
都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

東京都 男子校 佼成学園中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 駒場東邦中学校 学校説明会 要 ○

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 芝生祭 ミニ説明会あり ○

東京都 男子校 城北中学校 文化祭 9:00～

東京都 男子校 高輪中学校 文化祭 10:00～

東京都 男子校 東京都市大学付属中学校 文化祭 9:00～

東京都 男子校 桐朋中学校 体育祭 9:00～

東京都 男子校 日本学園中学校 文化祭 10:00～

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会 10:00～ 要

東京都 男子校 明法中学校 文化祭

東京都 男子校 早稲田中学校 文化祭 9:00～

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 文化祭 10:00～

北海道 男子校 北嶺中学校 学校説明会 10:00～12:00 ｿﾆｯｸｼﾃｨ(さいたま市)で実施

東京都 女子校 神田女学園中学校 文化祭 9:00～

東京都 女子校 京華女子中学校 体育祭 9:00～

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 文化祭 10:00～16:00 要 ○

東京都 女子校 桐朋女子中学校 文化祭 9:00～16:00 受付でﾁｪｯｸあり

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 文化祭 10:00～ 受付に申し出 要 ○

東京都 女子校 富士見丘中学校 説明会 13:00～14:00

東京都 女子校 富士見丘中学校 文化祭 10:00～ 受付に申し出

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 文化祭 10:00～15:00 要

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 文化祭 10:00～ ○

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 文化祭 9:00～16:00

神奈川県 女子校 鎌倉女学院中学校 文化祭 9:00～

神奈川県 女子校 湘南白百合学園中学校 文化祭 9:30～ 受付で記帳

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 文化祭 10:00～15:30 ○

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 学校説明会 10:00～ 要 ○

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 学院祭 9:00～14:30 要 ○

千葉県 女子校 和洋国府台女子中学校 体育祭 9:00～15:00 国分ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで実施

東京都 共学校 郁文館中学校 理事長による学校説明会 11:00～

東京都 共学校 開智日本橋学園中学校 文化祭 10:00～ 要

東京都 共学校 駒込中学校 文化祭 9:00～

東京都 共学校 成蹊中学校 文化祭 9:00～ 要

東京都 共学校 創価中学校 文化祭 10:00～ 要

東京都 共学校 玉川学園 オープンスクール 10:00～12:00 ｸﾗﾌﾞ活動･自由研究体験あり 要 9/4～9/28

東京都 共学校 帝京中学校 蜂桜祭 9:00～15:00 ○

東京都 共学校 東海大学菅生 菅生祭 10:00～ ミニ説明会あり

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 藍桐祭 10:00～16:00

東京都 共学校 東京農業大学第一 文化祭 10:00～

東京都 共学校 東京立正中学校 文化祭 9:00～

東京都 共学校 東洋大学京北中学校 文化祭 10:00～15:00 ○

東京都 共学校 日本大学第一中学校 文化祭 10:00～ ○

東京都 共学校 広尾学園中学校 けやき祭 10:00～

東京都 共学校 明治大学付属中野八王子中学校 文化祭

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 文化祭 9:00～ 受付で記帳 要 ○

2017年10月1日(日)実施

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。
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東京都 共学校 早稲田実業学校中等部 文化祭 10:00～ 受付で記帳

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 くすのき祭 9:00～15:40

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 文化祭 9:30～15:50 ○

神奈川県 共学校 相洋中学校 学校説明会 10:00～12:00 4年以上対象 部活動体験希望者は活動しやすい格好 要 5日前まで

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 橘花祭 10:00～14:30 受付に申し出 要 ○

神奈川県 共学校 山手学院中学校 文化祭 10:00～ ○

神奈川県 共学校 横浜創英中学校 文化祭 9:00～ 要

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 ミニ説明会 ①11:00～12:00 ②13:00～14:00 要

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 隼輝祭 9:00～15:00 要 ○

千葉県 共学校 市川中学校 体育祭 9:00～

千葉県 共学校 芝浦工業大学柏中学校 文化祭 10:00～

千葉県 共学校 西武台千葉中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

埼玉県 共学校 秀明中学校 文化発表会 9:00～15:00

茨城県 共学校 智学館中等教育学校 入試説明会 10:00～12:00 日立市で実施 要

高知県 共学校 土佐塾中学校 学校説明会 10:00～14:00

山梨県 共学校 山梨学院中学校 学校説明会 9:30～11:55 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試説明会 10:00～15:00 早稲田大学で実施 要

東京都 共学校 東京学芸大学附属小金井中学校 学校説明会 要 ○ ○

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 ナイト説明会 18:00～19:00 定員10組 要

神奈川県 男子校 藤嶺学園藤沢中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 ○ ○

神奈川県 男子校 武相中学校 文化祭

埼玉県 男子校 城北埼玉中学校 学校説明会 10:00～12:30

東京都 女子校 豊島岡女子学園中学校 入試説明会 10:30～11:30 5･6年の保護者対象 要 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 学校見学会 10:00～11:10 ミニ説明会あり ○ ○

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 学校説明会(御殿場会場) 19:00～20:30 御殿場ふじざくらで実施

東京都 男子校 麻布中学校 運動会 私学事業団総合公園で実施

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 カリタスDEナイト(夜のミニ説明会) 18:30～19:30 要 ○

神奈川県 女子校 捜真女学校中学部 学校説明会 10:00～11:40 要 要 ～10/3

東京都 共学校 成城学園中学校 体育祭 9:00～

東京都 共学校 東京成徳大学中学校 授業見学会 10:00～11:30

東京都 共学校 武蔵野東中学校 スクールツアー 16:00～17:00 4～6年対象 要 要

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 学校説明会 19:00～20:30

神奈川県 女子校 湘南白百合学園中学校 学校見学会 10:15～12:00 保護者対象 要 ～10/4

東京都 共学校 慶應義塾中等部 体育祭 9:00～ 慶應義塾大学日吉陸上競技場で実施 受付で記帳

東京都 共学校 八雲学園中学校 球技大会 東京体育館で実施

千葉県 共学校 東海大学付属浦安 体育祭 9:00～

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 学校説明会(小田原会場) 19:00～20:30 おだわら市民交流ｾﾝﾀｰで実施

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試説明会 日本大学生物資源科学部(藤沢)で実施

2017年10月1日(日)実施

2017年10月2日(月)実施

2017年10月4日(水)実施

2017年10月3日(火)実施

2017年10月5日(木)実施
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東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 女子校 普連土学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 ○ ○

神奈川県 女子校 神奈川学園中学校 学校説明会 10:30～12:00 要 9/6～10/6

東京都 共学校 啓明学園中学校 体育祭 9:30～

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試説明会 日本大学理工学部(御茶ノ水)で実施

東京都 男子校 駒場東邦中学校 学校説明会 要 ○

東京都 男子校 城北中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 要

東京都 男子校 巣鴨中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

東京都 男子校 世田谷学園中学校 5年生以下対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 男子校 桐朋中学校 学校説明会 14:00～16:00 定員550名 要 要

東京都 男子校 本郷中学校 オープンキャンパス 14:00～15:30 要 9/1～

東京都 男子校 立教池袋中学校 入試学校説明会 14:30～16:00 ○

神奈川県 男子校 栄光学園中学校 学校説明会 10:00～

神奈川県 男子校 鎌倉学園中学校 体育祭 9:00～

神奈川県 男子校 サレジオ学院中学校 学校説明会 14:00～15:40 要 9/7～

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 学校説明会 10:00～ 6年対象 要 9/7～9/30

神奈川県 男子校 武相中学校 個別相談会 10:00～11:30 ○ ○ ○

神奈川県 男子校 横浜中学校 文化祭 9:00～15:00 ○

埼玉県 男子校 城西川越中学校 オープンスクール 10:30～15:30 要

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 入寮体験会(宿泊体験) 10/7～10/8にかけて実施 要

東京都 女子校 大妻中学校 学校説明会 9:30～10:40 大妻講堂で実施 要 ○ ○ 約1ヶ月前

東京都 女子校 小野学園女子中学校 文化祭 9:00～ 受付で記帳

東京都 女子校 学習院女子中等科 オープンスクール 13:00～15:30

東京都 女子校 北豊島中学校 文化祭 9:00～

東京都 女子校 共立女子中学校 帰国生対象入試問題説明会 10:00～11:30 要

東京都 女子校 共立女子第二中学校 学校説明会＋入試問題研究会 11:00～12:30 要

東京都 女子校 晃華学園中学校 学校見学会 10:00～11:30 定員制 要 要 ○

東京都 女子校 香蘭女学校中等科 文化祭 9:00～

東京都 女子校 実践女子学園中学校 体育祭 8:40～

東京都 女子校 品川女子学院 学校説明会 10:00～11:40 定員200名 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 学校説明会 14:00～

東京都 女子校 女子学院中学校 マグノリア祭 9:30～ 受付用記入用紙を当日持参

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 学校説明会 14:00～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 公開授業 8:35～12:40 ○

東京都 女子校 星美学園中学校 学校説明会 14:00～15:00 要

東京都 女子校 星美学園中学校 授業体験会 14:00～15:00 4～6年対象 要

東京都 女子校 玉川聖学院中等部 授業･クラブ体験 10:00～12:30予定 要

東京都 女子校 田園調布学園中等部 体育祭 9:00～15:30

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 土曜のミニ見学会 10:30～11:30 要 要

東京都 女子校 豊島岡女子学園中学校 運動会 9:00～15:00 入間総合グラウンドで実施

東京都 女子校 日本体育大学桜華中学校 部活動体験 14:30～

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 池袋ミニ説明会 18:15～20:00 ｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ池袋駅前別館で実施 要 9/1～10/6

東京都 女子校 三輪田学園中学校 文化祭 9:00～17:00 要 要

2017年10月6日(金)実施

2017年10月7日(土)実施
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東京都 女子校 立教女学院中学校 学校説明会 13:00～ 5･6年対象 要 ○ 1ヶ月前より

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 学校説明会 9:30～12:30 要 8/27～10/6

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 オープンスクール(部活体験) 9:30～12:30 要 8/27～10/6

神奈川県 女子校 清泉女学院中学校 親子見学会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 個別説明会 10:00～ 要 要

神奈川県 女子校 洗足学園中学校 オープンキャンパス 8:30～12:30 要 ○ ○

神奈川県 女子校 日本女子大学附属中学校 文化祭 12:00～

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 ジュニアカルチャースクール 9:30～11:30 要 要 ～10/6

神奈川県 女子校 横浜共立学園中学校 文化祭 9:15～15:00 要

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 学校見学会 10:00～ 要 ○

埼玉県 女子校 浦和明の星女子中学校 学校説明会 ①9:30～11:30 ②13:30～15:30 要

東京都 共学校 上野学園中学校 学校説明会 14:00～16:00 要

東京都 共学校 穎明館中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 かえつ有明中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ ○

東京都 共学校 啓明学園中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 前日まで

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 体育祭 9:00～ 受付に申し出

東京都 共学校 国士舘中学校 入試相談会 10:00～11:30 要 要

東京都 共学校 実践学園中学校 体育祭 9:30～ 受付に申し出

東京都 共学校 自由学園中等科 体操会(男子部) 10:00～15:00 ミニ学校説明会あり 要 9/7～

東京都 共学校 自由学園中等科 体操会(女子部) 10:00～15:00 ミニ学校説明会あり 要 9/7～

東京都 共学校 修徳中学校 ネイチャープログラム体験 14:00～ 要

東京都 共学校 松蔭中学校 学校説明会 13:00～14:30

東京都 共学校 成城学園中学校 学校説明会 14:00～15:30

東京都 共学校 成立学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 青稜中学校 入試説明会 10:30～12:00 保護者対象

東京都 共学校 多摩大学目黒中学校 学校説明会 10:00～ ○

東京都 共学校 中央大学附属中学校 学校説明会 13:30～ 要

東京都 共学校 日本大学第二中学校 体育祭 9:00～

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 オープンキャンパス＆説明会 10:00～11:30 定員45組 要

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 授業公開 8:45～12:35

東京都 共学校 日出中学校 学校説明会 14:30～ 要 要 ○

東京都 共学校 文教大学付属中学校 学校説明会 10:30～11:50

東京都 共学校 法政大学中学校 学校説明会 10:30～12:10 定員380名 要 ○

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 中学説明会 14:30～16:00 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 三田国際学園中学校 学校説明会 10:00～12:30 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 明治大学付属明治中学校 学校説明会 ①10:00～11:50 ②14:00～15:50 要 ○ ○

東京都 共学校 明星中学校 学校説明会 14:00～15:00 要 ○

東京都 共学校 明星中学校 本科模擬試験･解説授業 要 ○

東京都 共学校 目黒学院中学校 梧林祭 10:00～15:00

東京都 共学校 和光中学校 学校説明会 13:30～15:30 要

東京都 共学校 和光中学校 オープンスクール 13:30～14:30 要

神奈川県 共学校 青山学院横浜英和中学校 土曜見学会 10:00～11:30 先着60組 要 ○ 9/8～

神奈川県 共学校 公文国際学園中等部 入試説明会 10:00～11:45

神奈川県 共学校 中央大学附属横浜中学校 授業公開日 8:45～12:35 ○

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 学校説明会 10:00～ 6年対象 要

2017年10月7日(土)実施
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神奈川県 共学校 東海大学付属相模 文化祭 10:00～ 要

千葉県 共学校 市川中学校 スクールツアー 10:00～11:30 抽選35名 要 9/13～9/14

千葉県 共学校 翔凜中学校 入試説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 昭和学院中学校 学校説明会 13:15～15:00 要 要 前日まで

千葉県 共学校 昭和学院中学校 公開授業 11:35～12:25 要 ○

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 体育祭

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 9:30～10:30

千葉県 共学校 日出学園中学校 文化祭 9:00～

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 10:00～

埼玉県 共学校 東京成徳大学深谷中学校 学校説明会 9:00～11:00 要

埼玉県 共学校 星野学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

茨城県 共学校 江戸川学園取手中学校 文化祭 9:00～ 要

山梨県 共学校 駿台甲府中学校 オープンキャンパス 9:30～ 5･6年対象 要

東京都 男子校 筑波大学附属駒場中学校 学校説明会 要 要

東京都 共学校 筑波大学附属中学校 学校説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 要

東京都 共学校 東京大学教育学部附属中等教育学校 文化祭 10:00～15:30 要 ○

千葉県 共学校 千葉大学教育学部附属中学校 学校説明会 要

東京都 共学校 東京都立桜修館中等教育学校 適性問題解説会 要

東京都 共学校 東京都立富士高等学校附属中学校 学校説明会 13:30～16:30 要

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

東京都 共学校 東京都立南多摩中等教育学校 学校説明会 ①14:00～ ②15:00～ ③16:00～ 地域の対象あり 要

埼玉県 共学校 さいたま市立浦和中学校 学校公開 8:30～11:20 要 ○ ○

東京都 男子校 駒場東邦中学校 学校説明会 要 ○

東京都 男子校 高輪中学校 入試説明会 ①10:00～12:00 ②14:00～16:00 要 ～10/7

神奈川県 男子校 横浜中学校 文化祭 9:00～15:00 ○

東京都 女子校 小野学園女子中学校 文化祭 9:00～ 受付で記帳

東京都 女子校 北豊島中学校 文化祭 9:00～

東京都 女子校 香蘭女学校中等科 文化祭 9:00～

東京都 女子校 東京家政学院中学校 常盤祭(第二部) 10:00～15:00

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 女子校 東京女子学院中学校 学校説明会 13:30～15:00 要

東京都 女子校 三輪田学園中学校 文化祭 9:00～16:00 要 要

東京都 女子校 山脇学園中学校 体育祭 8:45～15:00

神奈川県 女子校 日本女子大学附属中学校 文化祭 9:00～

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 個別相談会 9:30～ 要

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 体育祭

東京都 共学校 東京電機大学中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 目黒学院中学校 学校説明会 10:00～

東京都 共学校 目黒学院中学校 梧林祭 10:00～15:00

東京都 共学校 八雲学園中学校 文化祭 10:00～ 受付で記帳

神奈川県 共学校 東海大学付属相模 文化祭 10:00～ 要

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 公立一貫型ミニ説明会 9:30～10:30 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

千葉県 共学校 日出学園中学校 文化祭 9:00～

2017年10月7日(土)実施

2017年10月8日(日)実施
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埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 池袋ABCｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰで実施 ○

茨城県 共学校 江戸川学園取手中学校 文化祭 9:00～ 要

茨城県 共学校 水戸英宏中学校 英宏祭 要 ○

東京都 男子校 筑波大学附属駒場中学校 学校説明会 要 要

東京都 共学校 東京大学教育学部附属中等教育学校 文化祭 9:30～15:30 要 ○

東京都 共学校 千代田区立九段中等教育学校 学校説明会･適性検査解説会 5･6年対象

東京都 共学校 東京都立武蔵高等学校附属中学校 学校説明会 要

東京都 女子校 共立女子中学校 学校説明会 10:30～11:30 要

東京都 女子校 女子学院中学校 マグノリア祭 9:00～ 受付用記入用紙を当日持参

東京都 女子校 東京家政学院中学校 常盤祭(第二部) 10:00～15:00

東京都 女子校 東京純心女子中学校 学校説明会 13:30～16:00

東京都 女子校 中村中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 ○ ○

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 学校説明会 14:00～16:00

神奈川県 女子校 横浜共立学園中学校 文化祭 9:15～15:00 要

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 入試説明会 5･6年対象 要 要 ○

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 文化祭 9:00～15:00 要 ○

東京都 共学校 淑徳巣鴨中学校 学校説明会 10:00～11:00 要

東京都 共学校 帝京八王子中学校 蔦校祭 10:30～15:00

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 13:00～14:40

東京都 共学校 八雲学園中学校 文化祭 10:00～ 受付で記帳

千葉県 共学校 芝浦工業大学柏中学校 入試説明会 14:00～

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 ミニ説明会 9:30～10:30 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

奈良県 共学校 西大和学園中学校 入試説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 要 要 ○

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 学校説明会 ①9:30～10:20 ②11:00～11:50 ③13:00～13:50 6年対象 ○ 9/13～

東京都 共学校 東京都立武蔵高等学校附属中学校 学校説明会 要

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 学校説明会 10:15～12:20 要 ○ 9/4～

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 平日見学説明会 13:30～15:00 要 ○ ○

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 授業見学･学校案内 10:00～10:40 要 ○ ○

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 ミニ説明会 10:00～11:00

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 学校説明会(伊東会場) 19:00～20:30 伊東市観光会館で実施

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 プチスクールツアー 11:30～13:30 ○ ○ ○

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 水曜見学会 10:00～12:00 要 10/1～10/10

東京都 女子校 鴎友学園女子中学校 学校説明会 10:00～11:30 定員450名 要 ○ ○ 9/6～

東京都 女子校 吉祥女子中学校 学校説明会 10:30～12:00 6年対象

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 イブニング説明会 19:00～20:00 要

東京都 女子校 普連土学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 ○ ○

神奈川県 女子校 鎌倉女学院中学校 学校説明会 13:00～15:00 ○

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 9/11～

東京都 共学校 工学院大学附属中学校 ハイブリッド授業見学会 10:00～12:00 要 ○ ○ ○

東京都 共学校 城西大学附属城西中学校 学校説明会 10:00～11:00 要 9/1～10/11

東京都 共学校 聖徳学園中学校 イブニング説明会 18:00～19:00 要

東京都 共学校 武蔵野東中学校 陸上クリニック 16:00～17:00 4～6年対象 要 要 9/25～10/6

2017年10月8日(日)実施

2017年10月9日(月)実施

2017年10月10日(火)実施

2017年10月11日(水)実施

－ 6 －



都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 授業見学･学校案内 10:00～10:40 要 ○ ○

神奈川県 共学校 関東学院中学校 学校説明会 10:00～11:45 定員40名 要 ○ 9/11～

埼玉県 共学校 国際学院中学校 イブニング説明会 18:30～19:00 国際学院埼玉短期大学で実施 要

埼玉県 共学校 東京農業大学第三高等学校附属 イブニング説明会 19:00～ 所沢ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙで実施

埼玉県 共学校 東京農業大学第三高等学校附属 イブニング説明会 19:00～ 浦和で実施

東京都 男子校 海城中学校 帰国生対象説明会 10:00～12:00 定員400名 要 9/7～

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 芝浦イブニングスクエア 18:30～20:00 定員320名 要 9/11～10/10

東京都 女子校 吉祥女子中学校 学校説明会 10:30～12:00 5年以下対象

東京都 女子校 女子聖学院中学校 入試問題早期対策会 10:00～12:00 保護者対象 要 要 9/12～

東京都 女子校 共立女子第二中学校 ナイト説明会 18:00～19:30 要

東京都 女子校 光塩女子学院中等科 学校説明会 10:00～11:30 ○ ○

東京都 女子校 十文字中学校 イブニング説明会 18:45～19:45 要 ○ 8/7～10/12

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 女子聖学院中学校 入試問題早期対策会 10:00～12:00 保護者対象 要 要 9/12～

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 学校説明会 10:00～11:30

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 保護者対象説明会 10:00～11:30 定員20組 要

東京都 共学校 文教大学付属中学校 イブニング説明会 18:30～19:30

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 イブニング説明会 19:00～20:00 要 要 9/13～10/12

神奈川県 共学校 関東学院中学校 学校説明会 10:00～11:45 定員40名 要 ○ 9/13～

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 ICT公開授業 13:00～16:00 要 要 ○ ○ 前日まで

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 プチスクールツアー 11:30～13:30 ○ ○ ○

東京都 男子校 麻布中学校 学園説明会 14:00～15:30 要 ○ 9/11～

東京都 男子校 足立学園中学校 入試説明会 10:00～ 要

東京都 男子校 攻玉社中学校 入試説明会 10:20～12:00 6年対象 ○ ○

東京都 男子校 攻玉社中学校 学校説明会 14:00～15:30 5年以下対象 ○

東京都 男子校 佼成学園中学校 ICT授業公開 10:50～12:40 要 ○ ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 男子校 東京都市大学付属中学校 土曜ミニ説明会 10:00～11:30 定員制 要

東京都 男子校 本郷中学校 学校説明会 14:30～16:00 ○

東京都 男子校 武蔵中学校 学校説明会 13:30～15:00

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会 14:30～ 要

東京都 男子校 明法中学校 部活体験会 14:30～ 5･6年対象 要 要

神奈川県 男子校 浅野中学校 学校説明会 14:00～16:00 保護者対象 体育館見学のみ履き物持参 要 ○ 9/14～

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 土曜見学会 10:00～12:00 要 10/1～10/13

神奈川県 男子校 藤嶺学園藤沢中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 ○ ○

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 入試説明会 13:30～

北海道 男子校 北嶺中学校 オープンスクール 9:30～15:30 学校説明会あり

東京都 女子校 愛国中学校 学園説明会 10:00～ 要

東京都 女子校 江戸川女子中学校 学校説明会 14:00～15:30 ○

東京都 女子校 大妻中野中学校 学校説明会 10:15～11:45 要 ○ ○

東京都 女子校 大妻中野中学校 海外帰国生入試・グローバル入試説明会 14:00～15:30 要 ○

東京都 女子校 共立女子中学校 文化祭 9:00～ 受付で記帳

2017年10月11日(水)実施

2017年10月12日(木)実施

2017年10月13日(金)実施

2017年10月14日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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東京都 女子校 恵泉女学園中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要 9/15～10/14

東京都 女子校 佼成学園女子中学校 学校説明会 14:00～15:30 体験授業あり 要

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 文化祭 9:30～ 受付で記帳

東京都 女子校 実践女子学園中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 9/14～10/13

東京都 女子校 女子聖学院中学校 入試問題早期対策会 ①10:00～12:00 ②14:00～16:00 保護者対象 要 要 9/12～

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 女子校 成女学園中学校 学校説明会 13:00～15:00 ○

東京都 女子校 星美学園中学校 文化祭 9:30～16:00 ○

東京都 女子校 瀧野川女子学園中学校 秋の体験入学･説明会 11:30～ 4～6年対象

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 東京女子学園中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要 10/14まで

東京都 女子校 東京女子学園中学校 アクティブラーニング授業体験 14:00～16:00 要 要 10/14まで

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 土曜のミニ見学会 10:30～11:30 要 要

東京都 女子校 豊島岡女子学園中学校 学校説明会 10:30～11:30 要 要 ○ ○ 1ヶ月前より

東京都 女子校 富士見中学校 学校説明会 13:40～ 5年以下対象 要 ○ 9/14～

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 授業が見られる相談会 10:00～11:30 説明会あり ○ ○ ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 校長と入試問題にチャレンジ 10:00～11:30 6年対象 要 要 ○

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 MJ学校説明会 14:00～

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 カフェテリア体験会 ①11:00～11:45 ②12:45～13:30 4～6年対象 各先着25組 要 ○

神奈川県 女子校 鎌倉女子大学中等部 学校説明会 10:00～11:00 ○ ○

神奈川県 女子校 函嶺白百合学園中学校 ミニ説明会 11:00～12:00 要 ～10/13

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 学校説明会 10:30～12:00 要 8/14～

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 文化祭 10:00～16:00

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 学校説明会 13:30～15:20

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 勉強会 13:30～15:20 6年対象 定員20名 要 要 9月より

神奈川県 女子校 横浜雙葉中学校 文化祭 10:00～16:00 ○

埼玉県 女子校 大妻嵐山中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 9/14～

岩手県 女子校 盛岡白百合学園中学校 オープンスクール 9:00～12:00 要 ～10/13

山梨県 女子校 山梨英和中学校 ハンドベル体験講座 10:00～11:30 定員20名 4～6年対象 要

東京都 共学校 青山学院中等部 学校説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30

東京都 共学校 かえつ有明中学校 オープンキャンパス 9:30～12:00 要 ○

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 学校説明会 男子部9:30～11:00 女子部10:30～12:00 要 ○ 8/9～

東京都 共学校 実践学園中学校 入試説明会 14:00～ 要

東京都 共学校 修徳中学校 学校説明会 14:00～ ○

東京都 共学校 順天中学校 学校説明会 14:00～17:00 要

東京都 共学校 聖徳学園中学校 適性検査型説明会 10:00～11:30 要

東京都 共学校 成蹊中学校 学校説明会 14:00～ 成蹊大学内で実施 校内見学は上履き必要 ○

東京都 共学校 成蹊中学校 体験イベント(クラブ活動) 14:00～15:00 要

東京都 共学校 青稜中学校 入試説明会 14:30～16:00 保護者対象

東京都 共学校 創価中学校 入試説明会 14:00～ 要

東京都 共学校 玉川学園 体育祭 9:30～14:30 ○

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 学校説明会 14:00～ ○ ○

東京都 共学校 帝京中学校 学校説明会 10:00～ ○

東京都 共学校 東海大学付属 高輪台 文化祭 10:00～

東京都 共学校 東京成徳大学中学校 学校説明会 10:00～11:30

2017年10月14日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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東京都 共学校 東星学園中学校 体育祭 9:00～15:00 要

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 体験レッスン 9:00～ 要

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 学校説明会 14:00～ 要 ○

東京都 共学校 日本大学第三中学校 文化祭 9:00～

東京都 共学校 八王子実践中学校 学校説明会 14:00～15:00 要

東京都 共学校 広尾学園中学校 学校説明会 9:30～ 授業体験会(6年向け)あり 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 文教大学付属中学校 授業公開デー 11:00～12:00

東京都 共学校 明星学園中学校 学校説明会 14:00～ 要 要 5/8～10/14

東京都 共学校 武蔵野中学校 学校説明会 10:30～ 要

東京都 共学校 武蔵野東中学校 公開体験講座 10:00～11:30 4～6年対象 定員制 要 要 9/11～10/12

東京都 共学校 武蔵野東中学校 スクールツアー ①10:00～11:00 ②11:30～12:00 4～6年対象 要 要

東京都 共学校 明治学院中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 9/14～10/14

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 オープンキャンパス 9:00～12:00 要 9月初旬～

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 学校説明会 10:00～11:30

神奈川県 共学校 東海大学付属相模 体育祭 9:30～

神奈川県 共学校 日本大学中学校 学校説明会 9:30～ 要

神奈川県 共学校 山手学院中学校 入試説明会 10:00～12:00

千葉県 共学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 文化祭 10:00～14:00 ○

千葉県 共学校 翔凜中学校 校長によるミニ説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 昭和学院秀英中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 要 9/1～

千葉県 共学校 西武台千葉中学校 学校説明会 14:00～15:30 要

千葉県 共学校 東海大学付属浦安 学校説明会 9:30～10:30 要

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 学校見学会 10:00～ 学校説明会あり 要 ○ 9/1～

千葉県 共学校 日出学園中学校 入試説明会(推薦) 14:00～15:30 要 要

千葉県 共学校 麗澤中学校 学校説明会 10:00～11:30

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 体育祭 9:00～ 彩湖総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで実施

埼玉県 共学校 浦和ルーテル学院中学校 学校説明会+入試解説 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 オープンスクール 10:00～12:00 要

埼玉県 共学校 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 学校見学説明会 14:00～15:30 体験授業等あり ○ ○

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 わくわくワーク 10:00～16:00 要 ○ 前日まで

埼玉県 共学校 聖望学園中学校 学校説明会 14:30～16:30 要

茨城県 共学校 清真学園中学校 オープンスクール 9:00～12:00 4～6年対象 要 要

茨城県 共学校 土浦日本大学中等教育学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

静岡県 共学校 静岡サレジオ中学校 入試説明会 10:00～ 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 学校説明会 13:00～15:00 ○ ○

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試個別相談会 9:30～14:00 ｾﾝﾄﾋﾙ長崎で実施

静岡県 共学校 日本大学三島中学校 入試説明会 9:30～13:00 要

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 ～10/13

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 4･5年対象オープンキャンパス 10:00～12:00 要 ～10/13

佐賀県 共学校 早稲田大学系属 早稲田佐賀中学校 入試説明会 14:00～ 要 ○ ○

東京都 共学校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 学校説明会 9:00～ 要 9/20～

東京都 共学校 千代田区立九段中等教育学校 九段コズミック 14:30～16:30 5･6年対象 要 8/2/～9/15

2017年10月14日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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東京都 共学校 東京都立桜修館中等教育学校 ようこそ小学生 5･6年対象 要

東京都 共学校 東京都立小石川中等教育学校 学校説明会 要

東京都 共学校 東京都立白鴎高等学校附属中学校 学校説明会 ①9:30～ ②11:30～ ③14:30～ 本校西校舎で実施 要

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

茨城県 共学校 茨城県立古河中等教育学校 学校公開 9:00～15:00 要 要

茨城県 共学校 茨城県立日立第一高等学校附属 公開授業 ①9:40～10:35 ②10:45～11:40 要 要

東京都 男子校 麻布中学校 学園説明会 14:00～15:30 要 ○ 9/11～

東京都 男子校 京華中学校 中学説明会 10:30～12:00

東京都 男子校 獨協中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 9/25～10/14

東京都 男子校 獨協中学校 体験授業 10:00～12:00 要 9/25～

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 学校説明会 13:30～15:30 予約制の授業体験･クラブ体験あり 要

東京都 女子校 共立女子中学校 文化祭 9:00～ 受付で記帳

東京都 女子校 京華女子中学校 中学説明会 10:30～ ○

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 文化祭 9:30～ 受付で記帳

東京都 女子校 星美学園中学校 文化祭 9:30～15:30 ○

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 学校説明会 10:00～ 要 9/1～10/14

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 8/14～

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 文化祭 10:00～15:30

神奈川県 女子校 横浜雙葉中学校 文化祭 9:00～16:00 ○

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 KUNION講座 8:50～ 要 要

東京都 共学校 桜丘中学校 入試説明会(授業体験) 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 共学校 創価中学校 入試説明会 10:30～ 要

東京都 共学校 帝京八王子中学校 帝八ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｹﾞｰﾑ 10:30～12:10 ﾗﾝﾁ体験あり

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 13:00～14:40

東京都 共学校 東海大学菅生 オープンスクール 10:00～ 要

東京都 共学校 東海大学付属 高輪台 文化祭 10:00～

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 入試説明会 14:30～ 要 ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 オープンキャンパス 9:00～ 要

東京都 共学校 日本大学第三中学校 文化祭 9:00～

千葉県 共学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 文化祭 10:00～14:00 ○

千葉県 共学校 翔凜中学校 入試説明会 10:00～12:00 要

埼玉県 共学校 西武台新座中学校 学校説明会 9:30～12:30 ○ ○

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試個別相談会 9:30～14:00

佐賀県 共学校 早稲田大学系属 早稲田佐賀中学校 入試説明会 10:00～ 要 ○ ○

神奈川県 共学校 川崎市立川崎高等学校附属 文化祭 9:30～15:00

東京都 男子校 芝中学校 学校説明会 11:00～12:50 ○

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 サテライト･イブニング説明会 19:00～20:00 品川区総合区民会館で実施 要

東京都 共学校 目白研心中学校 学校説明会 10:30～ 要 約1ヶ月前より

東京都 男子校 足立学園中学校 ミニ説明会 11:00～ 要

東京都 男子校 攻玉社中学校 体育祭 9:00～15:00 駒沢第2球技場で実施 ○

東京都 男子校 芝中学校 学校説明会 11:00～12:50 ○

2017年10月14日(土)実施

2017年10月15日(日)実施

2017年10月17日(火)実施

2017年10月18日(水)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 男子校 成城中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 9/18～10/17

東京都 女子校 大妻中学校 ナイト学校説明会 18:30～19:40 初めて来校する6年保護者対象 要 ○ 約1ヶ月前

東京都 女子校 実践女子学園中学校 スターライト説明会 18:30～19:30 要 9/18～10/18

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 夜のミニ説明会 19:00～ 要

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 教頭による懇談会形式のミニ説明会 14:00～15:00 要 ○

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 入試説明会 14:00～15:10 要 9/1～

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 中学説明会 定員320名 要 9/19～10/17

東京都 男子校 明治大学付属中野中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 ナイト説明会 19:00～20:00 小田急ｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野8Fで実施

東京都 共学校 帝京大学中学校 学校説明会 12:30～14:00 要

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 10:30～12:10 ○

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 サテライト･イブニング説明会 19:00～20:00 ﾌﾟﾚﾐｱ横浜(ｾﾝﾀｰ北)で実施 要

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 入試説明会 14:00～15:10 要 9/1～

神奈川県 男子校 浅野中学校 入試説明会 13:00～15:00 保護者対象 5･6年優先 要 要 9/14～

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 学校説明会 10:00～11:10 5年以下対象 定員制 要 9/20～10/10

東京都 女子校 田園調布学園中等部 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ ○ ○

東京都 女子校 東洋英和女学院中学部 文化祭 9:00～15:30

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 文化祭 9:00～12:00

神奈川県 女子校 清泉女学院中学校 少人数見学会 10:00～12:00 要

静岡県 女子校 不二聖心女子学院中学校 首都圏ナイト説明会 19:00～20:30 聖心女子大学で実施 要

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 サテライト･イブニング説明会 19:00～20:00 武蔵小杉ﾕﾆｵﾝﾋﾞﾙで実施 要

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 学校説明会 10:00～ 5年以下対象 定員制 要

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 ミニ説明会 10:00～11:00 要 ○

埼玉県 共学校 東京農業大学第三高等学校附属 イブニング説明会 19:00～ 大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ401で実施

東京都 男子校 麻布中学校 学園説明会 14:00～15:30 要 ○ 9/11～

東京都 男子校 開成中学校 学園説明会 ①9:30～11:30 ②13:00～15:00 ③15:30～17:30 5･6年対象 要 10/2～

東京都 男子校 学習院中等科 学校説明会 14:00～ 一般対象

東京都 男子校 暁星中学校 学校見学会 9:00～12:00 ○ ○

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 体育祭 ○

東京都 男子校 巣鴨中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 9/1～10/21

東京都 男子校 聖学院中学校 学校説明会 10:00～12:30 思考力ｾﾐﾅｰあり 要 ○ ○ 9/21～

東京都 男子校 世田谷学園中学校 5年生以下対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

神奈川県 男子校 浅野中学校 入試説明会 ①10:00～12:00 ②14:00～16:00 保護者対象 5･6年優先 要 要 9/14～

神奈川県 男子校 鎌倉学園中学校 中学校説明会 13:00～14:30 要 1ヶ月前より

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 文化祭 9:00～

神奈川県 男子校 横浜中学校 学校説明会 10:00～ ○ ○

埼玉県 男子校 城西川越中学校 学校説明会 14:30～16:00 総合一貫ｸﾗｽ中心 ○

東京都 女子校 跡見学園中学校 学校説明会 10:00～12:20 要 ○ ○

東京都 女子校 大妻中学校 入試説明会 14:00～15:30 6年対象 大妻講堂で実施 要 ○ 約1ヶ月前

東京都 女子校 共立女子中学校 学校説明会 ①9:00～10:00 ②14:00～15:00 要

東京都 女子校 国本女子中学校 文化祭 10:00～ ○

東京都 女子校 晃華学園中学校 学校･入試説明会 13:30～15:00 要 要

2017年10月18日(水)実施

2017年10月19日(木)実施

2017年10月20日(金)実施

2017年10月21日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 学校説明会 13:30～15:30

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 Komajoゼミ 14:00～15:20 6年対象 要

東京都 女子校 十文字中学校 学校説明会 14:00～15:45 要 ○ ○ 9/6～10/20

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 学校説明会 14:00～

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 学校説明会 13:00～15:00 要 9/13～

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○ ○

東京都 女子校 女子聖学院中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 要 9/21～

東京都 女子校 白百合学園中学校 学校説明会 14:00～15:30

東京都 女子校 東京家政学院中学校 キャンパスツアー ①11:00～11:40 ②11:50～12:30 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 東洋英和女学院中学部 文化祭 9:00～15:30

東京都 女子校 中村中学校 English Day･ぴっころこんさあと 9:00～12:00

東京都 女子校 中村中学校 文化祭 13:00～16:00 ○

東京都 女子校 藤村女子中学校 説明会 14:00～15:00 ふじむら体験会あり

東京都 女子校 雙葉中学校 学校説明会 14:00～15:30 保護者対象 要 10/4～

東京都 女子校 普連土学園中学校 文化祭 9:00～15:00 要 ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 要

東京都 女子校 山脇学園中学校 学校説明会＆入試説明会 9:00～12:30 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 入試対策勉強会 10:00～11:40 説明会あり 6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 文化祭 10:00～15:00

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 体験授業(国語) 10:40～ 要 要

神奈川県 女子校 聖園女学院中学校 帰国生説明会 9:30～11:30 要 9/16～

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 ジュニアイングリッシュ 9:30～11:30 3～6年対象 要 要 ～10/20

神奈川県 女子校 横浜雙葉中学校 土曜日学校案内 ①9:00～10:30 ②10:00～11:30 ③11:00～12:30 6年対象 要 要 3/21～

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 入試説明会 10:30～12:00 要 ○ ○

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 学校説明会 9:30～ 要 ○ ○

千葉県 女子校 和洋国府台女子中学校 学校説明会 10:00～11:00 ○ ○

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 入試説明会 13:30～15:30 5･6年対象 要 要 ○

東京都 共学校 開智日本橋学園中学校 学校説明会 14:00～ 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 国士舘中学校 入試説明会 10:00～11:30 6年対象のﾁｬﾚﾝｼﾞ入試あり 要 要

東京都 共学校 渋谷教育学園渋谷中学校 学校説明会 13:30～15:30 要 ○

東京都 共学校 自由学園中等科 学校説明会(男子部) 12:00～14:40 要 9/21～

東京都 共学校 自由学園中等科 学校説明会(女子部) 10:00～14:40 要 9/21～

東京都 共学校 自由学園中等科 入試対策勉強会(女子部) 13:30～15:30 6年対象 要 9/21～

東京都 共学校 松蔭中学校 文化祭 9:30～ 受付で記帳 要

東京都 共学校 駿台学園中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 成蹊中学校 入試対策講座 13:30～16:00 成蹊大学で実施 要

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 青稜中学校 体験入学 14:00～16:15 数学･英会話 要 ○

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 学校説明会 13:00～ 要

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 文化祭 10:00～ 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 武蔵野東中学校 学校説明会 9:30～11:45 要 要 6/1～

東京都 共学校 武蔵野東中学校 オープンスクール 9:30～12:00 5･6年対象 要 要 9/11～10/19

東京都 共学校 八雲学園中学校 学校見学会 10:00～12:00 ミニ説明会あり ○ ○

2017年10月21日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
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※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 共学校 安田学園中学校 学校説明会 14:30～ ○

東京都 共学校 安田学園中学校 クラブ･授業体験 14:30～ 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 早稲田実業学校中等部 学校説明会 9:30～

神奈川県 共学校 青山学院横浜英和中学校 学校説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 各先着450組 要 ○ 9/22～

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

神奈川県 共学校 公文国際学園中等部 文化祭

神奈川県 共学校 自修館中等教育学校 文化祭

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 9/11～10/15

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 校長先生と学校散歩 10:00～11:30 要 1ヶ月前より

神奈川県 共学校 東海大学付属相模 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 共学校 法政大学第二中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 ○

神奈川県 共学校 横浜創英中学校 アフタヌーン説明会 15:00～16:00 要

千葉県 共学校 暁星国際中学校 学校説明会 9:10～10:40 要 ○

千葉県 共学校 昭和学院中学校 学校説明会 13:15～15:00 要 要 前日まで

千葉県 共学校 昭和学院中学校 公開授業 11:35～12:25 要 ○

千葉県 共学校 千葉日本大学第一中学校 説明会 14:00～16:30 要 要

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 14:00～15:30

千葉県 共学校 麗澤中学校 部活動見学･体験会 14:00～15:30 要 9/21～10/18

埼玉県 共学校 開智未来中学校 探求型入試対策講座 9:00～12:00 説明会あり 要 要 9/21～10/20

埼玉県 共学校 春日部共栄中学校 体育祭 10:00～

埼玉県 共学校 西武学園文理中学校 入試説明会 10:30～12:20

埼玉県 共学校 本庄東高等学校附属中学校 体育祭 9:00～ 高校第2ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで実施 受付で記帳

茨城県 共学校 江戸川学園取手中学校 入試説明会 9:30～ 要

茨城県 共学校 清真学園中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 前日まで

茨城県 共学校 水戸英宏中学校 入試問題解説会･入試説明会 9:30～11:30 要 要 前日まで

茨城県 共学校 茗溪学園中学校 入試説明会 14:30～16:30 要 10/4～10/19

愛媛県 共学校 愛光中学校 学校･入試説明会 14:00～16:00 TKP東京駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰで実施

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 進学説明会 9:30～12:00 6年対象

長野県 共学校 佐久長聖中学校 学校説明会 9:30～12:50 要 要

長野県 共学校 佐久長聖中学校 体験入学･給食体験 9:30～12:50 要 要

山梨県 共学校 駿台甲府中学校 入試問題解説授業 9:30～ 6年対象 要 要

東京都 共学校 お茶の水女子大学附属中学校 学校説明会 14:00～ 大学講堂で実施 校舎見学は上履き必要

東京都 共学校 東京学芸大学附属世田谷中学校 文化祭 12:00～ 要

千葉県 共学校 千葉大学教育学部附属中学校 文化祭

茨城県 共学校 茨城大学教育学部附属 学校説明会 13:00～16:00 要 要 9/1～10/21

東京都 共学校 千代田区立九段中等教育学校 学校公開･道徳授業地区公開講座 8:25～12:15 ○ ○

東京都 共学校 千代田区立九段中等教育学校 九段天体観望会 4～6年対象 要

東京都 共学校 東京都立立川国際中等教育学校 学校説明会 9:45～11:15 要 ○ ○

東京都 共学校 東京都立白鴎高等学校附属中学校 学校公開日 10:30～12:20 ミニ説明会あり 要

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 学校説明会 ①9:30～11:30 ②12:00～14:00 ③14:30～16:30 要

神奈川県 共学校 神奈川県立平塚中等教育学校 文化祭 要

東京都 男子校 開成中学校 学園説明会 ①13:00～15:00 ②15:30～17:30 5･6年対象 要 10/2～

東京都 男子校 佼成学園中学校 適性検査型入試説明会 9:30～11:00 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○

2017年10月21日(土)実施

2017年10月22日(日)実施

－ 13 －



都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 文化祭 9:00～

埼玉県 男子校 城北埼玉中学校 学校説明会 ①10:00～12:30 ②13:30～16:00 過去問解説あり

東京都 女子校 北豊島中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 約1ヶ月前より

東京都 女子校 国本女子中学校 文化祭 10:00～ ○

東京都 女子校 中村中学校 文化祭 9:00～15:00 ○

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 文化祭 10:00～15:00

東京都 共学校 桜美林中学校 総合学力評価テスト説明会 10:00～12:00 要 ○

東京都 共学校 松蔭中学校 文化祭 9:30～ 受付で記帳 要

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 文化祭 9:00～ 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 目黒学院中学校 個別相談会 9:00～16:00

東京都 共学校 早稲田実業学校中等部 学校説明会 9:30～

神奈川県 共学校 公文国際学園中等部 文化祭

神奈川県 共学校 自修館中等教育学校 文化祭

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 ICT体験授業 10:00～12:30 要

千葉県 共学校 志学館中等部 入試説明会 10:00～12:30 要

千葉県 共学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 学校説明会 10:00～12:00 要 ○

千葉県 共学校 八千代松陰中学校 入試説明会 9:30～ 要

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 学校説明会 10:00～

埼玉県 共学校 東京成徳大学深谷中学校 学校説明会 9:00～11:00 要

埼玉県 共学校 獨協埼玉中学校 学校説明会 10:00～11:30

茨城県 共学校 霞ヶ浦高等学校附属中学校 入試説明会 9:00～10:30 要 10/1～

茨城県 共学校 智学館中等教育学校 入試説明会 10:00～12:00 要

栃木県 共学校 國學院大學栃木中学校 入試説明会 10:00～ 要

栃木県 共学校 佐野日本大学中等教育学校 入学説明会･進路相談会 10:00～11:30 要 要

愛媛県 共学校 愛光中学校 学校･入試説明会 14:00～16:00 TKP横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰで実施

東京都 共学校 東京学芸大学附属世田谷中学校 文化祭 12:00～ 要

神奈川県 共学校 神奈川県立平塚中等教育学校 文化祭 要

神奈川県 男子校 浅野中学校 入試説明会 13:00～15:00 保護者対象 5･6年優先 要 要 9/14～

埼玉県 男子校 城西川越中学校 学校説明会 10:30～12:00 特選ｸﾗｽ中心 ○ ○

神奈川県 女子校 捜真女学校中学部 捜真クルーズ(説明会) 13:30～14:30 定員15組 要 要 ～10/21

神奈川県 共学校 神奈川県立相模原中等教育学校 学校へ行こう週間 10:40～12:20

東京都 共学校 玉川学園 学校説明会 10:00～12:00 ｻｲﾃｯｸｾﾝﾀｰで実施 要 ○ 9/25～

長野県 共学校 佐久長聖中学校 体育祭 9:00～ 佐久市陸上競技場で実施

神奈川県 共学校 神奈川県立相模原中等教育学校 学校へ行こう週間 10:40～12:20

東京都 女子校 桜蔭中学校 学校説明会 9:30～12:00 5･6年の保護者対象 要 9/27～10/31

東京都 共学校 共栄学園中学校 ナイト説明会 18:30～19:30

東京都 共学校 武蔵野東中学校 スクールツアー 16:00～17:00 4～6年対象 要 要

東京都 共学校 八雲学園中学校 学校説明会 10:00～

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 ナイト説明会 19:00～20:15 要 要

神奈川県 共学校 神奈川県立相模原中等教育学校 学校へ行こう週間 10:40～12:20

2017年10月23日(月)実施

2017年10月24日(火)実施

2017年10月25日(水)実施

2017年10月22日(日)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 女子校 品川女子学院 入試説明会 10:00～11:40 3～6年対象 定員300名 要 ○

山梨県 女子校 山梨英和中学校 祖父母保護者対象学校説明会 10:00～12:00 公開授業あり 要 要 ○

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 サテライト･イブニング説明会 19:00～20:00 ららぽーと豊洲で実施 要

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 保護者対象説明会 10:00～11:30 定員20組 要

東京都 共学校 法政大学中学校 学校説明会 10:30～12:10 定員380名 要 ○

東京都 共学校 明治大学付属明治中学校 体育祭 9:15～15:30 雨天時は10/27に順延

神奈川県 共学校 山手学院中学校 木曜説明会 10:30～12:00 要

埼玉県 共学校 獨協埼玉中学校 体育祭 10:00～15:00

東京都 女子校 大妻中野中学校 アフターアワーズ説明会 19:00～20:00 要

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 普連土学園中学校 イブニング説明会 10:00～12:00 要 ○

神奈川県 女子校 洗足学園中学校 NIGHT説明会 19:00～20:30 要

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 ミニ説明会 10:00～11:30 要

東京都 共学校 桜丘中学校 保護者対象ナイト説明会 18:30～19:30 要 ○ ○

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 サテライト･イブニング説明会 18:30～19:30 たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽで実施 要

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 プレミアム説明会 19:00～20:30 要 要

東京都 共学校 和光中学校 学校説明会 19:00～20:30 稲城市立iプラザで実施

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 六浦祭 9:00～16:00 ○

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 イブニング説明会 18:00～19:30 要 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 ナイトツアー 18:30～20:00 ○

神奈川県 共学校 横浜国立大学教育学部附属鎌倉 合唱祭 鎌倉芸術館で実施

神奈川県 共学校 神奈川県立相模原中等教育学校 学校へ行こう週間 10:40～12:20

東京都 男子校 京華中学校 文化祭 9:00～ ○

東京都 男子校 攻玉社中学校 土曜説明会 11:00～13:15 要 ○ ○

東京都 男子校 城北中学校 クラブ公開 12:55～15:20 要 要

東京都 男子校 成城中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 9/28～10/27

東京都 男子校 東京都市大学付属中学校 土曜ミニ説明会 10:00～11:30 定員制 要

東京都 男子校 日本学園中学校 入試説明会 10:00～

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 文化祭 9:00～16:00 要 ○

神奈川県 男子校 聖光学院中学校 学校説明会 14:00～ ○ ○

神奈川県 男子校 藤嶺学園藤沢中学校 体育祭 9:00～15:00 雨天時は10/29に順延

埼玉県 男子校 立教新座中学校 文化祭 ○

東京都 女子校 桜蔭中学校 学校説明会 9:30～12:00 5･6年対象 要 9/27～10/31

東京都 女子校 小野学園女子中学校 中学校説明会 10:40～ 要 ○ ○

東京都 女子校 学習院女子中等科 文化祭 9:00～ ○

東京都 女子校 川村中学校 チャレンジ講座 14:00～ 要

東京都 女子校 神田女学園中学校 ミニ学校説明会 10:30～12:00

東京都 女子校 京華女子中学校 文化祭 9:00～

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 学校見学会 9:00～ 要

東京都 女子校 実践女子学園中学校 文化祭 9:00～ 受付に申し出 ○

東京都 女子校 品川女子学院 入試説明会 10:00～11:40 3～6年対象 定員320名 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 文化祭 10:00～15:00

東京都 女子校 女子聖学院中学校 女子聖Jr.Workshop 11:00～12:15 定員30組 要 要 9/28～

2017年10月26日(木)実施

2017年10月27日(金)実施

2017年10月28日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 ミニ説明会 ①10:30～ ②13:30～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 文化祭 10:00～17:00

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 文化祭 要 要

東京都 女子校 田園調布学園中等部 学校説明会 13:00～14:30 要 ○ ○

東京都 女子校 田園調布学園中等部 帰国子女対象説明会 15:00～16:00 要 ○

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 文化祭 10:00～ 受付で記帳 ○

東京都 女子校 東京女学館中学校 オープンスクール 14:00～16:00 ○ ○

東京都 女子校 中村中学校 ミニ説明会 10:00～11:00 要 ○ ○

東京都 女子校 日本体育大学桜華中学校 学校説明会 14:30～16:00 要

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 体育祭 9:00～ 受付で記帳

東京都 女子校 富士見中学校 学校説明会 10:30～ 要 ○ 9/28～

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 初めてのMJ 13:00～ 初めてご来校の方対象 定員30名 要

東京都 女子校 山脇学園中学校 ミニ説明会 ①9:20～ ②10:40～

東京都 女子校 山脇学園中学校 文化祭

東京都 女子校 立教女学院中学校 文化祭 10:00～16:00 要 1ヶ月前より

神奈川県 女子校 神奈川学園中学校 オープンキャンパス 10:30～12:30 要 9/28～10/28

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 個別相談会 9:00～12:00 音楽コース

神奈川県 女子校 湘南白百合学園中学校 オープンスクール 10:00～12:00 体験授業は予約制

北海道 女子校 札幌聖心女子学院中学校 学校説明会 10:00～12:00

山梨県 女子校 山梨英和中学校 英語体験講座 10:00～11:30 定員20名 4～6年対象 要

東京都 共学校 桜美林中学校 学校説明会 14:00～15:30 ○

東京都 共学校 啓明学園中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 前日まで

東京都 共学校 工学院大学附属中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 共学校 工学院大学附属中学校 体験学習･思考力セミナー 13:00～14:15 要

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 学校説明会 男子部10:30～12:00 女子部9:30～11:00 要 ○ 8/9～

東京都 共学校 駒込中学校 説明会 10:00～12:30 給食試食会あり 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 淑徳巣鴨中学校 公開授業＋学校説明会 10:30～12:30 要 ○

東京都 共学校 聖徳学園中学校 体験授業＆説明会 14:30～16:00 要

東京都 共学校 玉川学園 学校説明会 10:00～12:00 体験授業(IBｸﾗｽ)あり 要 ○ 9/25～

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 適性型入試説明会 14:00～15:30 定員50組 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 帝京中学校 帰国生対象説明会 10:00～ 要

東京都 共学校 帝京大学中学校 文化祭 10:00～

東京都 共学校 貞静学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

東京都 共学校 東京立正中学校 説明会 10:00～11:00

東京都 共学校 東京立正中学校 英会話体験 10:00～11:00

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 体験レッスン 9:00～ 要

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 新渡戸祭 11:00～15:00 ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 学校説明会 10:00～11:00 ○ ○ ○

東京都 共学校 日本大学第一中学校 学校説明会 ①10:00～ ②14:00～ 午後のみ校内見学あり 要

東京都 共学校 日本大学第二中学校 公開授業 10:50～12:40

東京都 共学校 日本大学第三中学校 学校説明会 13:45～15:00 要 前日まで

東京都 共学校 日出中学校 学校説明会 14:30～ 要 要 ○

東京都 共学校 文教大学付属中学校 理科実験教室 14:00～16:00 要

東京都 共学校 法政大学中学校 学校説明会 10:30～12:10 定員380名 要 ○

東京都 共学校 三田国際学園中学校 文化祭 10:00～

2017年10月28日(土)実施
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東京都 共学校 武蔵野中学校 文化祭 10:00～

東京都 共学校 目白研心中学校 学校説明会 10:30～ 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 八雲学園中学校 ミニ説明会 ①10:00～ ②11:00～ 予約制の体験教室あり ○ ○

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 学校説明会 10:00～ 要

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 学校体験 10:00～ 部活体験･英語体験 要

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 六浦祭 9:00～16:00 ○

神奈川県 共学校 桐光学園中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 ○ ○

神奈川県 共学校 法政大学第二中学校 文化祭

千葉県 共学校 市川中学校 学校説明会 ①9:00～ ②11:30～ ③14:00～ 要 10/5～

千葉県 共学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 体験学習会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 翔凜中学校 入試説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 東海大学付属浦安 建学祭 9:00～ 受付に申し出 要

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 学校見学会 10:00～ 学校説明会あり 要 ○ 9/1～

千葉県 共学校 成田高等学校付属中学校 学校説明会 9:50～11:30 要 要 ○ 7/1～10/27

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 13:00～

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 文化祭

埼玉県 共学校 開智中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

埼玉県 共学校 国際学院中学校 入試説明会 14:00～15:30 要 要

埼玉県 共学校 埼玉栄中学校 学校説明会 10:40～ ○ ○

埼玉県 共学校 栄東中学校 保護者対象学校説明会 10:00～11:30 要 ○ ○

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 学園祭 9:30～16:00 ○

埼玉県 共学校 昌平中学校 学校説明会 9:00～12:00 ○

埼玉県 共学校 昌平中学校 腕だめしテスト 9:00～12:00 6年対象 要 8/23～

埼玉県 共学校 東京農業大学第三高等学校附属 説明会 9:30～ 要 要

埼玉県 共学校 武南中学校 授業見学＆学校説明会 10:00～12:00 要 ○

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 入試対策講座 13:00～15:00 6年対象 要 要

埼玉県 共学校 本庄東高等学校附属中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 要 5/1～10/27

茨城県 共学校 常総学院中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 要 ～10/27

茨城県 共学校 清真学園中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 前日まで

茨城県 共学校 土浦日本大学中等教育学校 文化祭 受付で記帳 要

茨城県 共学校 水戸英宏中学校 専願入試説明会 13:30～15:00 6年対象 要 要 前日まで

宮城県 共学校 秀光中等教育学校 自由研究論文発表会 10:00～ 要 要

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試個別相談会 9:30～14:00 東洋九十九ﾎﾃﾙ、東彼杵総合会館で実施

静岡県 共学校 日本大学三島中学校 学校説明会 10:00～12:00 小田原で実施 ○

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試説明会 14:45～17:20 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 プレテスト 14:45～17:20 要

東京都 共学校 筑波大学附属中学校 文化祭 9:00～ 要

神奈川県 共学校 横浜国立大学教育学部附属横浜 学校説明会 ①10:00～ ②13:30～ 6年対象 地域の対象あり 要 要

東京都 共学校 東京都立桜修館中等教育学校 学校紹介日 要

東京都 共学校 東京都立南多摩中等教育学校 学校説明会 ①14:00～ ②15:00～ ③16:00～ 地域の対象あり 要

東京都 共学校 東京都立両国高等学校附属中学校 授業公開

神奈川県 共学校 神奈川県立平塚中等教育学校 学校説明会 ①10:00～ ②12:30～ ③15:00～ 要 要 ○ 9/28～10/27

千葉県 共学校 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 学校見学会 10:00～ 6年対象 要

2017年10月28日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。
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※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

埼玉県 共学校 埼玉県立伊奈学園中学校 体験授業 ①9:00～10:30 ②11:00～12:30 要 要

東京都 男子校 京華中学校 文化祭 9:00～ ○

東京都 男子校 佼成学園中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 中学説明会 午前･午後の実施あり 定員各320名 要 9/27～10/27

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 文化祭 9:00～16:00 要 ○

埼玉県 男子校 立教新座中学校 文化祭 ○

東京都 女子校 学習院女子中等科 文化祭 9:00～ ○

東京都 女子校 北豊島中学校 特別奨学生セミナー 9:00～12:30 要

東京都 女子校 京華女子中学校 文化祭 9:00～

東京都 女子校 光塩女子学院中等科 親睦会(バザー) 9:30～15:00 生徒による光塩質問ｺｰﾅｰあり ○

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 入試問題チャレンジ 9:00～ 要 要 ○

東京都 女子校 実践女子学園中学校 文化祭 9:00～ 受付に申し出 ○

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 文化祭 10:00～15:00

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 ミニ説明会 ①10:30～ ②12:30～ ③14:30～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 文化祭 10:00～17:00

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 文化祭 要 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 文化祭 10:00～ 受付で記帳 ○

東京都 女子校 桐朋女子中学校 学校説明会 10:00～12:30 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 説明会 14:00～15:30 要 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 英語体験 14:00～15:30 要 要

東京都 女子校 富士見丘中学校 説明会 10:00～11:00

東京都 女子校 富士見丘中学校 在校生懇談会＆個人相談会 11:00～12:20 要

東京都 女子校 富士見丘中学校 思考力向上セミナー 10:00～11:30 要

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 文京生体験 10:00～13:30 説明会あり 要

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○

東京都 女子校 山脇学園中学校 ミニ説明会 ①9:20～ ②10:40～

東京都 女子校 山脇学園中学校 文化祭

東京都 女子校 立教女学院中学校 文化祭 10:00～15:30 要 1ヶ月前より

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 体験授業 10:30～11:30 4～6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 体験授業･入試対策会 9:00～12:00 要

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 音楽講習会 9:30～15:00 4～6年対象 要 要 ○ 3日前まで

東京都 共学校 上野学園中学校 入試体験 13:30～15:30 5･6年対象 要

東京都 共学校 淑徳中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 ○ 前日まで

東京都 共学校 帝京大学中学校 文化祭 9:30～

東京都 共学校 東海大学付属 高輪台 学校説明見学会 10:00～15:00 ○ ○

東京都 共学校 東星学園中学校 東星バザー 10:00～ 要 要 ○

東京都 共学校 東洋大学京北中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ ○

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 新渡戸祭 11:00～15:00 ○

東京都 共学校 三田国際学園中学校 文化祭 10:00～

東京都 共学校 明星学園中学校 体験入学 8:45～11:30 6年対象 要 要 8/28～10/28

東京都 共学校 武蔵野中学校 文化祭 10:00～

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 ミニ説明会 10:00～11:00

神奈川県 共学校 法政大学第二中学校 文化祭

2017年10月28日(土)実施

2017年10月29日(日)実施
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千葉県 共学校 西武台千葉中学校 個別説明会 10:00～11:30 要

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 学校説明会 10:00～12:00 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

千葉県 共学校 東海大学付属浦安 建学祭 9:00～ 受付に申し出 要

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 11:00～

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 文化祭

埼玉県 共学校 春日部共栄中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 学園祭 9:30～19:00 ○

埼玉県 共学校 星野学園中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 要

茨城県 共学校 土浦日本大学中等教育学校 文化祭 受付で記帳 要

茨城県 共学校 東洋大学附属牛久中学校 入試説明会 9:00～ 要 要

茨城県 共学校 東洋大学附属牛久中学校 プレテスト 8:40～ 要 要

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 ～10/28

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 プレテスト 10:00～12:00 要 ～10/28

佐賀県 共学校 早稲田大学系属 早稲田佐賀中学校 入試説明会 10:00～ 早稲田大学で実施 要 ○

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 雙葉中学校 学校説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 保護者対象 要 10/4～

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 アフタヌーン説明会 14:30～ 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 女子校 三輪田学園中学校 ミニ学校説明会 10:30～12:00 保護者対象 要 要 ○

埼玉県 共学校 埼玉大学教育学部附属中学校 文化祭 13:00～

東京都 女子校 田園調布学園中等部 学校説明会 19:30～21:00 要 ○ ○

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 教頭による懇談会形式のミニ説明会 14:00～15:00 要 ○

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 公開授業 9:00～15:00

東京都 男子校 聖学院中学校 文化祭 10:30～15:00 ○

東京都 男子校 世田谷学園中学校 5年生以下対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 男子校 本郷中学校 入試説明会 10:30～12:00 ○

東京都 男子校 立教池袋中学校 文化祭 10:00～15:00 個別相談(12:00～14:00)可 ○ ○

東京都 女子校 女子聖学院中学校 ミニ説明会 13:15～13:45 要

東京都 女子校 女子聖学院中学校 文化祭 11:00～ 受付で記帳 要 要 10/2～

神奈川県 女子校 フェリス女学院中学校 文化祭 9:30～16:00 受付で記帳 4～6年対象

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 文化祭 10:00～ 受付に申し出

東京都 共学校 国士舘中学校 文化祭 10:00～15:00 要

東京都 共学校 成城学園中学校 文化祭 10:00～

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 ナイト学校見学会 18:30～ 要 ○ 10/1～

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 公開授業 9:00～15:00

東京都 男子校 学習院中等科 文化祭 9:00～ ○

東京都 男子校 サレジオ中学校 文化祭 9:00～

東京都 男子校 聖学院中学校 文化祭 10:30～15:00 ○

東京都 男子校 獨協中学校 プレミアム学校体験会 9:00～12:00 5･6年対象 要 10/10～11/2

東京都 男子校 立教池袋中学校 文化祭 9:00～15:00 個別相談(12:00～14:00)可 ○ ○

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 桐蔭第九の会 14:30～16:00

2017年10月31日(火)実施

2017年11月1日(水)実施

2017年11月3日(金)実施

2017年11月2日(木)実施

2017年10月29日(日)実施

2017年10月30日(月)実施
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神奈川県 男子校 武相中学校 学校説明会 9:30～10:30 ○ ○

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 学校説明会in横浜 10:30～聖光学院(横浜市)で実施

東京都 女子校 愛国中学校 創立記念祭(式典･大運動会)

東京都 女子校 恵泉女学園中学校 文化祭 9:00～16:00 チケット制 要

東京都 女子校 女子聖学院中学校 ミニ説明会 13:15～13:45 要

東京都 女子校 女子聖学院中学校 文化祭 9:30～ 受付で記帳 要 要 10/2～

東京都 女子校 成女学園中学校 文化祭 10:30～15:30 ○

東京都 女子校 豊島岡女子学園中学校 文化祭 8:30～15:30 要 ○

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 文化祭 9:00～

神奈川県 女子校 フェリス女学院中学校 文化祭 9:30～16:00 受付で記帳 4～6年対象

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 文化祭 10:00～ 受付に申し出

神奈川県 女子校 横浜雙葉中学校 学校説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 要 ○ 9/1～

静岡県 女子校 不二聖心女子学院中学校 文化祭 9:00～

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 学校説明会 14:00～

東京都 共学校 国士舘中学校 文化祭 9:00～15:00 要

東京都 共学校 修徳中学校 文化祭 受付で記帳

東京都 共学校 松蔭中学校 学校説明会 13:00～14:30

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 成城学園中学校 文化祭 9:30～

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 明治学院中学校 文化祭 10:00～

東京都 共学校 安田学園中学校 文化祭 10:00～15:00 ○

神奈川県 共学校 青山学院横浜英和中学校 文化祭 9:00～16:00 ○

神奈川県 共学校 関東学院中学校 文化祭 9:00～

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 桐蔭第九の会 14:30～16:00

千葉県 共学校 芝浦工業大学柏中学校 入試説明会 14:00～

千葉県 共学校 翔凜中学校 入試説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 ミニ説明会 9:30～10:30 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 池袋ABCｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰで実施 ○

栃木県 共学校 國學院大學栃木中学校 入試説明会 10:00～ 要

栃木県 共学校 佐野日本大学中等教育学校 入学説明会･進路相談会 10:00～11:30 要 要

東京都 男子校 筑波大学附属駒場中学校 文化祭

東京都 共学校 お茶の水女子大学附属中学校 学校説明会 10:00～ 大学講堂で実施 校舎見学は上履き必要

東京都 共学校 東京学芸大学附属竹早中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 東京都立小石川中等教育学校 学校説明会 要

神奈川県 共学校 神奈川県立相模原中等教育学校 志願説明会 ①9:30～10:30 ②11:30～12:30 定員制 要 要 10月上旬～

東京都 男子校 足立学園中学校 授業見学会 11:00～ 要 ○

東京都 男子校 学習院中等科 文化祭 9:00～ ○

東京都 男子校 佼成学園中学校 ICT授業公開 10:50～12:40 要 ○ ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 芝中学校 学校説明会 11:00～12:50 ○

東京都 男子校 城北中学校 体験授業 12:55～14:30 要 要

東京都 男子校 巣鴨中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 9/1～11/4

東京都 男子校 日本学園中学校 オープンキャンパス 9:00～ 4～6年対象 要

2017年11月3日(金)実施

2017年11月4日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 入試説明会 10:00～12:30 要 9/1～11/4

神奈川県 男子校 藤嶺学園藤沢中学校 入試説明会 10:30～12:00 要 ○ ○

愛知県 男子校 海陽学園海陽中等教育学校 学校説明会 ①10:00～ ②14:00～ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙAP浜松町BC会議室で実施

東京都 女子校 桜蔭中学校 学校説明会 9:30～12:00 5･6年対象 要 9/27～10/31

東京都 女子校 大妻多摩中学校 中学生活体験日 10:00～13:00 3年以上対象 要 要 ○ 10/7～11/3

東京都 女子校 共立女子中学校 入試問題説明会 14:00～15:30 要

東京都 女子校 光塩女子学院中等科 校内見学会 10:30～12:00 ミニ説明会あり 要 ○ ○ 4/15～11/4

東京都 女子校 品川女子学院 入試説明会 10:00～11:40 3～6年対象 定員320名 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 学校説明会 14:00～

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 ドミニっ子体験 13:00～15:30 要 要 ○

東京都 女子校 瀧野川女子学園中学校 学校説明会 13:30～ 4～6年対象

東京都 女子校 玉川聖学院中等部 入試説明会 14:00～15:30 要 ○

東京都 女子校 玉川聖学院中等部 適性検査型入試説明会 10:00～11:30 要

東京都 女子校 東京家政学院中学校 説明会 14:00～ 適性検査型対策 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 東京純心女子中学校 学校説明会 10:30～12:30

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 夜の説明会 18:00～19:15 要 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 土曜のミニ見学会 10:30～11:30 要 要

東京都 女子校 豊島岡女子学園中学校 文化祭 8:30～15:30 要 ○

東京都 女子校 富士見中学校 生徒による学校紹介 13:40～ 要 ○ 10/4～

東京都 女子校 三輪田学園中学校 校長と入試問題にチャレンジ 10:00～11:30 6年対象 要 要 ○

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 文化祭 9:00～

神奈川県 女子校 湘南白百合学園中学校 入試説明会 10:00～12:00

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 個別説明会 10:00～ 要 要

神奈川県 女子校 横浜共立学園中学校 学校説明会 ①10:00～12:30 ②13:30～16:00 要 ○

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 個別相談会 9:30～ 要

埼玉県 女子校 浦和明の星女子中学校 学校説明会 ①9:30～11:30 ②13:30～15:30 要

埼玉県 女子校 淑徳与野中学校 学校説明会 10:00～12:00 土曜講座見学可 要

東京都 共学校 上野学園中学校 学校説明会 14:00～16:00 要

東京都 共学校 穎明館中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 かえつ有明中学校 帰国中学入試学校説明会 14:30～16:00 要 ○

東京都 共学校 啓明学園中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 前日まで

東京都 共学校 駒込中学校 個別相談会 9:00～11:00 定員100名 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 実践学園中学校 入試説明会 14:00～ 要

東京都 共学校 修徳中学校 学校説明会 14:00～ ○

東京都 共学校 順天中学校 学校説明会 13:00～16:00 要

東京都 共学校 成蹊中学校 学校説明会 14:00～ 成蹊大学内で実施 校内見学は上履き必要 ○

東京都 共学校 成立学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 学校説明会 14:00～ ○ ○

東京都 共学校 多摩大学目黒中学校 学校説明会 10:00～ ○

東京都 共学校 東海大学菅生 学校説明会 14:00～

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 文教大学付属中学校 授業公開デー 11:00～12:00

東京都 共学校 武蔵野東中学校 スクールツアー 10:00～11:00 4～6年対象 要 要

2017年11月4日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 共学校 明治学院中学校 文化祭 10:00～

東京都 共学校 八雲学園中学校 イングリッシュファンフェアー

東京都 共学校 安田学園中学校 文化祭 10:00～15:00 ○

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 10/4～11/3

東京都 共学校 和光中学校 文化祭 10:00～ ○

神奈川県 共学校 自修館中等教育学校 学校説明会 10:30～11:40 要

神奈川県 共学校 自修館中等教育学校 理科実験 10:00～12:10 要

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 文化祭 9:00～15:00

神奈川県 共学校 日本大学藤沢中学校 入試説明会 14:00～15:30 ○ ○

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 学校説明会 9:00～12:00 要 ○

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 入試問題体験会 9:00～12:00 6年対象 要 要 10/1～

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 文化祭 11:30～ 受付に申し出

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 学校説明会 14:00～15:30 過去問題配布等あり 要

千葉県 共学校 市川中学校 スクールツアー 10:00～11:30 抽選35名 要 10/12～10/13

千葉県 共学校 渋谷教育学園幕張中学校 入試説明会 14:00～ 要

千葉県 共学校 翔凜中学校 校長によるミニ説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 専修大学松戸中学校 学校説明会 10:00～12:00

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 学校見学会 10:00～ 学校説明会あり 要 ○ 10/1～

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 9:30～10:30

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 公開授業 9:00～15:00

埼玉県 共学校 東京成徳大学深谷中学校 文化祭 9:00～12:00 要

茨城県 共学校 清真学園中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 前日まで

茨城県 共学校 智学館中等教育学校 入試説明会 10:00～12:00 要

茨城県 共学校 東洋大学附属牛久中学校 入試説明会 14:00～ 要 要

愛媛県 共学校 愛光中学校 学校･入試説明会 10:00～

東京都 男子校 筑波大学附属駒場中学校 文化祭

東京都 共学校 東京学芸大学附属竹早中学校 文化祭 10:00～ 要

東京都 共学校 東京都立立川国際中等教育学校 学校説明会 9:45～11:15 要 ○ ○

東京都 共学校 東京都立白鴎高等学校附属中学校 学校公開日 10:30～12:20 ミニ説明会あり 要

神奈川県 共学校 川崎市立川崎高等学校附属 志願者説明会 ①10:30～11:30 ②14:00～15:00 6年対象 川崎市教育文化会館で実施

東京都 男子校 足立学園中学校 6年生対象入試体験会 8:30～ 要

東京都 男子校 海城中学校 学校説明会 ①9:15～10:25 ②10:55～12:05 ③13:15～14:25 ④14:55～16:05 定員制 要 9/21～

東京都 男子校 京華中学校 中学説明会 10:30～12:00

東京都 男子校 高輪中学校 入試説明会 ①10:00～12:00 ②14:00～16:00 要 ～11/4

東京都 女子校 京華女子中学校 入試問題セミナー 9:00～ 要 ○

東京都 共学校 城西大学附属城西中学校 一日体験入学 10:00～15:30 要 10/1～11/4

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 帝京中学校 学校説明会 10:00～ 過去問題研究対策会あり

東京都 共学校 帝京八王子中学校 帝八秋の部活フェス 10:30～12:10 ﾗﾝﾁ体験あり

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 13:00～14:40

東京都 共学校 貞静学園中学校 プレテスト 10:00～12:00 要 要 ～11/3

東京都 共学校 日出中学校 入試体験会 8:30～ 要 要 ○

東京都 共学校 広尾学園中学校 入試傾向説明会 10:00～ 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 明星中学校 学校説明会 10:30～14:00 要 ○

2017年11月4日(土)実施

2017年11月5日(日)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 共学校 和光中学校 文化祭 10:00～ ○

神奈川県 共学校 相洋中学校 学校説明会 10:00～12:00 4年以上対象 6年対象の面接体験あり 要 5日前まで

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 文化祭 9:00～15:00

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 文化祭 9:00～ 受付に申し出

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 適性検査型入試説明会 9:30～10:30 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

千葉県 共学校 八千代松陰中学校 入試説明会 9:30～ 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 文化祭 10:00～15:00 ○ ○

東京都 男子校 筑波大学附属駒場中学校 文化祭

東京都 共学校 東京学芸大学附属竹早中学校 文化祭 9:00～ 要

東京都 共学校 東京大学教育学部附属中等教育学校 学校説明会 ①9:30～10:30 ②11:00～12:00 要

神奈川県 共学校 横浜市立南高等学校附属中学校 志願説明会

神奈川県 男子校 鎌倉学園中学校 中学校説明会 10:00～11:30 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 女子校 十文字中学校 学校説明会 10:00～11:45 要 ○ ○ 9/22～11/6

東京都 女子校 女子学院中学校 学校説明会 8:10～10:30 保護者対象 要 9/5～10/14

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 学校説明会 10:00～12:00

神奈川県 女子校 洗足学園中学校 帰国生対象学校説明会 9:45～12:15 ○ ○ ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 平日･直前説明会 10:30～11:30

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試説明会 日本大学生物資源科学部(藤沢)で実施

東京都 女子校 桜蔭中学校 学校説明会 9:30～12:00 4年以下の保護者対象 要 9/27～10/31

東京都 女子校 普連土学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 ○ ○

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 カリタスDEナイト(夜のミニ説明会) 18:00～19:00 要 ○

東京都 共学校 東京電機大学中学校 授業公開 10:00～12:10 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 探究ゼミ見学＆説明会 10:00～11:30 定員30組 要

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 イブニング説明会 18:00～19:30 要 要

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試説明会 日本大学理工学部(御茶ノ水)で実施

東京都 男子校 聖学院中学校 プレミアム説明会 10:30～12:00 要 ○ ○ 10/6～

東京都 女子校 品川女子学院 これから中学受験を考える方のための説明会 10:00～11:40 5年以下対象 定員200名 要

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 学校説明会 10:15～12:20 要 ○ 10/11～

東京都 女子校 女子学院中学校 学校説明会 8:10～10:30 保護者対象 要 9/5～10/14

東京都 共学校 聖徳学園中学校 授業見学説明会 10:00～11:00 要 ○

東京都 共学校 玉川学園 学校説明会(一般クラス対象) 19:00～20:00 玉川学園ｷｬﾝﾊﾟｽ内で実施 要 10/10～

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 10:00～ ○

東京都 男子校 佼成学園中学校 イブニング学校説明会 18:30～19:30 要 1ヶ月前より

東京都 男子校 世田谷学園中学校 5年生以下対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 学校説明会 10:00～12:20 6年対象 定員制 要 10/10～10/31

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 イブニング説明会 19:00～

東京都 女子校 品川女子学院 入試説明会 18:50～20:30 定員200名 要

2017年11月8日(水)実施

2017年11月9日(木)実施

2017年11月10日(金)実施

2017年11月5日(日)実施

2017年11月6日(月)実施

2017年11月7日(火)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 女子聖学院中学校 ナイト説明会 18:30～19:45 定員60名 要 要 10/10～

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 イブニング･ミニ説明会 19:00～20:00 要

神奈川県 女子校 清泉女学院中学校 少人数見学会 10:00～12:00 要

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 学校説明会(男子部) 10:00～ 6年対象 定員制 要

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 学校説明会 10:00～11:30 保護者対象 要

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 オープンスクール 9:30～12:30 ○

東京都 男子校 足立学園中学校 入試問題解説会 14:00～ 要

東京都 男子校 成城中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 10/11～11/10

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 授業参観デー･入試ミニ説明会 8:35～12:25 要

東京都 男子校 明治大学付属中野中学校 学校説明会 ①9:20～11:20 ②14:00～16:00 要

東京都 男子校 早稲田大学高等学院中学部 学習発表会

神奈川県 男子校 サレジオ学院中学校 入試説明会 14:00～15:40 要 10/10～

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 土曜見学会 10:00～12:00 要 11/5～11/10

埼玉県 男子校 城西川越中学校 オープンスクール 10:30～15:30 要

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 入試説明会 13:30～

東京都 女子校 愛国中学校 戴帽式

東京都 女子校 跡見学園中学校 入試説明会 13:00～16:00 要 ○ ○

東京都 女子校 跡見学園中学校 授業見学会 11:30～12:20 要 ○

東京都 女子校 跡見学園中学校 クラブ発表･見学会 13:30～16:00 要 ○

東京都 女子校 江戸川女子中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○

東京都 女子校 大妻中学校 オープンスクール 14:00～16:00 要 ○ 約1ヶ月前

東京都 女子校 大妻中野中学校 入試問題説明会 10:15～11:45 要 ○ ○

東京都 女子校 小野学園女子中学校 個別見学会 10:45～ 定員3組 要 ○ ○

東京都 女子校 神田女学園中学校 入試説明会 10:30～12:00

東京都 女子校 北豊島中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ 約1ヶ月前より

東京都 女子校 共立女子中学校 入試問題説明会 14:00～15:30 要

東京都 女子校 共立女子第二中学校 学校説明会＋入試問題研究会 11:00～12:30 要

東京都 女子校 晃華学園中学校 学校見学会 10:00～11:30 定員制 要 要 ○

東京都 女子校 香蘭女学校中等科 学校説明会 14:00～16:00 要

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 入試説明会 13:30～15:30

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 Komajoゼミ 14:00～15:20 6年対象 要

東京都 女子校 実践女子学園中学校 学校説明会 13:00～15:30 4～6年対象 要 10/11～11/10

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 昭和際 10:00～16:00 ○

東京都 女子校 女子学院中学校 学校説明会 10:00～12:30 保護者対象 要 9/5～10/14

東京都 女子校 白百合学園中学校 学校説明会 9:30～11:00

東京都 女子校 白百合学園中学校 学校見学会 11:00～13:00 ○

東京都 女子校 星美学園中学校 入試対策会 14:00～16:00 6年対象 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 東京女学館中学校 文化祭 11:15～16:30 受付で記帳 ○

東京都 女子校 東京女子学院中学校 学校説明会 13:30～15:00 要

東京都 女子校 東洋英和女学院中学部 学校説明会 13:30～15:00

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 土曜のミニ見学会 10:30～11:30 要 要

2017年11月10日(金)実施

2017年11月11日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 女子校 藤村女子中学校 説明会 14:00～15:00 入試体験会あり

東京都 女子校 普連土学園中学校 バザー 10:00～15:00 ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 校長と入試問題にチャレンジ 10:00～11:30 6年対象 要 要 ○

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 入試対策勉強会 10:00～11:40 説明会あり 6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 函嶺白百合学園中学校 入試説明会 10:00～13:00 要

神奈川県 女子校 捜真女学校中学部 学校説明会 10:00～12:00 4年以上対象の授業体験･ｸﾗﾌﾞ体験あり 要 要 ～11/10

神奈川県 女子校 フェリス女学院中学校 学校説明会 ①10:00～11:50 ②14:00～15:50 保護者対象 ○ ○

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 ジュニアカルチャースクール 9:30～11:30 要 要 ～11/10

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 10/11～

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 学校見学会 10:00～ 要 ○

千葉県 女子校 和洋国府台女子中学校 学校説明会 10:30～11:30 ○ ○

千葉県 女子校 和洋国府台女子中学校 入試対策講座 13:30～ 2科 要 ○

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 入試説明会 13:30～15:30 5･6年対象 要 要 ○

北海道 女子校 札幌聖心女子学院中学校 東京地区学校説明会 14:00～15:30 聖心女子大学で実施

岩手県 女子校 盛岡白百合学園中学校 学校見学会 9:00～12:00 要 ～11/10

山梨県 女子校 山梨英和中学校 入試説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 青山学院中等部 文化祭 10:30～

東京都 共学校 かえつ有明中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ ○ 10/7～11/11

東京都 共学校 慶應義塾中等部 学校説明会 ①11:00～12:00 ②13:30～14:30 慶應義塾大学三田ｷｬﾝﾊﾟｽ西校舎ﾎｰﾙで実施

東京都 共学校 慶應義塾中等部 文化祭 12:00～ 受付で記帳

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 学校説明会 男子部10:30～12:00 女子部9:30～11:00 要 ○ 8/9～

東京都 共学校 駒込中学校 個別相談会 9:00～15:00

東京都 共学校 自由学園中等科 学業報告会(男子部) 9:30～16:00 要 ○ 10/11～

東京都 共学校 成蹊中学校 入試対策講座 13:30～16:00 成蹊大学で実施 要

東京都 共学校 成城学園中学校 学校説明会 14:00～15:30

東京都 共学校 帝京八王子中学校 入試問題解説会 10:40～12:10 ﾗﾝﾁ体験あり

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 13:00～14:40

東京都 共学校 東京立正中学校 説明会 10:00～11:00

東京都 共学校 東京立正中学校 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ学習(すらら)体験 10:00～11:00

東京都 共学校 日本大学第二中学校 文化祭 10:00～ 定員100名の学校紹介あり

東京都 共学校 文教大学付属中学校 学校説明会 14:00～15:20

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 中学説明会 10:30～12:00 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 明治大学付属明治中学校 学校説明会 ①10:30～11:50 ②14:00～15:20 要 ○ ○

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 学校説明会 10:00～ 要

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 入試体験 10:00～ 国語･算数 要

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 学校見学会 11:00～12:20 要

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○ ○

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 6年生のための勉強会 8:50～11:30 要 9月初旬～

神奈川県 共学校 公文国際学園中等部 入試説明会 10:00～11:45

神奈川県 共学校 慶應義塾湘南藤沢中等部 学校説明会 ①10:00～11:10 ②12:30～13:40 湘南藤沢キャンパス大学校舎シータθ館で実施

神奈川県 共学校 慶應義塾湘南藤沢中等部 文化祭

神奈川県 共学校 相洋中学校 音楽会 10:00～12:00

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 学校説明会 10:00～11:30

神奈川県 共学校 森村学園中等部 学校説明会 14:30～16:30 要 要 10/1～11/10

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 合唱コンクール 10:00～12:00 要 10/1～

2017年11月11日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 地域公開教室 10:00～ 要 要 10/30～11/3

千葉県 共学校 志学館中等部 入試説明会 10:00～12:30 要

千葉県 共学校 昭和学院中学校 学校説明会 13:15～15:00 要 要 前日まで

千葉県 共学校 昭和学院中学校 公開授業 11:35～12:25 要 ○

千葉県 共学校 昭和学院秀英中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 要 10/1～

千葉県 共学校 千葉日本大学第一中学校 説明会 14:00～16:30 要 要

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 学校見学会 10:00～ 学校説明会あり 要 ○ 10/1～

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 14:00～15:30

埼玉県 共学校 浦和ルーテル学院中学校 学校説明会+体験入試 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 昌平中学校 学校説明会 14:00～16:00 ○

埼玉県 共学校 昌平中学校 入試問題アドバイス 14:00～16:00 6年対象 要 9/12～

埼玉県 共学校 西武台新座中学校 学校説明会 9:30～12:30 ○ ○

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 入試対策講座 13:00～15:00 6年対象 要 要

茨城県 共学校 清真学園中学校 学校説明会 13:30～15:00 要 前日まで

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 オープンスクール 9:30～11:30 ○

山梨県 共学校 駿台甲府中学校 入試問題解説授業 9:30～ 6年対象 要 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 学校説明会 13:00～15:00 ○ ○

奈良県 共学校 西大和学園中学校 入試説明会 10:00～11:30 要 要 ○

静岡県 共学校 日本大学三島中学校 学校説明会 13:00～15:00 要 ○

山梨県 共学校 山梨学院中学校 入試問題解説 14:00～16:15 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 オープンスクール 14:45～17:00 要

東京都 共学校 東京都立富士高等学校附属中学校 学校説明会 13:30～16:30 要

茨城県 共学校 茨城県立並木中等教育学校 学校公開 9:30～16:00 要

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 中学説明会 午前･午後の実施あり 定員各320名 要 10/10～11/10

東京都 男子校 獨協中学校 学校説明会 13:30～15:30 要 10/23～11/11

東京都 男子校 獨協中学校 体験授業 13:30～15:30 要 10/23～

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会 13:30～ 要

東京都 男子校 明法中学校 明法GE体験･英会話体験 13:30～ 5･6年対象 要 要

東京都 女子校 愛国中学校 学園説明会 10:00～ 要

東京都 女子校 共立女子中学校 2/3AM合科型入試体験 13:30～ 過去問300字論述チャレンジ 要

東京都 女子校 佼成学園女子中学校 学校説明会 10:30～12:00 入試問題学習会あり 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 学校説明会 11:00～

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 昭和際 10:00～16:00 ○

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 スクールランチ試食会 11:00～12:30 4～6年対象 要

東京都 女子校 東京女学館中学校 文化祭 9:00～16:30 受付で記帳 ○

東京都 女子校 東京女子学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 11/11まで

東京都 女子校 東京女子学園中学校 アクティブラーニング授業体験 10:00～12:00 要 要 11/11まで

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 入試解説学校説明会 ①10:00～11:30 ②13:30～15:00

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 学校説明会 9:30～ 部活動発表･問題解説会あり 要 ○

東京都 共学校 青山学院中等部 文化祭 12:30～

東京都 共学校 慶應義塾中等部 学校説明会 ①11:00～12:00 ②13:30～14:30 慶應義塾大学三田ｷｬﾝﾊﾟｽ西校舎ﾎｰﾙで実施

東京都 共学校 慶應義塾中等部 文化祭 9:30～ 受付で記帳

東京都 共学校 桜丘中学校 入試説明会(生徒学校紹介＋給食試食会) 10:00～12:00 要 ○ ○

2017年11月11日(土)実施

2017年11月12日(日)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。
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東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 東京農業大学第一 学校説明会 10:00～11:30 東京農業大学百周年記念講堂で実施 要 10/12～11/11

東京都 共学校 東星学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 学校説明会 10:00～11:00 ○ ○

東京都 共学校 日本大学第二中学校 文化祭 10:00～ 定員100名の学校紹介あり

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 学校説明会 8:30～9:30 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 武蔵野東中学校 文化祭 10:00～15:00 受付で記帳 要

神奈川県 共学校 慶應義塾湘南藤沢中等部 学校説明会 ①10:00～11:10 ②12:30～13:40 湘南藤沢キャンパス大学校舎シータθ館で実施

神奈川県 共学校 慶應義塾湘南藤沢中等部 文化祭

千葉県 共学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 学校説明会 10:00～12:00 要 ○

千葉県 共学校 西武台千葉中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

千葉県 共学校 東海大学付属浦安 学校説明会 9:30～10:30 要

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 学校説明会 10:00～

埼玉県 共学校 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 学校見学説明会 10:00～11:30 体験授業等あり ○ ○

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 入試体験会 10:00～12:30 6年対象 要 前日まで

埼玉県 共学校 武南中学校 学校説明会 10:30～12:00 要

茨城県 共学校 常総学院中学校 文化祭 10:00～

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

神奈川県 共学校 横浜市立横浜サイエンスフロンティア 志願説明会 ①9:30～ ②10:30～ ③11:30～ ④13:00～ ⑤14:00～ 6年対象 要 10/1～11/10

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 公開授業週間 要

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 授業公開 10:30～12:20,13:10～15:00

東京都 男子校 立教池袋中学校 入試学校説明会 14:30～16:00 ○

東京都 女子校 女子聖学院中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 要 10/14～

東京都 女子校 東京家政学院中学校 授業見学会 11:00～12:30 要

東京都 女子校 日本体育大学桜華中学校 部活動体験 16:00～

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 学校説明会 9:30～12:00 要 10/7～11/13

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 ナイト説明会 18:00～19:00 定員10組 要

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 公開授業週間 要

東京都 共学校 法政大学中学校 学校説明会 10:30～12:10 定員380名 要 ○

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 学校説明会(女子部) 10:00～ 6年対象 定員制 要

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 授業公開 10:30～12:20,13:10～15:00

東京都 共学校 東京都立小石川中等教育学校 小石川ワークショップ 5･6年対象 要 要

東京都 男子校 明法中学校 GE講座見学会＋GEミニ説明会 13:30～15:30 要 要

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 水曜見学会 10:00～12:00 要 11/5～11/14

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 ○

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 ミニ説明会 10:40～11:20 ○ ○

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 公開授業 9:40～14:05 昼休みは除く ○ ○

東京都 共学校 順天中学校 授業見学会 9:30～12:00 要

東京都 共学校 帝京大学中学校 学校説明会 10:00～11:30 初めての方対象

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 教頭による懇談会形式のミニ説明会 14:00～15:00 要 ○

2017年11月13日(月)実施

2017年11月12日(日)実施

2017年11月14日(火)実施

2017年11月15日(水)実施
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東京都 共学校 日出中学校 イブニング説明会 18:00～ 要 要 ○

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 公開授業週間 要

東京都 共学校 明治学院中学校 学校説明会 11:00～12:30 要 10/15～11/15

神奈川県 共学校 関東学院中学校 学校説明会 10:00～11:45 定員40名 要 ○ 10/15～

神奈川県 共学校 横浜国立大学教育学部附属鎌倉 入試説明会･見学会 13:00～16:45 要

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 授業公開 10:30～12:20

東京都 女子校 大妻多摩中学校 学校説明会 10:00～12:00 5年以下対象 要 ○ 10/21～11/15

東京都 女子校 品川女子学院 入試説明会 10:00～11:40 3～6年対象 定員280名 要

神奈川県 女子校 湘南白百合学園中学校 学校見学会 10:15～12:00 保護者対象 定員制 要 ～11/15

東京都 共学校 聖徳学園中学校 体験授業＆説明会 14:30～16:00 要

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 アフタヌーン説明会 14:30～ 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 平日･直前説明会 10:30～11:30

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 保護者対象説明会 10:00～11:30 定員20組 要

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 公開授業週間 要

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

山梨県 共学校 山梨学院中学校 入試問題解説 19:00～20:00 要

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 授業公開 10:30～12:20,13:10～15:00

東京都 共学校 東京都立小石川中等教育学校 小石川ワークショップ 5･6年対象 要 要

東京都 男子校 京華中学校 ナイト説明会 18:30～19:30 要

東京都 女子校 愛国中学校 学園説明会 16:30～18:00 要

東京都 女子校 跡見学園中学校 ナイト説明会 18:30～20:00 要 ○ ○

東京都 女子校 鴎友学園女子中学校 学校説明会 10:00～11:30 定員450名 要 ○ ○ 10/18～

東京都 女子校 大妻中野中学校 アフターアワーズ説明会 19:00～20:00 要

東京都 女子校 十文字中学校 イブニング説明会 18:45～19:45 要 ○ 9/19～11/16

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 説明会 10:00～11:30 保護者対象 要 要 ○

東京都 女子校 普連土学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 ○ ○

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 学校説明会 10:00～11:30

北海道 女子校 札幌聖心女子学院中学校 イブニング説明会 19:00～20:00 札幌市内中心部で実施

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 夜のミニ説明会 19:00～ 要

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 10:30～12:10 ○

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 公開授業週間 要

神奈川県 共学校 関東学院中学校 学校説明会 10:00～11:45 定員40名 要 ○ 10/17～

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 ミニ説明会 10:00～11:00

埼玉県 共学校 国際学院中学校 イブニング説明会 18:30～19:00 国際学院埼玉短期大学で実施 要

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 授業公開 10:30～12:20,13:10～15:00

東京都 男子校 学習院中等科 学校説明会 14:00～ 一般対象

東京都 男子校 攻玉社中学校 オープンスクール 13:30～15:40 要 ○

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 おもしろ授業体験 定員各60組 要 10/16～10/22

東京都 男子校 武蔵中学校 学校説明会 13:30～15:00

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

2017年11月16日(木)実施

2017年11月17日(金)実施

2017年11月18日(土)実施

2017年11月15日(水)実施
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埼玉県 男子校 城北埼玉中学校 学校説明会 13:30～16:00 クラブ見学あり

東京都 女子校 大妻中学校 入試説明会 14:00～15:30 6年対象 大妻講堂で実施 要 ○ 約1ヶ月前

東京都 女子校 学習院女子中等科 5年以下対象学校説明会 14:00～16:00 ○

東京都 女子校 学習院女子中等科 6年対象学校説明会 14:30～16:40 ○

東京都 女子校 川村中学校 文化祭 10:00～ 要

東京都 女子校 吉祥女子中学校 学校説明会 10:30～12:00 6年対象

東京都 女子校 吉祥女子中学校 学校説明会 14:00～15:30 5年以下対象

東京都 女子校 光塩女子学院中等科 学校説明会 14:00～15:30 ○

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 授業見学会 10:50～ 要

東京都 女子校 品川女子学院 オープンキャンパス 14:00～17:00 定員2000名 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 14:00～

東京都 女子校 女子聖学院中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 要 10/18～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 公開授業 8:35～12:40 ○

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 入試説明会 14:00～16:00 2科4科受験者向け 要 要

東京都 女子校 成女学園中学校 一般入試対策セミナー 10:00～12:10 過去問題配布･解説 ○ ○

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 学校説明会 13:30～15:30 ○

東京都 女子校 瀧野川女子学園中学校 入試チャレンジ2科･4科 13:30～ 6年対象 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 学校説明会 14:00～16:00

東京都 女子校 東京女学館中学校 入試説明会 10:00～12:00 定員1000名 6年対象 要 ○ 10/28～11/17

東京都 女子校 東京女子学園中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要 11/18まで

東京都 女子校 東京女子学園中学校 英語･思考力入試体験 14:00～16:00 要 要 11/18まで

東京都 女子校 豊島岡女子学園中学校 学校説明会 10:30～11:30 4以下年対象 要 要 ○ ○ 1ヶ月前より

東京都 女子校 日本体育大学桜華中学校 学校説明会 14:30～16:00 要

東京都 女子校 富士見中学校 学校説明会 10:30～ 要 ○ 10/18～

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 授業が見られる相談会 10:00～11:30 説明会あり ○ ○ ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 学校説明会 12:30～14:00 要 要

東京都 女子校 山脇学園中学校 学校説明会＆入試説明会 9:00～12:30 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 立教女学院中学校 学校説明会 13:00～ 5･6年対象 要 ○ 1ヶ月前より

神奈川県 女子校 鎌倉女学院中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○

神奈川県 女子校 鎌倉女子大学中等部 入試問題解説会 10:00～11:00 ○ ○ ○

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 定期演奏会 13:30～16:00 鎌倉芸術館で実施

神奈川県 女子校 清泉女学院中学校 親子見学会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 学校説明会 10:00～11:50

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 勉強会 10:00～11:50 6年対象 定員20名 要 要 9月より

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 捜真女学校中学部 捜真クルーズ(説明会) 13:30～14:30 定員15組 要 要 ～11/17

神奈川県 女子校 日本女子大学附属中学校 学校説明会 14:10～

神奈川県 女子校 日本女子大学附属中学校 入試問題解説会 14:00～ 6年対象 要 10月中旬～

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 ジュニアイングリッシュ 9:30～11:30 3～6年対象 要 要 ～11/17

神奈川県 女子校 横浜雙葉中学校 土曜日学校案内 ①9:00～10:30 ②10:00～11:30 ③11:00～12:30 6年対象 要 要 3/21～

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 入試説明会 10:30～12:00 要 ○ ○

埼玉県 女子校 大妻嵐山中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 10/18～

岩手県 女子校 盛岡白百合学園中学校 学校見学会 9:00～12:00 要 ～11/17

山梨県 女子校 山梨英和中学校 iPad体験講座 14:00～16:00 定員20名 4～6年対象 要

東京都 共学校 桜美林中学校 学校説明会 14:00～15:30 ○

2017年11月18日(土)実施
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東京都 共学校 開智日本橋学園中学校 学校説明会 10:00～ 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 啓明学園中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 前日まで

東京都 共学校 国士舘中学校 入試相談会 10:00～11:30 要 要

東京都 共学校 駒込中学校 説明会 10:00～12:00 卒業生体験談あり 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 実践学園中学校 入試説明会 14:00～ 要

東京都 共学校 渋谷教育学園渋谷中学校 学校説明会 13:30～15:30 要 ○

東京都 共学校 自由学園中等科 学業報告会(女子部) 9:30～16:00 要 ○ 10/18～

東京都 共学校 修徳中学校 学校説明会 14:00～ ○

東京都 共学校 駿台学園中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 青稜中学校 体験入学 14:00～16:00 入試ワンポイント 要 ○

東京都 共学校 玉川学園 入試問題チャレンジ会 10:00～12:10 要 10/16～

東京都 共学校 多摩大学目黒中学校 英会話体験･クラブ体験 10:00～12:00 あざみ野ｾﾐﾅｰﾊｳｽで実施 要 ～11/16

東京都 共学校 中央大学附属中学校 学校説明会 13:00～ 要

東京都 共学校 貞静学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

東京都 共学校 東京電機大学中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 入試説明会 14:30～ 要 ○

東京都 共学校 東京立正中学校 説明会 10:00～11:00

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 体験レッスン 9:00～ 要

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 学校説明会 11:30～ 要 ○ ○

東京都 共学校 日本大学第一中学校 学校説明会 ①10:00～ ②14:00～ 午後のみ校内見学あり 要

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 入試問題ガイダンス＆説明会 10:00～11:30 定員100組 要

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 公開授業週間 要

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 オープンスクール 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 公開授業 9:30～11:30 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 三田国際学園中学校 入試傾向説明会 10:00～12:30 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 明星学園中学校 入試対策説明会 14:00～ 要 要 5/8～11/18

東京都 共学校 武蔵野中学校 学校説明会 13:00～ 要

東京都 共学校 武蔵野東中学校 学校説明会 9:30～11:20 要 要 6/1～

東京都 共学校 目白研心中学校 生徒による説明会 14:00～ 本校･研心館で実施 要 約1ヶ月前より

神奈川県 共学校 青山学院横浜英和中学校 土曜見学会 10:00～11:30 先着60組 要 ○ 10/16～

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 学校見学会 11:00～12:20 要

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 学校説明会 10:00～11:30 保護者対象 要

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 オープンスクール 10:00～12:00 要 要

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 校長先生と学校散歩 10:00～11:30 要 1ヶ月前より

神奈川県 共学校 桐光学園中学校 入試問題説明会 13:30～15:00 要 ○ ○

神奈川県 共学校 日本大学藤沢中学校 入試説明会 14:00～15:30 ○ ○

神奈川県 共学校 法政大学第二中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 ○

神奈川県 共学校 山手学院中学校 入試説明会 10:00～12:00

千葉県 共学校 翔凜中学校 入試説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 西武台千葉中学校 個別説明会 14:00～15:30 要

千葉県 共学校 千葉日本大学第一中学校 文化祭 9:30～

千葉県 共学校 東邦大学付属東邦中学校 学校見学会 10:00～ 学校説明会あり 要 ○ 10/1～

埼玉県 共学校 開智中学校 学校説明会 13:30～15:00 要

埼玉県 共学校 国際学院中学校 入試説明会 14:00～15:30 要 要

2017年11月18日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

埼玉県 共学校 埼玉栄中学校 入試問題学習会 10:00～ 要 ○

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 学校説明会 14:00～15:30 要

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 入試問題解説セミナー 14:00～16:00 要

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 公開研究会 ○

埼玉県 共学校 西武学園文理中学校 入試説明会 14:30～16:20

茨城県 共学校 常総学院中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 要 ～11/17

茨城県 共学校 土浦日本大学中等教育学校 入試問題解説会 10:00～12:00 要 要

静岡県 共学校 静岡サレジオ中学校 入試説明会 10:00～ 要

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試説明会 10:00～12:30

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試説明会 14:45～17:20 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 プレテスト 14:45～17:20 要

東京都 共学校 千代田区立九段中等教育学校 学校説明会

東京都 共学校 東京都立立川国際中等教育学校 学校説明会 9:45～11:15 要 ○ ○

東京都 共学校 東京都立白鴎高等学校附属中学校 学校公開日 10:30～12:20 ミニ説明会あり 要

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

埼玉県 共学校 さいたま市立浦和中学校 生徒募集要項説明会 ①9:00～9:30 ②10:00～10:30 ③11:00～11:30 6年対象 要

埼玉県 共学校 さいたま市立浦和中学校 第5･6学年児童対象学校説明会 ①9:00～9:40 ②10:00～10:40 ③11:00～11:40 要

埼玉県 共学校 さいたま市立浦和中学校 学校公開 8:30～11:20 要 ○ ○

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 小学生ロボットセミナー全国大会観戦会 要

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 学校説明会 13:30～15:30 予約制の授業体験･クラブ体験あり 要

東京都 男子校 早稲田大学高等学院中学部 学校説明会 10:00～11:20 高等学院講堂で実施 ○ ○

北海道 男子校 函館ラ・サール中学校 学校説明会 10:00～12:00 ﾌｸﾗｼｱ東京ｽﾃｰｼｮﾝ(東京都)で実施

東京都 女子校 跡見学園中学校 入試体験会 8:30～ 要

東京都 女子校 川村中学校 文化祭 10:00～ 要

東京都 女子校 十文字中学校 入試体験会 10:00～12:00 要 ○ ○ 9/19～11/18

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 ①11:00～ ②14:00～

東京都 女子校 東京純心女子中学校 小6対象入試体験会 14:00～16:00 説明会あり 要

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 入試説明会 10:00～11:30

神奈川県 女子校 聖園女学院中学校 学校説明会 9:30～11:30 過去問勉強会･体験入学あり

北海道 女子校 函館白百合学園中学校 東京説明会 午前 TKP市ヶ谷ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ(東京都)で実施予定

東京都 共学校 共栄学園中学校 模擬入試体験会 9:30～12:00 説明会あり

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 入試問題説明会 13:00～15:00 国学院大学渋谷ｷｬﾝﾊﾟｽ2号館で実施 要 10/19～

東京都 共学校 淑徳巣鴨中学校 入試体験＋学校説明会 8:50～10:30 要

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 東京成徳大学中学校 学校説明会 10:00～11:30

東京都 共学校 目黒学院中学校 学校説明会 10:00～

東京都 共学校 八雲学園中学校 学校説明会 10:00～ 予約制の英語体験教室あり

東京都 共学校 安田学園中学校 学校説明会 9:30～ ○

東京都 共学校 安田学園中学校 入試体験 9:20～ 要 1ヶ月前より

神奈川県 共学校 東海大学付属相模 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 共学校 横浜創英中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

千葉県 共学校 千葉日本大学第一中学校 文化祭 9:30～

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 学校説明会 10:00～12:00 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

千葉県 共学校 麗澤中学校 入試説明会 ①10:00～11:30 ②14:30～16:00 小6ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのみ予約制 要 10/19～11/16

2017年11月18日(土)実施

2017年11月19日(日)実施
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※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 公開研究会 ○

埼玉県 共学校 秀明中学校 学校説明会･進学面談 12:00～ 要

埼玉県 共学校 聖望学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

埼玉県 共学校 東京成徳大学深谷中学校 学校説明会 9:00～11:00 要

埼玉県 共学校 星野学園中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 本庄東高等学校附属中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 要 5/1～11/18

茨城県 共学校 東洋大学附属牛久中学校 入試説明会 9:00～ 要 要

宮城県 共学校 秀光中等教育学校 文化祭 13:00～ 要 要

高知県 共学校 土佐塾中学校 学校説明会 13:00～13:50

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 オープンスクール 10:30～14:30 ○ ○ ○

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 ミニ説明会 10:00～11:00 要 ○

東京都 男子校 日本学園中学校 入試説明会 10:00～

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 学校説明会 10:00～11:10 5年以下対象 定員制 要 10/21～11/11

東京都 共学校 帝京中学校 合唱コンクール 10:00～12:00 川口総合文化ｾﾝﾀーで実施

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 合唱祭 13:00～14:30

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 学校説明会 10:00～ 5年以下対象 定員制 要

東京都 男子校 足立学園中学校 ミニ説明会 18:00～ 要

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 中学説明会 定員320名 要 10/20～11/20

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

神奈川県 男子校 藤嶺学園藤沢中学校 入試説明会 10:30～12:00 要 ○ ○

東京都 共学校 桜丘中学校 保護者対象ナイト説明会 18:30～19:30 要 ○ ○

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 入試説明会 9:30～12:00 要 10/16～11/15

東京都 男子校 佼成学園中学校 入試問題解説会 10:00～12:00 学校説明会あり 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 城北中学校 入試説明会 10:00～11:30 要 要

東京都 男子校 東京都市大学付属中学校 入試説明会 10:00～12:30 要

東京都 男子校 東京都市大学付属中学校 過去問チャレンジ 10:00～12:30 6年対象 要

埼玉県 男子校 城西川越中学校 問題解説学習会 要

愛知県 男子校 海陽学園海陽中等教育学校 学校見学会 10:30～ 要 ○ ○ ○

北海道 男子校 函館ラ・サール中学校 学校説明会 10:00～12:00 TOC有明(東京都)で実施

東京都 女子校 大妻多摩中学校 入試模擬体験 9:00～12:00 6年対象 要 要 ○ 10/28～11/22

東京都 女子校 川村中学校 チャレンジ講座 10:00～ 要

東京都 女子校 北豊島中学校 特別奨学生セミナー 9:00～12:30 要

東京都 女子校 共立女子中学校 入試問題説明会 9:30～11:00 要

東京都 女子校 共立女子中学校 2/3PMｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ入試体験 ①13:00～ ②14:30～ 英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾄﾗｲｱﾙ模擬体験 要

東京都 女子校 恵泉女学園中学校 入試説明会 ①10:30～12:00 ②14:00～15:30 要 要 10/24～11/23

東京都 女子校 晃華学園中学校 学校･入試説明会 10:00～11:30 要 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 ①11:00～ ②14:00～

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 入試問題解説 10:00～12:00 6年対象 要 ○ ○

東京都 女子校 玉川聖学院中等部 入試説明会 9:00～12:30 6年対象の一般入試プレテストあり 要

2017年11月23日(木)実施

2017年11月19日(日)実施

2017年11月20日(月)実施

2017年11月21日(火)実施

2017年11月22日(水)実施

－ 32 －



都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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東京都 女子校 富士見丘中学校 説明会 10:00～11:00

東京都 女子校 富士見丘中学校 特別講座体験 11:00～12:00 要

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 MJ入試説明会 10:00～ 体験入学･入試問題解説授業あり

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 入試説明会 ①9:30～11:00 ②14:00～15:30 要 ○

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 入試過去問題説明会 ①9:30～11:00 ②14:00～15:30 6年対象 要 ○

北海道 女子校 札幌聖心女子学院中学校 入試対策講座 9:00～12:30 6年対象

静岡県 女子校 不二聖心女子学院中学校 学校説明会 9:40～12:00

東京都 共学校 工学院大学附属中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 駒込中学校 個別相談会 9:00～15:00

東京都 共学校 松蔭中学校 学校説明会 13:00～14:30

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 模擬入試＋適性体験 9:30～12:30 6年対象 要

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 公立一貫型ミニ説明会 9:30～10:30 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 9:30～11:00

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 入試対策会(授業体験) 9:00～ 要

埼玉県 共学校 開智未来中学校 4科入試対策講座 9:30～12:00 説明会あり 要 要 10/23～11/22

埼玉県 共学校 栄東中学校 保護者対象入試説明会 ①8:40～10:20 ②14:10～15:50 要 ○ ○

埼玉県 共学校 栄東中学校 入試問題学習会 ①8:30～11:00 ②14:00～16:30 6年対象 要 要

埼玉県 共学校 東京農業大学第三高等学校附属 入試模擬体験 9:30～ 要 要

東京都 共学校 東京都立大泉高等学校附属中学校 入試説明会 ①9:30～10:20 ②11:00～11:50 ③13:00～13:50 6年対象 11/1～

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 玉川学園 学校説明会(ＩＢクラス対象) 19:00～20:00 玉川学園ｷｬﾝﾊﾟｽ内で実施 要 10/23～

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 イブニングミニ説明会 19:00～ 要 ○

東京都 共学校 文教大学付属中学校 イブニング説明会 18:30～19:30

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 公開授業 10:00～12:00

東京都 男子校 攻玉社中学校 土曜説明会 11:00～13:15 要 ○ ○

東京都 男子校 芝中学校 学校説明会 11:00～12:50 ○

東京都 男子校 聖学院中学校 学校説明会(授業体験･入試過去問体験) 10:00～13:30 思考力ｾﾐﾅｰ･学食体験あり 要 ○ 10/25～

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 男子校 桐朋中学校 学校説明会 14:00～16:00 6年対象 定員550名 要 要 11/12～

東京都 男子校 本郷中学校 入試説明会 14:00～15:30 ○

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

神奈川県 男子校 栄光学園中学校 学校説明会 10:00～

神奈川県 男子校 鎌倉学園中学校 中学校説明会 13:00～14:30 要 1ヶ月前より

北海道 男子校 函館ラ・サール中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 女子校 神田女学園中学校 入試説明会 10:30～12:00

東京都 女子校 国本女子中学校 学校公開日･入試説明会 10:00～

東京都 女子校 品川女子学院 入試ミニ説明会 10:00～11:00 6年対象 定員200名 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 14:00～

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 クリスマスこども会 13:00～15:00 要 9/28～

東京都 女子校 女子聖学院中学校 女子聖Jr.Workshop 11:00～12:15 定員30組 要 要 10/25～

2017年11月23日(木)実施

2017年11月24日(金)実施

2017年11月25日(土)実施
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東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 学校説明会 14:00～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 公開授業 8:35～12:40 ○

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 入試説明会 14:00～16:00 適性検査受験者向け 要 要

東京都 女子校 成女学園中学校 授業公開･学校説明会 10:30～13:00 ○ ○

東京都 女子校 瀧野川女子学園中学校 入試チャレンジ解説会 13:30～ ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式 6年対象 要

東京都 女子校 東京家政学院中学校 過去問題解説説明会 14:00～ 要

東京都 女子校 東京女子学院中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

東京都 女子校 東洋英和女学院中学部 入試問題説明会 9:00～11:00 6年対象

東京都 女子校 中村中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 学校説明会 10:00～ 要 10/1～11/24

東京都 女子校 富士見中学校 学校説明会 13:40～ 5年以下対象 要 ○ 10/25～

東京都 女子校 三輪田学園中学校 天文クラブ体験とイブニング説明会 17:30～19:30 要 要

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 入試対策勉強会 10:00～11:40 説明会あり 6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 神奈川学園中学校 学校説明会 10:30～12:00 要 10/25～11/25

神奈川県 女子校 函嶺白百合学園中学校 ミニ説明会 11:00～12:00 要 ～11/24

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 入試過去問題学習会 9:30～12:30 6年対象 要 9/25～

神奈川県 女子校 清泉女学院中学校 学校説明会 10:00～12:00

神奈川県 女子校 洗足学園中学校 学校説明会 10:00～12:30 体験授業あり ○ ○

神奈川県 女子校 フェリス女学院中学校 学校見学会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 5年対象 要 10/5～11/5

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 学校見学会 10:00～ 要 ○

埼玉県 女子校 淑徳与野中学校 学校説明会 10:00～12:00 土曜講座見学可 要

岩手県 女子校 盛岡白百合学園中学校 学校見学会 9:00～12:00 要 ～11/24

東京都 共学校 郁文館中学校 理事長による学校説明会 14:00～

東京都 共学校 上野学園中学校 入試体験 14:30～16:30 5･6年対象 要

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 KUNION講座 12:20～ 要 要

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 入試問題説明会 14:00～16:00 要 10/19～

東京都 共学校 国士舘中学校 入試説明会 10:00～11:30 6年対象のﾁｬﾚﾝｼﾞ入試あり 要 要

東京都 共学校 駒込中学校 個別相談会 9:00～15:00

東京都 共学校 実践学園中学校 入試説明会 14:00～ 要

東京都 共学校 自由学園中等科 入試対策勉強会(男子部) 13:30～16:00 要 10/25～

東京都 共学校 自由学園中等科 学校説明会(女子部) 11:00～12:30 要 10/25～

東京都 共学校 自由学園中等科 入試対策勉強会(女子部) 13:30～15:30 6年対象 要 10/25～

東京都 共学校 城西大学附属城西中学校 学校説明会 14:30～16:00 要 10/1～11/25

東京都 共学校 聖徳学園中学校 適性検査型説明会 10:00～11:30 要

東京都 共学校 青稜中学校 入試説明会 10:30～12:00 保護者対象

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 適性型入試説明会 14:00～15:30 定員50組 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 帝京中学校 学校説明会 10:00～ 個別相談会あり

東京都 共学校 貞静学園中学校 プレテスト 10:00～12:00 要 要 ～11/23

東京都 共学校 東海大学菅生 入試体験教室 14:00～ 要

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 体験レッスン 9:00～ 要

東京都 共学校 東洋大学京北中学校 学校説明会 15:00～16:30 要 ○ ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 学校説明会 14:00～15:00 ○ ○

東京都 共学校 日本大学第二中学校 学校説明会 14:00～15:10

東京都 共学校 日本大学第三中学校 学校説明会 13:45～15:00 要 前日まで

東京都 共学校 八王子実践中学校 学校説明会 14:00～15:00 要

2017年11月25日(土)実施
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東京都 共学校 明治大学付属中野八王子中学校 オープンスクール(公開授業) ○

東京都 共学校 八雲学園中学校 学校見学会 10:00～12:00 ミニ説明会あり ○ ○

神奈川県 共学校 自修館中等教育学校 入試説明会 10:00～ 要

神奈川県 共学校 中央大学附属横浜中学校 学校説明会 14:00～15:30 要

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 入試問題の傾向と対策 10:00～11:30

神奈川県 共学校 日本大学中学校 学校説明会 9:30～ 要

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 学校説明会 9:00～12:00 要 ○

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 入試問題体験会 9:00～12:00 6年対象 要 要 10/1～

千葉県 共学校 市川中学校 スクールツアー 10:00～11:30 抽選35名 要 10/12～10/13

埼玉県 共学校 春日部共栄中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 入試対策講座 13:00～15:00 6年対象 要 要

茨城県 共学校 江戸川学園取手中学校 入試説明会 9:30～ 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 学校説明会 13:00～15:00 ○ ○

静岡県 共学校 日本大学三島中学校 学校説明会 13:00～15:00 要 ○

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 文化祭 12:00～

埼玉県 共学校 埼玉大学教育学部附属中学校 学校説明会 要

東京都 共学校 千代田区立九段中等教育学校 九段天体観望会 4～6年対象 要

東京都 共学校 東京都立小石川中等教育学校 授業公開 要 ○

東京都 共学校 東京都立白鴎高等学校附属中学校 願書配布説明会 9:30～10:30 本校西校舎で実施 要

東京都 共学校 東京都立富士高等学校附属中学校 募集案内説明会 14:00～ 6年の保護者対象 要

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 学校説明会 要

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

東京都 共学校 東京都立南多摩中等教育学校 応募説明会 6年対象 要

東京都 共学校 東京都立武蔵高等学校附属中学校 応募説明会 6年の保護者対象 要

東京都 共学校 東京都立両国高等学校附属中学校 願書配布説明会

東京都 男子校 京華中学校 中学説明会 14:00～15:30

東京都 男子校 京華中学校 適性検査型入試説明会 10:00～11:30

東京都 女子校 愛国中学校 学園説明会 ①10:00～ ②14:00～ 要

東京都 女子校 大妻中野中学校 オープンデー(学校公開日) 10:00～15:30 一部体験型ｲﾍﾞﾝﾄは予約制 要

東京都 女子校 小野学園女子中学校 入試答案練習会 9:00～14:00 要

東京都 女子校 京華女子中学校 中学説明会 10:30～ ○

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 ①11:00～ ②14:00～

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 入試体験 9:00～12:00 要

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 クリスマスバザー 10:00～13:00 受付で記帳

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 学校説明会 9:30～ 要 ○

東京都 共学校 淑徳中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 要 ○ 前日まで

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 帝京八王子中学校 体験入試 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 日本大学第一中学校 学校説明会 ①10:00～ ②14:00～ 午後のみ校内見学あり 要

東京都 共学校 日出中学校 学校説明会 11:00～ 要 要 ○

千葉県 共学校 芝浦工業大学柏中学校 入試説明会 10:00～

千葉県 共学校 西武台千葉中学校 個別説明会 10:00～11:30 要

2017年11月26日(日)実施

2017年11月25日(土)実施
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千葉県 共学校 麗澤中学校 入試説明会 14:30～16:00 小6ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのみ予約制 要 10/26～11/23

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 学校説明会 10:00～ 入試問題学習会あり

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 池袋ABCｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰで実施 ○

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 わくわくワーク 10:00～16:00 要 ○ 前日まで

埼玉県 共学校 西武台新座中学校 入試模擬体験会 9:30～12:30 要

埼玉県 共学校 獨協埼玉中学校 学校説明会 10:00～11:30

埼玉県 共学校 武南中学校 入試体験会 8:30～12:00 要 要 ～11/18

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 文化祭 9:00～

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試説明会･プレテスト 10:00～15:00 早稲田大学で実施 要

東京都 共学校 東京都立桜修館中等教育学校 出願手続等説明会 6年対象 要

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 順天中学校 弁論大会 13:30～15:00 要

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 アフタヌーン説明会 14:30～ 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 女子校 三輪田学園中学校 ミニ学校説明会 10:30～12:00 保護者対象 要 要 ○

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 プレミアム説明会 19:00～20:30 要 要

東京都 女子校 大妻中学校 ナイト入試説明会 18:30～19:40 6年保護者対象 要 ○ 約1ヶ月前

東京都 共学校 聖徳学園中学校 イブニング説明会 18:00～19:00 要

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 教頭による懇談会形式のミニ説明会 14:00～15:00 要 ○

東京都 共学校 文教大学付属中学校 ミニ説明会 11:00～11:30

東京都 共学校 武蔵野東中学校 スクールツアー 16:00～17:00 4～6年対象 要 要

東京都 女子校 品川女子学院 入試説明会 10:00～11:40 3～6年対象 定員280名 要

東京都 共学校 目白研心中学校 学校説明会 10:30～ 要 約1ヶ月前より

埼玉県 共学校 昌平中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

東京都 男子校 日本学園中学校 入試説明会 10:00～

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 学校説明会(イブニングセッション) 18:30～20:00 ○ ○

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 初めてのMJ 13:00～ 初めてご来校の方対象 定員30名 要

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 総合型入試説明会 10:30～11:30 要 要 10月より

神奈川県 女子校 捜真女学校中学部 ナイト学校説明会 18:30～20:00 要 要 ～11/30

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 保護者対象説明会 10:00～11:30 定員20組 要

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 サテライト説明会 19:00～20:00 要 11/1～12/1

埼玉県 共学校 聖望学園中学校 クリスマスツリー点火式 17:00～18:00 要

東京都 男子校 攻玉社中学校 入試説明会 10:20～12:00 6年対象 ○ ○

東京都 男子校 城北中学校 入試説明会 13:30～15:00 要 要

東京都 男子校 成城中学校 学校説明会 10:30～12:30 要 11/2～12/1

東京都 男子校 世田谷学園中学校 6年生対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

東京都 男子校 高輪中学校 入試説明会 14:00～16:00 要 ～12/1

東京都 男子校 東京都市大学付属中学校 土曜ミニ説明会 10:00～11:30 定員制 要

2017年12月1日(金)実施

2017年12月2日(土)実施

2017年11月26日(日)実施

2017年11月27日(月)実施

2017年11月28日(火)実施

2017年11月29日(水)実施

2017年11月30日(木)実施
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埼玉県 男子校 城西川越中学校 学校説明会 14:30～16:00 特選ｸﾗｽ中心 ○

埼玉県 男子校 城西川越中学校 入試相談会 9:00～12:00 要

北海道 男子校 北嶺中学校 学校説明会 13:00～15:00 TKP有楽町会議室(東京都)で実施

東京都 女子校 跡見学園中学校 入試説明会 10:00～12:20 要 ○ ○

東京都 女子校 江戸川女子中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○

東京都 女子校 大妻中野中学校 入試問題説明会 10:15～11:45 要 ○ ○

東京都 女子校 神田女学園中学校 適性検査型入試説明会 10:30～12:00 要 11/2～11/30

東京都 女子校 共立女子中学校 入試問題説明会 14:00～15:30 要

東京都 女子校 共立女子第二中学校 入試説明会 14:00～15:30 要

東京都 女子校 光塩女子学院中等科 過去問解説会 14:00～16:00 6年対象 要 9/1～11/25

東京都 女子校 晃華学園中学校 学校見学会 10:00～11:30 定員制 要 要 ○

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 要 ○

東京都 女子校 品川女子学院 20代の教員による説明会 10:00～11:40 定員200名 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 14:00～

東京都 女子校 女子聖学院中学校 入試体験会 9:00～12:00 要 要 11/1～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 ミニ学校説明会 14:00～

東京都 女子校 白百合学園中学校 学校説明会 14:00～15:30

東京都 女子校 成女学園中学校 個別相談会 9:00～16:00 要 ○

東京都 女子校 玉川聖学院中等部 クリスマスイベント 10:00～12:30 要

東京都 女子校 田園調布学園中等部 入試直前学校説明会 10:00～11:30 6年対象 入試体験あり 要 ○

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 ミニ学校見学会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 東京女子学院中学校 個別相談会 13:30～15:00 要

東京都 女子校 桐朋女子中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 日本体育大学桜華中学校 学校説明会 14:30～16:00 要

東京都 女子校 富士見中学校 学校説明会 10:30～ 要 ○ 11/2～

東京都 女子校 富士見丘中学校 説明会 10:00～11:00

東京都 女子校 富士見丘中学校 チャレンジ体験入試 10:05～11:40 要

東京都 女子校 富士見丘中学校 思考力向上セミナー 10:00～11:30 要

東京都 女子校 三輪田学園中学校 校長と入試問題にチャレンジ 10:00～11:30 6年対象 要 要 ○

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 学校説明会 13:00～13:40 5･6年のはじめての方向け 要

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 入試説明会 14:00～15:00 5･6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 個別相談会 9:00～12:00 音楽コース

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 学校説明会 9:30～12:00 要 10/7～12/1

神奈川県 女子校 日本女子大学附属中学校 親子天体観望会 17:00～ 定員100名 要 10月中旬～

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 入試説明会 10:00～11:30 要 ○

千葉県 女子校 国府台女子学院中学部 学校見学会 10:00～ 要 ○

埼玉県 女子校 浦和明の星女子中学校 学校説明会 9:30～11:30 要

岩手県 女子校 盛岡白百合学園中学校 学校見学会 9:00～12:00 要 ～12/1

東京都 共学校 穎明館中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 学校説明会 14:00～

東京都 共学校 国士舘中学校 入試説明会 14:00～15:30 要 要

東京都 共学校 国士舘中学校 校内言動大会 9:30～11:30

東京都 共学校 駒込中学校 個別相談会 9:00～11:00 定員100名 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 実践学園中学校 入試説明会 14:00～ 要

東京都 共学校 松蔭中学校 学校説明会 13:00～14:30

2017年12月2日(土)実施
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東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 玉川学園 入試問題説明会 10:00～12:00 要 11/6～

東京都 共学校 多摩大学目黒中学校 学校説明会 10:00～ ○

東京都 共学校 東星学園中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要 ○

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 学校説明会 14:00～ 要 ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 自己アピール･適性検査型特別説明会 10:00～11:00

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 入試説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 文教大学付属中学校 学校説明会 10:30～11:50

東京都 共学校 明治大学付属中野八王子中学校 学校説明会 14:30～ 要

東京都 共学校 明治大学付属明治中学校 6年生対象入試対策説明会 ①10:00～11:50 ②14:00～15:50 先着各1000名 要 要 ○ 11/20～

神奈川県 共学校 関東学院中学校 入試説明会 ①9:30～11:30 ②13:30～15:30

神奈川県 共学校 関東学院中学校 過去問題勉強会 ①9:30～11:30 ②13:30～15:30 要 11/2～

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○ ○

千葉県 共学校 日出学園中学校 入試説明会(一般) 14:00～15:30 要 要

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 10:00～

埼玉県 共学校 開智中学校 入試問題説明会 14:00～15:30 要

埼玉県 共学校 国際学院中学校 入試相談会 14:00～15:30 要 要

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 個別入試相談会 13:00～16:00 要

埼玉県 共学校 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 学校見学説明会 10:00～11:30 体験授業等あり ○ ○

埼玉県 共学校 西武学園文理中学校 入試説明会 10:30～12:20

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

茨城県 共学校 常総学院中学校 入試説明会 10:00～11:30 柏の葉ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰで実施 要 ～12/1

静岡県 共学校 加藤学園暁秀中学校 入試直前相談会 9:30～12:00

静岡県 共学校 静岡サレジオ中学校 入試説明会 10:00～ 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 個別入試相談会 10:00～12:00 ○ ○

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試個別相談会 9:30～14:00

東京都 男子校 芝浦工業大学附属中学校 中学説明会 午前･午後の実施あり 定員各320名 要 11/1～12/1

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 入試説明会 13:30～15:30 予約制の入試解法ミニ講座あり 要

神奈川県 男子校 武相中学校 学校説明会 9:30～10:30 ○ ○

北海道 男子校 北嶺中学校 学校説明会 10:00～12:00 TKP横浜駅西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ(横浜市)で実施

東京都 女子校 愛国中学校 学園説明会 ①10:00～ ②14:00～ 要

東京都 女子校 吉祥女子中学校 入試問題説明会 ①10:30～12:00 ②14:00～15:30 6年対象

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 ①11:00～ ②14:00～

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 入試説明会 14:00～17:00 2科4科受験者向け 要 要

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 帝京八王子中学校 体験入試 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 明星中学校 学校説明会 10:30～14:00 要 ○

東京都 共学校 明星中学校 MGS模擬試験･解説授業 要 ○

神奈川県 共学校 公文国際学園中等部 入試説明会 10:00～11:45

埼玉県 共学校 東京成徳大学深谷中学校 学校説明会 9:00～11:00 要

栃木県 共学校 佐野日本大学中等教育学校 入学説明会･進路相談会 10:00～11:30 要 要

宮城県 共学校 秀光中等教育学校 入試説明会 14:00～15:30 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷で実施 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋 個別入試相談会 10:00～12:00 ○ ○

2017年12月2日(土)実施

2017年12月3日(日)実施
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宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 ～12/2

宮崎県 共学校 宮崎日本大学中学校 オープンキャンパス 10:00～12:00 要 ～12/2

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 成女学園中学校 個別相談 16:00～18:00 要 ○

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 ミニ説明会 10:00～11:00

東京都 女子校 頌栄女子学院中学校 校内案内 ①15:45～ ②16:15～ 要

東京都 女子校 成女学園中学校 個別相談 16:00～18:00 要 ○

東京都 女子校 成女学園中学校 個別相談 16:00～18:00 要 ○

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 ナイト説明会 18:00～19:00 定員10組 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 イブニング説明会 18:00～19:30 要 要

東京都 女子校 成女学園中学校 個別相談 16:00～18:00 要 ○

東京都 男子校 京華中学校 ナイト説明会 18:30～19:30 要

東京都 女子校 品川女子学院 入試ミニ説明会 18:50～19:50 4～6年対象 定員200名 要

東京都 女子校 成女学園中学校 個別相談 16:00～18:00 要 ○

東京都 女子校 田園調布学園中等部 入試直前学校説明会 19:30～21:00 6年対象 入試体験あり 要 ○

東京都 女子校 田園調布学園中等部 入試直前学校説明会 19:30～21:00 6年対象 入試体験あり 要 ○

東京都 女子校 中村中学校 学校説明会 19:00～20:00 要 ○ ○

東京都 男子校 足立学園中学校 入試説明会 10:00～ 要

東京都 男子校 世田谷学園中学校 5年生以下対象説明会 10:30～ 定員150名 要 ○

神奈川県 男子校 鎌倉学園中学校 中学入試に向けて 10:00～11:30 要 1ヶ月前より

神奈川県 男子校 藤嶺学園藤沢中学校 入試問題対策説明会 10:30～12:00 要 ○

神奈川県 男子校 武相中学校 プレ入試にチャレンジ

神奈川県 男子校 横浜中学校 学校説明会 11:00～ ○

神奈川県 男子校 横浜中学校 入試問題体験会 9:30～10:50 要

東京都 女子校 鴎友学園女子中学校 学校説明会 10:00～11:30 定員450名 要 ○ 11/8～

東京都 女子校 佼成学園女子中学校 学校説明会 14:00～15:30 入試問題学習会あり 要

東京都 女子校 駒沢学園女子中学校 入試シミュレーション 12:30～ 6年対象 要

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 14:00～

東京都 女子校 女子聖学院中学校 PTAクリスマス 13:30～15:30 要 11/9～

東京都 女子校 東京家政大学附属女子中学校 学校説明会 14:00～16:00 予約制の入試体験あり

東京都 女子校 東洋英和女学院中学部 クリスマス音楽会 ①13:00～14:15 ②15:00～16:15

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 適性検査型入試説明会 14:30～16:00 要 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 土曜のミニ見学会 10:30～11:30 要 要

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 学校説明会 10:00～ 要 11/1～12/8

東京都 女子校 藤村女子中学校 説明会 14:00～15:00

東京都 女子校 普連土学園中学校 入試解説会 10:00～12:00 6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 鎌倉女子大学中等部 入試問題解説会 10:00～11:00 ○ ○

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 カリタス見学会 14:00～15:15 要 ○

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 入試実技試演会 9:10～15:00 6年対象 音楽コース 要 10/9～

2017年12月4日(月)実施

2017年12月5日(火)実施

2017年12月6日(水)実施

2017年12月7日(木)実施

2017年12月8日(金)実施

2017年12月9日(土)実施

2017年12月3日(日)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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神奈川県 女子校 湘南白百合学園中学校 入試直前説明会 9:30～11:00 6年対象 要 10/4～11/24

神奈川県 女子校 清泉女学院中学校 親子見学会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 個別相談会 9:00～15:00 要

神奈川県 女子校 横浜雙葉中学校 土曜日学校案内 ①9:00～10:30 ②10:00～11:30 ③11:00～12:30 6年対象 要 要 3/21～

千葉県 女子校 和洋国府台女子中学校 学校説明会 10:30～11:30 ○

千葉県 女子校 和洋国府台女子中学校 入試対策講座 13:30～ 2科･4科 要 ○

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 入試説明会 13:30～15:30 5･6年対象 要 要 ○

静岡県 女子校 不二聖心女子学院中学校 首都圏説明会 14:00～15:30 聖心女子大学で実施 要

東京都 共学校 上野学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 かえつ有明中学校 入試体験 8:30～ 要

東京都 共学校 啓明学園中学校 個別相談会 14:00～16:00 要 前日まで

東京都 共学校 国士舘中学校 入試相談会 14:00～15:30 要 要

東京都 共学校 駒込中学校 個別相談会 9:00～15:00

東京都 共学校 自由学園中等科 入試対策勉強会(男子部) 13:30～16:00 要 11/9～

東京都 共学校 修徳中学校 学校説明会 14:00～ ○

東京都 共学校 城西大学附属城西中学校 学校説明会 14:30～16:00 要 11/1～12/9

東京都 共学校 駿台学園中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 学校説明会 14:00～ 6年対象の入試そっくり模試あり ○

東京都 共学校 東京立正中学校 説明会 10:00～ 入試傾向対策

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 体験レッスン 9:00～ 要

東京都 共学校 東洋大学京北中学校 学校説明会 15:00～16:30 要 ○ ○

東京都 共学校 日出中学校 学校説明会 11:00～ 要 要 ○

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 入試説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 法政大学中学校 入試直前対策講習会 8:30～11:00 定員800名 要

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 中学説明会 14:30～16:00 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 武蔵野東中学校 学校説明会 9:30～ 要 要 6/1～

東京都 共学校 武蔵野東中学校 入試問題解説講座 9:00～12:00 6年対象 要 要 10/20～12/7

東京都 共学校 明治学院中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 11/9～12/9

東京都 共学校 目黒学院中学校 個別相談会 9:00～16:00

東京都 共学校 八雲学園中学校 英語祭

神奈川県 共学校 青山学院横浜英和中学校 学校説明会 10:00～11:30 6年対象 先着450組 要 10/23～

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 学校案内･個別相談 ①10:00～10:40 ②11:00～11:40 要 ○ ○

神奈川県 共学校 アレセイア湘南中学校 パイプオルガンコンサート 13:30～

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 入試説明会 10:45～12:20 要

神奈川県 共学校 自修館中等教育学校 入試説明会 10:00～ 要

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 校長先生と学校散歩 10:00～11:30 要 1ヶ月前より

神奈川県 共学校 森村学園中等部 入試問題解説会 14:30～16:30 要 要

神奈川県 共学校 山手学院中学校 土曜ミニ説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 共学校 横浜創英中学校 入試説明会 9:00～11:30 6年対象の模擬入試あり 要

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 学校説明会 14:00～15:30 6年対象のプレテストあり 要 要 ～11/30

千葉県 共学校 暁星国際中学校 学校説明会 9:10～10:40 要 ○

千葉県 共学校 志学館中等部 入試相談会 10:00～12:30 要

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 9:30～10:30

2017年12月9日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 学校説明会 14:30～ 入試問題学習会あり

埼玉県 共学校 春日部共栄中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

埼玉県 共学校 埼玉栄中学校 学校説明会 10:40～ ○ ○

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 個別入試相談会 13:00～16:00 要

埼玉県 共学校 栄東中学校 保護者対象入試説明会 10:00～11:30 要 ○ ○

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 わくわくワーク 10:00～16:00 要 ○ 前日まで

埼玉県 共学校 聖望学園中学校 学校説明会 14:30～16:30 要

埼玉県 共学校 東京農業大学第三高等学校附属 説明会 9:30～ 要 要

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 入試対策講座 10:00～15:00 6年対象 要 要

埼玉県 共学校 本庄東高等学校附属中学校 受験相談会 14:00～16:00 6年対象 要 要 11/1～12/8

長野県 共学校 佐久長聖中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

長野県 共学校 佐久長聖中学校 入試プレテスト･説明会 10:00～12:00 要 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試説明会 14:45～17:20 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 プレテスト 14:45～17:20 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試個別相談会 10:00～16:00 要

神奈川県 共学校 横浜国立大学教育学部附属鎌倉 学習発表会

東京都 共学校 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

東京都 男子校 佼成学園中学校 適性検査型入試説明会 9:30～11:00 要 ○ 1ヶ月前より

埼玉県 男子校 城北埼玉中学校 学校説明会 10:00～12:30 入試直前情報あり

東京都 女子校 愛国中学校 学園説明会 10:00～ 要

東京都 女子校 神田女学園中学校 入試模擬体験 8:30～12:30 要 11/10～12/8

東京都 女子校 北豊島中学校 個別相談会 10:00～ 要

東京都 女子校 京華女子中学校 入試問題セミナー 9:00～ 要 ○

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 入試直前入試体験 9:00～ 要 要 ○

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 ①11:00～ ②14:00～

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 入試体験 9:30～11:30 入試説明会あり 要

神奈川県 女子校 聖園女学院中学校 学校説明会 9:30～11:30 面接ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ･体験入学あり

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 入試対策会 9:00～12:00 要

北海道 女子校 函館白百合学園中学校 白百合KIDS 10:00～ 要

東京都 共学校 淑徳中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 要 ○ 前日まで

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 東海大学付属 高輪台 学校説明見学会 10:00～15:00 ○ ○

東京都 共学校 東京農業大学第一 入試対策説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 東京農業大学百周年記念講堂で実施 要 11/10～12/9

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 11/10～12/9

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 入試問題解説会 10:00～12:00 要 要 11/10～12/9

東京都 共学校 和光中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

神奈川県 共学校 相洋中学校 学校説明会 10:00～12:30 4年以上対象 6年対象の受験体験あり 要 ○ 5日前まで

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 入試問題解説会 9:30～12:30 要

千葉県 共学校 専修大学松戸中学校 学校説明会 10:00～12:00

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 学校説明会 10:00～12:00 4～6年対象 要 要 ○ 前日まで

千葉県 共学校 麗澤中学校 ミニ入試説明会 10:00～11:00 要 11/10～12/9

埼玉県 共学校 星野学園中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試個別相談会 10:00～16:00 要

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試個別相談会 10:00～15:00 早稲田大学で実施 要

2017年12月9日(土)実施

2017年12月10日(日)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間
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東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 平日･直前説明会 13:30～14:30

東京都 女子校 恵泉女学園中学校 入試説明会 10:00～11:30 要 要 11/13～12/12

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 10:00～

東京都 共学校 武蔵野東中学校 スクールツアー 16:00～17:00 4～6年対象 要 要

埼玉県 女子校 淑徳与野中学校 学校説明会 13:30～15:30 在校生の案内あり 要

神奈川県 共学校 横浜翠陵中学校 学校説明会 10:00～11:30 保護者対象 要

神奈川県 男子校 逗子開成中学校 入試説明会 14:00～15:30 要 9/1～12/15

神奈川県 女子校 函嶺白百合学園中学校 クリスマス会＆入試個別相談会 10:00～12:00 要 ～12/14

神奈川県 女子校 相模女子大学中学部 ナイト説明会 19:00～20:00 小田急ｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野8Fで実施

東京都 共学校 東海大学菅生 音楽祭 13:00～ 秋川ｷﾗﾗﾎｰﾙで実施

東京都 共学校 東星学園中学校 入試個別相談 10:00～18:00 要 要 ○

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 イブニングミニ説明会 19:00～ 要 ○

東京都 共学校 和光中学校 学校説明会 19:00～20:30 和光大学ﾎﾟﾌﾟﾘﾎｰﾙ鶴川で実施

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 音楽祭 9:30～15:00

東京都 男子校 サレジオ中学校 学校説明会 15:00～

東京都 男子校 城北中学校 施設見学会 13:30～15:00 要 要

東京都 男子校 城北中学校 理科自由研究展示会 13:30～ 要

東京都 男子校 世田谷学園中学校 入試直前説明会 10:30～ 定員150名 要 ○ ○

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 入試体験会･説明会 9:30～ 6年対象 要 11/16～12/9

静岡県 男子校 静岡聖光学院中学校 入試説明会&ミニ学校説明会 13:30～

東京都 女子校 神田女学園中学校 クリスマスコンサート 13:30～15:00

東京都 女子校 共立女子第二中学校 適性検査入試のための説明会 14:00～15:30 要

東京都 女子校 恵泉女学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要 11/17～12/16

東京都 女子校 佼成学園女子中学校 PISA型入試説明会 10:30～12:00 プレテストあり 要

東京都 女子校 実践女子学園中学校 学校説明会 13:00～15:30 4～6年対象 要 11/16～12/15

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 14:00～

東京都 女子校 瀧野川女子学園中学校 学校説明会 13:30～ 6年対象

東京都 女子校 玉川聖学院中等部 適性検査型入試説明会 9:00～12:30 6年対象の適性検査型入試プレテストあり 要

東京都 女子校 中村中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 女子校 普連土学園中学校 生徒への質問会 10:00～12:00 要 要 ○ ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 校長と入試問題にチャレンジ 10:00～11:30 6年対象 要 要 ○

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 クリスマス会 14:00～16:00 要

東京都 女子校 山脇学園中学校 学校説明会＆入試説明会 9:00～12:30 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 立教女学院中学校 クリスマス礼拝 10:30～11:30 5･6年対象 定員制 要 1ヶ月前より

神奈川県 女子校 神奈川学園中学校 入試問題体験会 8:30～12:30 要 11/16～12/15

神奈川県 女子校 北鎌倉女子学園中学校 ミニ説明会 10:00～11:30 要 10/16～

神奈川県 女子校 聖セシリア女子中学校 学校説明会 10:00～12:00

神奈川県 女子校 洗足学園中学校 入試問題説明会 ①8:30～12:15 ②13:00～16:45 6年生対象 要 ○

神奈川県 女子校 捜真女学校中学部 捜真クルーズ(説明会) 13:30～14:30 定員15組 要 要 ～12/15

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 ジュニアカルチャースクール 9:30～11:30 要 要 ～12/15

2017年12月14日(木)実施

2017年12月15日(金)実施

2017年12月16日(土)実施

2017年12月11日(月)実施

2017年12月12日(火)実施

2017年12月13日(水)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 ジュニアイングリッシュ 9:30～11:30 3～6年対象 要 要 ～12/15

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 学校説明会 9:30～12:00 要 11/16～

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 ミニ説明会 9:30～ 要

北海道 女子校 札幌聖心女子学院中学校 クリスマスコンサートとバザー 10:30～13:00 ○

東京都 共学校 郁文館中学校 理事長による学校説明会 14:00～

東京都 共学校 桜美林中学校 入試説明会 10:00～11:50 ○

東京都 共学校 かえつ有明中学校 学校説明会 14:30～16:00 要 ○ 11/11～12/16

東京都 共学校 国士舘中学校 入試相談会 14:00～15:30 要 要

東京都 共学校 順天中学校 学校説明会 13:00～16:00 要

東京都 共学校 聖徳学園中学校 過去問体験＆説明会 14:30～16:00 要

東京都 共学校 駿台学園中学校 学校説明会 10:00～12:00

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 帝京中学校 学校説明会 13:30～ 入試問題研究会あり 要

東京都 共学校 東京電機大学中学校 学校説明会 10:00～12:10 過去問解説あり 定員制 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 東星学園中学校 入試個別相談 10:00～18:00 要 要 ○

東京都 共学校 東邦音楽大学附属東邦中学校 入試直前講習会 9:00～ 6年対象 要

東京都 共学校 新渡戸文化中学校 入試説明会 14:00～ 要 ○

東京都 共学校 八王子実践中学校 学校説明会 14:00～15:00 要

東京都 共学校 広尾学園中学校 入試傾向説明会 10:00～ 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 文教大学付属中学校 入試模擬体験 14:00～16:00 要

東京都 共学校 三田国際学園中学校 入試傾向説明会 10:00～12:30 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 武蔵野中学校 学校説明会 10:00～ 入試模擬体験あり 要

東京都 共学校 目白研心中学校 入試体験会 10:30～ 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 安田学園中学校 学校説明会 14:30～ ○

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 入試説明会 9:30～12:20 要 11/16～12/10

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 入試模擬体験 9:00～11:30 要 11/16～12/16

神奈川県 共学校 桐蔭学園中学校 入試体験会･説明会 9:30～ 6年対象 要

神奈川県 共学校 桐光学園中学校 帰国生対象入試問題説明会 13:30～15:00 要 ○ ○

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 学校説明会 10:30～12:00 要 ○

千葉県 共学校 昭和学院中学校 学校説明会 13:15～15:00 要 要 前日まで

千葉県 共学校 西武台千葉中学校 個別説明会 14:00～15:30 要

千葉県 共学校 東海大学付属浦安 学校説明会 13:00～14:00 要

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 14:00～15:30

埼玉県 共学校 浦和ルーテル学院中学校 学校説明会(3～5年向け)+入試直前講座(6年向け) 10:00～12:00 要 要

埼玉県 共学校 開智未来中学校 探求型入試対策講座 9:30～12:00 説明会あり 要 要 11/16～12/15

埼玉県 共学校 国際学院中学校 学校説明会 14:00～15:00 要 要

埼玉県 共学校 埼玉栄中学校 入試問題学習会 10:00～ 要 ○

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 学校説明会 10:00～11:30 要

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 個別入試相談会 13:00～16:00 要

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 音楽祭 9:30～17:00

埼玉県 共学校 昌平中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

埼玉県 共学校 東京成徳大学深谷中学校 入試相談会 9:00～11:00 ○

宮城県 共学校 秀光中等教育学校 入試説明会 14:00～16:00 要 要

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 入試個別相談会 9:30～14:00

大阪府 共学校 早稲田摂陵中学校 入試個別相談会 10:00～16:00 要

2017年12月16日(土)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 共学校 東京都立立川国際中等教育学校 個別相談会 10:00～12:00 6年対象 要

東京都 共学校 東京都立白鴎高等学校附属中学校 学校公開日 10:30～12:20 ミニ説明会あり 要

神奈川県 共学校 横浜市立横浜サイエンスフロンティア オープンスクール 9:00～12:00

東京都 男子校 京華中学校 中学説明会 14:30～16:00

東京都 男子校 京華中学校 個別相談会 10:30～12:00

東京都 男子校 佼成学園中学校 入試問題解説会 10:00～12:00 学校説明会あり 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 城北中学校 理科自由研究展示会 10:00～ 要

東京都 男子校 明法中学校 入試傾向説明会 9:00～ 要

東京都 男子校 明法中学校 入試体験会 9:00～ 6年対象 要 要

東京都 女子校 鴎友学園女子中学校 入試対策講座 ①10:00～11:30 ②13:30～15:00 6年対象 各定員950名 要 要 11/8～

東京都 女子校 大妻中学校 学校説明会 10:30～11:40 大妻講堂で実施 要 ○ 約1ヶ月前

東京都 女子校 北豊島中学校 特別奨学生セミナー 9:00～12:30 要

東京都 女子校 共立女子中学校 2/3AM合科型入試体験 14:00～ 過去問300字論述チャレンジ 要

東京都 女子校 共立女子中学校 2/3PMｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ入試体験 ①14:00～ ②15:30～ 英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾄﾗｲｱﾙ模擬体験 要

東京都 女子校 共立女子中学校 オープンキャンパス 8:30～12:30 4･5年対象 要 12/2～

東京都 女子校 共立女子第二中学校 入試説明会 9:30～12:10

東京都 女子校 共立女子第二中学校 入試体験 9:30～12:10 要

東京都 女子校 国本女子中学校 入試説明会 10:00～ 吹奏楽部ｸﾘｽﾏｽﾐﾆｺﾝｻｰﾄあり 要

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 入試直前入試体験 9:00～ 要 要 ○

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 5年生以下体験イベント 14:30～ 要 要 ○

東京都 女子校 十文字中学校 入試体験会 10:00～12:00 要 ○ ○ 10/17～12/16

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 学校説明会 10:00～12:00 ○ ○

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 入試問題解説 10:00～12:00 6年対象 要 ○ ○

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 体験授業･体験クラブ 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 クリスマスの集い 10:00～11:00 要 ○ ○

東京都 女子校 東京女子学園中学校 学校説明会 ①10:00～13:00 ②14:00～17:00 要 要 ①12/16まで ②12/17まで

東京都 女子校 東京女子学園中学校 入試対策勉強会 ①10:00～13:00 ②14:00～17:00 要 要 12/17まで

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 思考力型入試プレテスト 10:00～ 説明会あり 要 11/1～

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 入試体験 9:00～12:00 要

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 プレテスト 8:30～12:00 説明会あり 6年対象 要 ○

神奈川県 女子校 聖ヨゼフ学園中学校 体験入試 9:00～11:00 要 要 10月より

埼玉県 女子校 大妻嵐山中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 11/17～

東京都 共学校 桜美林中学校 総合学力評価プレテスト 10:00～12:00 要 ○

東京都 共学校 共栄学園中学校 模擬入試体験会 9:30～12:00 説明会あり

東京都 共学校 国学院大学久我山中学校 直前講座(入試もぎ体験) 10:00～12:30 要 11/17～

東京都 共学校 駒込中学校 説明会 私立型10:00～ 適性検査型14:00～ 入試問題の傾向と対策･過去問体験と解説 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 桜丘中学校 入試説明会(生徒学校紹介＋給食試食会) 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 共学校 淑徳巣鴨中学校 学校説明会 10:00～11:00 要

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 成立学園中学校 学校説明会 10:00～12:00 要

東京都 共学校 成立学園中学校 わかるテスト(入試体験会) 8:30～12:30 要

東京都 共学校 帝京大学中学校 学校説明会 10:30～12:00

東京都 共学校 帝京大学中学校 基本情報説明会 9:30～10:15 要

東京都 共学校 帝京大学中学校 過去問入試体験 10:30～11:30

2017年12月16日(土)実施

2017年12月17日(日)実施
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都道府県 区分 学校名 行事名 備考 予約 上履き 校内見学 授業見学 相談 予約期間

2018年入試用　学校行事一覧<10月～12月>
※日時などについては、変更･中止の場合がありますので、事前に各校のホームページなどでご確認をお願い致します。

2017年9月30日更新
※予約が必要な行事は、申し込み締切日に関係なく、定員になり次第締切になる場合もありますのでご注意下さい。

東京都 共学校 帝京八王子中学校 学校説明会 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 帝京八王子中学校 適性検査模試 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 東京成徳大学中学校 出題傾向説明会(4科) 10:00～11:30

東京都 共学校 東京成徳大学中学校 出題傾向説明会(思考力) 13:30～14:30

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 入試説明会 14:30～ 要 ○

東京都 共学校 東洋大学京北中学校 入試問題対策会 ①9:00～12:00 ②13:30～16:30 東洋大学白山ｷｬﾝﾊﾟｽで実施 要 ○

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 プレテスト 9:00～ 5･6年対象 要

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 入試模擬問題体験(2科･4科型)＆説明会 ①10:00～11:30 ②13:00～14:30 定員各100組 要

東京都 共学校 日出中学校 入試体験会 8:30～ 要 要 ○

東京都 共学校 文化学園大学杉並中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 要

東京都 共学校 目黒学院中学校 入試説明会 10:00～

東京都 共学校 八雲学園中学校 学校説明会 10:00～

神奈川県 共学校 東海大学付属相模 学校説明会 10:00～12:00 要

千葉県 共学校 芝浦工業大学柏中学校 入試説明会 14:30～

埼玉県 共学校 春日部共栄中学校 学校説明会 10:00～12:00 5年以下対象 要

埼玉県 共学校 西武台新座中学校 入試直前情報説明会 9:30～12:30 ○ ○

埼玉県 共学校 獨協埼玉中学校 学校説明会 10:00～11:30

埼玉県 共学校 武南中学校 入試体験会 8:30～12:00 要 要 ～12/8

埼玉県 共学校 本庄第一中学校 入試対策講座 10:00～15:00 6年対象 要 要

茨城県 共学校 智学館中等教育学校 入試説明会 10:00～12:00 要

宮城県 共学校 秀光中等教育学校 入試説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 女子校 恵泉女学園中学校 クリスマス礼拝･ミニ説明会 13:00～14:30 要 要 11/19～

東京都 共学校 東星学園中学校 入試個別相談 10:00～18:00 要 要 ○

東京都 共学校 八雲学園中学校 百人一首大会

神奈川県 女子校 カリタス女子中学校 カリタスDEナイト(夜のミニ説明会) 18:00～19:00 要 ○

東京都 共学校 桜美林中学校 クリスマスキャロリング 16:00～17:00

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 合唱コンクール 12:00～ パルテノン多摩で実施

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 クリスマスページェント 10:30～11:30 要 10/1～

東京都 女子校 香蘭女学校中等科 学校説明会 14:00～16:00 6年対象 要

東京都 女子校 東京女学館中学校 学校説明会 13:00～15:00 ○

東京都 共学校 東星学園中学校 クリスマス会 9:30～ 要 要 ○

東京都 共学校 武蔵野中学校 書き初め教室 13:00～15:00 要

東京都 男子校 聖学院中学校 学校説明会(入試過去問体験) 10:00～15:30 思考力ｾﾐﾅｰ･学食体験あり 要 ○ 11/22～

東京都 男子校 本郷中学校 親子見学会 ①10:30～12:00 ②14:00～15:30 要 12月～

東京都 女子校 川村中学校 チャレンジ講座 10:00～ 要

東京都 女子校 十文字中学校 個別相談会 10:00～16:00

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 入試説明会 8:45～10:45 適性検査型入試模擬体験会あり 要 要

東京都 女子校 星美学園中学校 学校説明会 14:00～15:00 クリスマス会あり 要

東京都 女子校 星美学園中学校 授業体験会 15:00～16:00 英語は6年対象 要

2017年12月23日(土)実施

2017年12月17日(日)実施

2017年12月18日(月)実施

2017年12月19日(火)実施

2017年12月20日(水)実施

2017年12月21日(木)実施

2017年12月22日(金)実施
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東京都 女子校 東京家政学院中学校 説明会 10:00～ クリスマスイベントあり 要

東京都 女子校 東京純心女子中学校 適性検査型入試説明会 9:00～10:00

東京都 女子校 東京純心女子中学校 クリスマスページェント 10:30～12:30 要

東京都 女子校 東京女子学院中学校 個別相談会 13:30～15:00 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 入試説明会 14:00～16:00 要 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 入試体験 14:00～16:00 5･6年対象 要 要

東京都 女子校 日本体育大学桜華中学校 個別相談会 10:00～12:00 要

東京都 女子校 三輪田学園中学校 入試説明会 13:30～14:30 6年対象 要 要

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 個別相談会 9:30～ 要

静岡県 女子校 不二聖心女子学院中学校 学校見学会 13:30～15:00 要

東京都 共学校 開智日本橋学園中学校 学校説明会 10:00～ 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 自由学園中等科 学校説明会(女子部) 10:00～12:00 要 11/23～

東京都 共学校 自由学園中等科 入試対策勉強会(女子部) 10:30～12:00 6年対象 要 11/23～

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 貞静学園中学校 入試対策講座 9:00～12:00 要 要 ～12/21

東京都 共学校 東海大学菅生 入試体験教室 10:00～ 要

東京都 共学校 東京都市大学等々力中学校 AL入試 思考力･協働力テスト説明会 10:00～11:30 入試体験可 要

東京都 共学校 日本大学第一中学校 学校見学会 10:00～ 要 ○

東京都 共学校 法政大学中学校 施設見学会 ①10:30～ ②13:00～ ③15:00～ 定員各60名 要 ○ 約1ヶ月前より

東京都 共学校 宝仙学園中学校共学部・理数ｲﾝﾀｰ 入試体験会 8:30～ 要 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 明星学園中学校 入試対策説明会 10:00～ 要 要 5/8～12/23

神奈川県 共学校 関東学院六浦中学校 学校説明会 10:00～11:30 ○ ○

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 学校説明会 8:30～10:30 保護者対象 要

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 受験生のための模擬試験 8:20～10:30 要 要

千葉県 共学校 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代 学校説明会 10:00～12:00 要 ○

千葉県 共学校 二松學舍大学附属柏中学校 学校説明会 9:30～11:00

埼玉県 共学校 開智未来中学校 4科入試対策講座 9:30～12:00 説明会あり 要 要 11/23～12/22

埼玉県 共学校 国際学院中学校 入試相談会 14:00～15:30 要 要

埼玉県 共学校 埼玉平成中学校 個別入試相談会 13:00～16:00 要

埼玉県 共学校 本庄東高等学校附属中学校 受験相談会 9:30～11:30 6年対象 要 要 11/1～12/22

東京都 男子校 獨協中学校 学校説明会 11:30～12:30 要 12/4～12/23

東京都 男子校 獨協中学校 入試問題説明会 10:00～11:15 要 12/4～12/23

東京都 女子校 北豊島中学校 入試説明会 10:00～11:30 要 約1ヶ月前より

東京都 女子校 京華女子中学校 中学説明会 14:30～ 要 ○

東京都 女子校 麹町学園女子中学校 学習アドバイス 9:00～ 要 要 ○

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 MJ入試説明会 10:00～ 入試のﾎﾟｲﾝﾄ

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 個別相談会 9:30～ 要

東京都 共学校 駿台学園中学校 休日個別相談 10:00～15:00 要

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 プレテスト 9:00～ 5･6年対象 要

東京都 共学校 日本大学第一中学校 学校見学会 10:00～ 要 ○

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 入試模擬問題体験(適性検査型)＆説明会 10:00～11:30 定員100組 要

神奈川県 共学校 桐光学園中学校 入試直前説明会 10:30～12:00 6年向け 要 ○ ○

2017年12月23日(土)実施

2017年12月24日(日)実施
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埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 午後のミニ説明会 14:30～ 要 2週間前より

埼玉県 共学校 埼玉栄中学校 学校説明会 10:40～ ○

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 学校説明会 9:00～15:00 ○

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 入試説明会 14:00～16:00 適性検査型入試解説授業(12/23分)あり 要 要

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 音楽講習会 9:30～15:00 4～6年対象 要 要 ○ 3日前まで

山梨県 女子校 山梨英和中学校 クリスマス礼拝 14:00～16:00 コラニー文化ホールで実施

東京都 共学校 工学院大学附属中学校 クリスマス説明会＆相談会 10:00～12:00 要 ○ ○

東京都 共学校 成立学園中学校 個別相談会 12:00～16:00

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 学校見学会 11:00～12:20 要

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 トワイライトミニ説明会 18:20～ 要 2週間前より

東京都 女子校 品川女子学院 入試ミニ説明会･校舎見学 ①9:40～11:00 ②13:30～14:50 定員各60名 要

東京都 女子校 東洋英和女学院中学部 ミニ学校説明会 10:00～11:00 6年対象 要

東京都 女子校 富士見丘中学校 冬休み学校見学会 ①10:00～ ②11:00～ ③14:00～ ④15:00～ 要 ○

東京都 共学校 国立音楽大学附属中学校 冬期受験準備講習会 8:50～ 12/27との2日間 要 要

神奈川県 共学校 神奈川大学附属中学校 学校見学会 11:00～12:20 要

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 トワイライトミニ説明会 18:20～ 要 2週間前より

東京都 女子校 富士見丘中学校 冬休み学校見学会 ①10:00～ ②11:00～ ③14:00～ ④15:00～ 要 ○

東京都 女子校 品川女子学院 入試ミニ説明会･校舎見学 ①9:40～11:00 ②13:30～14:50 定員各60名 要

2017年12月27日(水)実施

2017年12月28日(木)実施

2017年12月24日(日)実施

2017年12月25日(月)実施

2017年12月26日(火)実施
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