
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 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 女子校 大妻中野中学校 入試問題説明会 9:30～12:00 予約制の入試体験あり 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 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 14:00～

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 桐朋女子中学校 学校説明会 10:00～12:30 要 1ヶ月前より

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 ○

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 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

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 八王子学園八王子中学校 冬期学校見学会 10:00～11:00 定員20組 要

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 法政大学中学校 施設見学会 10:00～ 定員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 中学説明会 10:30～12:00 要 要 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100組 要 ○ 12/4～

神奈川県 共学校 森村学園中等部 ミニ説明会 10:30～12:00 要 要 12/1～1/5

埼玉県 共学校 浦和実業学園中学校 午前のミニ説明会 10:00～ 要 2週間前より

埼玉県 共学校 自由の森学園中学校 個別相談会 9:00～12:00

東京都 男子校 京華中学校 中学説明会 9:00～11:00

東京都 男子校 佼成学園中学校 入試体験会 10:00～12:00 学校説明会あり 要 ○ 1ヶ月前より

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 大妻多摩中学校 入試模擬体験 9:00～12:00 6年対象 説明会あり 要 要 12/9～1/6

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 星美学園中学校 入試体験会 8:30～12:00 6年対象 要

東京都 女子校 東京家政学院中学校 説明会 10:00～ 適性検査型対策 要

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 12/2～1/7

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 プレ入試体験会 9:00～12:00 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 ○

東京都 共学校 桜丘中学校 入試直前対策会 9:00～12:00 筆記用具持参 要 ○ ○

東京都 共学校 淑徳巣鴨中学校 入試説明会 ①10:00～11:30 ②14:00～15:30 要

東京都 共学校 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 学校説明会 10:00～ 6年対象の入試ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ講座あり ○ ○

東京都 共学校 東京農業大学第一高等学校中等部 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 12/7～1/6

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 横浜創英中学校 入試説明会 10:00～11:30 出題傾向説明あり 要

千葉県 共学校 専修大学松戸中学校 学校説明会(ダイジェスト版) 14:00～15:00 初めて参加の6年対象 要 12/15～

2018年1月7日(日)実施

2018年入試用　学校行事一覧<1月～3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。

2018年1月10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。

2018年1月5日(金)実施

2018年1月6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<1月～3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。

2018年1月10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 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 高輪中学校 入試説明会 10:00～12:00 要 ～1/7

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

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 入試説明会 14:00～15:30 要 要

東京都 女子校 トキワ松学園中学校 算数勉強教室 14:00～15:30 5･6年対象 要 要

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 初めてのMJ 10:00～ 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 入試直前説明会 10:00～11:30 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 適性検査模試 11:00～12:00 ○

東京都 共学校 東京電機大学中学校 学校説明会 14:30～16:00 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 10:00～ 要 ○

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

神奈川県 共学校 関東学院中学校 入試説明会 10:00～11:45 初めて来校の方対象 要 12/8～

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 学校見学･個別相談 ①10:00～ ②11:00～ ③12:00～ ④13:00～ ⑤14:00～ 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

千葉県 共学校 麗澤中学校 ミニ入試説明会 10:00～11:00 要 12/8～1/7

東京都 共学校 青稜中学校 入試個別相談 10:30～12:30 ○

神奈川県 共学校 橘学苑中学校 ミニ説明会 10:00～11:30 要 要

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 ナイト相談会 19:00～20:00

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 12/12～1/11

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 10:30～11:30

東京都 共学校 八王子学園八王子中学校 保護者対象直前説明会 16:00～17:00 定員10組 要

東京都 男子校 佼成学園中学校 ファイナル個別相談会 13:00～18:00 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 女子校 共立女子中学校 ナイト入試問題説明会 18:00～19:30 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 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 多摩大学目黒中学校 ナイト説明会 19:00～

東京都 男子校 足立学園中学校 6年生対象入試直前対策 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 佼成学園中学校 ファイナル個別相談会 9:00～13:00 要 ○ 1ヶ月前より

東京都 男子校 聖学院中学校 学校説明会 10:30～12:30 思考力ｾﾐﾅｰあり 要 ○ ○ 12/13～

東京都 男子校 成城中学校 学校説明会 ①10:30～12:30 ②15:00～16:00 要 12/13～1/12

東京都 男子校 日本大学豊山中学校 入試説明会 14:00～16:00 予約制の入試解法ミニ講座あり 要

東京都 男子校 明法中学校 学校説明会＋授業見学会 10:00～ 要 ○

東京都 女子校 跡見学園中学校 入試説明会 13:00～15:00 要 ○ ○

東京都 女子校 小野学園女子中学校 中学校説明会 10:00～ 入試直前ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽあり 要

東京都 女子校 神田女学園中学校 入試説明会 14:00～15:30

東京都 女子校 共立女子第二中学校 入試説明会 11:00～12:30 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 6年対象 ミニ説明会あり 要 ○ ○ 4/15～1/13

2018年1月8日(月祝)実施

2018年1月10日(水)実施

2018年1月11日(木)実施

2018年1月12日(金)実施

2018年1月13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<1月～3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。

2018年1月10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 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 佼成学園女子中学校 学校説明会 14:00～15:30 プレテストあり 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 実践女子学園中学校 学校説明会 10:30～12:30 4～6年対象 要 12/13～1/12

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200名 要

東京都 女子校 女子聖学院中学校 学校説明会 9:30～10:30 要 要 12/13～

東京都 女子校 女子聖学院中学校 JSGプレシャス説明会 11:00～13:00 定員60名 要 要 12/13～

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 白梅学園清修中学校 授業見学会＆ミニ説明会 10:00～12:00 要 要

東京都 女子校 聖ドミニコ学園中学校 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 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 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 入試直前対策説明会 14:00～ 要

東京都 女子校 東京純心女子中学校 小6対象個別相談会 10:00～16:00 要

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 1/12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 中村中学校 ミニ説明会 10:00～11:00 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 12/1～1/12

東京都 女子校 富士見中学校 学校説明会 10:30～ 要 ○ 12/13～

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 チャレンジ体験入試 13:05～14:40 要

東京都 女子校 富士見丘中学校 思考力向上セミナー 13:00～14:30 要

東京都 女子校 藤村女子中学校 説明会 14:00～15:00 個別相談会あり

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 要 ○ ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 入試説明会 10:30～11:30 6年対象 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 9:00～12:00 要 1ヶ月前より

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 学校説明会 11:10～11:50 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 10:00～11:00 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 12/13～1/13

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 函嶺白百合学園中学校 入試個別相談会 13:00～15:00 6年対象 要 ～1/12

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 11/13～

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 入試対策説明会 10:00～12:00 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 6年対象の入試対策講座あり 要 要 ～1/12

神奈川県 女子校 緑ヶ丘女子中学校 入試説明会 10:30～11:30 要 ○

神奈川県 女子校 横浜女学院中学校 学校説明会 8:30～12:30 要 12/13～

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 桜美林中学校 入試説明会 14:00～15:50 ○

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 工学院大学附属中学校 学校説明会 14:00～16:00 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10:30～12:00 女子部14:00～15:30 要 ○ 12/13～

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 武道大会 9:30～12:30

2018年1月13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<1月～3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。

2018年1月10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 桜丘中学校 入試説明会 14:00～16:00 要 ○ ○

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 12/1～1/13

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 多摩大学目黒中学校 学校説明会 10:00～ ○

東京都 共学校 帝京中学校 入試問題説明会 13:30～

東京都 共学校 東海大学菅生高等学校中等部 学校説明会 14:00～

東京都 共学校 東京立正中学校 説明会 14:00～15:00 面接対策

東京都 共学校 東星学園中学校 中学入試体験会 13:30～16:00 要 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 新渡戸文化中学校 入試説明会 14:00～ 要 ○

東京都 共学校 日本大学第一中学校 入試直前相談会 14:00～ 要

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 八王子学園八王子中学校 入試直前対策説明会 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 入試体験会 14:00～16:00 要 要

東京都 共学校 文教大学付属中学校 入試問題対策説明会 13:30～ 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 武蔵野中学校 個別相談会 10:00～12:00 要

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 12/8～1/11

東京都 共学校 明治学院中学校 学校説明会 14:00～15:30 要 12/13～1/13

東京都 共学校 明治大学付属中野八王子中学校 中高入試質問会 14:30～ 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 面接リハーサル 14:00～15:00 要 ○

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 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 安田学園中学校 学校説明会 14:30～ ○

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 学校説明会 14:00～16:00 要 要 12/13～1/12

東京都 共学校 立正大学付属立正中学校 入試問題解説会 14:00～16:00 要 要 12/13～1/12

東京都 共学校 和光中学校 学校説明会 13:30～15:30 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～ 直前アドバイス等あり 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 湘南学園中学校 入試直前学校見学･ミニ説明会 10:00～12:00  6年対象 先着順20世帯 要 12/11～

神奈川県 共学校 鶴見大学附属中学校 入試直前説明会 10:00～11:30

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 横須賀学院中学校 土曜説明会 10:00～11:30 要 要

神奈川県 共学校 横浜隼人中学校 学校説明会 10:00～11:30 解法の手引き等あり 要

千葉県 共学校 暁星国際中学校 学校説明会 9:10～10:40 要 ○

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 個別入試相談会 10:00～12:00 ○ ○

東京都 男子校 京華中学校 個別相談会 11:00～12:30

東京都 男子校 佼成学園中学校 ファイナル個別相談会 9:00～13:00 要 ○ 1ヶ月前より

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

2018年1月13日(土)実施

2018年1月14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<1月～3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。

2018年1月10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 獨協中学校 学校説明会 10:00～12:00 要 12/25～1/13

神奈川県 男子校 武相中学校 学校説明会 9:30～10:30 ○ ○

神奈川県 男子校 横浜中学校 学校説明会 10:00～ ○

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 京華女子中学校 直前ガイダンス 10:30～ ○

東京都 女子校 淑徳ＳＣ中等部 入試説明会 11:00～

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

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 駒込中学校 説明会 10:00～12:00 合格力UP入試トライアルあり 要 約1ヶ月前より

東京都 共学校 東海大学付属 高輪台高等学校中等部 学校説明見学会 10:00～15:00 ○ ○

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 明星学園中学校 入試直前ミニ個別相談会 時間は予約時に決定 要 要

東京都 共学校 目黒学院中学校 入試説明会 10:00～

茨城県 共学校 智学館中等教育学校 入試説明会 10:00～12:00 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 個別入試相談会 10:00～12:00 ○ ○

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 共学校 八王子学園八王子中学校 保護者対象直前説明会 16:00～17:00 定員10組 要

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 個別入試相談会 18:00～19:00 ○ ○

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 ○

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

静岡県 共学校 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 個別入試相談会 18:00～19:00 ○ ○

東京都 男子校 日本学園中学校 ナイト説明会 18:30～

東京都 共学校 玉川学園 学校説明会 10:00～12:00 要 ○ 12/18～

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 跡見学園中学校 ナイト説明会 18:30～20:00 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 昭和女子大学附属昭和中学校 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 8:30～12:00  人見記念講堂で実施

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

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

神奈川県 女子校 聖園女学院中学校 授業見学会 6年対象 要 ○ 12/16～

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 保護者対象直前説明会 16:00～17:00 定員10組 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

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

神奈川県 男子校 桐蔭学園中等教育学校 学校説明会 10:00～12:00 6年対象 定員制 要 12/20～1/10

東京都 女子校 小野学園女子中学校 事前相談会 9:00～14:00 要 1/9～

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 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 ミニ説明会&個別相談 10:00～12:00 定員60名 要 要 12/20～

東京都 女子校 白梅学園清修中学校 授業見学会＆ミニ説明会 10:00～12:00 要 要

2018年1月17日(水)実施

2018年1月19日(金)実施

2018年1月20日(土)実施

2018年1月14日(日)実施

2018年1月15日(月)実施

2018年1月16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<1月～3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。

2018年1月10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 成女学園中学校 一般入試直前対策説明会 9:00～10:00 要 ○

東京都 女子校 瀧野川女子学園中学校 個別相談会 13:30～ 6年対象

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 トキワ松学園中学校 初めての方対象説明会 14:30～16:00 要 要

東京都 女子校 日本大学豊山女子中学校 適性検査型入試説明会 10:00～ 要 12/1～

東京都 女子校 文京学院大学女子中学校 学校説明祭 ①10:00～11:30 ②13:30～15:00 ③18:30～20:00 ○ ○

東京都 女子校 武蔵野女子学院中学校 初めてのMJ 10:00～ 初めてご来校の方対象 定員30名 要

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 個別相談会 10:00～ 要 要

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 文教大学付属中学校 ミニ説明会 11:00～11:30

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

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 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 湘南学園中学校 入試直前学校見学･ミニ説明会 10:00～12:00  6年対象 先着順20世帯 要 12/11～

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 定員制 要

神奈川県 共学校 横須賀学院中学校 土曜説明会 10:00～11:30 要 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 ○

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 ○

東京都 女子校 目黒星美学園中学校 入試直前説明会 10:00～11:30 初めて来校の方向け ○

東京都 共学校 東京成徳大学中学校 学校説明会 10:00～11:30

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 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 保護者対象直前説明会 16:00～17:00 定員10組 要

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 合唱コンクール 10:00～16:00 藤沢市民会館で実施

東京都 共学校 かえつ有明中学校 学校説明会 10:00～11:30 要 ○ ○ 12/16～1/24

東京都 女子校 田園調布学園中等部 定期音楽会 12:30～16:00 横浜みなとみらいホールで実施

東京都 女子校 東京家政学院中学校 合唱祭 13:00～15:30 練馬文化センターで実施

東京都 男子校 日本学園中学校 ナイト説明会 18:30～

東京都 女子校 小野学園女子中学校 事前相談会 9:00～14:00 要 1/9～

東京都 女子校 光塩女子学院中等科 校内見学会 10:30～12:00 6年対象 ミニ説明会あり 要 ○ ○ 4/15～1/27

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 1/27まで

東京都 女子校 中村中学校 ミニ説明会 10:00～11:00 要 ○ ○

神奈川県 女子校 聖和学院中学校 個別相談会 10:00～ 要 要

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 ～1/26

東京都 共学校 淑徳中学校 留学コース比較文化発表会 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

2018年1月23日(火)実施

2018年1月24日(水)実施

2018年1月25日(木)実施

2018年1月26日(金)実施

2018年1月27日(土)実施

2018年1月20日(土)実施

2018年1月21日(日)実施

2018年1月22日(月)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<1月～3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。

2018年1月10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 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 横須賀学院中学校 土曜説明会 10:00～11:30 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中学校 学校説明会 10:00～12:00 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 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

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 文京学院大学女子中学校 学校説明会 ①10:00～11:30 ②13:30～15:00 ○ ○

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 女子校 武蔵野女子学院中学校 中学合唱祭 13:00～ 要

東京都 男子校 足立学園中学校 4･5年生対象中学校体験会 14:00～ 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 5年以下対象 ミニ説明会あり 要 ○ ○ 4/15～2/17

東京都 女子校 普連土学園中学校 学校体験日 9:00～11:30 要 要 ○

東京都 女子校 三輪田学園中学校 最新入試問題にチャレンジ 10:00～11:30 5年対象 要 要

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

茨城県 女子校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 学校説明会 9:30～11:00 4･5年対象 要 要 ○

東京都 共学校 日出中学校 入試結果報告会 14:00～ 要 要 ○

埼玉県 共学校 大宮開成中学校 学校説明会 10:00～ 4･5年対象 ○

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

栃木県 共学校 佐野日本大学中等教育学校 授業公開 10:00～11:30 要 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 東京都立三鷹中等教育学校 授業公開 8:40～12:30 要 ○

神奈川県 女子校 聖園女学院中学校 授業見学会 5年以下対象 要 ○ 1/19～

東京都 共学校 順天中学校 英語スピーチ大会 13:30～15:00 要

東京都 女子校 昭和女子大学附属昭和中学校 私の研究全校発表会 8:30～12:00  人見記念講堂で実施

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 女子校 品川女子学院 20代の教員による説明会 10:00～11:40 5年以下対象 定員200名 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 富士見中学校 オープンキャンパス 13:40～ 新5･6年対象 入試結果報告会･クラブ体験あり 要 ○ 1/24～

東京都 女子校 藤村女子中学校 説明会 14:00～15:00 4･5年対象

東京都 女子校 和洋九段女子中学校 新5･6年対象学校説明会 10:00～11:00 4･5年対象 要 ○

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 ～2/23

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 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 入試報告会 14:00～ 5年以下対象 ○ ○

東京都 共学校 安田学園中学校 学校説明会 14:30～ 5年以下対象 ○

神奈川県 共学校 湘南学園中学校 体験入学 9:30～12:00 4･5年対象 定員40組 要 1/15～

2018年2月22日(木)実施

2018年2月24日(土)実施

2018年1月28日(日)実施

2018年2月15日(木)実施

2018年2月16日(金)実施

2018年2月17日(土)実施

2018年2月20日(火)実施

2018年2月21日(水)実施

2018年1月27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<1月～3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。

2018年1月10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。

千葉県 共学校 市川中学校 学校説明会 10:00～ 5年対象 要 2/8～

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 女子校 晃華学園中学校 入試報告会 13:00～14:30 要 要

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 新5･6年対象 要

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

東京都 共学校 玉川学園 文化祭 9:00～15:00 入試相談ｺｰﾅｰは予約制 ○

東京都 共学校 八雲学園中学校 スピーチコンテスト

山梨県 共学校 駿台甲府中学校 オープンキャンパス 5年対象 要

東京都 共学校 玉川学園 文化祭 9:00～15:00 入試相談ｺｰﾅｰは予約制 ○

東京都 女子校 大妻多摩中学校 入試報告会 14:00～16:00 5年以下対象 要 2/17～3/9

東京都 女子校 立教女学院中学校 高３卒業論文発表会 14:00～15:30 要 1ヶ月前より

東京都 共学校 帝京大学中学校 学校説明会 14:00～15:30 4･5年対象

長崎県 共学校 長崎日本大学中学校 文化祭

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

北海道 女子校 函館白百合学園中学校 白百合KIDS 10:00～ 要

千葉県 共学校 千葉明徳中学校 学校説明会 10:00～12:00 4･5年対象 要 要 ○ 前日まで

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 男子校 聖学院中学校 入試報告会 10:30～12:00 要 ○ 2/15～

東京都 男子校 足立学園中学校 入試報告会 10:00～ 要

神奈川県 男子校 浅野中学校 部活動見学体験会

東京都 女子校 佼成学園女子中学校 学校説明会 10:30～12:00 新5･6年の保護者対象 要

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 ～3/16

東京都 共学校 東洋大学京北中学校 入試報告会 15:00～16:30 5年以下対象 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

千葉県 女子校 聖徳大学附属女子中学校 学校説明会 9:30～ 4･5年対象 体験授業あり 要 ○

千葉県 共学校 麗澤中学校 ミニオープンキャンパス 9:30～12:30 5･6年以上対象 要 2/18～3/11

埼玉県 男子校 城西川越中学校 城西ワクワク体験教室 要

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 1/21～

東京都 女子校 女子美術大学付属中学校 入試報告会 11:00～ 要

東京都 女子校 東京家政学院中学校 説明会 10:00～ ウェルカムイベントあり 要

東京都 共学校 日本工業大学駒場中学校 入試報告会 10:00～11:00

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 ○ 2/23～

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 4･5年対象 要

神奈川県 女子校 横浜富士見丘学園中学校 お花見会 10:00～14:00

2018年3月21日(水祝)実施

2018年3月24日(土)実施

2018年3月31日(土)実施

2018年3月10日(土)実施

2018年3月11日(日)実施

2018年3月14日(水)実施

2018年3月15日(木)実施

2018年3月17日(土)実施

2018年3月18日(日)実施

2018年2月24日(土)実施

2018年2月25日(日)実施

2018年3月3日(土)実施

2018年3月4日(日)実施
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