説明会[◆小6年対象､定員制]

　　　　　　　　　　 …11/19(①9:00～9:30 ②10:00～10:30 ③11:00～11:30 ※上履き持参)

◎小5･6年児童対象学校説明会[◆定員制]…11/19(①9:00～9:40 ②10:00～10:40 ③11:00～11:40 ※上履き持参)

●学校公開[※上履き持参]…11/19(8:30～11:20)

千葉県立東葛飾

－ 41 －


