
 2016年度学校行事一覧
※対象の略語：保=保護者、受=受験者、数字=学年

学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

獨協埼玉
オープンスクール（授業参
観）

6月16日 木 10:00-11:30 保・受 不要 授業見学有

二松学舎大学附属柏 授業公開 6月16日 木 9:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

共立女子第二 学校説明会 6月16日 木 11:00-12:30 キャンパス公開・食育体験有

品川女子学院 学校説明会 6月17日 金 10:00-12:20 保 要 Web 校内見学・授業見学有

桐蔭学園（男子部・中等） 予約制説明会① 6月17日 金 10:00-12:30頃 保 要 Web 校内見学・授業見学有

国立音楽大学附属 合唱コンクール 6月17日 金 13:30-15:30 保・受 国立音楽大学講堂 要 TEL

玉川聖学院
オープンスクール「授業見
学」

6月17日 金 10:00-12:30 保・受 要 Web 授業見学有

田園調布学園
学校説明会・オープンス
クール

6月17日 金 10:00-11:30 保・受 要 Web 授業見学有

小野学園女子 体育祭 6月18日 土 9:00-15:00 一般 要 TEL

日本大学豊山女子 体育祭 6月18日 土 9:00-15:00 一般 不要 雨天6/20(月)延期

日本大学藤沢 白藤祭 6月18日 土 12:00-15:00 一般 不要 入試相談有

日本女子大学附属 オープンスクール 6月18日 土 受 要 Web

星美学園 授業見学会 6月18日 土 11:00-11:45 受1-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

関東学院 部活動体験 6月18日 土 9:30-13:00 受4-6 不要 校内見学有

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 6月18日 土 14:30 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

穎明館 学校説明会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

カリタス女子 見学会 6月18日 土 10:00-11:15 保・受 要 Web

恵泉女学園 オープンスクール 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web
体験授業に参加しない場合は予
約不要

恵泉女学園 オープンスクール 6月18日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web
体験授業に参加しない場合は予
約不要

関東学院 学校説明会 6月18日 土 9:30-13:00 保 不要 校内見学有

星美学園 保護者・教員懇親会 6月18日 土 11:45-12:30 保 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

青山学院 学校説明会 6月18日 土 10:00-11:30 保・受 不要

青山学院横浜英和 土曜見学会 6月18日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

上野学園 学校説明会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・FAX 授業見学有

大妻嵐山 学校説明会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

海陽 学校見学会 6月18日 土 10:30 保・受 要

鎌倉女学院 キャンパス体験 6月18日 土 保・受 要 TEL

鎌倉女子大学 「授業」体験 6月18日 土 10:00-12:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール

桐光学園 第1回学校説明会 6月18日 土 13:30-15:00 保・受 校内見学有

公文国際学園 学校説明会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

啓明学園 第1回学校説明会 6月18日 土 保・受 不要 校内見学有

光塩女子学院 校内見学会 6月18日 土 10:30-12:00 保・受 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

攻玉社 土曜説明会 6月18日 土 11:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

埼玉大学附属 授業公開 6月18日 土 午前中 保・受 不要 校内見学有

桜華女学院 オープンキャンパス② 6月18日 土 14:30-16:00 保・受 不要

実践女子学園 オープンスクール 6月18日 土 14:00-16:45 保・受 要 Web

芝浦工業大学 体験入学① 6月18日 土 保・受 要 Web 校内見学有

順天 北斗祭（体育祭） 6月18日 土 8:00-16:00 保・受 要 FAX 雨天順延

常総学院 第1回オープンスクール 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

聖徳大学附属取手聖徳女子
オープンスクール【授業見
学会】

6月18日 土 10:00-14:00 保・受 要 TEL・Web・FAX 授業見学午前のみ有

女子美術大学付属 公開授業 6月18日 土 8:35-12:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

普連土学園 学校体験日① 6月18日 土 9:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

成蹊 キャンパスツアー 6月18日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

成蹊 キャンパスツアー 6月18日 土 11:00-12:30 保・受 要 Web

星美学園 学校説明会 6月18日 土 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学・授業見学有

西武台千葉 学校説明会（公開授業） 6月18日 土 10:00-12:00 保・受

世田谷学園 土曜説明会 6月18日 土 10:30 保・受 要

相洋 チャリティーコンサート 6月18日 土 13:00-15:30 保・受 小田原市民会館 不要

玉川学園 学校説明会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

鶴見大学附属 学校説明会 6月18日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東京女学館 第1回オープンスクール 6月18日 土 14:00-16:00 保・受 不要

東京純心女子 オープン・キャンパス 6月18日 土 13:30-17:15 保・受 要 校内見学有
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東京農業大学第三 第1回説明会 6月18日 土 9:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東邦音楽大学附属東邦 学校説明会 6月18日 土 13:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東邦大学付属東邦
帰国生学校見学会・説明
会

6月18日 土 10:30-12:00 保・受 要 Web

東洋大学京北 学校説明会 6月18日 土 15:00-16:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

日本女子大学附属 学校説明会 6月18日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

函嶺白百合学園 函嶺に行こう！ 6月18日 土 10:00-14:00 保・受 不要 校内見学有

聖ヨゼフ学園 オープンキャンパス 6月18日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

日出 学校説明会 6月18日 土 午前 保・受 不要 校内見学有

武南 第2回学校説明会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 オープンスクール 6月18日 土 9:30-12:00 保・受 要 Web・FAX

文教大学付属 学校説明会 6月18日 土 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北嶺 札幌学校説明会 6月18日 土 10:00-11:30 保・受 ライフォート札幌 不要

星野学園 オープンスクール見学会 6月18日 土 14:00 保・受 要 TEL・FAX

武蔵野 学校説明会 6月18日 土 10:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

明治大学付属中野 オープンスクール 6月18日 土 8:45-11:35 保・受 不要 授業見学有

明治大学付属中野八王子 オープンスクール 6月18日 土 10:50-12:40 保・受 不要 授業見学有

明治大学付属中野八王子 第1回学校説明会 6月18日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

明治大学付属明治 第2回施設見学会 6月18日 土 10:00-12:00 保・受 不要 個別相談有

明治大学付属明治 第2回施設見学会 6月18日 土 13:30-15:30 保・受 不要 個別相談有

明星 学校説明会 6月18日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

目黒学院 オープンスクール 6月18日 土 9:00-12:40 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

目黒学院 第1回学校説明会 6月18日 土 9:00-12:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

山脇学園 オープンキャンパス 6月18日 土 9:00-12:30 保・受

横須賀学院 体育祭 6月18日 土 9:00-15:00 保・受 要 Web 雨天6/20(月)延期

横浜 学校説明会 6月18日 土 10:00 保・受 要 Web イベント・校内見学・授業見学有

横浜共立学園 学校紹介と見学会 6月18日 土 9:30-11:30 保・受

横浜雙葉 オープンキャンパス 6月18日 土 9:00-14:30 保・受 要 往復葉書
授業体験に参加しない場合予約
不要

両国高校附属（都立） 学校見学会 6月18日 土 保・受 不要

麗澤 体育祭 6月18日 土 9:00-16:00 保・受 不要 雨天6/19(日)・20(月)延期

和光
外部向け保護者授業参
観

6月18日 土 9:50-10:35 保・受 不要 校内見学・授業見学有

和光 学校説明会① 6月18日 土 9:00-9:40 保・受 不要

北鎌倉女子学園 学園生活体験会 6月18日 土 13:30-15:30 保・受3-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

麹町学園女子
第2回学校説明会＋英語
体験

6月18日 土 10:30 保・受3-6 要 Web 校内見学・授業見学有

吉祥女子 オープンキャンパス 6月18日 土 13:30-16:30 保・受4-6 要
一部体験授業Webより要予約・授
業見学有

成城学園 学校見学会 6月18日 土 14:00-16:30 保・受4-6 要 Web

清真学園 オープンスクール 6月18日 土 8:30-14:00 保・受4-6 要 Eメール・FAX

瀧野川女子学園 授業体験 6月18日 土 10:00 保・受4-6

浦和（さいたま市立） 学校公開 6月18日 土 8:30-11:20 不要 校内見学・授業見学有

春日部共栄 合唱部定期演奏会 6月18日 土 16:00 春日部市民文化会館 不要

宝仙学園理数インター
オープンスクールの体感
イベント

6月18日 土 14:30-16:00 要

武蔵野女子学院 MJ学校説明会① 6月18日 土 14:00-16:00 不要

和洋国府台女子 学校説明会 6月18日 土 10:00

和洋国府台女子 学校説明会 6月18日 土 14:00

智学館 智学館カップ（体育祭） 6月19日 日 9:00-15:00 一般 要 雨天決行

日本大学藤沢 白藤祭 6月19日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

明星学園 体験入学A 6月19日 日 受6 要 校内見学有

晃華学園 オープンスクール 6月19日 日 13:00 保・受 要 Web

海陽 学校説明会 6月19日 日 14:00 保・受 仙台 不要

海陽 学校説明会 6月19日 日 14:00 保・受 福岡 不要

京華女子 オープンキャンパス② 6月19日 日 10:30 保・受 要 Web 制服試着会有

佼成学園 学校説明会 6月19日 日 10:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

女子美術大学付属 体験学習「描こう」 6月19日 日 10:00 保・受 要 Web 校内見学有
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女子美術大学付属 体験学習「描こう」 6月19日 日 13:00 保・受 要 Web 校内見学有

女子美術大学付属 中学体験学習説明会 6月19日 日 10:00 保・受 要 校内見学有

女子美術大学付属 中学体験学習説明会 6月19日 日 13:00 保・受 要 校内見学有

東京家政大学附属女子 第1回学校説明会 6月19日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

東京大学教育学部附属 学校説明会 6月19日 日 保・受 不要

東京都市大学付属 学校説明会① 6月19日 日 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

横浜富士見丘学園 オープンスクール 6月19日 日 10:00-12:00 保・受 要 Web

横浜翠陵 体験型授業・部活 6月19日 日 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

淑徳 中学校説明会 6月19日 日 9:30-12:00頃 保・受4-6 要 小3以下の参加は要相談

東京都市大学付属 オープンスクール 6月19日 日 9:00-12:30 保・受4-6 要 Web

片山学園 第2回学校説明会 6月19日 日 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Eメール 校内見学有

文京学院大学女子 文京生体験・学校説明会 6月19日 日 10:00-13:30 要 Web・TEL・Eメール
コース体験・礼法体験・給食体験
有

麹町学園女子 体育祭 6月20日 月 10:30-15:00 一般 とどろきアリーナ 不要 入試相談有

聖徳学園 授業見学会 6月20日 月 10:00-11:00 保 要 TEL・Web 校内見学有

武相 学校説明会 6月20日 月 13:30-15:30 保 不要 校内見学有

明治大学付属中野 オープンスクール 6月20日 月 8:45-12:35 保・受 不要 授業見学有

横浜隼人 ミニ説明会 6月20日 月 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

立正大学付属立正 第1回イブニング説明会 6月20日 月 19:00-20:00 保・受 要 Web

国学院大学久我山 イブニングミニ説明会① 6月21日 火 19:00-20:00 保 武蔵小杉ユニオンビル 要 Web

頌栄女子学院 第2回学校説明会 6月21日 火 10:15-12:20 保 要 Web 授業見学有

桐蔭学園（男子部・中等） 予約制説明会① 6月21日 火 10:00-12:30頃 保 要 Web 校内見学・授業見学有

鷗友学園女子 学校説明会 6月22日 水 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学・授業見学有

聖徳学園 授業見学会 6月22日 水 10:00-11:00 保 要 TEL・Web 校内見学有

芝浦工業大学 入試説明会 6月22日 水 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

成城 学校見学会② 6月22日 水 10:30-12:30 保・受 要 Web 授業見学有

東京立正 保護者対象学校説明会 6月22日 水 10:00 保・受 不要 校内見学有

森村学園 学校説明会 6月22日 水 10:30-12:30 保・受 不要 校内見学有

大妻 体育祭 6月23日 木 9:45-16:30 一般 代々木第一体育館 不要

頌栄女子学院 第3回学校説明会 6月23日 木 10:15-12:20 保 要 Web 授業見学有

トキワ松学園 学校説明会 6月23日 木 10:00-11:30 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

玉川聖学院 音楽会 6月23日 木 10:00-15:30 保・受 横浜みなとみらいホール 不要

国学院大学久我山 音楽部定期演奏会 6月24日 金 18:00-20:20 一般 三鷹市芸術文化センター 不要

東海大学付属高輪台 中等部体育祭 6月24日 金 10:00-16:00 一般 埼玉グラウンド 不要
雨天延期（本校アリーナにて実
施）

青稜 イブニング説明会 6月24日 金 18:00-19:00 保 不要

聖徳学園 授業見学会 6月24日 金 10:00-11:00 保 要 TEL・Web 校内見学有

小野学園女子 イブニング学校説明会 6月24日 金 18:00-19:10 保・受 要 Weｂ 校内見学有

千代田女学園 体育祭 6月24日 金 10:00 保・受 東京武道館 不要

二松学舎大学附属柏 塾対象説明会 6月24日 金 10:00-11:30 保・受 ザ・クレストホテル柏 要 TEL・FAX

聖ヨゼフ学園 英語弁論大会 6月24日 金 10:30-15:00 保・受 不要

聖園女学院 親子校内見学会 6月24日 金 18:00-19:30 保・受 要 TEL・Web

明治学院 学校説明会 6月24日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

目黒星美学園
イブニングミニ説明会第1
回

6月24日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web・FAX

横浜創英 トワイライト説明会 6月24日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web 学校見学有

武蔵野女子学院 塾対象説明会 6月24日 金 11:00-12:40 要 FAX

浦和（さいたま市立） 文化祭 6月25日 土 一般 不要 一部公開

八千代松陰 文化祭 6月25日 土 一般 不要 入試相談有

修徳
ネイチャープログラム体
験学習

6月25日 土 14:00 受 要 TEL・FAX

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 6月25日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

開智 体験入学 6月25日 土 9:00-12:00 受 要

三輪田学園 第1回オープンスクール 6月25日 土 14:00-16:00 受4-6 要
ミニ説明会・・水泳クラブ体験は
別日程

武蔵野東 公開体験講座 6月25日 土 10:30-12:00 受4-6 要 TEL・Web

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 6月25日 土 10:00 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

十文字 学校説明会 6月25日 土 14:00-15:45 保・受 不要 校内見学有

東京電機大学 ミニ説明会 6月25日 土 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学有

豊島岡女子学園 学校説明会 6月25日 土 10:30-11:30 保 要 Web 校内見学有

開智 学校説明会 6月25日 土 10:00-11:30 保 不要 校内見学有

足立学園 学校説明会・体験会 6月25日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

茨城 個別相談会 6月25日 土 13:30-16:00 保・受 日立シビックセンター 不要

浦和実業学園 第1回学校説明会 6月25日 土 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学・授業見学有

桜美林 第1回学校説明会 6月25日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

かえつ有明 学校説明会 6月25日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

神奈川大学附属 個別相談会 6月25日 土 12:30-15:30 保・受 KUポートスクエア 不要

川村 学校説明会 6月25日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

神田女学園 学校説明会 6月25日 土 14:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

北鎌倉女子学園 音楽コース個別相談会 6月25日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

国府台女子学院 第1回学校説明会 6月25日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

国際学院 オープンスクール 6月25日 土 11:00-12:45 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

授業見学有

駒込
給食試食会・卒業生体験
談

6月25日 土 10:00-12:30 保・受 要 校内見学有

埼玉平成 学校説明会 6月25日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

埼玉平成 体験入学② 6月25日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

貞静学園 学校説明会 6月25日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

札幌聖心女子学院 オープンスクール 6月25日 土 13:00 保・受 不要 授業見学有

実践学園 中学校説明会・授業公開 6月25日 土 10:30-12:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

品川女子学院 オープンキャンパス 6月25日 土 14:00-17:00 保・受 要 Web

淑徳SC 学校見学会 6月25日 土 11:00 保・受 不要

淑徳SC 学校見学会 6月25日 土 14:00 保・受 不要

淑徳巣鴨 学校説明会 6月25日 土 14:00-15:00 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

順天 おもしろ実験体験 6月25日 土 14:20-16:00 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

順天 学校説明会 6月25日 土 14:00-17:30 保・受 不要 校内見学有

聖徳学園 体験授業＆説明会 6月25日 土 14:30-16:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 6月25日 土 8:45-9:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 6月25日 土 9:45-10:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 6月25日 土 10:45-11:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 6月25日 土 11:45-12:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 個別相談会 6月25日 土 9:00-15:00 保・受 要 TEL・Web・FAX
校内見学有・授業見学午前のみ
有

女子聖学院
生徒に人気の教師が語る
女子聖の授業

6月25日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

巣鴨 学校説明会 6月25日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

聖徳大学附属女子 学校説明会 6月25日 土 9:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

立川国際（都立） 公開授業 6月25日 土 保・受 不要

立川国際（都立） 適性検査説明会 6月25日 土 保・受 不要

中央大学附属 学校説明会 6月25日 土 13:00 保・受

田園調布学園 学校説明会・クラブ体験 6月25日 土 13:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 6月25日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東洋英和女学院 オープンスクール 6月25日 土 9:30-12:30 保・受 不要
体験学習（対象：受4-6）のみ要
Web予約・

東洋大学附属牛久 学校見学会 6月25日 土 14:00-16:30 保・受 要 TEL・Web

トキワ松学園 公開授業 6月25日 土 8:30-12:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

二松学舎大学附属柏 ミニ説明会 6月25日 土 9:30-10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

日本大学第一 オープンスクール 6月25日 土 14:00 保・受 要 Web

日本大学第三 学校説明会① 6月25日 土 13:45-15:15 保・受 不要 校内見学有

日本大学豊山 授業参観デー 6月25日 土 8:30-13:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八王子学園八王子
「八王子中学校学校生
活」見学＆体験

6月25日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web

八王子学園八王子
第1回オープンキャンパス
＆説明会

6月25日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

聖セシリア女子 オープンキャンパス 6月25日 土 10:00-13:00 保・受 不要

聖光学院 聖光を知る会 6月25日 土 14:00 保・受 不要 校内見学・個別相談有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
掲載：株式会社インターエデュ・ドットコム（http://www.inter-edu.com/）
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

開智未来 学校説明会 6月25日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

富士高等学校附属（都立） 適性検査解説授業 6月25日 土 13:30-14:30 保・受 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

富士高等学校附属（都立） 適性検査解説授業 6月25日 土 15:00-16:00 保・受 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

富士見 学校説明会 6月25日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

富士見 生徒による学校紹介 6月25日 土 13:40-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

文教大学付属 授業公開デー 6月25日 土 11:00-12:20 保・受 不要 授業見学有

本庄第一 中学校説明会 6月25日 土 10:00-12:00 保・受 要

八雲学園 ミニ説明会 6月25日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 6月25日 土 11:00-11:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 6月25日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

八雲学園 体験教室 6月25日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

安田学園 学校説明会 6月25日 土 14:30-16:30 保・受 不要

横浜隼人 地域公開教室第1期 6月25日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web・Eメール・FAX 校内見学有

横浜翠陵
土曜授業見学会・ミニ説
明会・学食体験

6月25日 土 9:30-11:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

茗溪学園 帰国生説明会 6月25日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

白百合学園 体験学習会 6月25日 土 13:30-15:00 保・受4-6 要 Web

相洋 第1回学校説明会 6月25日 土 10:00-12:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学・授業見学有

武蔵野東 スクールツアー 6月25日 土 10:30-11:30 保・受4-6 要 TEL・Web 校内見学有

アレセイア湘南 スクールガイド 6月25日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

白百合学園 体験学習会 6月25日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web

西武学園文理 オープンスクール 6月25日 土 11:00-12:40 保・受6 要 Web

攻玉社 オープンスクール 6月25日 土 13:30-15:40 要 Web

新渡戸文化 学校説明会② 6月25日 土 14:00 要 TEL・Eメール

日本大学豊山女子 第2回学校説明会 6月25日 土 10:00 要 Web 校内見学・授業見学有

国立音楽大学附属 学校説明会 6月26日 日 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・体験授業有

札幌聖心女子学院 日能研私学フェア 6月26日 日 保・受 不要

自由の森学園
池袋学校説明会・個別相
談会

6月26日 日 10:00-12:00 保・受 池袋アットビジネスセンター 不要

智学館 学校説明会② 6月26日 日 10:00-12:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

早稲田大学高等学院 学校説明会 6月26日 日 10:00-11:20 保・受 不要 校内見学有

佐久長聖 学校説明会（授業体験） 6月26日 日 9:30-12:50 保・受4-6 要 校内見学・授業見学有

聖望学園 学校説明会① 6月26日 日 10:00-12:00 保・受4-6 要 Web 校内見学有

目白研心 学校説明会 6月27日 月 午前 保・受 不要 校内見学有

麹町学園女子 第3回学校説明会 6月28日 火 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

日本大学藤沢 学校見学会 6月28日 火 10:00-12:30 保・受 不要 授業見学有

広尾学園 スポーツフェスティバル 6月28日 火 10:00 保・受 要 TEL

武蔵野東 陸上クリニック 6月29日 水 16:00-17:00 受56 要 TEL・Web

国学院大学久我山 イブニングミニ説明会② 6月29日 水 19:00-20:00 保 武蔵野公会堂 要 Web

湘南学園 第1回学校説明会 6月29日 水 9:30-12:00 保・受 要 校内見学・授業見学有

女子美術大学付属 運動会 6月29日 水 10:30-14:00 保・受 さいたまスーパーアリーナ 要 Web

田園調布学園 学校説明会 6月29日 水 19:30-21:00 保・受 要 Web 校内見学有

女子聖学院 運動会 6月30日 木 9:30-15:30 一般 代々木第一体育館 要 Web

八王子学園八王子 保護者対象説明会 6月30日 木 10:00-11:30 保 要 Web

鎌倉女子大学 テーブルトーク説明会③ 6月30日 木 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

玉川学園 学校説明会 6月30日 木 10:00-12:00 保・受 要 Web

横浜女学院 体育祭 6月 保・受 横浜文化体育館 要 TEL

京華女子
男子中・女子中合同説明
会

6月 保・受

淑徳与野 淑煌祭（文化祭） 6月 保・受 入試相談有

聖和学院 聖和祭（文化祭） 6月 保・受 不要 入試相談有

相模女子大学 学校説明会 6月 保・受 不要

渋谷教育学園渋谷 スポーツフェスティバル 6月 10:00-15:30 一般 未定 不要

品川女子学院 学校説明会　夜の部 7月1日 金 18:50-20:30 保 要 Web

聖徳学園 イブニング説明会 7月1日 金 18:00-19:00 保 要 TEL・Web

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

市川 塾対象説明会 7月1日 金 10:30-12:00 保・受 要 Web

公文国際学園 授業見学会 7月1日 金 10:00-17:00 保・受 不要 校内見学有

捜真女学校 ミニ説明会③ 7月1日 金 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学・授業見学有

聖学院 プレミアム説明会 7月1日 金 10:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

玉川聖学院 学校説明会 7月1日 金 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

桐朋女子 ナイト説明会 7月1日 金 19:00 保・受 要 Web

聖ヨゼフ学園 ミニキャンパスツアー② 7月1日 金 11:00-12:50 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

文教大学付属 イブニング説明会 7月1日 金 18:30 保・受 不要 校内見学有

三輪田学園 ナイト説明会 7月1日 金 18:30-19:50 保・受 不要 校内見学有

江戸川女子 かたばみ祭（文化祭） 7月2日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

世田谷学園 オープンキャンパス 7月2日 土 10:00-15:00 一般 不要

和洋国府台女子 放課後Science Team 7月2日 土 13:30-15:30 受 要 Web 4年生以下は保護者同伴

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 7月2日 土 14:30 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

駒沢学園女子 学校説明会 7月2日 土 13:30 保・受 不要 校内見学有

かえつ有明 学校説明会 7月2日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

神奈川大学附属 個別相談会 7月2日 土 12:30-15:30 保・受 KUポートスクエア 不要

光塩女子学院 校内見学会 7月2日 土 10:30-12:00 保・受 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

攻玉社 学校説明会 7月2日 土 10:20-12:00 保・受 不要 校内見学有

相模女子大学 学校説明会 7月2日 土 10:00-12:00 保・受 不要

常総学院 第2回オープンスクール 7月2日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

城北埼玉 第3回オープンスクール 7月2日 土 13:30-15:30 保・受 不要

昭和女子大学附属昭和 学校説明会 7月2日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

白百合学園 学校説明会 7月2日 土 14:00-15:30 保・受 不要

洗足学園 学校説明会 7月2日 土 10:00-12:30 保・受 学校見学・個別相談有

高輪 第1回帰国生入試説明会 7月2日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学・授業見学有

千代田女学園 学校説明会 7月2日 土 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

田園調布学園 土曜プログラム見学会 7月2日 土 10:15-11:15 保・受 要 Web

東邦大学付属東邦 学校見学会 7月2日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

日出学園 第2回学校説明会 7月2日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

法政大学 学校説明会 7月2日 土 10:20-12:20 保・受 要 Web・Eメール 校内見学有

三田国際学園 オープンスクール 7月2日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

立教女学院 学校体験日 7月2日 土 9:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

アレセイア湘南 スクールガイド 7月2日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

共立女子第二 学校説明会 7月2日 土 11:00-12:30 授業見学有

工学院大学附属 第1回学校説明会 7月2日 土 10:00 要 Web 校内見学有

江戸川女子 かたばみ祭（文化祭） 7月3日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

藤村女子 クラブ祭り（体験授業） 7月3日 日 9:00-9:30 一般 不要

藤村女子 クラブ祭り（第1部） 7月3日 日 9:30-10:30 一般 不要

藤村女子 クラブ祭り（第2部） 7月3日 日 11:00-12:00 一般 不要

専修大学松戸 英会話体験教室 7月3日 日 9:30-15:30 受4 要 TEL 校内見学有

専修大学松戸 理科実験体験授業 7月3日 日 9:30-15:30 受4 要 TEL 校内見学有

八千代松陰 入試説明会 7月3日 日 9:00-11:00 保 不要 校内見学有

海陽 学校説明会 7月3日 日 14:00 保・受 金沢 不要

海陽 学校説明会 7月3日 日 14:00 保・受 岐阜 不要

国立音楽大学附属 KUNION講座 7月3日 日 9:00 保・受 要 Web・FAX

専修大学松戸
テーマ別説明会（グロー
バル教育）

7月3日 日 9:30-15:30 保・受 不要

専修大学松戸
テーマ別説明会（教科教
育）

7月3日 日 9:30-15:30 保・受 不要

日本工業大学駒場 学校説明会 7月3日 日 10:00 保・受 不要 校内見学有

函館白百合学園 第1回東京説明会 7月3日 日 10:00 保・受
TKP市ヶ谷カンファレンスセン
ター

本庄第一 中学校説明会 7月3日 日 10:00-12:00 保・受 秩父 要

逗子開成 中学３年遠泳 7月5日 火 9:00 一般 逗子湾 不要
当日朝実施決定・最長19(火)迄
順延・11除く

武相 学校説明会 7月5日 火 9:00-10:30 保 不要 校内見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
掲載：株式会社インターエデュ・ドットコム（http://www.inter-edu.com/）



 2016年度学校行事一覧
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

武相 学校説明会 7月5日 火 13:30-15:00 保 不要 校内見学有

三輪田学園 ミニ学校説明会 7月5日 火 10:00-12:00 保 要 校内見学有

立正大学付属立正 第2回イブニング説明会 7月5日 火 19:00-20:00 保・受 要 Web

国学院大学久我山 イブニングミニ説明会③ 7月6日 水 19:00-20:00 保 調布市文化会館 要 Web

カリタス女子 夜のミニ説明会 7月6日 水 18:30-19:30 保・受 要 Web

芝浦工業大学柏 中学校見学会 7月6日 水 10:00 保・受 不要

山脇学園 ナイト説明会 7月6日 水 18:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

鎌倉学園 入試説明会 7月7日 木 13:00-14:30 保 要 Web 校内見学有

横浜翠陵 学校説明会 7月7日 木 10:30-12:00 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

白梅学園清修 ナイト説明会 7月8日 金 18:00-20:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東星学園 合唱祭 7月8日 金 13:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

稲毛高等学校附属（千葉市
立）

飛翔祭（文化祭） 7月9日 土 9:00 一般

札幌聖心女子学院 聖ソフィア祭（文化祭） 7月9日 土 10:00-14:30 一般 不要 入試相談有

鷗友学園女子 オープンキャンパス 7月9日 土 9:30-15:30 受 要 Web

星美学園 授業体験会 7月9日 土 14:00-15:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 7月9日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

武蔵野東 オープンスクール① 7月9日 土 9:30-11:45 受56 要 TEL・Web

フェリス女学院 学校見学会 7月9日 土 10:00-11:30 受6 要 往復葉書

フェリス女学院 学校見学会 7月9日 土 14:00-15:30 受6 要 往復葉書

国学院大学栃木 サイエンスセミナー 7月9日 土 9:00-12:30 保・受 要

恵泉女学園 第2回学校説明会 7月9日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

暁星 学校見学会① 7月9日 土 9:00-12:00 保・受 不要

茨城キリスト教学園 第2回学校説明会 7月9日 土 9:30-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

大宮開成 学校説明会 7月9日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

海陽 学校見学会 7月9日 土 10:30 保・受 要

学習院 一般・帰国子弟説明会① 7月9日 土 10:00 保・受 校内見学有

学習院女子 帰国生学校説明会 7月9日 土 13:00-14:30 保・受 学習院女子大学やわらぎホール 不要 校内見学有

神奈川大学附属 個別相談会 7月9日 土 12:30-15:30 保・受 KUポートスクエア 不要

鎌倉女子大学 第4回学校説明会 7月9日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北鎌倉女子学園 学校説明会 7月9日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

攻玉社 第1回国際学級 7月9日 土 10:20-12:00 保・受 不要 校内見学有

埼玉栄 学校説明会 7月9日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

埼玉栄 体験学習会 7月9日 土 11:00 保・受 要 Web 校内見学有

自修館 学校説明会 7月9日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

自修館 体験授業 7月9日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

順天 学校説明会 7月9日 土 14:00-17:30 保・受 不要 校内見学有

聖徳大学附属取手聖徳女子
オープンスクール【授業見
学会】

7月9日 土 10:00-14:00 保・受 要 TEL・Web・FAX 授業見学午前のみ有

普連土学園 学校体験日② 7月9日 土 9:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

清泉女学院 バザー 7月9日 土 10:30-15:00 保・受 不要

星美学園 学校説明会 7月9日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

西武台新座 第3回学校説明会 7月9日 土 10:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

鶴見大学附属
「校長先生といっしょに学
校散歩！」

7月9日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

帝京 学校説明会 7月9日 土 13:30 保・受 不要

帝京大学 学校説明会 7月9日 土 10:00-11:30 保・受 要 Eメール・FAX 校内見学有

帝京大学 学校説明会 7月9日 土 14:00-15:30 保・受 要 Eメール・FAX
校内見学有・授業見学午前のみ
有

東海大学付属浦安 学校説明会 7月9日 土 13:00-14:00 保・受 不要 校内見学有

東洋大学附属牛久 学校見学会 7月9日 土 14:00-16:30 保・受 要 TEL・Web

獨協 限定ミニ説明会 7月9日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

獨協埼玉 ミニ説明会 7月9日 土 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学有

中村 オープンキャンパス 7月9日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web

二松学舎大学附属柏 授業体験会（SEP） 7月9日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

日本工業大学駒場 学校説明会 7月9日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
掲載：株式会社インターエデュ・ドットコム（http://www.inter-edu.com/）



 2016年度学校行事一覧
※対象の略語：保=保護者、受=受験者、数字=学年

学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

函館白百合学園 第2回学校説明会 7月9日 土 9:00 保・受 不要 校内見学有

武蔵野東 学校説明会 7月9日 土 9:30-11:45 保・受 不要 校内見学有

目白研心 中学説明会 7月9日 土 午前 保・受 不要 校内見学有

盛岡白百合学園 第1回オープンスクール 7月9日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 7月9日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 7月9日 土 11:00-11:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 7月9日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

八雲学園 体験教室 7月9日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

横浜共立学園 学校紹介と見学会 7月9日 土 9:30-11:30 保・受

横浜隼人 地域公開教室第2期 7月9日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web・Eメール・FAX 校内見学有

横浜翠陵
土曜授業見学会・ミニ説
明会・学食体験

7月9日 土 9:30-11:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

学習院女子 学校説明会 7月9日 土 13:30-14:30 保・受1-5 学習院女子大学やわらぎホール 不要 校内見学有

田園調布学園 学校説明会・体験授業 7月9日 土 8:45-11:10 保・受4-6 要 Web 校内見学有

桐蔭学園（男子部・女子部・中
等）

帰国生説明会 7月9日 土 10:00-12:30頃 保・受4-6 要 Web 校内見学・授業見学有

横浜創英 学校説明会・体験授業 7月9日 土 10:00-11:30 保・受4-6 要 Web 学校見学有

筑波大学附属 生徒による学校紹介 7月9日 土 13:00-14:30 保・受5 要 往復葉書

筑波大学附属 生徒による学校紹介 7月9日 土 15:00-16:30 保・受5 要 往復葉書

女子学院 5・6年生対象校舎見学会 7月9日 土 保・受56 要 往復葉書

学習院女子 学校説明会 7月9日 土 15:00-16:10 保・受6 学習院女子大学やわらぎホール 不要 校内見学有

浦和（さいたま市立） 学校公開 7月9日 土 8:30-10:20 不要 校内見学・授業見学有

江戸川学園取手 オープンスクール 7月9日 土 9:30-14:00 要 Web

早稲田実業 オープンスクール 7月9日 土 詳細は後日Web発表

日本大学第三 イベント① 7月10日 日 8:40-12:30 受6 要 Web 校内見学有

十文字 オープンスクール 7月10日 日 8:30-12:00 保・受3-6 要 Web

大妻 学校説明会 7月10日 日 10:00-11:10 保・受 大妻講堂 要 Web 校内見学有

神田女学園 オープンスクール 7月10日 日 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

共栄学園 学校説明会② 7月10日 日 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

国本女子
中学校説明会（体験型）・
実験数学

7月10日 日 10:00 保・受 校内見学有

芝浦工業大学 ものづくり授業見学会 7月10日 日 保・受 要 Web 校内見学有

自由の森学園
池袋学校説明会・個別相
談会

7月10日 日 10:00-12:00 保・受 池袋アットビジネスセンター 不要

専修大学松戸 学校見学会 7月10日 日 9:30-15:00 保・受 要 TEL

トキワ松学園 バザーミニ説明会 7月10日 日 13:00-14:00 保・受 要 TEL・Web

目黒星美学園 オープンキャンパス 7月10日 日 9:00-12:00 保・受 要 Web・FAX

新渡戸文化 入試説明会① 7月10日 日 10:00 要 TEL・Eメール

文京学院大学女子 学校説明会 7月10日 日 10:00-15:00 要 Web・TEL・Eメール 昼食有

佐久長聖 学校説明会 7月11日 月 10:30-12:00 保・受 東京国際フォーラム 不要

桐蔭学園（女子部） 予約制説明会② 7月12日 火 10:00-12:30頃 保 要 Web 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 体育祭 7月12日 火 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

女子聖学院 プレシャス説明会② 7月13日 水 10:00-12:00 保 要 Web 校内見学・授業見学有

文教大学付属 プレミアム説明会 7月13日 水 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 合唱コンクール 7月13日 水 保・受 オリンパスホール八王子 不要

武蔵野東 スクールツアー 7月13日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web

横浜富士見丘学園 学校説明会 7月13日 水 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

桐蔭学園（女子部） 予約制説明会② 7月15日 金 10:00-12:30頃 保 要 Web 校内見学・授業見学有

駒込 夜の説明会 7月15日 金 18:00-19:30 保・受 要 校内見学有

函嶺白百合学園 ナイト説明会 7月15日 金 18:00-19:00 保・受 要 TEL 校内見学有

函館ラ・サール 学園祭 7月16日 土 9:00-16:00 一般 不要

東京女子学園 体験入学 7月16日 土 10:00 受 要 TEL・Web 校内見学有

明星 体験入部 7月16日 土 9:00-15:00 受 要 Web

高輪 オープンキャンパス 7月16日 土 9:00-12:30 受4-6 要 Web

広尾学園 授業体験会 7月16日 土 9:30 受56 要 Web 校内見学有

小石川（都立） 適性検査問題解説会 7月16日 土 受6 要 Web

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
掲載：株式会社インターエデュ・ドットコム（http://www.inter-edu.com/）
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 7月16日 土 14:30 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

立教池袋 帰国児童入試説明会 7月16日 土 17:00 保 不要 校内見学有

青山学院横浜英和 第2回学校説明会 7月16日 土 10:00-11:10 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

青山学院横浜英和 第2回学校説明会 7月16日 土 14:00-15:10 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

晃華学園 学校見学会 7月16日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

足立学園 学校説明会・体験会 7月16日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

鎌倉女子大学 「クラブ活動」体験 7月16日 土 10:00-12:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール

川崎高校附属（川崎市立） 学校説明会 7月16日 土 保・受

桐光学園 第2回学校説明会 7月16日 土 13:30-15:00 保・受 校内見学有

工学院大学附属 南大沢中高個別相談会 7月16日 土 10:00-14:00 保・受 要 Web

佐久長聖 学校説明会 7月16日 土 13:30-15:00 保・受 JA長野県ビル 不要

桜華女学院 オープンキャンパス③ 7月16日 土 14:30-16:00 保・受 不要

実践女子学園 帰国生対象説明会 7月16日 土 13:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

松蔭 学校説明会 7月16日 土 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 7月16日 土 8:45-9:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 7月16日 土 9:45-10:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 7月16日 土 10:45-11:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖徳大学附属取手聖徳女子 音楽レッスンシリーズ 7月16日 土 11:45-12:35 保・受 要 TEL・Web・FAX

白梅学園清修 学校説明会 7月16日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

白百合学園
海外帰国生対象学校説
明会

7月16日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web

専修大学松戸 学校見学会 7月16日 土 9:30-15:00 保・受 要 TEL

玉川聖学院 学校説明会 7月16日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

智学館 学校説明会③ 7月16日 土 14:00-16:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

帝京 帰国生説明会 7月16日 土 11:00 保・受 要 TEL

東京女子学園 学校説明会 7月16日 土 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京立正 電子黒板体験 7月16日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

二松学舎大学附属柏 授業体験会（SEP） 7月16日 土 9:30-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

広尾学園 学校説明会 7月16日 土 9:40 保・受 要 Web 校内見学有

文教大学付属 オープンスクール 7月16日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web・FAX

法政大学 オープンキャンパス 7月16日 土 9:00-13:00 保・受 要 Web・Eメール

聖園女学院 親子校内見学会 7月16日 土 保・受 要 TEL・Web

横浜国立大学附属横浜 TOFY成果発表会 7月16日 土 保・受

麗澤 学校見学会 7月16日 土
午前の指定時
間

保・受 要 Web 授業見学有

麗澤 学校見学会 7月16日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 授業見学有

瀧野川女子学園 学校説明会 7月16日 土 13:30 保・受4-6

アレセイア湘南 学校説明会 7月16日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

桜美林 オープンスクール 7月16日 土 9:30-12:00 保・受56 要 Web

聖ヨゼフ学園 ヨゼフ一日体験勉強会 7月16日 土 10:00-11:50 保・受56 要 TEL・Web・Eメール・FAX

横浜雙葉 土曜日学校案内 7月16日 土 9:00-10:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 7月16日 土 10:00-11:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 7月16日 土 11:00-12:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

宝仙学園理数インター
オープンスクールの体感
イベント

7月16日 土 14:30-16:00 要

海陽 体験入学 7月16日-17日 土日 保・受 要

函館ラ・サール 学園祭 7月17日 日 9:00-16:00 一般 不要

明星 体験授業 7月17日 日 9:00-15:00 受 要 Web

明星 体験入部 7月17日 日 9:00-15:00 受 要 Web

目黒学院 体験授業 7月17日 日 9:00-12:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

横浜創英 1日創英生 7月17日 日 9:00-11:00 受4-6 要 Web

国立音楽大学附属 夏期受験準備講習会 7月17日 日 8:50 受6 要

目黒学院 第2回学校説明会 7月17日 日 9:00-12:00 保 不要 校内見学有

市川 体験授業 7月17日 日 9:30-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

市川 体験授業 7月17日 日 13:30-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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上野学園 学校説明会 7月17日 日 13:30-15:30 保・受 要 TEL・FAX

春日部共栄 学校見学会 7月17日 日 10:00-12:00 保・受 不要 個別相談可

川崎高校附属（川崎市立） 学校説明会 7月17日 日 保・受

京華
オープンキャンパス③（学
習体験）

7月17日 日 14:00-15:30 保・受 要 Web

共立女子 オープンキャンパス 7月17日 日 9:30-12:00 保・受

国立音楽大学附属 入試制度ミニ説明会 7月17日 日 10:00-12:00 保・受 不要

実践学園 体験授業 7月17日 日 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

淑徳SC オープンキャンパス① 7月17日 日 10:30 保・受 要 授業見学有

専修大学松戸 学校見学会 7月17日 日 9:30-15:00 保・受 要 TEL

橘学苑 オープンスクール 7月17日 日 9:30-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

橘学苑 学校説明会 7月17日 日 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

玉川学園
オープンスクール（体験授
業）

7月17日 日 10:00-12:00 保・受 要 Web

東海大学付属高輪台 学校説明会 7月17日 日 10:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

東京大学教育学部附属 授業公開 7月17日 日 保・受 要 校内見学・授業見学有

豊島岡女子学園 豊島岡一日体験 7月17日 日 9:30-14:30 保・受 要 Web 校内見学有

八王子学園八王子
第2回オープンキャンパス
＆説明会

7月17日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web

本郷 夏休み見学会 7月17日 日 9:30-11:00 保・受 要 Web

本郷 夏休み見学会 7月17日 日 13:00-14:30 保・受 要 Web

本郷 夏休み見学会 7月17日 日 16:00-17:30 保・受 要 Web

宮崎日本大学 第2回オープンキャンパス 7月17日 日 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

武蔵高校附属（都立） 学校見学会 7月17日 日 保・受 不要

明星 オープンキャンパス 7月17日 日 9:00-15:00 保・受 不要

立正大学付属立正 授業体験・相談会 7月17日 日 9:20-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

立正大学付属立正 第1回オープンスクール 7月17日 日 9:20-13:00 保・受 要 Web

千葉明徳 夏休み体験授業 7月17日 日 9:30-11:30 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学・授業見学有

千葉明徳 部活見学ツアー 7月17日 日 11:30 保・受4-6 希望制

東京電機大学 オープンスクール 7月17日 日 10:00-12:20 保・受56 要 Web

東京農業大学第一 体験授業 7月17日 日 9:00-16:00 保・受56 要 Web 校内見学有

共立女子第二 中学オープンキャンパス 7月17日 日 9:30-12:10 ミニ説明会実施

佼成学園 オープンスクール 7月17日 日 10:00-12:00 要 Web

海陽 体験入学 7月17日-18日 日月 保・受 要

栄東 体験学習 7月18日 月 9:30-11:30 受 要 Web 校内見学有

茨城 オープンスクール 7月18日 月 10:00-12:00 受56 要 Web・FAX

国立音楽大学附属 夏期受験準備講習会 7月18日 月 8:50 受6 要

昌平 解説授業体験① 7月18日 月 10:00-12:00 受6 要 Web

市川 体験授業 7月18日 月 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

京華女子 オープンキャンパス③ 7月18日 月 10:30 保・受 要 制服試着会有

光塩女子学院 オープンスクール 7月18日 月 13:00-16:30 保・受 不要

栄東 学校説明会 7月18日 月 9:40-11:10 保・受 不要 校内見学有

狭山ヶ丘高校付属 学校見学説明会 7月18日 月 10:00-11:30 保・受 不要 入試相談有

聖徳学園 オープンキャンパス 7月18日 月 午前 保・受 要 TEL・Web

昌平 学校説明会④ 7月18日 月 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

女子聖学院 ミニ説明会 7月18日 月 未定 保・受 不要 校内見学有

女子聖学院 夏の女子聖体験日 7月18日 月 9:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

聖徳大学附属女子 オープンスクール 7月18日 月 9:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

中央大学附属 オープンキャンパス 7月18日 月 9:00-17:00 保・受 要 Web 授業見学有

東海大学菅生 第1回オープンスクール 7月18日 月 10:00-13:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール

桐朋女子 オープンキャンパス 7月18日 月 保・受 要 Web

日本工業大学駒場 オープンキャンパス 7月18日 月 9:00 保・受 要 TEL・Web

武南 学校説明会・体験会 7月18日 月 9:30-12:00 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

武蔵高校附属（都立） 学校見学会 7月18日 月 保・受 不要

明治学院 オープンキャンパス 7月18日 月 10:00-15:00 保・受 要 Web 授業見学有
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武蔵野女子学院 MJサマースクール 7月18日 月 10:00-12:30 不要

立教新座 オープンキャンパス 7月18日 月 10:00-16:00 要 Web 一部プログラムのみ要予約・

古河（茨城県立） 地区別説明会 7月19日 火 保・受 古河 要 Web

東京女学館 学校説明会 7月19日 火 13:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

足立学園 ミニ説明会 7月20日 水 18:00-19:30 保・受 要 Web 校内見学有

普連土学園 イブニング説明会① 7月20日 水 19:00-20:30 保・受 不要

聖学院 帰国生ミニ説明会 7月20日 水 10:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東京都市大学付属 イブニング説明会・夏 7月20日 水 18:30-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

工学院大学附属
父親のための中高学校説
明会

7月20日 水 19:00 大学新宿キャンパス 要 Web

武蔵高校附属（都立） チャレンジ教室 7月21日 木 受6 要 往復葉書

湘南学園 夏休み学校見学期間 7月21日 木 9:30 保・受 要 TEL

湘南学園 夏休み学校見学期間 7月21日 木 11:00 保・受 要 TEL

逗子開成 ミニ学校説明会 7月21日 木 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

横浜隼人 ミニ説明会 7月21日 木 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

日本大学藤沢 オープンスクール 7月21日 木 10:00-12:50 保・受4-6 要 Web

武蔵高校附属（都立） チャレンジ教室 7月22日 金 受6 要 往復葉書

浦和明の星女子 学校見学会 7月22日 金 9:30-11:30 保・受 不要

古河（茨城県立） 地区別説明会 7月22日 金 保・受 境・筑西等 要 Web

湘南学園 夏休み学校見学期間 7月22日 金 9:30 保・受 要 TEL

湘南学園 夏休み学校見学期間 7月22日 金 11:00 保・受 要 TEL

逗子開成 ミニ学校説明会 7月22日 金 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

佼成学園 夏休み見学会 7月22日 金 10:00-11:00 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 7月22日 金 13:00-14:00 要 Web

穎明館 オープンスクール 7月23日 土 10:00-13:00 受56 要 Eメール

修徳
ネイチャープログラム体
験学習

7月23日 土 14:00 受 要 TEL・FAX

国学院大学久我山 夏休みミニ説明会① 7月23日 土 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

南高校附属（横浜市立） 学校説明会 7月23日 土 保・受6 不要

大妻嵐山 学校説明会 7月23日 土 10:00-12:00 保・受 要 Eメール・FAX 校内見学・授業見学有

お茶の水女子大学附属 学校公開 7月23日 土 午前 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

お茶の水女子大学附属 学校公開 7月23日 土 午後 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

かえつ有明 学校説明会 7月23日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

啓明学園 オープンスクール 7月23日 土 保・受 要 TEL・葉書・Web・Eメール

国府台女子学院 夏期講習見学会 7月23日 土 保・受 要 TEL

古河（茨城県立） 学校説明会 7月23日 土 10:00-11:10 保・受 要 Web

古河（茨城県立） 学校説明会 7月23日 土 13:30-14:40 保・受 要 Web

国際学院 オープンスクール 7月23日 土 10:00-11:45 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

授業見学有

埼玉平成 学校説明会 7月23日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

埼玉平成 体験入学③ 7月23日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 7月23日 土 9:40-11:00 保・受 要 Web

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 7月23日 土 13:30-14:50 保・受 要 Web

修徳 入試個別説明会 7月23日 土 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

湘南学園 夏休み学校見学期間 7月23日 土 9:30 保・受 要 TEL

湘南学園 夏休み学校見学期間 7月23日 土 11:00 保・受 要 TEL

昭和学院 オープンスクール 7月23日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

昭和学院 学校説明会 7月23日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

逗子開成 ミニ学校説明会 7月23日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 7月23日 土 10:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

中央大学附属横浜 ミニ説明会 7月23日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web 校内見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 7月23日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東邦大学付属東邦
帰国生学校見学会・説明
会

7月23日 土 10:30-12:00 保・受 要 Web

東洋大学京北 学校説明会 7月23日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

成田高校付属 学校説明会 7月23日 土 9:00-12:15 保・受 要 Web 校内見学有
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函館白百合学園 白百合祭（文化祭） 7月23日 土 12:30-15:00 保・受 不要 入試相談有

日出 オープンスクール① 7月23日 土 保・受 要
TEL・葉書・往復葉書・
Web・Eメール・FAX

開智未来 2016サタデー出張サプリ 7月23日 土 9:30-11:00 保・受 小山市生涯学習センターホール 不要

文化学園大学杉並 学校説明会 7月23日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

星野学園 オープンスクール見学会 7月23日 土 14:00 保・受 要 TEL・FAX

緑ヶ丘女子 学校見学会 7月23日 土 10:00-12:00 保・受 不要

武蔵野 学校説明会 7月23日 土 13:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

盛岡白百合学園 学校見学会① 7月23日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

八雲学園 ミニ説明会 7月23日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 7月23日 土 11:00-11:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 7月23日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

八雲学園 体験教室 7月23日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

立教女学院 生徒会による学校説明会 7月23日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web 校内見学有

聖望学園 オープンキャンパス 7月23日 土 9:00-13:00 保・受4-6 要 Web

聖望学園 ミニ説明会① 7月23日 土 9:00-10:00 保・受4-6 要 Web

北鎌倉女子学園 夏の算数教室 7月23日 土 13:30-15:30 保・受6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

佼成学園 夏休み見学会 7月23日 土 10:00-11:00 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 7月23日 土 13:00-14:00 要 Web

海陽 体験入学 7月23日-24日 土日 保・受 要

函館白百合学園 白百合祭（文化祭） 7月24日 日 9:00-14:00 一般 不要 入試相談有

北嶺 北嶺祭（文化祭） 7月24日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

東京家政大学附属女子 夏休み体験教室 7月24日 日 9:00-16:00 受4-6 要 Web・FAX

大妻中野 第2回帰国生・GLC説明会 7月24日 日 10:15-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

かえつ有明 オープンキャンパス② 7月24日 日 9:30-12:00 保・受 要 Web

片山学園 夏のオープンスクール 7月24日 日 10:00-13:00 保・受 要 TEL・Eメール

公文国際学園 学校説明会 7月24日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

麹町学園女子 夏のクラブ体験 7月24日 日 9:00 保・受 要 Web 校内見学有

国府台女子学院 夏期講習見学会 7月24日 日 保・受 要 TEL

古河（茨城県立） 地区別説明会 7月24日 日 保・受 下妻 要 Web

修徳 入試個別説明会 7月24日 日 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

自由の森学園 わくわくワーク 7月24日 日 10:00-16:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

順天 帰国入試説明会 7月24日 日 10:00-13:00 保・受 不要

聖徳大学附属取手聖徳女子
オープンスクール【体験学
習編】

7月24日 日 10:00-14:00 保・受 要 TEL・Web・FAX 校内見学有（希望制）

創価 オープンキャンパス 7月24日 日 10:00-15:00 保・受 不要 授業見学有

千代田女学園 オープンキャンパス① 7月24日 日 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

鶴見大学附属 夏休み体験イベント 7月24日 日 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京学芸大学附属国際 学校説明会 7月24日 日 保・受 要 Web 校内見学・個別相談有

本庄東高等学校附属 オープンスクール 7月24日 日 9:30-12:00 保・受 要 Web・FAX

雙葉 校舎見学会 7月24日 日 9:00-14:00 保・受 不要

北鎌倉女子学園 夏の算数教室 7月24日 日 13:30-15:30 保・受6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

工学院大学附属 帰国子女対象説明会 7月24日 日 10:00 大学新宿キャンパス 要 Web

工学院大学附属 帰国子女対象説明会 7月24日 日 14:00 要 Web 校内見学有

駒場東邦 第8支部合同相談会 7月24日 日 10:00-16:00 不要

北嶺 北嶺祭（文化祭） 7月25日 月 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東星学園 部活体験会 7月25日 月 14:00-16:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

南高校附属（横浜市立） 学校説明会 7月25日 月 保・受6 不要

逗子開成 ミニ学校説明会 7月25日 月 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

鶴見大学附属
鶴見大学歯学部親子体
験

7月25日 月 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

文化学園大学杉並 Bunsugi帰国生week 7月25日 月 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

佼成学園 夏休み見学会 7月25日 月 10:00-11:00 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 7月25日 月 13:00-14:00 要 Web

三輪田学園 ミニ学校説明会 7月26日 火 10:00-12:00 保 要 校内見学有
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逗子開成 ミニ学校説明会 7月26日 火 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

武相 オープンスクール 7月26日 火 9:00-12:00 保・受 要 Eメール・FAX

文化学園大学杉並 Bunsugi帰国生week 7月26日 火 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

立教女学院 帰国生対象学校説明会 7月26日 火 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

白梅学園清修 自由研究・英語教室 7月27日 水 9:00-11:15 受 要 TEL・Web・FAX 校内見学有

東京都市大学付属
帰国生＆グローバル入試
説明会

7月27日 水 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

文化学園大学杉並 Bunsugi帰国生week 7月27日 水 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

稲毛高等学校附属（千葉市
立）

入試説明会 7月27日 水 保6 千葉市総合保険医薬センター 不要

白梅学園清修 小学生スコーン作り 7月27日 水 英会話にて実施

白梅学園清修 自由研究・英語教室 7月28日 木 9:00-11:15 受 要 TEL・Web・FAX 校内見学有

桐光学園 帰国生対象説明会 7月28日 木 13:30-15:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 Bunsugi帰国生week 7月28日 木 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

西武台千葉 学校見学会 7月28日 木 9:00

西武台千葉 学校見学会 7月28日 木 11:00

白梅学園清修 自由研究・英語教室 7月29日 金 9:00-11:15 受 要 TEL・Web・FAX 校内見学有

十文字 帰国生入試説明会 7月29日 金 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

北鎌倉女子学園 音楽コース受験講習会 7月29日 金 9:00-15:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

啓明学園 夕涼み会 7月29日 金 保・受 要 TEL・葉書・Web・Eメール

逗子開成 帰国生入試説明会 7月29日 金 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第一 学校見学会 7月29日 金 10:00 保・受 要 Web

日本大学第一 学校見学会 7月29日 金 14:00 保・受 要 Web

文化学園大学杉並 Bunsugi帰国生week 7月29日 金 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

明治大学付属明治 第3回施設見学会 7月29日 金 10:00-12:00 保・受 不要 個別相談有

明治大学付属明治 第3回施設見学会 7月29日 金 13:30-15:30 保・受 不要 個別相談有

上野学園 オープンスクール 7月30日 土 一般 要 TEL・FAX

白梅学園清修 自由研究・英語教室 7月30日 土 9:00-11:15 受 要 TEL・Web・FAX 校内見学有

トキワ松学園 授業体験教室 7月30日 土 14:00-16:00 受 要 TEL・Web

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 7月30日 土 10:00 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

トキワ松学園 学校説明会 7月30日 土 14:00-15:30 保 要 TEL・Web 校内見学有

晃華学園 学校見学会（夏期） 7月30日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

駒込 おもしろ理科実験教室 7月30日 土 9:30 保・受 要 校内見学有

駒込 おもしろ理科実験教室 7月30日 土 13:00 保・受 要 校内見学有

貞静学園 学校説明会 7月30日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 7月30日 土 9:40-11:00 保・受 要 Web

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 7月30日 土 13:30-14:50 保・受 要 Web

修徳 入試個別説明会 7月30日 土 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

昭和学院 オープンスクール 7月30日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

多摩大学目黒 学校説明会 7月30日 土 10:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

多摩大学目黒 中学校オープンスクール 7月30日 土 9:00-13:00 保・受 要 Web 授業見学有

千葉日本大学第一 中学校オープンスクール 7月30日 土 9:00-13:00 保・受 要 Web 授業見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 7月30日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東邦大学付属東邦
帰国生学校見学会・説明
会

7月30日 土 10:30-12:00 保・受 要 Web

東洋英和女学院 キリスト教学校フェア 7月30日 土 10:00-16:00 保・受 銀座教会 不要

日本大学第一 学校見学会 7月30日 土 10:00 保・受 要 Web

日本大学第一 学校見学会 7月30日 土 14:00 保・受 要 Web

開智未来 体験授業 7月30日 土 9:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

文化学園大学杉並 Bunsugi帰国生week 7月30日 土 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

宝仙学園理数インター 学校説明会PM 7月30日 土 14:00-15:30 保・受 要

宝仙学園理数インター 帰国生向け説明会AM 7月30日 土 10:00-11:30 保・受 要

武蔵野 理科実験教室 7月30日 土 10:00 保・受 要 TEL・Web

明治大学付属明治 第4回施設見学会 7月30日 土 10:00-12:00 保・受 不要 個別相談有

明治大学付属明治 第4回施設見学会 7月30日 土 13:30-15:30 保・受 不要 個別相談有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

瀧野川女子学園 体験入学・説明会 7月30日 土 8:30 保・受4-6 要 TEL・Web

日本大学豊山女子 夏休み学校見学会① 7月30日 土 9:00 要 Web

八千代松陰
オープンスクール（高校ブ
カツ体験）

7月30日 土 13:30-16:00 不要 授業見学有

海陽 体験入学 7月30日-31日 土日 保・受 要

本庄第一 オープンスクール 7月31日 日 9:00-12:00 一般 要

淑徳巣鴨 中学オープンスクール 7月31日 日 10:00-13:00 受 要 Web・FAX

国学院大学久我山 オープンスクール 7月31日 日 9:00-13:00 保・受 不要
体験授業は要Web予約・個別相
談有9:00-13:00

国学院大学栃木 come in 國學院 7月31日 日 9:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

開智 学校説明会 7月31日 日 保 不要 校内見学有

小野学園女子
サイエンスオープンキャン
パス

7月31日 日 13:30 保・受 要 Weｂ

修徳 入試個別説明会 7月31日 日 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

淑徳SC 学校説明会 7月31日 日 11:00 保・受 校内見学有

城西大学附属城西 第1回一日体験入学 7月31日 日 9:00-15:00 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学有

成立学園 オープンスクール 7月31日 日 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web

東京成徳大学 部活動体験・ミニ説明会 7月31日 日 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web・FAX 校内見学・授業見学有

東京農業大学第三 体験授業 7月31日 日 9:30 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第一 学校見学会 7月31日 日 10:00 保・受 要 Web

日本大学第一 学校見学会 7月31日 日 14:00 保・受 要 Web

聖セシリア女子 オープンキャンパス 7月31日 日 10:00-13:00 保・受 不要

大妻多摩 帰国生入試説明会 7月31日 日 10:00-12:30 保・受4-6 要 Web 校内見学有

瀧野川女子学園 体験入学・説明会 7月31日 日 8:30 保・受4-6 要 TEL・Web

麗澤 ミニオープンキャンパス 7月31日 日 9:30-12:30 保・受56 要 Web

東洋大学京北 オープンスクール 7月31日 日 9:00-13:00 要 Web
授業体験・部活動見学（体験）・学
食体験・施設見学・個別相談有

新渡戸文化 生徒による学校説明会 7月31日 日 10:00 要 TEL・Eメール

江戸川女子 1Dayクラブ体験 8月1日 月 10:00-12:30 保・受 要 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 8月1日 月 9:40-11:00 保・受 要 Web

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 8月1日 月 13:30-14:50 保・受 要 Web

横浜隼人 地域公開教室第3期 8月1日 月 10:00-12:00 保・受 要 Web・Eメール・FAX 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月2日 火 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

橘学苑 学校見学会 8月2日 火 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

横浜隼人 地域公開教室第4期 8月2日 火 10:00-12:00 保・受 要 Web・Eメール・FAX 校内見学有

聖ヨゼフ学園 地域公開教室① 8月2日 火 10:00-12:00 保・受3-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

白鷗高校附属（都立） 体験授業 8月2日 火 9:30-11:30 保・受6 要

修徳 入試個別説明会 8月3日 水 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

武蔵高校附属（都立） 夏季見学会 8月3日 水 保・受 不要

聖ヨゼフ学園 地域公開教室② 8月3日 水 10:00-12:00 保・受3-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

白鷗高校附属（都立） 体験授業 8月3日 水 9:30-11:30 保・受6 要

西武台千葉 学校見学会 8月3日 水 9:00

西武台千葉 学校見学会 8月3日 水 11:00

修徳 入試個別説明会 8月4日 木 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

翔凜 体験入学 8月4日 木 9:00-12:40 保・受 不要

白鷗高校附属（都立） 体験授業 8月4日 木 9:30-11:30 保・受6 要

修徳 入試個別説明会 8月5日 金 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

修徳
ネイチャープログラム体
験学習

8月6日 土 14:00 受 要 TEL・FAX

緑ヶ丘女子
ジュニア・カルチャー・クラ
ス

8月6日 土 9:30-11:30 受 要 TEL・Eメール

横浜創英 1日創英生 8月6日 土 9:00-11:00 受4-6 要 Web

国学院大学久我山 夏休みミニ説明会② 8月6日 土 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

大宮開成 学校説明会 8月6日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

修徳 入試個別説明会 8月6日 土 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

自由の森学園 学びの森 8月6日 土 10:00-15:00 保・受

女子美術大学付属 「美術のひろば」 8月6日 土 保・受 要 Web 対象に美術の先生含

白梅学園清修 清修ミニフェスタ 8月6日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有
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中央大学附属 オープンキャンパス 8月6日 土 9:00-17:00 保・受 要 Web 授業見学有

田園調布学園 夏休みワークショップ 8月6日 土 10:30-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

東洋大学附属牛久 8月6日 土 9:00 保・受 要 TEL・Web

法政大学 施設見学会 8月6日 土 10:00 保・受 要 Web・Eメール

法政大学 施設見学会 8月6日 土 13:00 保・受 要 Web・Eメール

法政大学 施設見学会 8月6日 土 15:00 保・受 要 Web・Eメール

北嶺 神奈川学校説明会 8月6日 土 13:00-14:30 保・受 TKPガーデンシティ横浜 要 TEL・Eメール・FAX

三田国際学園 学校説明会 8月6日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

国立音楽大学附属 楽器作り教室 8月6日 土 10:00-12:00 保・受4-6 要 Web・FAX

本庄東高等学校附属
入試問題分析会・解説授
業

8月6日 土 9:30-12:20 保・受6 要 Web・FAX 校内見学有

日本大学豊山女子 夏休み学校見学会② 8月6日 土 9:00 要 Web

函館白百合学園 白百合KIDS 8月7日 日 10:00 受 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

国学院大学栃木 come in 國學院 8月7日 日 9:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

自由の森学園 学びの森「数学の日」 8月7日 日 10:00-15:00 保・受

女子美術大学付属 「美術のひろば」 8月7日 土 保・受 要 Web 対象に美術の先生含

成城学園
オール成城学園オープン
キャンパス

8月7日 日 保・受 不要

北嶺 東京学校説明会 8月7日 日 10:00-11:30 保・受
TKP東京駅日本橋カンファレンス
センター

要 TEL・Eメール・FAX

並木（茨城県立） 学校説明会 8月7日 日 10:00-14:30 保・受56 ノバホール 要

共立女子第二 中学理科実験教室 8月7日 日 14:00-16:00 入試相談有

富士高等学校附属（都立） 体験授業・体験部活 8月8日 月 9:00-12:30 保・受 要 往復葉書 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月9日 火 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

富士高等学校附属（都立） 体験授業・体験部活 8月9日 火 9:00-12:30 保・受 要 往復葉書 校内見学有

佼成学園 夏休み見学会 8月9日 火 10:00-11:00 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 8月9日 火 13:00-14:00 要 Web

西武台千葉 学校見学会 8月9日 火 9:00

西武台千葉 学校見学会 8月9日 火 11:00

修徳 入試個別説明会 8月10日 水 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

富士高等学校附属（都立） 体験授業・体験部活 8月10日 水 9:00-12:30 保・受 要 往復葉書 校内見学有

武蔵高校附属（都立） 夏季見学会 8月10日 水 保・受 不要

佼成学園 夏休み見学会 8月10日 水 10:00-11:00 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 8月10日 水 13:00-14:00 要 Web

修徳 入試個別説明会 8月11日 木 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

横須賀学院 オープンスクール 8月11日 木 10:00-13:00 保・受 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 8月11日 木 10:00-11:00 要 Web

佼成学園 夏休み見学会 8月11日 木 13:00-14:00 要 Web

修徳 入試個別説明会 8月12日 金 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月13日 土 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月14日 日 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月16日 火 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月17日 水 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

工学院大学附属 ミニ学校説明会 8月17日 水 13:00 要 Web 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月18日 木 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

工学院大学附属 ミニ学校説明会 8月18日 木 13:00 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 夏休みミニ説明会③ 8月19日 金 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

千葉（千葉県立） 学校説明会 8月19日 金 未定 保 千葉県文化会館 不要

暁星 入試問題解説会 8月19日 金 10:00-11:30 保・受 スクワール麹町 不要

浦和実業学園 夏の体験授業 8月19日 金 9:30-11:30 保・受 要 Eメール

修徳 入試個別説明会 8月19日 金 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

南多摩（都立） 学校紹介３ 8月19日 金 13:00 保・受 不要

南多摩（都立） 体験授業 8月19日 金 9:00 保・受 要 往復葉書 校内見学有

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 8月20日 土 14:30 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

茨城キリスト教学園 Summer Festival ICJH 8月20日 土 14:00-17:00 保・受 要 TEL 校内見学有
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浦和実業学園 夏の体験授業 8月20日 土 9:30-11:30 保・受 要 Eメール

埼玉平成 学校説明会 8月20日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月20日 土 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東海大学菅生 学校説明会 8月20日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 8月20日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東邦大学付属東邦
帰国生学校見学会・説明
会

8月20日 土 10:30-12:00 保・受 要 Web

トキワ松学園 夏の学校見学会 8月20日 土 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web

トキワ松学園 夏の学校見学会 8月20日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web

緑ヶ丘女子 学校見学会 8月20日 土 10:00-12:00 保・受 不要

武蔵
東京都私立学校展（進学
相談会）

8月20日 土 保・受 不要

横浜隼人 オープンキャンパス 8月20日 土 9:10 保・受 要 Web・Eメール・FAX

大妻多摩 夜の説明会 8月20日 土 17:00-19:00 保・受4-6 要 Web 校内見学有

駒場東邦 東京都私立学校展 8月20日 土 10:00-16:00 不要

昌平 おもしろ実験教室 8月21日 日 9:00-12:00 受4-6 要 Web

国府台女子学院 夏期講習見学会 8月21日 日 保・受 要 TEL

相模女子大学 オープンスクール 8月21日 日 9:30-12:00 保・受 要 TEL・Web

狭山ヶ丘高校付属 オープンスクール 8月21日 日 10:00 保・受 要 体験授業有

修徳 入試個別説明会 8月21日 日 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

翔凜 体験入学 8月21日 日 9:00-12:40 保・受 不要

西武台千葉 オープンスクール 8月21日 日 9:00-12:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

智学館 オープンスクール② 8月21日 日 10:00-14:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

トキワ松学園 夏の学校見学会 8月21日 日 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web

トキワ松学園 夏の学校見学会 8月21日 日 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web

本庄東高等学校附属 学校説明会 8月21日 日 9:30-12:00 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

武蔵
東京都私立学校展（進学
相談会）

8月21日 日 保・受 不要

川村
Enjoy！サマーワーク
ショップ①

8月21日 日 10:00 保・受3-6 要 TEL・Web 校内見学有

浦和（さいたま市立） 学校説明会 8月21日 日 保・受6 要 往復葉書

駒場東邦 東京都私立学校展 8月21日 日 10:00-16:00 不要

国府台女子学院 夏期講習見学会 8月22日 月 保・受 要 TEL

東邦大学付属東邦 体験見学会 8月22日 月 保・受 要 Web

川村
Enjoy！サマーワーク
ショップ②

8月22日 月 10:00 保・受3-6 要 TEL・Web 校内見学有

修徳
ネイチャープログラム体
験学習

8月23日 火 10:00 受 要 TEL・FAX

橘学苑 学校見学会 8月23日 火 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

東邦大学付属東邦 体験見学会 8月23日 火 保・受 要 Web

川村
Enjoy！サマーワーク
ショップ③

8月23日 火 10:00 保・受3-6 要 TEL・Web 校内見学有

東葛飾（千葉県立） 入試説明会・学校説明会 8月23日 火 9:30-17:00 保・受6 柏市文化会館 不要

カリタス女子 夜のミニ説明会 8月24日 水 18:30-19:30 保・受 要 Web

浦和明の星女子 学校見学会 8月24日 水 9:30-11:30 保・受 不要

修徳 入試個別説明会 8月24日 水 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東邦大学付属東邦 体験見学会 8月24日 水 保・受 要 Web

成田高校付属 学校説明会 8月24日 水 9:00-12:15 保・受 要 Web 校内見学有

立正大学付属立正 第3回イブニング説明会 8月24日 水 19:00-20:00 保・受 要 Web

アレセイア湘南 夏休みスクールガイド 8月24日 水 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

アレセイア湘南 夏休みスクールガイド 8月24日 水 11:30-13:00 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

修徳 入試個別説明会 8月25日 木 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

日本大学第一 学校見学会 8月25日 木 10:00 保・受 要 Web

日本大学第一 学校見学会 8月25日 木 14:00 保・受 要 Web

京華 ナイト説明会② 8月26日 金 18:30-19:30 保・受 要 Web

駒込 授業体験会（ICT・英語） 8月26日 金 13:30-15:30 保・受 要 校内見学有

修徳 入試個別説明会 8月26日 金 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

日本大学第一 学校見学会 8月26日 金 10:00 保・受 要 Web

日本大学第一 学校見学会 8月26日 金 14:00 保・受 要 Web

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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聖園女学院 ナイト説明会 8月26日 金 18:00-19:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

明治大学付属明治 第5回施設見学会 8月26日 金 10:00-12:00 保・受 不要 個別相談有

明治大学付属明治 第5回施設見学会 8月26日 金 13:30-15:30 保・受 不要 個別相談有

和光 学校説明会② 8月26日 金 19:00-20:30 保・受 和光大学ポプリホール 不要

上野学園 オープンスクール 8月27日 土 一般 要 TEL・FAX

青稜 体験入学 8月27日 土 10:00-15:00 受 要 Web 校内見学有

星美学園 授業体験会 8月27日 土 10:00-11:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

森村学園 オープンスクール 8月27日 土 10:00-12:00 受4-6 要 Web

恵泉女学園 第3回学校説明会 8月27日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

駒沢学園女子 オープンキャンパス 8月27日 土 9:30 保・受 不要

晃華学園 学校見学会（夏期） 8月27日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

海陽 理科工作教室 8月27日 土 保・受 要

京華女子 オープンキャンパス④ 8月27日 土 10:30 保・受 要 制服試着会有

駒込 授業体験会（ICT・国算） 8月27日 土 13:30-15:30 保・受 要 校内見学有

捜真女学校 ミニ説明会④ 8月27日 土 9:00-10:10 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学有

貞静学園 夏休み体験入学 8月27日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

自修館 学校説明会 8月27日 土 10:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

自修館 理科実験・部活動見学 8月27日 土 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 8月27日 土 9:40-11:00 保・受 要 Web

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 8月27日 土 13:30-14:50 保・受 要 Web

芝浦工業大学柏 中学校見学会 8月27日 土 10:00 保・受 不要

修徳 入試個別説明会 8月27日 土 10:00-15:00 保・受 要 TEL 校内見学有

聖徳学園 体験授業＆説明会 8月27日 土 14:30-16:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

湘南学園 夏休み！夕涼み説明会 8月27日 土 17:00-19:00 保・受 要 TEL

白梅学園清修 学校説明会 8月27日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

駿台学園 第1回学校説明会 8月27日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

聖徳大学附属女子 オープンスクール 8月27日 土 9:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

星美学園 学校説明会 8月27日 土 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 8月27日 土 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

中央大学附属横浜 学校説明会 8月27日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

帝京 オープンスクール 8月27日 土 保・受 要 TEL・Web・FAX

東邦音楽大学附属東邦 夏期講習会 8月27日 土 9:00 保・受 要 TEL・Web・FAX

東邦大学付属東邦 学校見学会 8月27日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

中村 NA夏MURA祭 8月27日 土 13:00-17:00 保・受 不要

中村
アクティブラーニング型授
業体験

8月27日 土 13:00-14:00 保・受 要 TEL・Web

日本大学第一 学校見学会 8月27日 土 10:00 保・受 要 Web

日本大学第一 学校見学会 8月27日 土 14:00 保・受 要 Web

日本大学豊山 クラブフェア 8月27日 土 9:00-11:00 保・受 不要 校内見学有

日出 オープンスクール② 8月27日 土 保・受 要
TEL・葉書・往復葉書・
Web・Eメール・FAX

日出学園 体験入学 8月27日 土 8:30-13:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

開智未来 学校説明会 8月27日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 学校説明会 8月27日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

法政大学 施設見学会 8月27日 土 10:00 保・受 要 Web・Eメール

法政大学 施設見学会 8月27日 土 13:00 保・受 要 Web・Eメール

法政大学 施設見学会 8月27日 土 15:00 保・受 要 Web・Eメール

北嶺 オープンキャンパス 8月27日 土 9:30-15:30 保・受 不要 授業見学有

明治大学付属明治 第6回施設見学会 8月27日 土 10:00-12:00 保・受 不要 個別相談有

明治大学付属明治 第6回施設見学会 8月27日 土 13:30-15:30 保・受 不要 個別相談有

明星 オープンキャンパス 8月27日 土 9:00-15:00 保・受 不要

目白研心 中学説明会 8月27日 土 午前 保・受 不要 校内見学有

八雲学園 ミニ説明会 8月27日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 8月27日 土 11:00-11:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有
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八雲学園 学校見学会 8月27日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

八雲学園 体験教室 8月27日 土 10:00-10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

佐久長聖 学校説明会（授業体験） 8月27日 土 8:40-12:10 保・受4-6 要 校内見学・授業見学有

東海大学付属浦安 オープンスクール 8月27日 土 9:00-12:00 保・受4-6 要

日本大学藤沢 オープンスクール 8月27日 土 10:00-12:50 保・受4-6 要 Web

伊奈学園（埼玉県立） 入試説明会・学校説明会 8月27日 土 9:30-11:00 保・受6 要 往復葉書・Web 校内見学有

伊奈学園（埼玉県立） 入試説明会・学校説明会 8月27日 土 11:30-13:00 保・受6 要 往復葉書・Web 校内見学有

星美学園 新入試制度体験会 8月27日 土 11:00-12:00 保・受6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

獨協埼玉 体験授業 8月27日 土 9:30-11:30 保・受6 不要 校内見学有

工学院大学附属 科学教室2016 8月27日 土 10:30-12:10 要 Eメール・FAX 英検2級程度以上の英語能力要

工学院大学附属 科学教室2016 8月27日 土 13:30-15:10 要 Eメール・FAX 英検2級程度以上の英語能力要

工学院大学附属 進学相談コーナー 8月27日 土 10:00-15:00 不要

新渡戸文化 学校説明会③ 8月27日 土 10:00 要 TEL・Eメール

日本大学豊山女子 夏休み学校見学会③ 8月27日 土 9:00 要 Web

宝仙学園理数インター
オープンスクールの体感
イベント

8月27日 土 13:30-15:00 要

八千代松陰
オープンスクール（生徒会
主催）

8月27日 土 9:30-13:00 不要 授業見学有

横浜富士見丘学園 オープンスクール 8月27日 土 9:00-12:00 要 Web

本庄第一 オープンスクール 8月28日 日 9:00-12:00 一般 要

盛岡白百合学園 学園祭（文化祭） 8月28日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京大学教育学部附属 体験授業 8月28日 日 受 要 校内見学・授業見学有

昌平 腕だめしテスト② 8月28日 日 9:00 受6 要 Web

昌平 腕だめしテスト② 8月28日 日 10:30 受6 要 Web

明星学園 体験入学B 8月28日 日 受6 要 校内見学有

麹町学園女子 夏のオープンキャンパス 8月28日 日 9:00 保・受 要 Web

自由の森学園 理科の日 8月28日 日 10:00-16:00 保・受

淑徳SC 学校説明会 8月28日 日 11:00 保・受 校内見学有

昌平
学校説明会⑤・教育講演
会

8月28日 日 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

昭和学院 オープンスクール 8月28日 日 10:00-12:00 保・受 要 Web

千代田女学園 オープンキャンパス② 8月28日 日 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

帝京 オープンスクール 8月28日 日 保・受 要 TEL・Web・FAX

東海大学付属高輪台 学校説明会 8月28日 日 10:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

東京家政大学附属女子 夏休み学校見学会 8月28日 日 9:30-11:30 保・受 不要

東洋大学京北 学校説明会 8月28日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

日本大学第一 オープンスクール 8月28日 日 9:00 保・受 要 Web

明星 オープンキャンパス 8月28日 日 9:00-15:00 保・受 不要

立正大学付属立正 授業体験・相談会 8月28日 日 9:20-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

立正大学付属立正 第2回オープンスクール 8月28日 日 9:20-13:00 保・受 要 Web

淑徳 中学校説明会 8月28日 日 9:30-12:00頃 保・受4-6 要 小3以下の参加は要相談

東京農業大学第一 体験授業 8月28日 日 9:00-16:00 保・受56 要 Web 校内見学有

多摩大学附属聖ヶ丘 イブニング説明会 8月28日 日 18:30-20:00 保・受6 要 Web 校内見学有

大妻嵐山 オープンスクール 8月28日 日 10:00-12:00 要 Eメール・FAX

工学院大学附属 科学教室2016 8月28日 日 10:30-12:10 要 Eメール・FAX 英検2級程度以上の英語能力要

工学院大学附属 科学教室2016 8月28日 日 13:30-15:10 要 Eメール・FAX 英検2級程度以上の英語能力要

工学院大学附属 進学相談コーナー 8月28日 日 10:00-15:00 不要

文京学院大学女子 文京生体験・学校説明会 8月28日 日 10:00-13:30 要 Web・TEL・Eメール
コース体験・礼法体験・給食体験
有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 8月29日 月 9:40-11:00 保・受 要 Web

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 8月29日 月 13:30-14:50 保・受 要 Web

文教大学付属 理科実験教室 8月29日 月 14:00 保・受 要 TEL・Web・FAX

春日部共栄 ナイト説明会 8月30日 火 19:00-20:00 保・受 ふれあいキューブ 不要

貞静学園 貞静体育祭 8月31日 水 保・受 東京体育館 不要 入試相談有

愛光 オープンスクール 8月 9:30-12:00 不要

愛光 オープンスクール 8月 13:30-16:00 不要
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北嶺 体育祭 9月2日 金 9:00-15:00 一般
北嶺中・高等学校野幌総合運動
競技場

不要 雨天9/9(金)延期

南高校附属（横浜市立） 南高祭（文化祭） 9月2日 金 一般 不要 展示の部のみ公開

聖学院 イヴニング説明会 9月2日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

聖ヨゼフ学園 イブニング説明会① 9月2日 金 18:30-19:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

伊奈学園（埼玉県立） 学園祭（文化祭） 9月3日 土 一般 不要 入試相談有11:00-16:00

浦和明の星女子 明の星祭（文化祭） 9月3日 土 10:00 一般 不要 入試相談有

西武台千葉 輝陽祭（文化祭） 9月3日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

西武台新座 武陽祭（文化祭） 9月3日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

立川国際（都立） 紫翠祭 9月3日 土 一般 不要

函嶺白百合学園 白百合祭（文化祭） 9月3日 土 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

開智未来 未来祭（文化祭） 9月3日 土 一般 不要

南高校附属（横浜市立） 南高祭（文化祭） 9月3日 土 一般 不要 展示の部のみ公開

穎明館 学校説明会 9月3日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

青山学院横浜英和 第3回学校説明会 9月3日 土 10:00-11:10 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

青山学院横浜英和 第3回学校説明会 9月3日 土 14:00-15:10 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

神奈川大学附属 個別相談会 9月3日 土 12:30-15:30 保・受 KUポートスクエア 不要

啓明学園 第2回学校説明会 9月3日 土 保・受 不要 校内見学有

攻玉社 第2回国際学級 9月3日 土 10:20-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

佼成学園 学校説明会 9月3日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

実践女子学園 GSC説明会 9月3日 土 13:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

女子聖学院
生徒が語る女子聖学院の
グローバル教育

9月3日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

普連土学園 生徒への質問会② 9月3日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

成立学園 学校説明会 9月3日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

東京電機大学 入試説明会 9月3日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 9月3日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

土佐塾 学校相談会 9月3日 土 15:00-16:30 保・受 安芸 不要

日出学園 学校見学会 9月3日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web

富士見 学校説明会 9月3日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

明星 学校説明会 9月3日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

横須賀学院 第2回学校説明会 9月3日 土 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

東洋英和女学院 第2回学校説明会 9月3日 土 13:30-15:00 保・受1-5 不要 校内見学有

東洋英和女学院 第1回学校説明会 9月3日 土 10:00-11:30 保・受6 不要 校内見学有

浦和（さいたま市立） 学校公開 9月3日 土 8:30-11:20 不要 校内見学・授業見学有

神田女学園
トライアルレッスン（グロー
バルクラス）

9月3日 土 14:00

淑徳SC 学校説明会 9月3日 土

武蔵野女子学院 MJ学校見学会② 9月3日 土 10:00-12:00 不要 授業見学有

伊奈学園（埼玉県立） 学園祭（文化祭） 9月4日 日 一般 不要 入試相談有11:00-15:30

浦和明の星女子 明の星祭（文化祭） 9月4日 日 9:30 一般 不要 入試相談有

西武台千葉 輝陽祭（文化祭） 9月4日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

西武台新座 武陽祭（文化祭） 9月4日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

立川国際（都立） 紫翠祭 9月4日 日 一般 不要

成田高校付属 葉牡丹祭（文化祭） 9月4日 日 9:00-14:00 一般 不要 入試相談有

函嶺白百合学園 白百合祭（文化祭） 9月4日 日 9:30-14:00 一般 不要 入試相談有

南高校附属（横浜市立） 南高祭（文化祭） 9月4日 日 一般 不要 展示の部のみ公開

札幌聖心女子学院 友愛セール公開 9月4日 日 10:00 保・受 不要 校内見学有

智学館 入試説明会① 9月4日 日 10:00-12:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

東京農業大学第一 学校説明会 9月4日 日 10:00-12:00 保・受 大学百周年講堂 不要 校内見学有

本郷 学校説明会 9月4日 日 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

恵泉女学園 授業見学会 9月6日 火 10:00-12:30 保 要 Web

鷗友学園女子 学校説明会 9月6日 火 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学・授業見学有

鷗友学園女子 学校説明会 9月6日 火 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学・授業見学有

武相 学校説明会 9月6日 火 9:00-10:30 保 不要 校内見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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武相 学校説明会 9月6日 火 13:30-15:00 保 不要 校内見学有

東京女学館 学校説明会 9月6日 火 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

横浜富士見丘学園 学校説明会 9月7日 水 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

武蔵野 体育祭 9月8日 木 9:00 保・受 北区立北運動場 不要 雨天9/9(金)延期

成田高校付属 体育祭 9月9日 金 一般 不要 雨天9/12(土)13(日)延期

青稜 イブニング説明会 9月9日 金 18:00-19:00 保 不要

京華女子 ナイト説明会② 9月9日 金 18:00 保・受 要

光塩女子学院 第2回学校説明会 9月9日 金 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

麗澤 麗鳳祭（文化祭） 9月9日 金 13:00-17:00 保・受 柏市市民文化会館 不要 入試相談有

浅野 打越祭第1部（文化祭） 9月10日 土 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

片山学園 体育大会 9月10日 土 9:00-17:00 一般 不要

清真学園 創陵祭（文化祭） 9月10日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

国際学院 五峯祭（文化祭） 9月10日 土 11:00-16:00 一般 不要 入試相談有

埼玉大学附属 附中祭（文化祭） 9月10日 土 8:30 一般 不要

相模女子大学 体育祭 9月10日 土 9:00-15:00 一般 不要 雨天9/11(日)延期

狭山ヶ丘高校付属 狭丘祭（文化祭） 9月10日 土 11:00-15:00 一般 不要

芝 学園祭 9月10日 土 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

渋谷教育学園渋谷 飛龍祭（文化祭） 9月10日 土 9:30-15:30 一般 不要

昌平 昌平祭（文化祭） 9月10日 土 12:00-15:00 一般 不要 入試相談有

城北 体育祭 9月10日 土 8:00-1600 一般 不要

城北埼玉 けやき祭（文化祭） 9月10日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

東京純心女子 純心祭（文化祭） 9月10日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

日本大学豊山女子 秋桜祭（文化祭） 9月10日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東葛飾（千葉県立） 文化祭 9月10日 土 10:00-15:00 一般 不要

聖望学園 中山祭（文化祭） 9月10日 土 12:00-16:00 一般 不要 入試相談有

富士高等学校附属（都立） 富士祭（文化祭） 9月10日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

武南 武南祭（文化祭） 9月10日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

文教大学付属 白蓉祭（文化祭） 9月10日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

星野学園 星華祭 9月10日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

本庄第一 桐華祭（文化祭） 9月10日 土 一般 不要

本庄東高等学校附属 きりぐるま祭（文化祭） 9月10日 土 一般 不要 入試相談有

南多摩（都立） 南魂祭 9月10日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

武蔵高校附属（都立） 武蔵祭 9月10日 土 一般 不要

両国高校附属（都立） 文化祭 9月10日 土 一般 不要

修徳
ネイチャープログラム体
験学習

9月10日 土 14:00 受 要 TEL・FAX

星美学園 クラブ体験 9月10日 土 15:00-16:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

星美学園 授業体験会 9月10日 土 14:00-15:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

世田谷学園 入試説明会 9月10日 土 10:30 受1-5 要 Web 施設見学・授業見学有

武蔵野東 公開体験講座 9月10日 土 10:30-12:00 受4-6 要 TEL・Web・Eメール

安田学園 クラブ体験・授業体験 9月10日 土 14:30-16:30 受56 要 Web

函館白百合学園 チャレンジイングリッシュ 9月10日 土 10:00 受6 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

9月10日 土 10:00-11:45 受6 要 校内見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

9月10日 土 14:00-15:45 受6 要 校内見学有

カリタス女子 見学会 9月10日 土 10:00-11:15 保・受 要 Web

国学院大学久我山 学校説明会①（男子） 9月10日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 学校説明会①（女子） 9月10日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

十文字 学校説明会 9月10日 土 10:00-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

駒沢学園女子 学校説明会 9月10日 土 13:30 保・受 不要 校内見学有

青稜 入試説明会 9月10日 土 14:30-16:00 保 不要 校内見学有

清泉女学院 第2回学校説明会 9月10日 土 10:00-12:00 保 不要 校内見学有

晃華学園 学校見学会 9月10日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 授業見学有

足立学園 学校説明会 9月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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江戸川女子 学校説明会 9月10日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

大妻中野 学校説明会 9月10日 土 10:15-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

大妻中野 第3回帰国生・GLC説明会 9月10日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

小野学園女子 学校説明会 9月10日 土 14:00-15:10 保・受 要 Weｂ 校内見学有

学習院 一般・帰国子弟説明会② 9月10日 土 14:00 保・受 校内見学有

神奈川大学附属 個別相談会 9月10日 土 12:30-15:30 保・受 KUポートスクエア 不要

鎌倉女子大学 第5回学校説明会 9月10日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北鎌倉女子学園 音楽コース個別相談会 9月10日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

共立女子 帰国生学校説明会 9月10日 土 14:00-15:30 保・受

国本女子 体育祭 9月10日 土 9:00-15:00 保・受 町田キャンパス 不要 雨天9/17(土)延期・入試相談有

慶應義塾普通部 学校説明会 9月10日 土 午後 保・受 大学日吉キャンパス独立館 不要

攻玉社 土曜説明会 9月10日 土 11:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

サレジオ学院 学校説明会 9月10日 土 14:00-15:40 保・受 要 Web 校内見学有

松蔭 学校説明会 9月10日 土 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

巣鴨 学校説明会 9月10日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

星美学園 学校説明会 9月10日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

橘学苑 学校説明会 9月10日 土 保・受 不要 校内見学有

鶴見大学附属 学校説明会 9月10日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東海大学菅生 夜の説明会 9月10日 土 18:00-20:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

東海大学付属相模 第2回オープンキャンパス 9月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

東京純心女子 学校説明会 9月10日 土 11:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

東京成徳大学 学校説明会 9月10日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 9月10日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

トキワ松学園
生徒が語るトキワ松説明
会

9月10日 土 14:30-15:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

土佐塾 学校相談会 9月10日 土 10:00-13:00 保・受 四万十 不要

豊島岡女子学園 豊島岡生による学校紹介 9月10日 土 9:30 保・受 要 Web

豊島岡女子学園 豊島岡生による学校紹介 9月10日 土 13:00 保・受 要 Web

中村 学校説明会 9月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

日本女子大学附属 学校説明会 9月10日 土 保・受 日本女子大学目白キャンパス 不要 校内見学有

函館白百合学園 第3回学校説明会 9月10日 土 保・受 不要

法政大学第二 学校説明会 9月10日 土 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

目黒学院 オープンスクール 9月10日 土 9:00-12:40 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

目黒学院 第3回学校説明会 9月10日 土 9:00-12:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

安田学園 学校説明会 9月10日 土 14:30-16:30 保・受 不要

麗澤 麗鳳祭（文化祭） 9月10日 土 9:00-14:00 保・受 不要 入試相談有

吉祥女子 学校説明会 9月10日 土 14:00-15:30 保・受1-5 不要 校内見学・授業見学有

聖望学園 ミニ説明会② 9月10日 土 10:00-12:00 保・受4-6 要 Web 校内見学有

武蔵野東 スクールツアー 9月10日 土 10:30-11:30 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

横浜創英 学校説明会・体験授業 9月10日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 学校見学有

吉祥女子 学校説明会 9月10日 土 10:30-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

共立女子第二 白亜祭１日目 9月10日 土 11:00-15:30 ミニ説明会実施①11:30②13:30

工学院大学附属 第2回学校説明会 9月10日 土 10:00 要 校内見学有

浅野 打越祭第1部（文化祭） 9月11日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

浦和実業学園 浦実祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-14:00 一般 不要 入試相談有

清真学園 創陵祭（文化祭） 9月11日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

国際学院 五峯祭（文化祭） 9月11日 日 11:00-16:00 一般 不要 入試相談有

狭山ヶ丘高校付属 狭丘祭（文化祭） 9月11日 日 9:30-14:30 一般 不要

芝 学園祭 9月11日 日 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

渋谷教育学園幕張 槐祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

昌平 昌平祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

城北埼玉 けやき祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-19:00 一般 不要 入試相談有

東京純心女子 純心祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有
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日本大学豊山女子 秋桜祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

聖望学園 中山祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

富士高等学校附属（都立） 富士祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

武南 武南祭（文化祭） 9月11日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

文教大学付属 白蓉祭（文化祭） 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

星野学園 星華祭 9月11日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

本庄第一 桐華祭（文化祭） 9月11日 日 一般 不要

本庄東高等学校附属 きりぐるま祭（文化祭） 9月11日 日 一般 不要 入試相談有

南多摩（都立） 南魂祭 9月11日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

武蔵高校附属（都立） 武蔵祭 9月11日 日 一般 不要

両国高校附属（都立） 文化祭 9月11日 日 一般 不要

東京女子学園 体験授業 9月11日 日 14:00 受 要 TEL・Web 校内見学有

国学院大学久我山 学校説明会②（男子） 9月11日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 学校説明会②（女子） 9月11日 日 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

東京純心女子 学校説明会 9月11日 日 11:00-12:00 保 不要 校内見学有

共立女子 第1回学校説明会 9月11日 日 9:30-10:30 保・受

慶應義塾普通部 学校説明会 9月11日 日 午前 保・受 大学日吉キャンパス独立館 不要

慶應義塾普通部 学校説明会 9月11日 日 午後 保・受 大学日吉キャンパス独立館 不要

貞静学園 学校説明会 9月11日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

狭山ヶ丘高校付属 学校見学説明会 9月11日 日 10:00-11:30 保・受 不要

芝浦工業大学 入試説明会 9月11日 日 保・受 新校舎（豊洲） 要 Web 校内見学有

芝浦工業大学柏 入試説明会 9月11日 日 14:00 保・受 不要 校内見学有

東京女子学園 学校説明会 9月11日 日 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京大学教育学部附属 学校説明会 9月11日 日 保・受 不要

東京都市大学付属 学校説明会② 9月11日 日 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

横浜翠陵 適性検査型入試説明会 9月11日 日 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

立正大学付属立正 学校説明会 9月11日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

共立女子第二 白亜祭２日目 9月11日 日 11:00-15:30 ミニ説明会実施①11:30②13:30

聖セシリア女子 学校説明会 9月13日 火 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校説明会 9月14日 水 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

横浜 学校説明会 9月14日 水 19:00 保・受 不要

麹町学園女子 第4回学校説明会 9月15日 木 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

駿台学園 イブニング説明会 9月15日 木 18:00-19:30 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

女子聖学院 ナイト説明会② 9月16日 金 19:00-20:00 保 聖学院新館 要 Web

横浜翠陵 ミニ説明会 9月16日 金 10:00-11:30 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

埼玉栄 学校説明会 9月16日 金 19:00 保・受 不要 校内見学有

本庄東高等学校附属 自由授業参観日 9月16日 金 9:30-13:00 保・受 要 Web・FAX 校内見学・授業見学有

八雲学園 体育祭 9月16日 金 保・受 駒沢体育館 不要

暁星国際学園 学園祭（文化祭） 9月17日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

晃華学園 文化祭 9月17日 土 9:30-16:30 一般 要 Web 入試相談有

アレセイア湘南 平和祭 9月17日 土 9:30 一般 不要 入試相談有

海城 文化祭 9月17日 土 9:00-16:00 一般 不要

穎明館 文化祭 9月17日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

鷗友学園女子 かもめ祭（文化祭） 9月17日 土 9:30-16:30 一般 要 Web 入試相談有

大妻 文化祭 9月17日 土 13:00-16:00 一般 大妻講堂 不要 入試相談

大妻多摩 けやき祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

海陽 海陽祭（文化祭） 9月17日 土 一般 不要 入試相談有

鎌倉女子大学 みどり祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

吉祥女子 吉祥祭（文化祭） 9月17日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

埼玉栄 体育栄光祭（体育祭） 9月17日 土 9:30 一般 不要

サレジオ学院 サレジオ祭 9月17日 土 10:30-16:30 一般 不要 入試相談有

品川女子学院 白ばら祭（文化祭） 9月17日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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聖徳学園 太子祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

巣鴨 巣鴨祭（文化祭） 9月17日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

駿台学園 学園祭 9月17日 土 一般 不要 入試相談有

成城 成城祭（文化祭） 9月17日 土 一般 不要 入試相談有

千葉（千葉県立） 千秋祭（文化祭） 9月17日 土 9:30-15:00 一般 不要

中央大学附属 白門祭 9月17日 土 9:30-15:00 一般 不要 キャンパスツアー・入試相談有

筑波大学附属 運動会 9月17日 土 8:30-15:00 一般 不要 雨天順延

東京学芸大学附属国際 スクールフェスティバル 9月17日 土 一般 不要

東京電機大学 武蔵野祭（文化祭） 9月17日 土 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

東邦大学付属東邦 銀杏祭（文化祭） 9月17日 土 一般 一般 入試相談有

東洋大学附属牛久 創造祭（文化祭） 9月17日 土 一般 不要

日本大学 桜苑祭（文化祭） 9月17日 土 一般 不要 入試相談有

日本大学第三 体育大会 9月17日 土 一般 不要

白鷗高校附属（都立） 白鷗祭（文化祭） 9月17日 土 一般 不要

本郷 本郷祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-16:30 一般 不要 入試相談有

聖園女学院 聖園祭 9月17日 土 9:30-15:30 一般 不要 入試相談有

明星学園 明祭（文化祭） 9月17日 土 一般 高等学校 不要

目白研心 桐陽祭 9月17日 土 一般 不要 入試相談有

森村学園 みずき祭（文化祭） 9月17日 土 一般 不要 入試相談有

世田谷学園 入試説明会 9月17日 土 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

国学院大学久我山 学校説明会③（男子） 9月17日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 学校説明会③（女子） 9月17日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

十文字 十文字祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-16:00 保・受 不要 入試相談有

南高校附属（横浜市立） 学校施設見学会 9月17日 土 保・受 不要 授業見学有

青山学院 学校説明会 9月17日 土 10:00-11:30 保・受 不要

青山学院 学校説明会 9月17日 土 14:00-15:30 保・受 不要

関東学院 学校説明会 9月17日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

北鎌倉女子学園 ミニ説明会 9月17日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学・授業見学有

共立女子 第2回学校説明会 9月17日 土 14:00-15:00 保・受

慶應義塾湘南藤沢 第1回学校説明会 9月17日 土 12:30-13:40 保・受 不要 校内見学有

慶應義塾湘南藤沢 第1回学校説明会 9月17日 土 14:30-15:40 保・受 不要 校内見学有

相模女子大学 学校説明会 9月17日 土 10:00-12:00 保・受 不要

桜華女学院 学校説明会 9月17日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

貞静学園 ひなづる祭（文化祭） 9月17日 土 9:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

淑徳 光輪祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-14:00 保・受 不要 入試相談有

城西大学附属城西 第2回中学校説明会 9月17日 土 14:30-15:40 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学・授業見学有

湘南学園
第2回学校説明会＆ミニ
オープンキャンパス

9月17日 土 9:30-12:20 保・受 要

城北 学校説明会 9月17日 土 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

白梅学園清修 学校説明会 9月17日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

聖学院 第2回学校説明会 9月17日 土 10:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

洗足学園 洗足祭（文化祭） 9月17日 土 9:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

玉川聖学院 学院祭 9月17日 土 10:00-16:00 保・受 不要 入試相談有

多摩大学目黒 楓戻祭（文化祭） 9月17日 土 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

智学館 入試説明会② 9月17日 土 14:00-15:30 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

千葉明徳 明実祭 9月17日 土 9:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

鶴見大学附属
「校長先生といっしょに学
校散歩！」

9月17日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

帝京 学校説明会 9月17日 土 13:30 保・受 不要

田園調布学園 土曜プログラム見学会 9月17日 土 10:15-11:15 保・受 要 Web

東京学芸大学附属世田谷 入試説明会・学校説明会 9月17日 土 10:30-12:00 保・受

東京学芸大学附属世田谷 入試説明会・学校説明会 9月17日 土 14:00-15:30 保・受

東京家政大学附属女子 第2回学校説明会 9月17日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

東京電機大学 文化祭ミニ説明会 9月17日 土 9:30-10:30 保・受 要 Web
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桐朋 学校説明会③ 9月17日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

函館白百合学園 第3回学校説明会 9月17日 土 保・受 不要

日出 学校説明会 9月17日 土 午後 保・受 不要 校内見学有

開智未来 2016サタデー出張サプリ 9月17日 土 9:30-11:00 保・受 クレアこうのす中会議室1・2 不要

文化学園大学杉並 学校説明会 9月17日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

文教大学付属 学校説明会 9月17日 土 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

富士見 小5以下対象学校説明会 9月17日 土 10:30-12:30 保・受1-5 要 Web 校内見学・授業見学有

富士見 小5以下対象学校説明会 9月17日 土 13:40-15:30 保・受1-5 要 Web 校内見学・授業見学有

東京学芸大学附属世田谷 オープンスクール 9月17日 土 10:30-12:00 保・受56 不要

豊島岡女子学園 入試説明会 9月17日 土 10:30-11:30 保56 要 Web

浦和（さいたま市立） 学校公開 9月17日 土 8:30-11:20 不要 校内見学・授業見学有

文京学院大学女子 授業が見られる説明会 9月17日 土 10:00 要 Web・TEL・Eメール 授業見学有

和洋国府台女子 学校説明会 9月17日 土 10:00

和洋国府台女子 学校説明会 9月17日 土 14:00

和洋国府台女子 部活動体験 9月17日 土

暁星国際学園 学園祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

晃華学園 文化祭 9月18日 日 9:30-15:00 一般 要 Web 入試相談有

海城 文化祭 9月18日 日 9:00-16:00 一般 不要

穎明館 文化祭 9月18日 日 9:30-15:00 一般 不要

桜美林 桜空祭 9月18日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

鷗友学園女子 かもめ祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:30 一般 要 Web 入試相談有

大妻 文化祭 9月18日 日 9:30-15:50 一般 大妻講堂 不要 入試相談

大妻多摩 けやき祭（文化祭） 9月18日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

海陽 海陽祭（文化祭） 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

鎌倉女子大学 みどり祭（文化祭） 9月18日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

吉祥女子 吉祥祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

小石川（都立） 創作展（文化祭） 9月18日 日 一般 不要

攻玉社 文化祭 9月18日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

サレジオ学院 サレジオ祭 9月18日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

品川女子学院 白ばら祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

聖徳学園 太子祭（文化祭） 9月18日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

白百合学園 学園祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

巣鴨 巣鴨祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

駿台学園 学園祭 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

成城 成城祭（文化祭） 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

成城 成城祭（文化祭） 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

千葉（千葉県立） 千秋祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:00 一般 不要

中央大学附属 白門祭 9月18日 日 9:30-15:00 一般 不要 キャンパスツアー・入試相談有

東京電機大学 武蔵野祭（文化祭） 9月18日 日 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

東邦大学付属東邦 銀杏祭（文化祭） 9月18日 日 一般 一般 入試相談有

土佐塾 土萌祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:00 一般 不要

獨協埼玉 蛙鳴祭（文化祭） 9月18日 日 10:00-15:00 一般 不要

日本大学 桜苑祭（文化祭） 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

白鷗高校附属（都立） 白鷗祭（文化祭） 9月18日 日 一般 不要

聖ヨゼフ学園 ヨゼフ祭（文化祭） 9月18日 日 11:00-15:30 一般 不要 入試相談有

本郷 本郷祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

聖園女学院 聖園祭 9月18日 日 9:30-15:30 一般 不要 入試相談有

明星学園 明祭（文化祭） 9月18日 日 一般 高等学校 不要

目白研心 桐陽祭 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

森村学園 みずき祭（文化祭） 9月18日 日 一般 不要 入試相談有

十文字 十文字祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

鷗友学園女子 かもめ祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:30 保・受 要 Web 入試相談有
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駒込 クラブ体験会 9月18日 日 10:00-12:00 保・受 要 校内見学有

貞静学園 ひなづる祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

淑徳 光輪祭（文化祭） 9月18日 日 10:00-14:00 保・受 不要 入試相談有

洗足学園 洗足祭（文化祭） 9月18日 日 9:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

多摩大学目黒 楓戻祭（文化祭） 9月18日 日 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

東京電機大学 文化祭ミニ説明会 9月18日 日 9:30-10:30 保・受 要 Web

獨協埼玉 ミニ説明会（学校祭） 9月18日 日 11:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

目黒星美学園 純花祭 9月18日 日 9:20-17:00 保・受 不要 入試相談有

森村学園 学校説明会 9月18日 日 保・受 不要 校内見学有

両国高校附属（都立） 学校説明会 9月18日 日 保・受 不要 校内見学有

千葉明徳 学校説明会 9月18日 日 10:00-12:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

雙葉 雙葉祭 9月18日 日 9:00-16:00 保・受4-6 不要

東京学芸大学附属国際 スクールフェスティバル 9月18日 日

文京学院大学女子 入試解説・学校説明会 9月18日 日 10:00-11:30 不要

文京学院大学女子 入試解説・学校説明会 9月18日 日 13:30-15:00 不要

桜美林 桜空祭 9月19日 月 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

小石川（都立） 創作展（文化祭） 9月19日 月 一般 不要

攻玉社 文化祭 9月19日 月 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

白百合学園 学園祭（文化祭） 9月19日 月 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

獨協埼玉 蛙鳴祭（文化祭） 9月19日 月 10:00-15:00 一般 不要

聖ヨゼフ学園 ヨゼフ祭（文化祭） 9月19日 月 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

三輪田学園 第2回オープンスクール 9月19日 月 10:00-11:00 受4-6 要 水泳クラブ体験は別日程

浦和実業学園 第2回学校説明会 9月19日 月 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学有

玉川聖学院 学院祭 9月19日 月 9:30-15:30 保・受 不要 入試相談有

開智未来 体験授業 9月19日 月 9:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

三輪田学園 学校説明会 9月19日 月 11:30-12:30 保・受 不要 校内見学有

目黒星美学園 純花祭 9月19日 月 9:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

雙葉 雙葉祭 9月19日 月 9:00-15:30 保・受4-6 不要

浅野 打越祭第2部（体育祭） 9月20日 火 8:50-16:00 一般 不要

鎌倉学園 入試説明会 9月20日 火 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学・授業見学有

春日部共栄 ナイト説明会 9月20日 火 19:00-20:00 保・受 越谷コミュニティ 不要

伊奈学園（埼玉県立） 体育祭 9月21日 水 一般 上尾総合運動公園 不要 雨天9/23(金)延期

捜真女学校 SG祭（文化祭） 9月21日 水 一般 不要 入試相談有

巣鴨 巣鴨祭（体育祭） 9月21日 水 9:00-16:00 一般 不要

逗子開成 OPヨット帆走実習（中３） 9月21日 水 9:00 一般 逗子湾 不要 当日朝実施決定

清泉女学院 清泉祭（文化祭） 9月21日 水 一般 不要 入試相談有

昭和女子大学附属昭和 体育祭 9月21日 水 保・受 不要 入試相談有

山脇学園 ナイト説明会 9月21日 水 18:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

アレセイア湘南 学校説明会 9月21日 水 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

栄東 栄東祭（体育祭） 9月22日 木 一般 上尾運動公園陸上競技場 不要

捜真女学校 SG祭（文化祭） 9月22日 木 一般 不要 入試相談有

清泉女学院 清泉祭（文化祭） 9月22日 木 一般 不要 入試相談有

緑ヶ丘女子 グリーン祭 9月22日 木 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

横須賀学院 楠木祭 9月22日 木 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

昭和女子大学附属昭和 体験授業・体験クラブ 9月22日 木 10:00-12:00 受 要 Web・FAX 校内見学有

川村
チャレンジ講座ステップ
アップセミナー①

9月22日 木 10:00 受4-6 要 TEL・Web

川村 ミニ説明会 9月22日 木 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

京華
KEIKAフェスタ（クラブ・学
習体験）

9月22日 木 10:00-15:30 保・受 要 Web

京華女子 Keika Girl's フェスタ 9月22日 木 10:00 保・受 要

捜真女学校 捜真トークライブ 9月22日 木 11:00-12:00 保・受 不要

城北埼玉 学校説明会 9月22日 木 10:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

翔凜 入試説明会 9月22日 木 10:00-11:30 保・受 不要

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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昭和女子大学附属昭和 学校説明会 9月22日 木 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

豊島岡女子学園 ミニ学校説明会 9月22日 木 10:00-11:00 保・受 要 Web

豊島岡女子学園 ミニ学校説明会 9月22日 木 12:00-13:00 保・受 要 Web

秀明 授業公開・進学相談 9月22日 木 11:00-13:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

武南 第3回学校説明会 9月22日 木 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

横浜翠陵 体験型授業・部活 9月22日 木 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

逗子開成 OPヨット帆走実習（中３） 9月23日 金 9:00 一般 逗子湾 不要 当日朝実施決定

秀光 スポーツチャレンジ 9月23日 金 一般 仙台市陸上競技場 要 TEL・FAX 入試相談有

香蘭女学校 学校説明会 9月23日 金 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

玉川学園 学校説明会 9月23日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web

東京家政大学附属女子 ナイト説明会 9月23日 金 19:00-20:30 保・受 要 Web・FAX

武蔵野東 学校説明会 9月23日 金 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

足立学園 学園祭（文化祭） 9月24日 土 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

市川 なずな祭（文化祭） 9月24日 土 9:00-17:00 一般 不要 入試相談有

上野学園 桜鏡祭（文化祭） 9月24日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

穎明館 体育祭 9月24日 土 9:00-16:00 一般 不要

大妻中野 コスモス祭（文化祭） 9月24日 土 11:00-16:00 一般 不要 入試相談有

開成 開成祭（文化祭） 9月24日 土 9:00 一般 不要

学習院 運動会 9月24日 土 9:00 一般 不要 雨天9/25(日)延期

カリタス女子 マルグリット祭（文化祭） 9月24日 土 9:30-16:00 一般 不要

慶應義塾普通部 労作展（文化祭） 9月24日 土 10:00-16:30 一般 不要 入試相談有

工学院大学附属 夢工祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

佼成学園 渦潮祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

国学院大学久我山 久我山祭（文化祭） 9月24日 土 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

駒込 玉蘭祭 9月24日 土 10:30-15:00 一般 不要 入試相談有

埼玉栄 文化・美の祭典（文化祭） 9月24日 土 9:30-15:30 一般 不要 校内見学有

桜蔭 文化祭 9月24日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

桜華女学院 桜華祭（文化祭） 9月24日 土 一般 不要 入試相談有

実践学園 実践祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-14:00 一般 不要 入試相談有

頌栄女子学院 CLD（文化祭） 9月24日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

城西大学附属城西 しいの木祭（文化祭） 9月24日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

千代田女学園 藤華祭（文化祭） 9月24日 土 13:00 一般 不要 入試相談有

田園調布学園 なでしこ祭（文化祭） 9月24日 土 9:30-16:30 一般 不要 入試相談有

桐蔭学園（女子部） 鸞鳳祭 9月24日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

桐蔭学園（男子部・中等） 鴨翔祭 9月24日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京農業大学第一 桜花祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

桐朋女子 桐朋祭（文化祭） 9月24日 土 12:00-16:00 一般 不要 入試相談有

富士見 芙雪祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

明星 明星祭（文化祭） 9月24日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

安田学園 体育祭 9月24日 土 9:00-15:00 一般 私学財団新小岩G 不要 雨天翌日延期

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 9月24日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

世田谷学園 入試説明会 9月24日 土 10:30 受1-5 要 Web 施設見学・授業見学有

昌平 解説授業体験② 9月24日 土 10:00-12:00 受6 要 Web

東京純心女子 学校説明会 9月24日 土 10:30-12:30 保 不要 校内見学・授業見学有

暁星 入試説明会 9月24日 土 13:00-14:30 保・受 上智大学10号館講堂 不要

上野学園 学校説明会 9月24日 土 10:00-11:00 保・受 要 TEL・FAX

江戸川女子 学校説明会 9月24日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

共立女子 第3回学校説明会 9月24日 土 14:00-15:00 保・受

佼成学園女子 乙女祭（文化祭） 9月24日 土 12:00-16:00 保・受 不要 入試相談有

国際学院 オープンスクール 9月24日 土 10:00-11:45 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

授業見学有

栄東 学校説明会 9月24日 土 保・受 不要 校内見学有

昌平
学校説明会⑥・入試解説
①

9月24日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有
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翔凜 校長ミニ説明会 9月24日 土 10:00-11:30 保・受 不要

翔凜 校長ミニ説明会 9月24日 土 10:00-11:30 保・受 不要

逗子開成 土曜見学会 9月24日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・授業見学有

星美学園 体育祭 9月24日 土 9:00-15:00 保・受 不要 雨天9/25(日)延期

成立学園 成立祭 9月24日 土 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

高輪 第2回帰国生入試説明会 9月24日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学・授業見学有

筑波大学附属 学校説明会 9月24日 土 14:00-15:30 保・受 不要

鶴見大学附属 体育祭 9月24日 土 9:00-15:00 保・受 不要

東京女子学園 梅香祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

東京成徳大学 桐蔭祭 9月24日 土 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 9月24日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東京立正 理科実験体験 9月24日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

桐朋 学校説明会④ 9月24日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

桐朋女子 桐朋祭入試情報室 9月24日 土 12:00-16:00 保・受 不要

東邦大学付属東邦 学校見学会 9月24日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東洋大学京北 学校説明会 9月24日 土 15:00-16:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

函嶺白百合学園 ミニ説明会 9月24日 土 11:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東星学園 学校説明会 9月24日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

星野学園 入試説明会 9月24日 土 10:00 保・受 要 TEL・FAX

三田国際学園 オープンスクール 9月24日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

武蔵 学校説明会 9月24日 土 13:30-15:00 保・受 不要

武蔵野 学校説明会 9月24日 土 保・受 不要 校内見学有

明治学院 学校説明会 9月24日 土 14:00-16:30 保・受 要 Web 校内見学有

明治大学付属中野八王子 第2回学校説明会 9月24日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

八雲学園 ミニ説明会 9月24日 土 9:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 9月24日 土 10:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 9月24日 土 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 9月24日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

青山学院横浜英和 キャンパス体験 9月24日 土 10:30-12:30 保・受56 要 Web 校内見学有

立教女学院 学校説明会 9月24日 土 13:00 保・受56 要 Web 校内見学有

栄光学園 学校説明会 9月24日 土 10:00-11:30 要 校内見学有

江戸川学園取手 第1回入試説明会 9月24日 土 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

神田女学園 学校説明会 9月24日 土 10:00

新渡戸文化 公開授業② 9月24日 土 8:40

新渡戸文化 入試説明会② 9月24日 土 11:30 要 TEL・Eメール

日本大学豊山女子 第3回学校説明会 9月24日 土 10:00 要 Web 校内見学・授業見学有

文京学院大学女子 文女祭（文化祭） 9月24日 土 10:00-15:00 不要

青稜 青稜祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試問題有

足立学園 学園祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

市川 なずな祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

上野学園 桜鏡祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

大妻中野 コスモス祭（文化祭） 9月25日 日 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

開成 開成祭（文化祭） 9月25日 日 9:00 一般 不要

カリタス女子 マルグリット祭（文化祭） 9月25日 日 9:30-15:30 一般 不要

慶應義塾普通部 労作展（文化祭） 9月25日 日 10:00-16:30 一般 不要 入試相談有

工学院大学附属 夢工祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

佼成学園 渦潮祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

国学院大学久我山 久我山祭（文化祭） 9月25日 日 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

駒込 玉蘭祭 9月25日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

埼玉栄 文化・美の祭典（文化祭） 9月25日 日 9:30-15:30 一般 不要 校内見学有

桜蔭 文化祭 9月25日 日 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

桜華女学院 桜華祭（文化祭） 9月25日 日 一般 不要 入試相談有
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実践学園 実践祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-14:00 一般 不要 入試相談有

頌栄女子学院 CLD（文化祭） 9月25日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

城西大学附属城西 しいの木祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

千代田女学園 藤華祭（文化祭） 9月25日 日 10:00 一般 不要 入試相談有

田園調布学園 なでしこ祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-15:45 一般 不要 入試相談有

桐蔭学園（女子部） 鸞鳳祭 9月25日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

桐蔭学園（男子部・中等） 鴨翔祭 9月25日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京農業大学第一 桜花祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

桐朋女子 桐朋祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

土佐塾 体育祭 9月25日 日 9:00-15:00 一般 不要

富士見 芙雪祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

明星 明星祭（文化祭） 9月25日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

和洋国府台女子 体育大会 9月25日 日 一般 入試相談有

日本大学豊山 体験授業・クラブ体験 9月25日 日 13:00 受 要 Web 校内見学有

日本大学第三 イベント② 9月25日 日 8:40-12:30 受56 要 Web 校内見学有

聖望学園 入試問題解説授業① 9月25日 日 10:50-11:50 受56 要 Web 校内見学有

片山学園 公開授業 9月25日 日 10:00-12:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学有

共栄学園
入試説明会・部活動体験
会

9月25日 日 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

京華女子 体育祭 9月25日 日 9:00-15:00 保・受 京華学園浦和運動場 不要

佼成学園女子 乙女祭（文化祭） 9月25日 日 9:30-15:00 保・受 不要 入試相談有

西武台新座 第4回学校説明会 9月25日 日 10:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

成立学園 成立祭 9月25日 日 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

東京女子学園 梅香祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

東京成徳大学 桐蔭祭 9月25日 日 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

桐朋女子 桐朋祭入試情報室 9月25日 日 9:00-16:00 保・受 不要

獨協埼玉 学校説明会 9月25日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

日本大学豊山 学校説明会① 9月25日 日 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

本庄第一 中学校説明会 9月25日 日 10:00-12:00 保・受 要

本庄第一 入試対策講座 9月25日 日 13:00-15:00 保・受 要

本庄東高等学校附属 学校説明会 9月25日 日 9:30-12:00 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

目黒星美学園 学校説明会第2回 9月25日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

麗澤 学校説明会 9月25日 日 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

聖望学園 学校説明会② 9月25日 日 10:00-12:00 保・受4-6 要 Web 校内見学有

文京学院大学女子 文女祭（文化祭） 9月25日 日 10:00-15:00 不要

栄光学園 学校説明会 9月26日 月 10:00-11:30 不要 校内見学有

武相 学園祭（文化祭） 9月27日 火 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

横浜雙葉 第2回学校説明会 9月27日 火 10:00-11:20 保 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

東海大学菅生 体育祭 9月28日 水 9:00-15:00 一般

早稲田実業 体育祭 9月28日 水 9:00 一般 不要 雨天翌日延期

川崎高校附属（川崎市立） 学校公開日 9月28日 水 保・受 不要 校内見学・授業見学有

修徳 体育祭 9月28日 水 保・受

成城 中学校説明会① 9月28日 水 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

鶴見大学附属 学校説明会 9月28日 水 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

武蔵 体育祭 9月29日 木 一般 不要 雨天10/1(土)延期

川崎高校附属（川崎市立） 学校公開日 9月29日 木 保・受 不要 校内見学有

聖セシリア女子 学校見学会 9月29日 木 10:00-11:50 保・受 要 TEL・Eメール 授業見学有

啓明学園 啓明祭（文化祭） 9月30日 金 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

武蔵 体育祭 9月30日 金 一般 不要 雨天10/1(土)延期

川崎高校附属（川崎市立） 学校公開日 9月30日 金 保・受 不要 校内見学・授業見学有

京華女子 ナイト説明会③ 9月30日 金 18:00 保・受 要

愛光 文化祭 9月 10:00-16:00 一般 不要

函館白百合学園 個別相談会 9月 19:00 保・受 不要 校内見学有
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かえつ有明 かえつ文化フェスタ 9月 保・受 不要

淑徳与野 なでしこ発表会 9月 保・受 入試相談有

函館白百合学園 第2回東京説明会 9月

暁星 エトワール祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

麻布 運動会 10月1日 土 一般 私学事業団総合運動場 不要

郁文館 郁秋祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

栄光学園 体育祭 10月1日 土 9:00 一般 不要 雨天10/2(日)延期

小野学園女子 志ら梅祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

神奈川大学附属 くすのき祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

鎌倉女学院 文化祭 10月1日 土 一般 不要

神田女学園 姫竹祭 10月1日 土 10:00 一般

京華 体育祭 10月1日 土 9:00-15:00 一般 学園浦和運動場 不要 雨天10/3(月)延期

麹町学園女子 葵祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

国府台女子学院 学院祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

実践学園 体育祭 10月1日 土 9:30-15:00 一般 高尾総合グラウンド 不要 雨天10/3(月)延期

芝浦工業大学 芝生祭（文化祭） 10月1日 土 一般 不要 入試相談有

芝浦工業大学柏 増穂祭（文化祭） 10月1日 土 12:00-16:00 一般 不要

湘南学園 学園祭 10月1日 土 9:30-15:50 一般 不要

湘南白百合学園 聖ポーロ祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

城北 文化祭 10月1日 土 9:00-17:00 一般 不要 入試相談有

成蹊 蹊祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

高輪 高学祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要

橘学苑 橘花祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-14:30 一般 不要 入試相談有

帝京 蜂桜祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東海大学菅生 菅生祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京都市大学付属 柏苑祭（文化祭） 10月1日 土 一般 不要 入試相談有

東京立正 紫苑祭（文化祭） 10月1日 土 12:30-16:30 一般 不要 入試相談有

桐朋 運動会 10月1日 土 9:00 一般 不要

東洋大学京北 京北祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-15:00 一般 不要 ミニ説明会・入試相談有

日本大学第一 櫻墨祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

秀明 知泉祭 10月1日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

日出 すずかけ祭（文化祭） 10月1日 土 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

文化学園大学杉並 薔薇祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

明星学園 小中合同運動会 10月1日 土 一般 不要

明治学院 体育祭 10月1日 土 8:30 一般 不要 雨天10/3(月)延期

明治大学付属中野八王子 戸富貴祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

明法 明法祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

八雲学園 文化祭 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

横浜 横校祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

横浜創英 創英祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

横浜隼人 隼輝祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

横浜富士見丘学園 文化祭 10月1日 土 12:00-16:00 一般 不要 入試相談有

立正大学付属立正 立正祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

早稲田実業 いなほ祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 一般 不要

修徳
ネイチャープログラム体
験学習

10月1日 土 14:00 受 要 TEL・FAX

緑ヶ丘女子
ジュニア・カルチャー・クラ
ス

10月1日 土 9:30-11:30 受 要 TEL・Eメール

十文字 学校説明会 10月1日 土 14:00-15:45 保・受 不要 校内見学有

浦和明の星女子 学校説明会 10月1日 土 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

浦和明の星女子 学校説明会 10月1日 土 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

小石川（都立） 学校説明会 10月1日 土 保・受 不要 校内見学有

光塩女子学院 校内見学会 10月1日 土 10:30-12:00 保・受 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

佼成学園 学校説明会 10月1日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有
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国府台女子学院 学院祭時説明会 10月1日 土 10:00-14:00 保・受 不要

サレジオ学院 学校説明会 10月1日 土 14:00-15:40 保・受 要 Web 校内見学有

成立学園 学校説明会 10月1日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

玉川学園 学校説明会 10月1日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

多摩大学目黒 学校説明会 10月1日 土 14:00-15:20 保・受 要 Web 校内見学有

東京学芸大学附属国際 学校説明会 10月1日 土 保・受 要 Web 校内見学・個別相談有

東京立正 学校説明会in学園祭 10月1日 土 13:00 保・受 不要 校内見学有

トキワ松学園 トキワ祭（文化祭） 10月1日 土 10:00-16:00 保・受 不要 入試相談有

中村 ミニ説明会 at Café 10月1日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

聖光学院 学校説明会 10月1日 土 14:00 保・受 不要 入試相談・校内見学有

聖ヨゼフ学園
第2回学校説明会・帰国
生対象説明会

10月1日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

開智未来 2016サタデー出張サプリ 10月1日 土 9:30-11:00 保・受 大宮ソニック901・902会議室 不要

武南 第4回学校説明会 10月1日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

法政大学第二 学校説明会 10月1日 土 14:00 保・受 要 Web 校内見学有

北嶺 千葉学校説明会 10月1日 土 13:00-14:30 保・受 市川グランドホテル 要 TEL・Eメール・FAX

三輪田学園 三輪田祭（文化祭） 10月1日 土 9:00-17:00 保・受 不要 入試相談有

伊奈学園（埼玉県立） 授業公開 10月1日 土 10:50-12:45 保・受6 不要 授業見学有

白梅学園清修 適性検査型入試説明会 10月1日 土 14:00-16:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

啓明学園 啓明祭（文化祭） 10月1日 土 入試相談有

西武台千葉 学校説明会 10月1日 土 14:00-15:30

武蔵野女子学院 樹華祭（体育祭） 10月1日 土 9:00-15:00 不要

暁星 エトワール祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

郁文館 郁秋祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

市川 体育大会 10月2日 日 9:00 一般 不要 雨天10/10(月)迄順延

小野学園女子 志ら梅祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

神奈川大学附属 くすのき祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

鎌倉女学院 文化祭 10月2日 日 一般 不要

神田女学園 姫竹祭 10月2日 日 10:00 一般

麹町学園女子 葵祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

国府台女子学院 学院祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-14:30 一般 不要 入試相談有

芝浦工業大学 芝生祭（文化祭） 10月2日 日 一般 不要 入試相談有

芝浦工業大学柏 増穂祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要

湘南学園 学園祭 10月2日 日 9:30-15:50 一般 不要

湘南白百合学園 聖ポーロ祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

城北 文化祭 10月2日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

成蹊 蹊祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

創価 情熱の日（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

高輪 高学祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-16:00 一般 不要

橘学苑 橘花祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-14:30 一般 不要 入試相談有

帝京 蜂桜祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東海大学菅生 菅生祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京都市大学付属 柏苑祭（文化祭） 10月2日 日 一般 不要 入試相談有

東京立正 紫苑祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:30 一般 不要 入試相談有

東洋大学京北 京北祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 ミニ説明会・入試相談有

日本大学第一 櫻墨祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

秀明 知泉祭 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

日出 すずかけ祭（文化祭） 10月2日 日 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

文化学園大学杉並 薔薇祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

明治大学付属中野八王子 戸富貴祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

明法 明法祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

八雲学園 文化祭 10月2日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

横浜 横校祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有
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横浜創英 創英祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

横浜隼人 隼輝祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

横浜富士見丘学園 文化祭 10月2日 日 10:00-15:30 一般 不要 入試相談有

立正大学付属立正 立正祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

早稲田実業 いなほ祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-16:00 一般 不要

浦和実業学園 第3回学校説明会 10月2日 日 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学有

国府台女子学院 学院祭時説明会 10月2日 日 10:00-14:00 保・受 不要

智学館 入試説明会③ 10月2日 日 10:00-12:00 保・受 日立 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

東京学芸大学附属小金井 学校説明会 10月2日 日 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東京家政大学附属女子 第3回学校説明会 10月2日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

トキワ松学園 トキワ祭（文化祭） 10月2日 日 10:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

土佐塾 学校説明会 10月2日 日 10:00-14:00 保・受 不要 校内見学有

北嶺 埼玉学校説明会 10月2日 日 10:00-11:30 保・受 大宮ソニックシティ 要 TEL・Eメール・FAX

三輪田学園 三輪田祭（文化祭） 10月2日 日 9:00-16:00 保・受 不要 入試相談有

駒場東邦 入試説明会・学校説明会 10月2日 日 要 校内見学有

成城学園 運動会 10月3日 月 一般 不要 雨天10/4(火)5(水)延期

城北埼玉 公開授業 10月3日 月 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文京学院大学女子 部活体験ウィーク 10月3日 月 要 詳細は後日Webに掲載

逗子開成 OPヨット帆走実習（中２） 10月4日 火 9:00 一般 逗子湾 不要 当日朝実施決定

城北埼玉 学校説明会 10月4日 火 10:00-12:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文教大学付属 プレミアム説明会 10月4日 火 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

目黒星美学園 学校見学会第2回 10月4日 火 10:00-11:10 保・受 不要 授業見学有

文京学院大学女子 部活体験ウィーク 10月4日 火 要 詳細は後日Webに掲載

逗子開成 OPヨット帆走実習（中２） 10月5日 水 9:00 一般 逗子湾 不要 当日朝実施決定

日本大学第一 櫻墨祭（体育祭） 10月5日 水 9:00-15:00 一般 新小岩私学事業団総合運動場 不要 雨天10/7(金)迄順延

カリタス女子 夜のミニ説明会 10月5日 水 18:30-19:30 保・受 要 Web

捜真女学校 第2回学校説明会 10月5日 水 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

城西大学附属城西 第3回中学校説明会 10月5日 水 10:00-11:10 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学有

武蔵高校附属（都立） 授業公開 10月5日 水 保・受 不要 授業見学有

横浜創英 授業見学会（ミニ説明会） 10月5日 水 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

武蔵野東 スクールツアー 10月5日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

アレセイア湘南
70周年記念オープンス
クール

10月5日 水 9:00-15:25 保・受56 要 Web 授業見学有

小石川（都立） 部活動見学会 10月5日 水 保・受56 要 Web

文京学院大学女子 部活体験ウィーク 10月5日 水 要 詳細は後日Webに掲載

慶應義塾中等部 運動会 10月6日 木 9:00-16:00 一般 慶應義塾大学日吉陸上競技場 不要 雨天10/7(金)延期

逗子開成 OPヨット帆走実習（中１） 10月6日 木 9:00 一般 逗子湾 不要 当日朝実施決定

武相 中高体育祭 10月6日 木 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有・雨天延期

武蔵高校附属（都立） 授業公開 10月6日 木 保・受 不要 授業見学有

目白研心 中学説明会 10月6日 木 午前 保・受 不要 校内見学有

アレセイア湘南
70周年記念オープンス
クール

10月6日 木 9:00-15:25 保・受56 要 Web 授業見学有

小石川（都立） 部活動見学会 10月6日 木 保・受56 要 Web

豊島岡女子学園 入試説明会 10月6日 木 10:30-11:30 保56 要 Web

文京学院大学女子 部活体験ウィーク 10月6日 木 要 詳細は後日Webに掲載

逗子開成 OPヨット帆走実習（中１） 10月7日 金 9:00 一般 逗子湾 不要 当日朝実施決定

青稜 イブニング説明会 10月7日 金 18:00-19:00 保 不要

普連土学園 学校説明会① 10月7日 金 10:00-12:00 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

横浜翠陵 ミニ説明会 10月7日 金 10:00-11:30 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

大妻中野
アフターアワーズ学校説
明会

10月7日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 10月7日 金 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

土佐塾 学校個別相談会 10月7日 金 14:00-15:30 保・受 大阪 不要

武蔵高校附属（都立） 授業公開 10月7日 金 保・受 不要 授業見学有

アレセイア湘南
70周年記念オープンス
クール

10月7日 金 9:00-15:25 保・受56 不要 授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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大妻多摩 入試説明会 10月7日 金 10:00-12:00 保・受6 要 Web 校内見学・授業見学有

文京学院大学女子 部活体験ウィーク 10月7日 金 要 詳細は後日Webに掲載

江戸川学園取手 紫峰祭（文化祭） 10月8日 土 9:00-15:00 一般 要 Web 入試相談有

北鎌倉女子学園 文化祭 10月8日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

国学院大学久我山 体育祭 10月8日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

実践女子学園 運動会 10月8日 土 9:00-15:00 一般 不要

城北 オープンキャンパス 10月8日 土 13:30-15:30 一般 不要

女子学院 マグノリア祭（文化祭） 10月8日 土 9:30 一般 不要

星美学園 星美彩（文化祭） 10月8日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

玉川学園 玉川学園体育祭 10月8日 土 9:30-14:30 一般 入試相談有

田園調布学園 体育祭 10月8日 土 9:00-15:30 一般 不要

東海大学付属相模 建学祭（文化祭） 10月8日 土 10:00-14:00 一般 不要 入試相談有

東京大学教育学部附属 銀杏祭（文化祭） 10月8日 土 10:00-15:30 一般 不要 入試相談有

東邦大学付属東邦 体育祭 10月8日 土 一般 一般 雨天10/9(日)延期

日本女子大学附属 十月祭（文化祭） 10月8日 土 一般 不要 入試相談有

目黒学院 悟林祭 10月8日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

本郷 オープンキャンパス 10月8日 土 14:00-16:00 受 要 Web

浅野 入試説明会 10月8日 土 14:00-15:20 保 要 Web

穎明館 学校説明会 10月8日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

駒沢学園女子 学校説明会 10月8日 土 13:30 保・受 不要 校内見学有

青稜 入試説明会 10月8日 土 10:30-12:00 保 不要 校内見学有

上野学園 学校説明会 10月8日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・FAX

江戸川女子 1Dayクラブ体験 10月8日 土 10:00-12:30 保・受 要 校内見学有

大妻 学校説明会 10月8日 土 9:30-10:40 保・受 大妻講堂 要 Web 校内見学・授業見学有

学習院女子 オープンスクール 10月8日 土 14:00-16:30 保・受 不要

鎌倉女子大学 第6回学校説明会 10月8日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北鎌倉女子学園 学校説明会 10月8日 土 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

北豊島 北桜祭（文化祭） 10月8日 土 9:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

京華女子 第1回中学説明会 10月8日 土 9:30 保・受 不要

共立女子 第4回学校説明会 10月8日 土 14:00-15:00 保・受

啓明学園 第3回学校説明会 10月8日 土 保・受 不要 校内見学有

香蘭女学校 ヒルダ祭（文化祭） 10月8日 土 9:00 保・受 不要

相模女子大学 オープンスクール 10月8日 土 9:30-12:00 保・受 要 TEL・Web

松蔭 学校説明会 10月8日 土 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

成蹊 学校説明会 10月8日 土 14:00-15:30 保・受 成蹊大学内 不要 校内見学有

成蹊 体験イベント（クラブ活動） 10月8日 土 14:00-15:00 保・受 要 Web

成城学園 学校説明会 10月8日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

筑波大学附属 学校説明会 10月8日 土 10:00-11:30 保・受 不要

筑波大学附属 学校説明会 10月8日 土 14:00-15:30 保・受 不要

東京大学教育学部附属 学校説明会 10月8日 土 保・受 不要

土佐塾 学校個別相談会 10月8日 土 13:30-15:00 保・受 東京 不要

豊島岡女子学園 運動会 10月8日 土 9:00-15:00 保・受 入間総合グラウンド 不要 雨天順延

日出 学校説明会 10月8日 土 午後 保・受 不要 校内見学有

開智未来 学校説明会 10月8日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

富士高等学校附属（都立） 第1回学校説明会 10月8日 土 13:30-16:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 帰国生のための説明会 10月8日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

文教大学付属 授業公開デー 10月8日 土 11:00-12:20 保・受 不要 授業見学有

本庄第一 入試対策講座 10月8日 土 10:00-15:00 保・受 要

武蔵野 学校説明会 10月8日 土 保・受 不要 校内見学有

明星 学校説明会 10月8日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

和光 学校説明会③ 10月8日 土 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

共立女子第二 学校説明会 10月8日 土 11:00-12:30
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掲載：株式会社インターエデュ・ドットコム（http://www.inter-edu.com/）



 2016年度学校行事一覧
※対象の略語：保=保護者、受=受験者、数字=学年

学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

駒場東邦 入試説明会・学校説明会 10月8日 土 要 校内見学有

文京学院大学女子 部活体験ウィーク 10月8日 土 要 詳細は後日Webに掲載

武蔵野女子学院 樹華祭（文化祭） 10月8日 土 11:00-16:00 不要 入試相談・学校案内ツアー有

江戸川学園取手 紫峰祭（文化祭） 10月9日 日 9:00-15:00 一般 要 Web 入試相談有

北鎌倉女子学園 文化祭 10月9日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

北豊島 北桜祭（文化祭） 10月9日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

星美学園 星美彩（文化祭） 10月9日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

東海大学付属相模 建学祭（文化祭） 10月9日 日 10:00-14:00 一般 不要 入試相談有

東京大学教育学部附属 銀杏祭（文化祭） 10月9日 日 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

日本女子大学附属 十月祭（文化祭） 10月9日 日 一般 不要 入試相談有

日出学園 日出祭（文化祭） 10月9日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

目黒学院 悟林祭 10月9日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

北鎌倉女子学園 学校説明会 10月9日 日 13:30-15:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

香蘭女学校 ヒルダ祭（文化祭） 10月9日 日 9:00 保・受 不要

翔凜 入試説明会 10月9日 日 10:00-11:30 保・受 不要

東京大学教育学部附属 学校説明会 10月9日 日 保・受 不要

東京電機大学 入試説明会 10月9日 日 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

水戸英宏 英宏祭 10月9日 日 保・受 不要

武蔵高校附属（都立） 学校説明会 10月9日 日 保・受 不要 校内見学有

山脇学園 体育祭 10月9日 日 8:45-15:00 保・受 不要 雨天順延

駒場東邦 入試説明会・学校説明会 10月9日 日 要 校内見学有

武蔵野女子学院 樹華祭（文化祭） 10月9日 日 11:00-16:00 不要 入試相談・学校案内ツアー有

女子学院 マグノリア祭（文化祭） 10月10日 月 9:00 一般 不要

日出学園 日出祭（文化祭） 10月10日 月 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

芝浦工業大学柏 入試説明会 10月10日 月 14:00 保・受 不要 校内見学有

高輪 第2回入試説明会 10月10日 月 10:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

高輪 第2回入試説明会 10月10日 月 14:00-16:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東京純心女子 理科実験他（名称未定） 10月10日 月 13:30-16:00 保・受 要 校内見学有

聖セシリア女子 学校説明会 10月10日 月 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

武蔵高校附属（都立） 学校説明会 10月10日 月 保・受 不要 校内見学有

世田谷学園 入試説明会 10月11日 火 10:30 受1-5 要 Web 施設見学・授業見学有

頌栄女子学院 第4回学校説明会 10月11日 火 10:15-12:20 保 要 Web 授業見学有

捜真女学校 ミニミニ説明会① 10月11日 火 13:30-14:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学・授業見学有

松蔭 スピーチコンテスト 10月11日 火 9:30-11:30 保・受 要 TEL・葉書

緑ヶ丘女子 平日見学説明会 10月11日 火 13:30-15:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

鎌倉女学院 塾対象説明会 10月11日 火 要 校内見学有

武蔵野東 陸上クリニック 10月12日 水 16:00-17:00 受56 要 TEL・Web・Eメール

鎌倉女学院 学校説明会 10月12日 水 保 不要 校内見学・授業見学有

普連土学園 学校説明会② 10月12日 水 10:00-12:00 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

芝浦工業大学 イブニング説明会 10月12日 水 18:30 保・受 新校舎（豊洲） 要 Web 校内見学有

逗子開成 水曜見学会 10月12日 水 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・授業見学有

東京立正 弁論大会 10月12日 水 13:15-15:00 保・受 不要 校内見学有

本庄第一 イブニング説明会 10月12日 水 18:00-19:30 保・受 要

三輪田学園 学校説明会 10月12日 水 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

吉祥女子 学校説明会 10月12日 水 10:30-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

女子聖学院 早期入試対策会① 10月12日 水 10:00-12:30 保6 要 Web 校内見学・授業見学有

女子聖学院 早期入試対策会② 10月12日 水 14:00-16:30 保6 要 Web 校内見学・授業見学有

工学院大学附属
第2回ハイブリッド授業見
学会

10月12日 水 10:00 要 Web

函嶺白百合学園 ナイト説明会 10月13日 木 18:00-19:00 保・受 要 TEL 校内見学有

横須賀学院 ナイト説明会 10月13日 木 19:00-20:00 保・受 崎陽軒本店6F会議室 校内見学有

立正大学付属立正 第4回イブニング説明会 10月13日 木 19:00-20:00 保・受 要 Web

吉祥女子 学校説明会 10月13日 木 10:30-12:00 保・受1-5 不要 校内見学・授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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女子聖学院 早期入試対策会③ 10月13日 木 10:00-12:30 保6 要 Web 校内見学・授業見学有

女子聖学院 早期入試対策会④ 10月13日 木 14:00-16:30 保6 要 Web 校内見学・授業見学有

啓明学園 運動会 10月14日 金 一般 要 TEL

十文字 イブニング説明会 10月14日 金 18:45-19:45 保・受 要 Web

川村
オープンクラス・キャンパ
スツアー

10月14日 金 午前中 保・受 要 TEL・Web 授業見学有

武南 イブニング説明会 10月14日 金 18:30-19:45 保・受 不要 校内見学有

横浜富士見丘学園 学校説明会 10月14日 金 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

駒沢学園女子 りんどう祭（文化祭） 10月15日 土 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

東海大学付属相模 体育祭 10月15日 土 9:00-14:00 一般 不要 入試相談有・雨天10/19(水)延期

日本大学第三 三黌祭（文化祭） 10月15日 土 一般 不要 入試相談有

横浜雙葉 雙葉祭（文化祭） 10月15日 土 10:00-16:00 一般 要 往復葉書
入試相談有・受験生を同伴する
場合予約不要

東京女子学園 体験授業 10月15日 土 10:00 受 要 TEL・Web 校内見学有

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 10月15日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

関東学院 授業体験 10月15日 土 9:30-12:00 受4-6 要 Web 校内見学有

武蔵野東 公開体験講座 10月15日 土 10:30-12:00 受4-6 要 TEL・Web・Eメール

聖望学園 入試問題解説授業② 10月15日 土 15:20-16:20 受56 要 Web 校内見学有

世田谷学園 入試説明会 10月15日 土 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

10月15日 土 10:00-11:45 受6 要 校内見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

10月15日 土 14:00-15:45 受6 要 校内見学有

浅野 入試説明会 10月15日 土 14:00-15:20 保 要 Web

国学院大学久我山 STクラス説明会①（男子） 10月15日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 STクラス説明会①（女子） 10月15日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

恵泉女学園 第4回学校説明会 10月15日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

青稜 入試説明会 10月15日 土 14:30-16:00 保 不要 校内見学有

関東学院 学校説明会 10月15日 土 9:30-12:00 保 要 Web 校内見学有

星美学園 保護者・教員懇親会 10月15日 土 11:30-12:30 保 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

麻布 学校説明会 10月15日 土 14:00-16:30 保・受 予約制検討中・校内見学有

足立学園 入試説明会 10月15日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

海城 学校説明会 10月15日 土 保・受 要 Web

浦和実業学園
スポーツフェスティバル
（体育祭）

10月15日 土 9:00-14:00 保・受 不要

江戸川女子 学校説明会 10月15日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

大妻中野 学校説明会 10月15日 土 10:15-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

大妻中野 第3回学校説明会 10月15日 土 10:15-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

大妻中野 第4回帰国・GLC説明会 10月15日 土 10:15-11:45 保・受 不要 校内見学有

大妻中野 第4回帰国生・GLC説明会 10月15日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

神奈川大学附属 入試説明会 10月15日 土 10:45-12:20 保・受 要 Web

北鎌倉女子学園 音楽コース個別相談会 10月15日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

共立女子 共立祭（文化祭） 10月15日 土 12:00-16:00 保・受 入試相談有

光塩女子学院 第3回学校説明会 10月15日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

国府台女子学院 第2回学校説明会 10月15日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

桜華女学院 学校説明会 10月15日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

狭山ヶ丘高校付属 学校見学説明会 10月15日 土 14:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

自修館 学校説明会 10月15日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

自修館 体験授業 10月15日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

実践女子学園 学校説明会 10月15日 土 13:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

修徳 学校説明会 10月15日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

白梅学園清修 学校説明会 10月15日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

巣鴨 学校説明会 10月15日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

逗子開成 土曜見学会 10月15日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名

星美学園 学校説明会 10月15日 土 10:00-11:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学・授業見学有

成立学園 個別相談会 10月15日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

立川国際（都立） 第1回学校説明会 10月15日 土 保・受 不要

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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玉川聖学院 学校説明会 10月15日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

鶴見大学附属 学校説明会 10月15日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

田園調布学園 土曜プログラム見学会 10月15日 土 10:15-11:15 保・受 要 Web

東京女子学園 学校説明会 10月15日 土 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 10月15日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

桐朋 学校説明会⑤ 10月15日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 10月15日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

日本大学 中学校説明会 10月15日 土 9:30 保・受 不要 校内見学有

日出学園 推薦入試説明会 10月15日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

富士見 学校説明会 10月15日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 学校説明会 10月15日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

文教大学付属 学校説明会 10月15日 土 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

法政大学第二 学校説明会 10月15日 土 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

本郷 学校説明会 10月15日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

本庄第一 中学校説明会 10月15日 土 14:00-15:30 保・受 要

三田国際学園 オープンスクール 10月15日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

南多摩（都立） 学校説明会 10月15日 土 13:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

明治学院 学校説明会 10月15日 土 14:00-16:30 保・受 要 Web 校内見学有

盛岡白百合学園 第2回オープンスクール 10月15日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 10月15日 土 9:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 10月15日 土 10:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 10月15日 土 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 10月15日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

山脇学園 入試説明会・学校説明会 10月15日 土 9:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

横浜 学校見学会 10月15日 土 10:00 保・受 要 Web 授業見学有

横浜創英 アフタヌーン説明会 10月15日 土 15:00-16:00 保・受 要 Web 学校見学有

横浜翠陵
土曜授業見学会・ミニ説
明会・学食体験

10月15日 土 9:30-11:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

攻玉社 学校説明会 10月15日 土 14:00-15:20 保・受1-5 不要 校内見学有

聖望学園 学校説明会③ 10月15日 土 14:30-16:30 保・受4-6 要 Web 校内見学有

武蔵野東 スクールツアー 10月15日 土 10:30-11:30 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

攻玉社 第1回入試説明会 10月15日 土 10:20-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

創価 入試説明会 10月15日 土 14:00 保・受6 不要 校内見学有

佼成学園 ICT教育授業公開 10月15日 土 10:30-12:30 要 Web 授業見学有

淑徳SC 学校説明会 10月15日 土

文京学院大学女子 授業が見られる説明会 10月15日 土 10:00 要 Web・TEL・Eメール 授業見学有

和洋国府台女子 学校説明会 10月15日 土 10:00

和洋国府台女子 学校説明会 10月15日 土 14:00

川崎高校附属（川崎市立） 神無祭（文化祭） 10月16日 日 一般 不要

駒沢学園女子 りんどう祭（文化祭） 10月16日 日 9:30-15:00 一般 不要 入試相談有

日本大学第三 三黌祭（文化祭） 10月16日 日 一般 不要 入試相談有

横浜雙葉 雙葉祭（文化祭） 10月16日 日 9:00-16:00 一般 要 往復葉書
入試相談有・受験生を同伴する
場合予約不要

京華
第1回入試問題解説（国・
算）

10月16日 日 14:00-15:30 受 不要 校内見学有

国学院大学久我山 STクラス説明会②（男子） 10月16日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 STクラス説明会②（女子） 10月16日 日 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

麻布 学校説明会 10月16日 日 14:00-16:30 保・受 予約制検討中・校内見学有

足立学園 ミニ説明会 10月16日 日 11:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

海城 学校説明会 10月16日 日 保・受 要 Web

鷗友学園女子 学校説明会 10月16日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web

鷗友学園女子 学校説明会 10月16日 日 13:30-15:00 保・受 要 Web

京華 第1回入試説明会 10月16日 日 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

共立女子 共立祭（文化祭） 10月16日 日 9:00-16:00 保・受 入試相談有

古河（茨城県立） 学校公開 10月16日 日 9:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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東海大学菅生 第2回オープンスクール 10月16日 日 10:00-13:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール

東京成徳大学 学校説明会 10月16日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

星野学園 入試説明会 10月16日 日 10:00 保・受 要 TEL・FAX

目黒星美学園 学校説明会第3回 10月16日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

麗澤 学校説明会 10月16日 日 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

創価 入試説明会 10月16日 日 10:30 保・受6 不要 校内見学有

創価 入試説明会 10月16日 日 14:00 保・受6 不要 校内見学有

西武台千葉 学校説明会 10月16日 日 10:00-11:30

世田谷学園 入試説明会 10月17日 月 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

浅野 入試説明会 10月17日 月 11:00-12:20 保 要 Web

武相 学校説明会 10月17日 月 9:30-11:30 保 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 球技大会 10月17日 月 保・受 東京体育館 不要

浅野 入試説明会 10月18日 火 11:00-12:20 保 要 Web

芝 学校説明会 10月18日 火 11:00-12:50 保・受 不要 校内見学有

武蔵野女子学院 塾対象説明会 10月18日 火 11:00-12:40 要 FAX

世田谷学園 入試説明会 10月19日 水 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

大妻 ナイト説明会 10月19日 水 18:30-19:40 保 要 Web 校内見学有

東京純心女子 学校説明会 10月19日 水 10:30-12:30 保 不要 校内見学・授業見学有

鎌倉女学院 学校説明会 10月19日 水 保・受 不要 校内見学有

芝 学校説明会 10月19日 水 11:00-12:50 保・受 不要 校内見学有

成城 中学校説明会② 10月19日 水 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東邦大学付属東邦 入試説明会 10月19日 水 14:00-15:10 保・受 要 Web

森村学園 学校説明会 10月19日 水 10:30-12:30 保・受 不要 校内見学有

女子聖学院 早期入試対策会⑤ 10月19日 水 10:00-12:30 保6 要 Web 校内見学・授業見学有

武蔵野女子学院 初めてのMJ① 10月19日 水 13:00-14:30 要 TEL 初めて来校の方対象・定員30名

鎌倉女子大学 60分説明会① 10月20日 木 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

相模女子大学 ナイト説明会 10月20日 木 19:00-20:00 保・受 不要

田園調布学園
学校説明会・オープンス
クール

10月20日 木 10:00-11:30 保・受 未定 授業見学有

東邦大学付属東邦 入試説明会 10月20日 木 14:00-15:10 保・受 要 Web

東京学芸大学附属世田谷 芸術発表会（文化祭） 10月21日 金 12:30-16:00 一般 不要 入試相談有

世田谷学園 入試説明会 10月21日 金 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

栄東 学校説明会 10月21日 金 保・受 不要 校内見学有

玉川聖学院 学校説明会 10月21日 金 19:00-20:30 保・受 要 Web

東洋英和女学院 楓祭（文化祭） 10月21日 金 9:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

横浜隼人 ミニ説明会 10月21日 金 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

京華 京華祭（文化祭） 10月22日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

京華女子 京華祭（文化祭） 10月22日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

自修館 探究文化発表会・文化祭 10月22日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

芝浦工業大学 体育祭 10月22日 土 一般 不要 入試相談有・雨天10/23(日)延期

逗子開成 開成祭（文化祭） 10月22日 土 9:00-17:00 一般 不要 入試相談有

普連土学園 学園祭（文化祭） 10月22日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京学芸大学附属世田谷 芸術発表会（文化祭） 10月22日 土 9:30-16:00 一般 不要 入試相談有

東京家政大学附属女子 緑苑祭 10月22日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

本庄東高等学校附属 体育祭 10月22日 土 一般 不要 雨天翌日延期

和洋国府台女子 学園祭（文化祭） 10月22日 土 一般 入試相談有

青稜 体験入学 10月22日 土 14:00-16:00 受 要 Web 校内見学有

川村
チャレンジ講座ステップ
アップセミナー②

10月22日 土 14:00 受4-6 要 TEL・Web

武蔵野東 オープンスクール② 10月22日 土 10:00-12:00 受56 要 TEL・Web・Eメール

安田学園 クラブ体験・授業体験 10月22日 土 14:30-16:30 受56 要 Web

聖ヨゼフ学園 入試問題勉強会① 10月22日 土 10:00-11:50 受6 要 TEL・Web・Eメール・FAX

国学院大学久我山 STクラス説明会③（男子） 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 STクラス説明会③（女子） 10月22日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有
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十文字 学校説明会 10月22日 土 14:00-15:45 保・受 不要 校内見学有

頌栄女子学院 第5回学校説明会 10月22日 土 13:00-15:00 保 要 Web 校内見学有

雙葉 学校説明会 10月22日 土 14:00-15:30 保 要 TEL

茗溪学園 学園説明会 10月22日 土 14:30-16:30 保 要 Web 校内見学有

青山学院 学校説明会 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 不要

青山学院 学校説明会 10月22日 土 14:00-15:30 保・受 不要

青山学院横浜英和 土曜見学会 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

暁星 学校見学会② 10月22日 土 9:00-12:00 保・受 不要

麻布 学校説明会 10月22日 土 14:00-16:30 保・受 不要 校内見学有

小野学園女子 学校説明会 10月22日 土 10:40-11:50 保・受 要 Weｂ 校内見学有9:30

学習院 一般説明会③ 10月22日 土 14:00 保・受 校内見学有

神奈川大学附属 入試説明会 10月22日 土 10:45-12:20 保・受 要 Web

鎌倉学園 入試説明会 10月22日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web 校内見学有

川村 ミニ説明会 10月22日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

共立女子 第5回学校説明会 10月22日 土 14:00-15:00 保・受

国本女子 記念祭 10月22日 土 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

国際学院 入試対策学習会 10月22日 土 13:30-15:30 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

校内見学・授業見学有

貞静学園 学校説明会 10月22日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

実践学園 入試説明会 10月22日 土 14:00-16:00 保・受 不要

松蔭 松蔭祭（文化祭） 10月22日 土 9:30-15:00 保・受 不要
TEL・葉書・往復葉書・
FAX

入試相談有

湘南学園 第3回学校説明会 10月22日 土 9:30-12:00 保・受 要

翔凜 校長ミニ説明会 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 不要

女子聖学院
入試出題担当教師が語る
女子聖の入試

10月22日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

白百合学園 学校説明会 10月22日 土 14:00-15:30 保・受 不要

駿台学園 第2回学校説明会 10月22日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

聖学院 第3回学校説明会 10月22日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

成蹊 入試対策講座 10月22日 土 13:30-16:00 保・受 成蹊大学内 要 Web

西武台新座 第5回学校説明会 10月22日 土 13:00-16:30 保・受 要 Web 校内見学有

成立学園 個別相談会 10月22日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

中央大学附属 学校説明会 10月22日 土 13:00 保・受

鶴見大学附属
「校長先生といっしょに学
校散歩！」

10月22日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

帝京 個別相談会 10月22日 土 11:00 保・受 要 TEL・Web

東海大学付属相模 学校説明会 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

東京女学館 第2回オープンスクール 10月22日 土 14:00-16:00 保・受 不要

東京学芸大学附属国際 学校説明会・公開授業 10月22日 土 保・受 要 Web 校内見学・授業見学・個別相談有

東邦音楽大学附属東邦 学校説明会 10月22日 土 13:00 保・受 要 TEL 校内見学有

中村 学校説明会 10月22日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

函嶺白百合学園 ミニ説明会 10月22日 土 11:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東星学園 学校説明会 10月22日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

聖セシリア女子 体育祭 10月22日 土 9:00-15:00 保・受 不要

聖ヨゼフ学園 第3回学校説明会 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

開智未来 入試対策講座 10月22日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北嶺 オープンキャンパス 10月22日 土 9:30-15:30 保・受 不要

聖園女学院 親子校内見学会 10月22日 土 保・受 要 TEL・Web

武蔵野東 学校説明会 10月22日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

安田学園 学校説明会 10月22日 土 14:30-16:30 保・受 不要

横浜隼人 地域公開教室第5期 10月22日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web・Eメール・FAX 校内見学有

早稲田実業 学校説明会 10月22日 土 9:30 保・受 不要

晃華学園 学校説明会 10月22日 土 13:30-15:00 保・受1-5 要 Web 校内見学有

清真学園 オープンスクール 10月22日 土 8:30-14:00 保・受4-6 要 Eメール・FAX

晃華学園 入試説明会 10月22日 土 13:30-15:00 保・受6 要 Web 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 10月22日 土 9:00-10:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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横浜雙葉 土曜日学校案内 10月22日 土 10:00-11:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 10月22日 土 11:00-12:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

京華 京華祭（文化祭） 10月23日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

京華女子 京華祭（文化祭） 10月23日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

自修館 探究文化発表会・文化祭 10月23日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

逗子開成 開成祭（文化祭） 10月23日 日 9:00-17:30 一般 不要 入試相談有

東京家政大学附属女子 緑苑祭 10月23日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

和洋国府台女子 学園祭（文化祭） 10月23日 日 一般 入試相談有

昌平 腕だめしテスト③ 10月23日 日 9:00-12:00 受6 要 Web

国本女子 記念祭 10月23日 日 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

松蔭 松蔭祭（文化祭） 10月23日 日 9:30-15:00 保・受 不要
TEL・葉書・往復葉書・
FAX

入試相談有

昌平
学校説明会⑦・入試解説
②

10月23日 日 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

城北埼玉 学校説明会 10月23日 日 10:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

智学館 入試説明会④ 10月23日 日 10:00-12:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

獨協埼玉 学校説明会 10月23日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

秀明 学校見学会 10月23日 日 12:00-15:00 保・受 不要 授業見学有

武南
第5回学校説明会・入試
説明会

10月23日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

横浜翠陵 説明会／体験授業 10月23日 日 10:30-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

早稲田実業 学校説明会 10月23日 日 9:30 保・受 不要

千葉明徳 学校説明会 10月23日 日 10:00-12:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

麹町学園女子 入試問題チャレンジ！ 10月23日 日 9:00 保・受56 要 Web 校内見学有

小石川（都立） 個別相談会 10月23日 日

東洋大学京北 オープンスクール 10月23日 日 9:00-13:00 要 Web
授業体験・部活動見学（体験）・学
食体験・施設見学・個別相談有

文京学院大学女子 文京生体験・学校説明会 10月23日 日 10:00-13:30 不要
コース体験・礼法体験・給食体験
有

捜真女学校 ミニミニ説明会② 10月24日 月 13:30-14:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学・授業見学有

茗溪学園 茗溪美術展 10月25日 火 9:30-16:00 保・受 つくば美術館 不要

埼玉大学附属 附中祭（文化祭） 10月26日 水 13:00 一般 さいたま市文化センター 不要

田園調布学園 学校説明会 10月26日 水 19:30-21:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

獨協埼玉 体育祭 10月26日 水 10:00-15:00 保・受 不要

茗溪学園 茗溪美術展 10月26日 水 9:30-16:00 保・受 つくば美術館 不要

武蔵野東 スクールツアー 10月26日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

桜蔭 学校説明会 10月26日 水 9:30-12:00 保56 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

品川女子学院 入試説明会 10月27日 木 10:00-12:20 保 要 Web 校内見学・授業見学有

雙葉 学校説明会 10月27日 木 10:00-11:30 保 要 TEL

茗溪学園 茗溪美術展 10月27日 木 9:30-16:00 保・受 つくば美術館 不要

上野学園 体育大会 10月28日 金 9:00-16:00 一般 東京武道館 不要

雙葉 学校説明会 10月28日 金 10:00-11:30 保 要 TEL

共栄学園 ナイト説明会 10月28日 金 18:30-19:30 保・受 不要

京華 ナイト説明会③ 10月28日 金 18:30-19:30 保・受 要 Web

渋谷教育学園渋谷 学校説明会 10月28日 金 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

普連土学園 イブニング説明会② 10月28日 金 19:00-20:30 保・受 不要

本庄第一 イブニング説明会 10月28日 金 18:00-19:30 保・受 要

茗溪学園 茗溪美術展 10月28日 金 9:30-16:00 保・受 つくば美術館 不要

江戸川学園取手 第2回入試説明会 10月28日 金 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

学習院 鳳櫻祭（文化祭） 10月29日 土 9:00-14:00 一般 不要 入試相談有

実践女子学園 ときわ祭（文化祭） 10月29日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

筑波大学附属 学芸発表会（文化祭） 10月29日 土 9:00-15:00 一般 不要

中村 清澄祭（文化祭） 10月29日 土 13:00-16:00 一般 不要 入試相談有

日本大学豊山 豊山祭（文化祭） 10月29日 土 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

法政大学第二 二中文化祭 10月29日 土 一般 不要

武蔵野 文化祭 10月29日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

安田学園 安田祭（文化祭） 10月29日 土 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有
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立教女学院 マーガレット祭（文化祭） 10月29日 土 10:00-16:00 一般 要 Web 入試相談有

和光 和光祭 10月29日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 10月29日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

アレセイア湘南 学校体験 10月29日 土 9:30-11:30 受56 要 Web 校内見学・授業見学有

豊島岡女子学園 学校説明会 10月29日 土 10:30-11:30 保 要 Web 校内見学有

晃華学園 学校見学会 10月29日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 授業見学有

市川 学校説明会 10月29日 土 9:00-10:30 保・受 要 Web 校内見学有

市川 学校説明会 10月29日 土 11:30-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

市川 学校説明会 10月29日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

桜美林 第2回学校説明会 10月29日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

学習院女子 八重桜祭（文化祭） 10月29日 土 9:00-16:30 保・受 不要 入試相談有

鎌倉女子大学 第7回学校説明会 10月29日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

攻玉社 土曜説明会 10月29日 土 11:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

佼成学園 学校説明会 10月29日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

駒込 給食試食会 10月29日 土 10:00-12:30 保・受 要 校内見学有

埼玉栄 学校説明会 10月29日 土 10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

札幌聖心女子学院 授業公開 10月29日 土 9:30 保・受 不要 校内見学有

湘南白百合学園 第2回オープンスクール 10月29日 土 9:30-11:30 保・受 要 葉書

昭和女子大学附属昭和 学校説明会 10月29日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

白梅学園清修 清修フェスタ 10月29日 土 保・受 要 Web・Eメール 入試相談有

成城 中学校説明会③ 10月29日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

立川国際（都立） 第2回学校説明会 10月29日 土 保・受 不要

玉川学園 学校説明会 10月29日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

鶴見大学附属 適性検査模試 10月29日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

帝京 帰国生説明会 10月29日 土 11:00 保・受 要 TEL

田園調布学園 土曜プログラム見学会 10月29日 土 10:15-11:15 保・受 要 Web

桐蔭学園（男子部・女子部・中
等）

学校説明会 10月29日 土 10:30-12:30 保・受 不要 授業見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 10月29日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東京立正 英会話体験 10月29日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 10月29日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

並木（茨城県立） 学校公開 10月29日 土 9:30-16:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

成田高校付属 学校説明会 10月29日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

日本大学第一 学校説明会 10月29日 土 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第一 学校説明会 10月29日 土 14:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第三 学校説明会② 10月29日 土 13:45-15:15 保・受 不要 校内見学有

日本大学藤沢 入試説明会 10月29日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

白鷗高校附属（都立） 学校説明会 10月29日 土 保・受 不要

聖セシリア女子 オープンキャンパス 10月29日 土 10:00-13:00 保・受 不要

聖光学院 学校説明会 10月29日 土 14:00 保・受 不要 入試相談・校内見学有

日出 学校説明会 10月29日 土 午後 保・受 不要 校内見学有

富士見 学校説明会 10月29日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

文教大学付属 オープンアクティビティ 10月29日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web・FAX

本庄東高等学校附属 入試説明会 10月29日 土 9:30-11:30 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

三田国際学園 学園祭 10月29日 土 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

南多摩（都立） 学校説明会 10月29日 土 13:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

武蔵野 学校説明会 10月29日 土 保・受 不要 校内見学有

目黒学院 第4回学校説明会 10月29日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

目白研心 中学説明会 10月29日 土 午前 保・受 不要 校内見学有

山脇学園 山脇祭（文化祭） 10月29日 土 9:00-15:30 保・受 不要 入試相談有

茗溪学園 茗溪美術展 10月29日 土 9:30-16:00 保・受 つくば美術館 不要

アレセイア湘南 学校説明会 10月29日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

開成 学校説明会 10月29日 土 保・受56 要 校内見学有
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伊奈学園（埼玉県立）
彩の国教育週間体験授
業

10月29日 土 9:00-10:30 保・受6 不要 授業見学有

伊奈学園（埼玉県立）
彩の国教育週間体験授
業

10月29日 土 11:00-12:30 保・受6 要 授業見学有

大妻 入試説明会 10月29日 土 14:00-15:30 保・受6 大妻講堂 要 Web 校内見学有

桜蔭 学校説明会 10月29日 土 9:30-12:00 保56 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

神田女学園 学校説明会 10月29日 土 14:00

西武台千葉 学校説明会 10月29日 土 14:00-15:30

新渡戸文化 個別相談会（新渡戸祭） 10月29日 土 11:00-15:00 要 TEL・Eメール

新渡戸文化 新渡戸祭（文化祭） 10月29日 土 10:00-15:30 不要

日本大学豊山女子 第4回学校説明会 10月29日 土 10:00 要 Web 校内見学有

学習院 鳳櫻祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-14:00 一般 不要 入試相談有

実践女子学園 ときわ祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

中村 清澄祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

日本大学豊山 豊山祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-16:00 一般 不要 入試相談有

法政大学第二 二中文化祭 10月30日 日 一般 不要

武蔵野 文化祭 10月30日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

安田学園 安田祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

立教女学院 マーガレット祭（文化祭） 10月30日 日 10:00-15:00 一般 要 Web 入試相談有

和光 和光祭 10月30日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

カリタス女子 体験授業 10月30日 日 10:30-11:30 受 要 Web 校内見学有

カリタス女子 学校説明会 10月30日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

浦和実業学園 第4回学校説明会 10月30日 日 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学有

学習院女子 八重桜祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-16:30 保・受 不要 入試相談有

光塩女子学院 親睦会（バザー） 10月30日 日 9:30-15:00 保・受 不要 校内見学有

芝浦工業大学 入試説明会 10月30日 日 保・受 新校舎（豊洲） 要 Web 校内見学有

城西大学附属城西 第2回一日体験入学 10月30日 日 9:00-15:00 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学有

翔凜 入試説明会 10月30日 日 10:00-11:30 保・受 不要

白梅学園清修 清修フェスタ 10月30日 日 保・受 要 Web・Eメール 入試相談有

駿台学園 個別相談会 10月30日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

桐朋女子 学校説明会 10月30日 日 14:00 保・受 要 Web

東洋大学京北 学校説明会 10月30日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

東洋大学附属牛久 入試説明会 10月30日 日 9:00 保・受 要 TEL・Web

トキワ松学園 日曜説明会 10月30日 日 14:00-15:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東星学園 東星バザー 10月30日 日 10:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

星野学園 入試説明会 10月30日 日 10:00 保・受 要 TEL・FAX

本庄第一 中学校説明会 10月30日 日 10:00-12:00 保・受 要

本庄第一 入試対策講座 10月30日 日 13:00-15:00 保・受 要

三田国際学園 学園祭 10月30日 日 10:00-15:00 保・受 不要 入試相談有

武蔵野 学校説明会 10月30日 日 保・受 不要 校内見学有

八雲学園 学校説明会 10月30日 日 10:30 保・受 不要 校内見学有

山脇学園 山脇祭（文化祭） 10月30日 日 9:00-14:00 保・受 不要 入試相談有

茗溪学園 茗溪美術展 10月30日 日 9:30-16:00 保・受 つくば美術館 不要

東京家政大学附属女子 スクールランチ試食会 10月30日 日 11:00-12:30 保・受4-6 要 Web・FAX 校内見学有

開成 学校説明会 10月30日 日 保・受56 要 校内見学有

新渡戸文化 個別相談会（新渡戸祭） 10月30日 日 11:00-15:00 要 TEL・Eメール

新渡戸文化 新渡戸祭（文化祭） 10月30日 日 10:00-15:30 不要

攻玉社 体育祭 10月予定 一般 駒沢第2球技場 不要

共栄学園 体育祭 10月予定 保・受 東京体育館または東京武道館 不要

桐蔭学園（男子部・女子部・中
等）

体育祭 11月1日 火 9:00-15:00 一般 日産スタジアム 不要 雨天中止・入試相談有

三輪田学園 ミニ学校説明会 11月1日 火 10:00-12:00 保 要 校内見学有

神奈川大学附属 入試説明会 11月1日 火 10:45-12:20 保・受 要 Web

本郷 入試説明会 11月1日 火 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

女子聖学院 記念祭（文化祭） 11月2日 水 11:00-15:30 一般 要 Web 入試相談有
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聖学院 創立記念祭（文化祭） 11月2日 水 10:00-16:00 一般 入試相談有

成城学園 文化祭 11月2日 水 一般 不要 入試相談有

カリタス女子 夜のミニ説明会 11月2日 水 18:00-19:00 保・受 要 Web

普連土学園 学校説明会③ 11月2日 水 10:00-12:00 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

女子聖学院 ミニ説明会 11月2日 水 13:15-13:45 保・受 不要 校内見学有

フェリス女学院 フェリス祭（文化祭） 11月2日 水 9:30-16:00 保・受 不要

立教池袋 個別相談 11月2日 水 12:00-14:00 保・受

青山学院横浜英和 シオン祭 11月3日 木 一般 不要 入試相談有

関東学院 かんらんさい（文化祭） 11月3日 木 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

相模女子大学 相生祭（文化祭） 11月3日 木 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

女子聖学院 記念祭（文化祭） 11月3日 木 9:30-15:30 一般 要 Web 入試相談有

聖学院 創立記念祭（文化祭） 11月3日 木 10:00-16:00 一般 入試相談有

成城学園 文化祭 11月3日 木 一般 不要 入試相談有

明治学院 ヘボン祭（文化祭） 11月3日 木 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

恵泉女学園 恵泉デー（文化祭） 11月3日 木 9:00-16:00 一般 要 Web 入試相談有

武相 学校説明会 11月3日 木 9:00-10:30 保 不要 校内見学有

武相 学校説明会 11月3日 木 13:30-15:00 保 不要 校内見学有

共立女子 入試問題説明会 11月3日 木 9:30-11:00 保・受

修徳 修徳祭（文化祭） 11月3日 木 保・受 入試相談有

松蔭 学校説明会 11月3日 木 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

女子聖学院 ミニ説明会 11月3日 木 13:15-13:45 保・受 不要 校内見学有

駿台学園 個別相談会 11月3日 木 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

成立学園 個別相談会 11月3日 木 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

桐蔭学園（男子部・女子部・中
等）

桐蔭第九の会 11月3日 木 14:30 保・受 不要

秀明 授業公開・進学相談 11月3日 木 11:00-13:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

フェリス女学院 フェリス祭（文化祭） 11月3日 木 9:30-16:00 保・受 不要

緑ヶ丘女子 学校説明会 11月3日 木 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

横浜雙葉 第3回学校説明会 11月3日 木 10:00-11:30 保・受 要 往復葉書 校内見学有

横浜雙葉 第3回学校説明会 11月3日 木 14:00-15:30 保・受 要 往復葉書 校内見学有

立教池袋 個別相談 11月3日 木 12:00-14:00 保・受

相模女子大学 相生祭（文化祭） 11月4日 金 10:00-14:00 一般 不要 入試相談有

青稜 イブニング説明会 11月4日 金 18:00-19:00 保 不要

品川女子学院 入試説明会 11月4日 金 10:00-12:20 保 要 Web 校内見学・授業見学有

佼成学園 学校説明会イブニング 11月4日 金 18:30-19:30 保・受 要 Web

玉川学園 学校説明会 11月4日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web

目黒星美学園
イブニングミニ説明会第2
回

11月4日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web・FAX 体験授業要予約

文京学院大学女子
学校説明会イブニング
セッション

11月4日 金 18:30-20:00 不要 校内見学・個別相談有

青山学院 中等部祭（文化祭） 11月5日 土 10:30-16:00 一般 不要 入試相談有

片山学園 学園祭（文化祭） 11月5日 土 9:00-19:00 一般 不要 入試相談有

鶴見大学附属 光華祭（文化祭） 11月5日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京女学館 創立128周年記念祭 11月5日 土 11:15-16:30 一般 不要 入試相談有

豊島岡女子学園 桃季祭（文化祭） 11月5日 土 8:30-15:30 一般 不要 入試相談有

世田谷学園 入試説明会 11月5日 土 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

11月5日 土 10:00-11:45 受6 要 校内見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

11月5日 土 14:00-15:45 受6 要 校内見学有

横須賀学院 入試問題体験会 11月5日 土 9:00-12:00 受6 要 Web 校内見学有

穎明館 学校説明会 11月5日 土 10:00-12:00 保・受 不要

上野学園 学校説明会 11月5日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・FAX 授業見学有

浦和明の星女子 学校説明会 11月5日 土 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

浦和明の星女子 学校説明会 11月5日 土 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

共立女子 帰国生入試問題説明会 11月5日 土 10:00-11:15 保・受

小石川（都立） 学校説明会 11月5日 土 保・受 不要 校内見学有
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光塩女子学院 校内見学会 11月5日 土 10:30-12:00 保・受 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

駒込 個別相談会 11月5日 土 9:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

捜真女学校 ミニミニ説明会③ 11月5日 土 13:30-14:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学有

自修館 学校説明会 11月5日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

自修館 理科実験 11月5日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

実践学園 入試説明会 11月5日 土 10:30-12:30 保・受 不要

芝 学校説明会 11月5日 土 11:00-12:50 保・受 不要 校内見学有

渋谷教育学園幕張 入試説明会 11月5日 土 14:00-16:30 保・受 不要 校内見学有

修徳 学校説明会 11月5日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

湘南白百合学園 入試説明会 11月5日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

翔凜 校長ミニ説明会 11月5日 土 10:00-11:30 保・受 不要

巣鴨 学校説明会 11月5日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

逗子開成 中学入試説明会 11月5日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・入試相談有

駿台学園 第3回学校説明会 11月5日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

成蹊 学校説明会 11月5日 土 14:00-15:30 保・受 成蹊大学内 不要 校内見学有

清真学園 学校説明会 11月5日 土 12:00 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

成立学園 学校説明会 11月5日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

玉川聖学院 学校説明会 11月5日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

玉川聖学院 適性検査型入試説明会 11月5日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 11月5日 土 14:00-15:20 保・受 要 Web 校内見学有

田園調布学園 学校説明会 11月5日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web 校内見学有

東海大学菅生 学校説明会 11月5日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

東京立正 すらら体験 11月5日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 11月5日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東洋英和女学院 第3回学校説明会 11月5日 土 13:30-15:00 保・受 不要 校内見学有

東洋大学附属牛久 入試説明会 11月5日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web

トキワ松学園 夜の説明会 11月5日 土 18:00-19:15 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

函嶺白百合学園 入試説明会 11月5日 土 10:00-13:00 保・受 不要 校内見学有

富士見 生徒による学校紹介 11月5日 土 13:40-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

文教大学付属 学校説明会 11月5日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

本庄第一 中学校説明会 11月5日 土 14:00-15:30 保・受 要

明星 学校説明会 11月5日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

八雲学園
イングリッシュファンフェ
アー

11月5日 土 保・受 不要 校内見学有

横須賀学院 第3回学校説明会 11月5日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

横浜隼人 学校説明会 11月5日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

横浜翠陵 翠陵祭（文化祭） 11月5日 土 11:00-15:00 保・受 不要 説明会有

立正大学付属立正 学校説明会・授業見学 11月5日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

大妻 第2回オープンスクール 11月5日 土 14:00-16:00 保・受1-5 要 Web

大妻多摩 中学生活体験日 11月5日 土 10:00-13:00 保・受4-6 要 Web 校内見学有

桜蔭 学校説明会 11月5日 土 9:30-12:00 保56 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

稲毛高等学校附属（千葉市
立）

学校見学会 11月5日 土 保6 不要

川崎高校附属（川崎市立） 入試説明会 11月5日 土 保6 川崎市政策文化会館

共立女子第二 学校説明会 11月5日 土 11:00-12:30

工学院大学附属 第3回学校説明会 11月5日 土 10:00 要 校内見学有

佼成学園 ICT教育授業公開 11月5日 土 10:30-12:30 要 Web 授業見学有

西武台千葉 学校説明会 11月5日 土 14:00-15:30

武蔵野女子学院 MJ学校説明会② 11月5日 土 14:00-16:00 不要

青山学院 中等部祭（文化祭） 11月6日 日 12:30-16:00 一般 不要 入試相談有

鶴見大学附属 光華祭（文化祭） 11月6日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

東京女学館 創立128周年記念祭 11月6日 日 9:00-16:30 一般 不要 入試相談有

豊島岡女子学園 桃季祭（文化祭） 11月6日 日 8:30-15:30 一般 不要 入試相談有

京華
第2回入試問題解説（理・
社）

11月6日 日 14:00-15:30 受 不要 校内見学有
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足立学園 小6生徒対象入試体験会 11月6日 日 8:30-12:15 受6 要 Web

京華 第2回入試説明会 11月6日 日 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

貞静学園 第1回プレテスト 11月6日 日 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

芝浦工業大学柏 入試説明会 11月6日 日 14:00 保・受 不要 校内見学有

駿台学園 個別相談会 11月6日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

創価 友好の集い 11月6日 日 10:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

高輪 第3回入試説明会 11月6日 日 10:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

高輪 第3回入試説明会 11月6日 日 14:00-16:00 保・受 要 TEL 校内見学有

帝京 学校説明会 11月6日 日 10:00 保・受 不要

東京大学教育学部附属
学校説明会・編入学説明
会

11月6日 日 保・受 不要

東京農業大学第一 学校説明会 11月6日 日 10:00-12:00 保・受 大学百周年講堂 不要 校内見学有

秀明 学校見学会 11月6日 日 12:00-15:00 保・受 不要 授業見学有

横浜翠陵 翠陵祭（文化祭） 11月6日 日 9:00-15:00 保・受 不要 説明会有

横浜翠陵 翠陵祭（文化祭） 11月7日 月 11:00-15:00 一般 不要

明星 模擬試験 11月7日 月 14:00-15:30 受6 要 Web 校内見学有

鎌倉学園 入試説明会 11月7日 月 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学・授業見学有

城西大学附属城西 城西音楽祭 11月7日 月 保・受 東京藝術劇場 不要 往復葉書

実践学園 第19回合唱コンクール 11月8日 火 10:00-15:00 一般 杉並公会堂 不要

横浜翠陵 翠陵祭（文化祭） 11月8日 火 9:00-15:00 一般 不要

女子学院 学校説明会 11月8日 火 8:10-10:30 保 要 往復葉書

品川女子学院 校舎見学会 11月8日 火 9:40-11:00 保・受 要 Web 授業見学有

東京成徳大学 授業見学会 11月9日 水 10:00-11:30 保 不要 校内見学有

神奈川大学附属 入試説明会 11月9日 水 10:45-12:20 保・受 要 Web

成城 中学校説明会④ 11月9日 水 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

多摩大学目黒 学校説明会 11月9日 水 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

本庄第一 イブニング説明会 11月9日 水 18:00-19:30 保・受 要

明治学院 学校説明会 11月9日 水 11:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

東京電機大学 授業公開 11月9日 水 10:00-11:30 保・受6 要 Web 授業見学有

桜蔭 学校説明会 11月9日 水 9:30-12:00 保1-4 要 往復葉書 校内見学・授業見学有

横浜富士見丘学園 学校説明会 11月9日 水 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

十文字 学校説明会 11月10日 木 10:00-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

品川女子学院
これからの中学受験を考
える方の説明会

11月10日 木 10:00-12:20 保 要 Web
校内見学・授業見学有・対象に祖
父母含

頌栄女子学院 第6回学校説明会 11月10日 木 10:15-12:20 保 要 Web 授業見学有

女子学院 学校説明会 11月10日 木 8:10-10:30 保 要 往復葉書

女子聖学院 ナイト説明会③ 11月10日 木 19:00-20:00 保 聖学院新館 要 Web

豊島岡女子学園 学校説明会 11月10日 木 10:30-11:30 保 要 Web 校内見学有

品川女子学院 学校説明会　夜の部 11月11日 金 18:50-20:30 保 要 Web

普連土学園 学校説明会④ 11月11日 金 10:00-12:00 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

東京学芸大学附属世田谷
テーマ研究発表会（口頭
発表のみ）

11月11日 金 10:00-12:30 保 不要

横浜翠陵 ミニ説明会 11月11日 金 10:00-11:30 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

聖セシリア女子 学校説明会 11月11日 金 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

武蔵高校附属（都立） 授業公開 11月11日 金 保・受 不要 授業見学有

川村 鶴友祭（文化祭） 11月12日 土 10:00-15:30 一般 要 Web 入試相談有

慶應義塾湘南藤沢 文化祭 11月12日 土 一般 不要

慶應義塾中等部 展覧会（文化祭） 11月12日 土 12:00-16:30 一般 不要

昭和女子大学附属昭和 昭和祭（文化祭） 11月12日 土 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

多摩大学目黒 習陵祭（文化祭） 11月12日 土 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

星美学園 授業体験会 11月12日 土 14:00-15:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 11月12日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

緑ヶ丘女子
ジュニア・カルチャー・クラ
ス

11月12日 土 9:30-11:30 受 要 TEL・Eメール

足立学園 入試問題解説会 11月12日 土 14:00-17:00 受6 要 Web

アレセイア湘南 入試体験 11月12日 土 9:30-12:00 受6 要 Web 校内見学・授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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昌平 入試問題アドバイス 11月12日 土 14:00-16:00 受6 要 Web

駒沢学園女子 入試説明会 11月12日 土 13:30 保・受 不要 校内見学有

女子学院 学校説明会 11月12日 土 10:00-12:30 保 要 往復葉書

東京純心女子 ミニ説明会・見学会 11月12日 土 10:30-12:30 保 不要 校内見学・授業見学有

フェリス女学院 学校説明会 11月12日 土 10:00-11:50 保 不要 校内見学有

フェリス女学院 学校説明会 11月12日 土 14:00-15:50 保 不要 校内見学有

晃華学園 学校見学会 11月12日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 授業見学有

江戸川女子 学校説明会 11月12日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

鎌倉女子大学 第1回入試直前対策会 11月12日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

共立女子 入試問題説明会 11月12日 土 14:00-15:30 保・受

慶應義塾湘南藤沢 第2回学校説明会 11月12日 土 10:00-11:10 保・受 不要 校内見学有

慶應義塾湘南藤沢 第2回学校説明会 11月12日 土 12:30-13:40 保・受 不要 校内見学有

啓明学園 第4回学校説明会 11月12日 土 保・受 不要 校内見学有

国府台女子学院 第3回学校説明会 11月12日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

香蘭女学校 学校説明会 11月12日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

捜真女学校 第3回学校説明会 11月12日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

サレジオ学院 学校説明会 11月12日 土 14:00-15:40 保・受 要 Web 校内見学有

実践女子学園 学校説明会 11月12日 土 13:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

品川女子学院 校舎見学会 11月12日 土 9:40-11:00 保・受 要 Web 授業見学有

昌平 学校説明会⑧ 11月12日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

白百合学園 学校説明会 11月12日 土 9:30-11:00 保・受 不要

白百合学園 第4回学校見学会 11月12日 土 11:00-13:00 保・受 不要

逗子開成 土曜見学会 11月12日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

普連土学園 バザー 11月12日 土 10:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

成蹊 入試対策講座 11月12日 土 13:30-16:00 保・受 成蹊大学内 要 Web

成城学園 学校説明会 11月12日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

星美学園 学校説明会 11月12日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

鶴見大学附属 学校説明会 11月12日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 11月12日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

富士高等学校附属（都立） 第2回学校説明会 11月12日 土 13:30-16:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 オープンスクール 11月12日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web・FAX

本庄第一 入試対策講座 11月12日 土 10:00-15:00 保・受 要

三田国際学園 入試傾向説明会 11月12日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

三輪田学園 学校説明会 11月12日 土 12:30-14:00 保・受 不要 校内見学有

武蔵 学校説明会 11月12日 土 13:30-15:00 保・受 不要

武蔵高校附属（都立） 授業公開 11月12日 土 保・受 不要 授業見学有

盛岡白百合学園 学校見学会② 11月12日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

八雲学園 ミニ説明会 11月12日 土 9:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 11月12日 土 10:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 11月12日 土 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 11月12日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

山脇学園 入試説明会・学校説明会 11月12日 土 9:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

横須賀学院 合唱コンクール 11月12日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

慶應義塾中等部 学校説明会 11月12日 土 11:00-12:00 保・受・塾
慶應義塾大学三田キャンパス西
校舎ホール

不要 校内見学・展覧会見学有

慶應義塾中等部 学校説明会 11月12日 土 13:30-14:30 保・受・塾
慶應義塾大学三田キャンパス西
校舎ホール

不要 校内見学・展覧会見学有

アレセイア湘南 学校説明会 11月12日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

東京女学館 入試説明会 11月12日 土 10:00-12:00 保・受6 要 Web 校内見学・授業見学有

神田女学園 学校説明会 11月12日 土 14:00

攻玉社 オープンスクール 11月12日 土 13:30-15:40 要 Web

淑徳SC 学校説明会 11月12日 土

和洋国府台女子 学校説明会 11月12日 土 10:30

和洋国府台女子 入試問題体験 11月12日 土
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川村 鶴友祭（文化祭） 11月13日 日 10:00-15:30 一般 要 Web 入試相談有

慶應義塾湘南藤沢 文化祭 11月13日 日 一般 不要

慶應義塾中等部 展覧会（文化祭） 11月13日 日 9:30-16:00 一般 不要

昭和女子大学附属昭和 昭和祭（文化祭） 11月13日 日 10:00-16:00 一般 不要 入試相談有

多摩大学目黒 習陵祭（文化祭） 11月13日 日 9:00-15:00 一般 不要 入試相談有

秀光 秀光祭（文化祭） 11月13日 日 一般 要 TEL・FAX 入試相談有

武蔵野東 学園祭（文化祭） 11月13日 日 10:00-15:00 一般 不要 入試相談有

京華女子 第1回入試問題セミナー 11月13日 日 9:00 保・受 要

慶應義塾湘南藤沢 第3回学校説明会 11月13日 日 10:00-11:10 保・受 不要 校内見学有

慶應義塾湘南藤沢 第3回学校説明会 11月13日 日 12:30-13:40 保・受 不要 校内見学有

国際学院 入試対策学習会 11月13日 日 10:30-12:30 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

校内見学・授業見学有

狭山ヶ丘高校付属 学校見学説明会 11月13日 日 10:00-11:30 保・受 不要 入試相談有

駿台学園 個別相談会 11月13日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

東京家政大学附属女子 第4回学校説明会 11月13日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

武南
第6回学校説明会・入試
説明会

11月13日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

和光 学校説明会④ 11月13日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

慶應義塾中等部 学校説明会 11月13日 日 11:00-12:00 保・受・塾
慶應義塾大学三田キャンパス西
校舎ホール

不要 校内見学・展覧会見学有

慶應義塾中等部 学校説明会 11月13日 日 13:30-14:30 保・受・塾
慶應義塾大学三田キャンパス西
校舎ホール

不要 校内見学・展覧会見学有

淑徳SC 学校説明会 11月13日 日

西武台千葉 学校説明会 11月13日 日 10:00-11:30

文京学院大学女子 入試解説・学校説明会 11月13日 日 10:00-11:30 不要

文京学院大学女子 入試解説・学校説明会 11月13日 日 13:30-15:00

世田谷学園 入試説明会 11月14日 月 10:30 受1-5 要 Web 施設見学・授業見学有

武蔵高校附属（都立） 授業公開 11月14日 月 保・受 不要 授業見学有

共立女子第二 学校説明会 11月14日 月 18:00-19:30

世田谷学園 入試説明会 11月15日 火 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

智学館 入試説明会⑤ 11月15日 火 14:00-15:30 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

大妻多摩 学校説明会 11月15日 火 10:00-12:00 保・受1-5 要 Web 校内見学・授業見学有

駒込 合唱コンクール 11月16日 水 一般 川口リリアホール 不要 個別相談有

湘南学園 第1回入試説明会 11月16日 水 9:30-12:00 保・受 要

逗子開成 水曜見学会 11月16日 水 10:00-12:00 保・受 要 Web
定員100名・校内見学・授業見学
有

日出 学校説明会 11月16日 水 午後 保・受 不要 校内見学有

世田谷学園 入試説明会 11月17日 木 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

品川女子学院 入試説明会 11月17日 木 10:00-12:20 保 要 Web 校内見学・授業見学有

神奈川大学附属 入試説明会 11月17日 木 10:45-12:20 保・受 要 Web

麹町学園女子 第5回学校説明会 11月17日 木 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

昭和女子大学附属昭和 オープンキャンパス 11月17日 木 10:30-16:15 保・受 不要 授業見学有

本庄第一 イブニング説明会 11月17日 木 18:00-19:30 保・受 要

立教池袋 一般入学試験説明会 11月17日 木 14:30 保・受

十文字 イブニング説明会 11月18日 金 18:45-19:45 保・受 要 Web

鷗友学園女子 学校説明会 11月18日 金 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学・授業見学有

トキワ松学園 学校説明会 11月18日 金 10:00-11:30 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

大妻中野
アフターアワーズ学校説
明会

11月18日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

大妻中野
アフターアワーズ学校説
明会

11月18日 金 19:00-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

国際学院 イブニング学校説明会 11月18日 金 18:30-19:00 保・受 国際学院埼玉短期大学 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

相模女子大学 ナイト説明会 11月18日 金 19:00-20:00 保・受 不要

明星 学校説明会 11月18日 金 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

目白研心 中学説明会 11月18日 金 午前 保・受 不要 校内見学有

聖光学院 聖光音楽祭 11月19日 土 一般 不要
詳細は開催1ヶ月前にWeb掲載予
定

青稜 体験入学 11月19日 土 14:00-16:00 受 要 Web 校内見学有

東京女子学園 PISA・英語入試体験 11月19日 土 14:00 受6 要 TEL・Web 校内見学有

日本女子大学附属 入試問題解説会 11月19日 土 受6 要 Eメール 校内見学有
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聖ヨゼフ学園 入試問題勉強会② 11月19日 土 10:00-11:50 受6 要 TEL・Web・Eメール・FAX

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

11月19日 土 10:00-11:45 受6 要 校内見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

11月19日 土 14:00-15:45 受6 要 校内見学有

駒沢学園女子 入試説明会 11月19日 土 13:30 保・受 不要 校内見学有

青山学院横浜英和 土曜見学会 11月19日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

桜美林 第3回学校説明会 11月19日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

大妻中野 第1回入試問題説明会 11月19日 土 10:15-11:45 保・受 不要 校内見学・授業見学有

学習院 一般説明会④ 11月19日 土 14:00 保・受 校内見学有

北鎌倉女子学園 音楽科定期演奏会 11月19日 土 13:30-16:00 保・受 鎌倉芸術館 不要

小石川（都立） 授業公開 11月19日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

駒込 適性検査型入試対策 11月19日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

埼玉栄 入試問題学習会 11月19日 土 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

桜華女学院 学校説明会 11月19日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

貞静学園 学校説明会 11月19日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

実践学園 入試説明会 11月19日 土 10:30-12:30 保・受 不要

品川女子学院 オープンキャンパス 11月19日 土 14:00-17:00 保・受 要 Web

芝浦工業大学 体験入学② 11月19日 土 保・受 要 Web 校内見学有

渋谷教育学園渋谷 学校説明会 11月19日 土 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

修徳 学校説明会 11月19日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

城西大学附属城西 第4回中学校説明会 11月19日 土 14:30-15:40 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学有

城北埼玉 学校説明会 11月19日 土 13:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

女子聖学院 卒業生が語る女子聖学院 11月19日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

駿台学園 第4回学校説明会 11月19日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

成城 中学校説明会⑤ 11月19日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

成立学園 個別相談会 11月19日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

立川国際（都立） 第3回学校説明会 11月19日 土 保・受 不要

橘学苑 オープンスクール 11月19日 土 9:30-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

橘学苑 学校説明会 11月19日 土 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

玉川学園 入試問題チャレンジ会 11月19日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

多摩大学目黒
体験学習（英会話と部活
体験）

11月19日 土 10:00-12:00 保・受 あざみ野セミナーハウス 要 TEL・Web・Eメール・FAX セミナーハウス見学有

中央大学附属 学校説明会 11月19日 土 12:00 保・受

鶴見大学附属
「校長先生といっしょに学
校散歩！」

11月19日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

帝京 個別相談会 11月19日 土 11:00 保・受 要 TEL・Web

田園調布学園 土曜プログラム見学会 11月19日 土 10:15-11:15 保・受 要 Web 校内見学有

東海大学菅生 第1回入試体験 11月19日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

東京女子学園 学校説明会 11月19日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京成徳大学 学校説明会 11月19日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

東京電機大学 入試説明会 11月19日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

東京立正 授業参観 11月19日 土 10:00 保・受 不要 校内見学・個別相談有

東邦大学付属東邦 学校見学会 11月19日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東洋大学附属牛久 入試説明会 11月19日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web

日本女子大学附属 学校説明会 11月19日 土 保・受 不要 校内見学有

日本大学第一 学校説明会 11月19日 土 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第一 学校説明会 11月19日 土 14:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学藤沢 入試説明会 11月19日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

聖ヨゼフ学園 第4回学校説明会 11月19日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

富士見 学校説明会 11月19日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

法政大学第二 学校説明会 11月19日 土 14:00 保・受 要 Web 校内見学有

本庄東高等学校附属 入試説明会 11月19日 土 9:30-11:30 保・受 要 Web・FAX 校内見学有

武蔵野 学校説明会 11月19日 土 保・受 不要 校内見学有

武蔵野東 学校説明会 11月19日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

明治学院 学校説明会 11月19日 土 14:00-16:30 保・受 要 Web 授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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目黒学院 第5回学校説明会 11月19日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

盛岡白百合学園 学校見学会③ 11月19日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

横浜 学校説明会 11月19日 土 10:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

横浜翠陵
土曜授業見学会・ミニ説
明会・学食体験

11月19日 土 9:30-11:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

学習院女子 学校説明会 11月19日 土 14:00-15:00 保・受1-5 学習院女子大学やわらぎホール 不要 校内見学有

吉祥女子 学校説明会 11月19日 土 14:00-15:30 保・受1-5 不要 校内見学・授業見学有

浦和（さいたま市立） 入試説明会 11月19日 土 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

大妻 入試説明会 11月19日 土 14:00-15:30 保・受6 大妻講堂 要 Web 校内見学有

学習院女子 学校説明会 11月19日 土 15:30-16:40 保・受6 学習院女子大学やわらぎホール 不要 校内見学有

北鎌倉女子学園
第1回入試過去問題学習
会

11月19日 土 9:30-12:30 保・受6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学・授業見学有

吉祥女子 学校説明会 11月19日 土 10:30-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

札幌聖心女子学院 入試対策講座 11月19日 土 13:00 保・受6 不要 校内見学有

白梅学園清修 入試説明会 11月19日 土 14:00-16:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

東京純心女子 説明会・入試体験会 11月19日 土 10:30-12:30 保・受6 要 校内見学・授業見学有

浦和（さいたま市立） 学校公開 11月19日 土 8:30-11:20 不要 校内見学・授業見学有

淑徳SC 入試説明会 11月19日 土

西武台千葉 学校説明会 11月19日 土 14:00-15:30

文京学院大学女子 授業が見られる説明会 11月19日 土 10:00 要 Web・TEL・Eメール 授業見学有

カリタス女子 入試過去問題説明会 11月20日 日 9:30-11:15 受 要 Web

カリタス女子 入試過去問題説明会 11月20日 日 14:00-15:45 受 要 Web

東京女子学園 体験授業 11月20日 日 10:00 受 要 TEL・Web 校内見学有

日本大学豊山 体験授業・クラブ体験 11月20日 日 13:00 受 要 Web 校内見学有

聖望学園 入試問題解説授業③ 11月20日 日 10:50-11:50 受56 要 Web 校内見学有

世田谷学園 入試説明会 11月20日 日 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

東京都市大学付属 過去問チャレンジ 11月20日 日 9:00-12:30 受6 要 Web 校内見学有

安田学園 入試体験 11月20日 日 9:30-12:30 受6 要 Web

麗澤
入試説明会小6プログラ
ム

11月20日 日 10:30-12:00 受6 要 Web 校内見学有

十文字 入試体験会 11月20日 日 10:00-12:00 保・受6 要 Web

中村 学校説明会 11月20日 日 10:00-12:00 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

浦和実業学園 第5回学校説明会 11月20日 日 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学有

共栄学園 模擬入試体験会① 11月20日 日 9:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

光塩女子学院 第4回学校説明会 11月20日 日 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

佼成学園 学校説明会 11月20日 日 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・入試問題解説有

駒込 個別相談会 11月20日 日 9:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

芝浦工業大学 入試説明会 11月20日 日 保・受 新校舎（豊洲） 要 Web 校内見学有

芝浦工業大学柏 入試説明会 11月20日 日 10:00 保・受 不要 校内見学有

翔凜 入試説明会 11月20日 日 10:00-11:30 保・受 不要

駿台学園 個別相談会 11月20日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

西武台新座 入試模擬体験会 11月20日 日 10:00-13:00 保・受 要 Web

東海大学付属相模 学校説明会 11月20日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

東京女子学園 学校説明会 11月20日 日 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京都市大学付属 入試説明会① 11月20日 日 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

土佐塾 土佐塾難関模試 11月20日 日 13:00-13:50 保・受 不要 校内見学有

日本大学豊山 学校説明会② 11月20日 日 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

星野学園 入試説明会 11月20日 日 10:00 保・受 要 TEL・FAX

本庄第一 中学校説明会 11月20日 日 10:00-12:00 保・受 要

本庄第一 入試対策講座 11月20日 日 13:00-15:00 保・受 要

目黒星美学園 入試説明会 11月20日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

森村学園 学校説明会 11月20日 日 10:30-12:30 保・受 不要 校内見学有

安田学園 学校説明会 11月20日 日 9:30-12:30 保・受 不要

横浜創英 学校説明会・体験授業 11月20日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web 学校見学有

麗澤 入試説明会 11月20日 日 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有
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和光 和光教研 11月20日 日 9:30-10:30 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

授業見学有

聖望学園 学校説明会④ 11月20日 日 10:00-12:00 保・受4-6 要 Web 校内見学有

上野学園 入試体験 11月20日 日 14:00-16:00 保・受56 要 TEL・FAX

片山学園 第3回学校説明会 11月20日 日 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Eメール 校内見学有

十文字 入試体験会 11月20日 日 10:00-12:00 保・受6 要 Web

千葉明徳 学校説明会 11月20日 日 10:00-12:00 保・受6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 11月20日 日

鶴見大学附属 合唱祭 11月21日 月 13:00-14:30 保・受 不要

横浜隼人 ミニ説明会 11月21日 月 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

帝京 合唱コンクール 11月22日 火 10:00-13:00 一般 川口総合文化センター 不要

東邦音楽大学附属東邦 合唱コンクール 11月23日 水 13:00 一般 川越キャンパス 不要

栄東 入試問題学習会 11月23日 水 受 要 Web 校内見学有

聖園女学院 体験入学 11月23日 水 9:30-11:30 受 不要 校内見学有

川村
チャレンジ講座ブラッシュ
アップセミナー①

11月23日 水 10:00 受4-6 要 TEL・Web

小石川（都立） 適性検査問題解説会 11月23日 水 受6 要 Web

昭和女子大学附属昭和 入試問題解説授業 11月23日 水 10:00-12:00 受6 要 Web・FAX 校内見学有

聖園女学院 過去問題勉強会 11月23日 水 9:30-11:30 受6 不要 校内見学有

恵泉女学園 第1回入試説明会 11月23日 水 10:30-12:00 保・受 要 Web

恵泉女学園 第1回入試説明会 11月23日 水 14:00-15:30 保・受 要 Web

川村 ミニ説明会 11月23日 水 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

共栄学園
首都圏模試公立一貫模
試同時開催適性検査解
説会

11月23日 水 9:30-12:00 保・受 不要

共立女子 入試問題説明会 11月23日 水 9:30-11:00 保・受

香蘭女学校 バザー 11月23日 水 10:00-15:00 保・受 不要

駒込 個別相談会 11月23日 水 9:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

松蔭 学校説明会 11月23日 水 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

昭和女子大学附属昭和 学校説明会 11月23日 水 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

駿台学園 個別相談会 11月23日 水 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

開智未来 入試対策講座 11月23日 水 9:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

聖園女学院 学校説明会 11月23日 水 保・受 不要 校内見学有

晃華学園 学校説明会 11月23日 水 10:00-11:30 保・受1-5 要 Web 校内見学有

晃華学園 入試説明会 11月23日 水 10:00-11:30 保・受6 要 Web 校内見学有

大妻多摩 入試模擬体験 11月23日 水 9:00-12:00 保・受6 要 Web 校内見学有

城北 入試説明会 11月23日 水 10:00-12:00 保・受6 不要 校内見学有

玉川聖学院 学校説明会 11月23日 水 9:00-12:30 保・受6 要 Web

横浜翠陵
模擬入試・適性体験／入
試問題傾向・対策

11月23日 水 9:30-12:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 11月23日 水

日本大学豊山女子 第5回学校説明会 11月23日 水 10:00 要 Web 校内見学有

武蔵野女子学院
MJ体験入学・入試問題解
説

11月23日 水 10:00-12:00 不要

足立学園 ミニ説明会 11月24日 木 18:00-19:30 保・受 要 Web 校内見学有

湘南学園 公開授業 11月25日 金 10:00-12:00 一般 不要

神奈川大学附属 入試説明会 11月25日 金 10:45-12:20 保・受 要 Web

捜真女学校 ナイト説明会 11月25日 金 18:30-20:00 保・受 不要 校内見学有

実践学園 イブニング説明会 11月25日 金 18:00-19:30 保・受 不要

新渡戸文化 イブニングミニ相談会① 11月25日 金 19:00 要 TEL・Eメール

新渡戸文化 公開授業③ 11月25日 金 8:40

横浜富士見丘学園 学校説明会 11月25日 金 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 11月26日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

世田谷学園 入試説明会 11月26日 土 10:30 受1-5 要 Web 施設見学・授業見学有

フェリス女学院 学校見学会 11月26日 土 10:00-11:30 受5 要 往復葉書

フェリス女学院 学校見学会 11月26日 土 14:00-15:30 受5 要 往復葉書

横須賀学院 入試問題体験会 11月26日 土 9:00-12:00 受6 要 Web 校内見学有

国学院大学久我山 入試説明会（男子） 11月26日 土 10:30-12:00 保・受 大学渋谷キャンパス 要 Web
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国学院大学久我山 入試説明会（女子） 11月26日 土 13:30-15:00 保・受 大学渋谷キャンパス 要 Web

青稜 入試説明会 11月26日 土 10:30-12:00 保 不要 校内見学・授業見学有

鎌倉学園 入試説明会 11月26日 土 13:00-14:30 保 要 Web 校内見学有

品川女子学院 入試説明会 11月26日 土 10:00-11:40 保 要 Web

清泉女学院 第3回学校説明会 11月26日 土 10:00-12:00 保 不要 校内見学有

国本女子 入試説明会 11月26日 土 10:00-11:00 保・受 校内見学有

啓明学園 第5回学校説明会 11月26日 土 保・受 不要 校内見学有

攻玉社 土曜説明会 11月26日 土 11:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

駒込 個別相談会 11月26日 土 9:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

埼玉大学附属 学校説明会 11月26日 土 午前中 保・受 不要 校内見学有

埼玉大学附属 授業公開 11月26日 土 午前中 保・受 不要 校内見学有

自修館 入試説明会 11月26日 土 10:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

芝 学校説明会 11月26日 土 11:00-12:50 保・受 不要 校内見学有

頌栄女子学院 クリスマス会こども会 11月26日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web

聖学院 第4回学校説明会 11月26日 土 10:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 11月26日 土 14:00-15:20 保・受 要 Web 校内見学有

鶴見大学附属 入試問題の傾向と対策 11月26日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東京立正 合唱コンクール 11月26日 土 9:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

桐朋 学校説明会⑥ 11月26日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

東邦大学付属東邦 学校見学会 11月26日 土 10:30-12:50 保・受 要 Web

東洋大学京北 学校説明会 11月26日 土 15:00-16:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

獨協埼玉 学校説明会 11月26日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

日本大学 中学校説明会 11月26日 土 9:30 保・受 不要 校内見学有

日本大学豊山 授業参観デー 11月26日 土 8:30-13:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

白鷗高校附属（都立） 願書配布説明会 11月26日 土 保・受 不要

函嶺白百合学園 ナイト説明会 11月26日 土 18:00-19:00 保・受 要 TEL 校内見学有

富士高等学校附属（都立） 募集案内説明会 11月26日 土 14:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文教大学付属 学校説明会 11月26日 土 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北嶺 東京学校説明会 11月26日 土 13:00-14:30 保・受
TKP東京駅日本橋カンファレンス
センター

要 TEL・Eメール・FAX

本郷 入試説明会 11月26日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

南多摩（都立） 応募説明会・願書配付 11月26日 土 保・受 不要 校内見学有

明治大学付属中野八王子 オープンスクール 11月26日 土 10:50-12:40 保・受 不要 授業見学有

盛岡白百合学園 学校見学会④ 11月26日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

横須賀学院 第4回学校説明会 11月26日 土 9:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

両国高校附属（都立） 願書配布説明会 11月26日 土 保・受 不要 校内見学有

富士見 小5以下対象学校説明会 11月26日 土 10:30-12:30 保・受1-5 要 Web 校内見学・授業見学有

富士見 小5以下対象学校説明会 11月26日 土 13:40-15:30 保・受1-5 要 Web 校内見学・授業見学有

白梅学園清修 適性検査型入試説明会 11月26日 土 14:00-16:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

玉川聖学院 適性検査型入試説明会 11月26日 土 9:00-12:00 保・受6 要 Web

東洋英和女学院 入試問題説明会 11月26日 土 9:00-11:00 保・受6 不要 校内見学有

栄光学園 学校説明会 11月26日 土 10:00-11:30 不要 校内見学有

江戸川学園取手 第3回入試説明会 11月26日 土 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

淑徳SC 入試説明会 11月26日 土

新渡戸文化 学校説明会④ 11月26日 土 11:30 要 TEL・Eメール

新渡戸文化 公開授業④ 11月26日 土 8:40

京華
第3回入試問題解説（国・
算）

11月27日 日 14:00-15:30 受 不要 校内見学有

麗澤
入試説明会小6プログラ
ム

11月27日 日 10:30-12:00 受6 要 Web 校内見学有

浦和実業学園 第1回入試問題学習会 11月27日 日 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学有

大妻中野 オープンデー 11月27日 日 10:00-15:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

京華 第3回入試説明会 11月27日 日 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

京華 適性検査型入試説明会 11月27日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

京華女子 第2回中学説明会 11月27日 日 10:30 保・受 不要
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貞静学園 第2回プレテスト 11月27日 日 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

翔凜 個別相談会 11月27日 日 10:00-11:30 保・受 不要

駿台学園 個別相談会 11月27日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

日本大学第一 学校説明会 11月27日 日 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第一 学校説明会 11月27日 日 14:00 保・受 要 Web 校内見学有

聖ヨゼフ学園
クリスマスバザー・コン
サート

11月27日 日 10:00-13:00 保・受 不要

日出 学校説明会 11月27日 日 午前 保・受 不要 校内見学有

北嶺 神奈川学校説明会 11月27日 日 10:00-11:30 保・受 TKPガーデンシティ横浜 要 TEL・Eメール・FAX

八雲学園 学校説明会 11月27日 日 10:30 保・受 不要 校内見学有

麗澤 入試説明会 11月27日 日 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

武南 第1回入試体験会 11月27日 日 8:30-12:00 保・受6 要 Web・FAX 校内見学有

武蔵高校附属（都立） 応募説明会 11月27日 日 保6 不要

工学院大学附属 第4回学校説明会 11月27日 日 10:00 要 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 11月27日 日

西武台千葉 学校説明会 11月27日 日 9:00-12:00

文京学院大学女子 入試体験・解説 11月27日 日 10:00-15:00 要 Web・TEL・Eメール 給食体験有

聖セシリア女子 学校見学会 11月28日 月 10:00-11:50 保・受 要 TEL・Eメール 授業見学有

三輪田学園 ミニ学校説明会 11月29日 火 10:00-12:00 保 要 校内見学有

目白研心 中学見学会 11月29日 火 保・受 不要 校内見学・授業見学有

大妻 ナイト入試説明会 11月30日 水 18:30-19:40 保 要 Web 校内見学有

昌平
学校説明会⑨・入試解説
③

11月30日 水 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文教大学付属 授業公開デー 11月30日 水 11:00-12:20 保・受 不要 授業見学有

武蔵野東 スクールツアー 11月30日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

横浜女学院 文化祭 11月 一般 要 TEL 入試相談有

聖園女学院 授業見学会 11月 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

相模女子大学 学校説明会 11月 保・受 不要

小石川（都立） 部活動体験 11月～12月頃 受4-6 要 Web

北豊島
ギター発表会・合唱コン
クール

11月中～下旬 8:30-11:00 保・受 不要 校内見学有

恵泉女学園 第2回入試説明会 12月1日 木 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学有

鶴見大学附属 サテライト説明会 12月1日 木 19:00-20:00 保・受 鶴見大学会館 要 TEL・Web

聖望学園 クリスマスツリー点火式 12月1日 木 17:00-17:30 保・受 不要

武蔵野女子学院 初めてのMJ② 12月1日 木 13:00-14:30 要 TEL 初めて来校の方対象・定員30名

新渡戸文化 イブニングミニ相談会② 12月2日 金 19:00 要 TEL・Eメール

関東学院 過去問勉強会 12月3日 土 9:30-11:30 受6 要 Web 校内見学有

関東学院 過去問勉強会 12月3日 土 13:30-15:30 受6 要 Web 校内見学有

世田谷学園 入試説明会 12月3日 土 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

12月3日 土 10:00-11:45 受6 要 校内見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

12月3日 土 14:00-15:45 受6 要 校内見学有

明星 入試対策授業 12月3日 土 14:00-15:30 受6 要 Web 校内見学有

穎明館 学校説明会 12月3日 土 10:00-12:00 保・受 不要

品川女子学院 入試説明会 12月3日 土 10:00-11:40 保 要 Web

晃華学園 学校見学会 12月3日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 授業見学有

浦和明の星女子 学校説明会 12月3日 土 9:30-11:30 保・受 不要 校内見学有

江戸川女子 学校説明会 12月3日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北鎌倉女子学園 音楽コース個別相談会 12月3日 土 9:10-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

共立女子 入試問題説明会 12月3日 土 10:00-11:30 保・受

麹町学園女子 第6回学校説明会 12月3日 土 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

駒込 個別相談会 12月3日 土 9:00-10:30 保・受 要 先着100名・校内見学有

捜真女学校 ミニミニ説明会④ 12月3日 土 13:30-14:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学有

相模女子大学 学校説明会 12月3日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web

狭山ヶ丘高校付属 学校見学説明会 12月3日 土 10:00-11:30 保・受 不要 入試相談有

自修館 入試説明会 12月3日 土 10:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有
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松蔭 学校説明会 12月3日 土 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

城北埼玉 学校説明会 12月3日 土 10:00-12:30 保・受 不要

白百合学園 学校説明会 12月3日 土 14:00-15:30 保・受 不要

成立学園 個別相談会 12月3日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

高輪 第4回入試説明会 12月3日 土 14:00-16:00 保・受 要 TEL 校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 12月3日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

田園調布学園 入試直前説明会 12月3日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 12月3日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

桐朋女子 学校説明会 12月3日 土 14:00 保・受 要 Web

トキワ松学園 適性検査型入試説明会 12月3日 土 14:30-16:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

日本女子大学附属 親子天体観望会 12月3日 土 保・受 要 往復葉書 小1-中3の保・受対象

日本大学第三 学校説明会③ 12月3日 土 13:45-15:15 保・受 不要 校内見学有

日出学園 一般入試説明会 12月3日 土 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

開智未来 入試対策講座 12月3日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

富士見 学校説明会 12月3日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

武南
第7回学校説明会・入試
説明会

12月3日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並 入試説明会（2科4科） 12月3日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

本庄第一 中学校説明会 12月3日 土 14:00-15:30 保・受 要

緑ヶ丘女子 入試説明会 12月3日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

明治大学付属中野八王子 第3回学校説明会 12月3日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

明星 学校説明会 12月3日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

盛岡白百合学園 学校見学会⑤ 12月3日 土 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

八雲学園 ミニ説明会 12月3日 土 9:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 12月3日 土 10:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 ミニ説明会 12月3日 土 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

八雲学園 学校見学会 12月3日 土 9:00-12:00 保・受 不要 授業見学有

関東学院 入試説明会 12月3日 土 9:30-11:30 保・受6 不要 校内見学有

関東学院 入試説明会 12月3日 土 13:30-15:30 保・受6 不要 校内見学有

光塩女子学院 過去問説明会 12月3日 土 14:00-16:00 保・受6 要

攻玉社 第2回入試説明会 12月3日 土 10:20-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

城北 入試説明会 12月3日 土 13:30-15:30 保・受6 不要 校内見学有

女子聖学院 入試体験会 12月3日 土 9:00-12:00 保・受6 要 Web 校内見学・授業見学有

白梅学園清修 入試説明会 12月3日 土 14:00-17:00 保1-6 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

共立女子第二 入試説明会 12月3日 土 14:00-15:30

淑徳SC 入試説明会 12月3日 土

西武台千葉 個別説明会 12月3日 土 9:00-12:00

日本大学豊山 入試解法ミニ講座 12月4日 日 13:00 受 要 Web 校内見学有

芝浦工業大学 入試説明会 12月4日 日 保・受 新校舎（豊洲） 要 Web 校内見学有

駿台学園 個別相談会 12月4日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

日本大学豊山 入試説明会① 12月4日 日 13:00-14:30 保・受 不要 校内見学有

東星学園 学校説明会 12月4日 日 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

吉祥女子 入試問題説明会 12月4日 日 10:30-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

吉祥女子 入試問題説明会 12月4日 日 14:00-15:30 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

森村学園 入試問題解説会 12月4日 日 14:00-16:00 保・受6 要 Web 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 12月4日 日

聖学院 プレミアム説明会 12月6日 火 10:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

横浜創英 授業見学会（ミニ説明会） 12月6日 火 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

駿台学園 第6回学校説明会 12月7日 水 保・受 不要 校内見学・授業見学有

本庄第一 イブニング説明会 12月7日 水 18:00-19:30 保・受 要

玉川学園 音楽祭 12月8日 木 未定 保・受 パルテノン多摩 要 Web

日出 学校説明会 12月8日 木 午前 保・受 不要 校内見学有

京華 ナイト説明会④ 12月9日 金 18:30-19:30 保・受 要 Web
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逗子開成 中学入試説明会 12月9日 金 14:00-16:00 保・受 要 Web 入試相談有

田園調布学園 入試直前説明会 12月9日 金 19:30-21:00 保・受 要 Web 校内見学有

新渡戸文化 イブニングミニ説明会③ 12月9日 金 19:00 要 TEL・Eメール

文京学院大学女子
学校説明会イブニング
セッション

12月9日 金 18:30-20:00 不要 校内見学・個別相談有

駒沢学園女子 入試シミュレーション 12月10日 土 12:30 受 要 FAX

東邦音楽大学附属東邦 無料体験レッスン 12月10日 土 9:00 受 要 TEL・Web・FAX

川村
チャレンジ講座ブラッシュ
アップセミナー②

12月10日 土 14:00 受4-6 要 TEL・Web

聖望学園 入試問題解説授業④ 12月10日 土 15:20-16:20 受56 要 Web 校内見学有

桐蔭学園（男子部・女子部・中
等）

入試体験会（子） 12月10日 土 9:30-12:30頃 受6 要 Web

武蔵野東 入試問題解説講座① 12月10日 土 9:00-12:00 受6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

横浜 入試問題体験会 12月10日 土 10:00 受6 要 Web 校内見学有

横浜創英 模擬入試（国・算） 12月10日 土 9:00 受6 要 Web

カリタス女子 見学会 12月10日 土 14:00-15:15 保・受 要 Web 校内見学有

恵泉女学園 第5回学校説明会 12月10日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

桐蔭学園（男子部・女子部・中
等）

入試説明会（親） 12月10日 土 10:00-12:30頃 保 不要

足立学園 入試説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

アレセイア湘南 パイプオルガンコンサート 12月10日 土 13:30 保・受 不要

上野学園 学校説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・FAX 授業見学有

鷗友学園女子 学校説明会 12月10日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

大妻中野 第2回入試問題説明会 12月10日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

神奈川大学附属 入試説明会 12月10日 土 10:45-12:20 保・受 要 Web

鎌倉学園 中学入試に向けて 12月10日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web

鎌倉女子大学 第2回入試直前対策会 12月10日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

川村 ミニ説明会 12月10日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

啓明学園 個別相談会 12月10日 土 保・受

国際学院 入試対策学習会 12月10日 土 13:30-14:30 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

校内見学・授業見学有

駒込 個別相談会 12月10日 土 13:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

埼玉栄 学校説明会 12月10日 土 10:40 保・受 不要 校内見学・授業見学有

栄東 入試説明会 12月10日 土 保・受 不要 校内見学有

貞静学園 学校説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

修徳 学校説明会 12月10日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

湘南白百合学園 入試説明会 12月10日 土 9:30-11:00 保・受 要 TEL

女子聖学院 PTAクリスマス 12月10日 土 13:30-15:30 保・受 要 Web

駿台学園 第5回学校説明会 12月10日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

成立学園 個別相談会 12月10日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

玉川学園 入試問題説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web

玉川聖学院 学校説明会 12月10日 土 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

鶴見大学附属
「校長先生といっしょに学
校散歩！」

12月10日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

東京家政大学附属女子 第5回学校説明会 12月10日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web・FAX

東京立正 入試の傾向と対策 12月10日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

東洋英和女学院 第1回クリスマス音楽会 12月10日 土 13:00-14:15 保・受 不要 校内見学有

東洋英和女学院 第2回クリスマス音楽会 12月10日 土 15:00-16:15 保・受 不要 校内見学有

東洋大学京北 学校説明会 12月10日 土 15:00-16:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

中村 学校説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

聖セシリア女子 学校説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

文化学園大学杉並
英語教室・クリスマス・アド
ベンチャー

12月10日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

文化学園大学杉並
入試説明会（適性検査
型）

12月10日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

武蔵野東 学校説明会 12月10日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

八雲学園 英語祭 12月10日 土 保・受 不要 校内見学有

横浜 学校説明会 12月10日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

聖望学園 学校説明会⑤ 12月10日 土 14:30-16:30 保・受4-6 要 Web 校内見学有

アレセイア湘南 スクールガイド 12月10日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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立教女学院 クリスマス礼拝 12月10日 土 10:30-11:30 保・受56 要 Web

青山学院横浜英和 第4回学校説明会 12月10日 土 9:30-12:30 保・受6 要 Web 校内見学・授業見学有

鷗友学園女子 第1回入試対策講座 12月10日 土 13:00-14:30 保・受6 要 Web 校内見学有

鷗友学園女子 第2回入試対策講座 12月10日 土 15:00-16:30 保・受6 要 Web 校内見学有

北鎌倉女子学園 音楽科入試実技試演会 12月10日 土 9:10 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

北鎌倉女子学園 第2回入試過去問学習会 12月10日 土 9:30-12:30 保・受6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学・授業見学有

普連土学園 入試解説会① 12月10日 土 10:00-12:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

横浜隼人 学校説明会 12月10日 土 14:00-15:30 保・受6 要 TEL 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 12月10日 土 9:00-10:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 12月10日 土 10:00-11:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

横浜雙葉 土曜日学校案内 12月10日 土 11:00-12:30 保・受6 要 往復葉書 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 12月10日 土

新渡戸文化 入試問題解説会 12月10日 土 9:00 要 TEL・Eメール

日本大学豊山女子 第6回学校説明会 12月10日 土 10:00 要 Web 校内見学有

函館白百合学園 白百合KIDS 12月11日 日 10:00 受 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

聖園女学院 体験入学 12月11日 日 9:30-11:30 受 不要 校内見学有

目黒学院 入試問題演習・解答例 12月11日 日 10:00-11:30 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

目黒学院 第6回学校説明会 12月11日 日 10:00-11:30 保 不要 校内見学有

京華女子 第2回入試問題セミナー 12月11日 日 9:00 保・受 要

駿台学園 個別相談会 12月11日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

帝京 学校説明会 12月11日 日 8:15 保・受 要 TEL・Web

獨協埼玉 学校説明会 12月11日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

星野学園 入試説明会 12月11日 日 10:00 保・受 要 TEL・FAX

聖園女学院 学校説明会 12月11日 日 保・受 不要 校内見学有

目黒星美学園 入試体験 12月11日 日 9:30-11:30 保・受 要 Web・FAX

目白研心 中学入試直前説明会 12月11日 日 保・受 不要 校内見学・授業見学有

横浜翠陵
入試問題解説会（適性型
含）

12月11日 日 9:30-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

立正大学付属立正 第4回学校説明会 12月11日 日 10:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

立正大学付属立正 入試問題解説会 12月11日 日 10:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

麗澤 ミニ入試説明会 12月11日 日 午前中 保・受 要 Web 校内見学有

和光 学校説明会⑤ 12月11日 日 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

千葉明徳 学校説明会 12月11日 日 10:00-12:00 保・受6 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

東京農業大学第一 入試説明会 12月11日 日 10:00-12:00 保・受6 大学百周年講堂 不要 校内見学有

東京農業大学第一 入試説明会 12月11日 日 14:00-16:00 保・受6 大学百周年講堂 不要 校内見学有

神田女学園 入試模擬体験 12月11日 日 8:30

淑徳SC 入試説明会 12月11日 日

鎌倉女子大学 60分説明会② 12月13日 火 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東邦音楽大学附属東邦 定期演奏会（独奏） 12月14日 水 13:00 一般 川越キャンパス 不要

武蔵野東 スクールツアー 12月14日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

東星学園 個別入試相談 12月15日 木 13:30-18:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

中村 学校説明会 12月16日 金 19:00-20:00 保 要 TEL・Web

相模女子大学 ナイト説明会 12月16日 金 19:00-20:00 保・受 不要

東海大学菅生 音楽祭 12月16日 金 13:00 保・受 不要

東京都市大学付属 イブニング説明会・冬 12月16日 金 18:30-20:00 保・受 要 Web 校内見学有

函嶺白百合学園 クリスマス会 12月16日 金 10:00-12:00 保・受 要 TEL

函嶺白百合学園 入試個別相談会 12月16日 金 10:00-12:00 保・受 要 TEL

東星学園 個別入試相談 12月16日 金 13:30-18:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

本庄第一 イブニング説明会 12月16日 金 18:00-19:30 保・受 要

聖園女学院 クリスマスキャロル 12月16日 金 14:00-15:30 保・受 藤沢市民会館大ホール 不要

新渡戸文化 イブニングミニ説明会④ 12月16日 金 19:00 要 TEL・Eメール

世田谷学園 入試直前説明会 12月17日 土 10:30 受6 要 Web 施設見学・授業見学有

橘学苑 受験生のための模擬試験 12月17日 土 8:30-11:00 受6 要 TEL・Web・Eメール・FAX

データ提供：森上教育研究所（http://www.morigami.co.jp/）
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三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

12月17日 土 10:00-11:45 受6 要 校内見学有

三輪田学園
校長と入試問題にチャレ
ンジ

12月17日 土 14:00-15:45 受6 要 校内見学有

桜美林 第1回入試説明会 12月17日 土 10:00-11:50 保・受 不要 校内見学有

北鎌倉女子学園 ミニ説明会 12月17日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学・授業見学有

啓明学園 クリスマス会 12月17日 土 保・受 要

国際学院 学校説明会 12月17日 土 10:00-11:00 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

校内見学・授業見学有

駒込
4科型入試の傾向と対策・
過去問体験と解説

12月17日 土 10:00 保・受 要 校内見学有

駒込
適性検査型入試の傾向と
対策・過去問体験と解説

12月17日 土 14:00 保・受 要 校内見学有

埼玉栄 入試問題学習会 12月17日 土 10:00 保・受 要 Web 校内見学有

捜真女学校 ミニ説明会⑤ 12月17日 土 14:00-15:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学有

札幌聖心女子学院 クリスマスコンサート公開 12月17日 土 10:30 保・受 不要 校内見学有

実践女子学園 学校説明会 12月17日 土 13:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

城西大学附属城西 第5回中学校説明会 12月17日 土 14:30-15:40 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学有

昌平
学校説明会⑩・入試解説
④

12月17日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

逗子開成 土曜見学会 12月17日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 定員100名・校内見学有

普連土学園 生徒への質問会③ 12月17日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

成立学園 個別相談会 12月17日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

立川国際（都立） 個別相談会 12月17日 土 保・受 不要

橘学苑 学校説明会 12月17日 土 8:30-9:45 保・受 不要 校内見学有

玉川聖学院 適性検査型入試説明会 12月17日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

智学館 English Day 12月17日 土 14:00-16:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

千代田女学園 入試問題対策会 12月17日 土 10:30-12:30 保・受 不要 校内見学有

鶴見大学附属 入試模擬体験会 12月17日 土 9:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東星学園 個別入試相談 12月17日 土 13:30-18:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

文教大学付属 入試模擬体験 12月17日 土 8:30 保・受 要 TEL・Web・FAX

聖園女学院 クリスマスタブロ 12月17日 土 14:00-15:30 保・受 要 TEL・Web

三田国際学園 入試傾向説明会 12月17日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

目黒星美学園 クリスマス会 12月17日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web・FAX

安田学園 学校説明会 12月17日 土 10:00-12:00 保・受 不要

山脇学園 入試説明会・学校説明会 12月17日 土 9:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

横須賀学院 第5回学校説明会 12月17日 土 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

横浜翠陵
土曜授業見学会・ミニ説
明会・学食体験

12月17日 土 9:30-11:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

武蔵野 中学入試模擬体験 12月17日 土 保・受56 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

東京電機大学 入試過去問解説 12月17日 土 10:00-12:10 保・受6 要 Web

神田女学園 クリスマスコンサート 12月17日 土 13:30

共立女子第二 入試説明会 12月17日 土 14:00-15:30 適性検査型入試受験者対象

淑徳SC 入試説明会 12月17日 土

西武台千葉 学校説明会 12月17日 土 14:00-16:30

和洋国府台女子 学校説明会 12月17日 土 10:30

和洋国府台女子 入試問題体験 12月17日 土

国学院大学久我山 入試模擬体験会 12月18日 日 10:00-12:00 受 要 ミニ説明会含（予定）

京華
第4回入試問題解説（理・
社）

12月18日 日 14:30-16:00 受 不要 校内見学有

東京女子学園 入試対策勉強会 12月18日 日 10:00 受6 要 TEL・Web

東京女子学園 入試対策勉強会 12月18日 日 14:00 受6 要 TEL・Web

十文字 入試体験会 12月18日 日 10:00-12:00 保・受6 要 Web

浦和実業学園 第2回入試問題学習会 12月18日 日 10:00-12:20 保・受 不要 校内見学有

大妻 学校説明会 12月18日 日 10:30-11:40 保・受 大妻講堂 要 Web 校内見学有

小野学園女子 学校説明会 12月18日 日 9:00-11:30 保・受 要 Weｂ 校内見学有

共栄学園 模擬入試体験会② 12月18日 日 9:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

京華 個別相談会① 12月18日 日 10:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

京華 第4回入試説明会 12月18日 日 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学有

共立女子 オープンキャンパス 12月18日 日 9:30-12:00 保・受
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佼成学園 学校説明会 12月18日 日 10:00-12:00 保・受 要 Web 入試問題解説含・校内見学有

実践学園 入試説明会 12月18日 日 14:00-16:00 保・受 不要

芝浦工業大学柏 入試説明会 12月18日 日 14:00 保・受 不要 校内見学有

駿台学園 個別相談会 12月18日 日 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

西武台新座 入試直前情報説明会 12月18日 日 10:00-13:00 保・受 要 Web

智学館 入試説明会⑥ 12月18日 日 10:00-12:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

東海大学付属相模 学校説明会 12月18日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

東京女子学園 学校説明会 12月18日 日 10:00 保・受 要 TEL・Web

東京女子学園 学校説明会 12月18日 日 14:00 保・受 要 TEL・Web

東京成徳大学 入試説明会 12月18日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

開智未来 入試対策講座 12月18日 日 9:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

本庄第一 入試対策講座 12月18日 日 10:00-15:00 保・受 要

八雲学園 学校説明会 12月18日 日 10:30 保・受 不要 校内見学有

麹町学園女子
5年生以下対象体験イベ
ント

12月18日 日 14:30 保・受1-5 要 Web 校内見学有

東邦音楽大学附属東邦 入試直前講習会 12月18日 日 9:00 保・受3 要 TEL・Web・FAX

麹町学園女子 入試直前！入試体験 12月18日 日 9:00 保・受56 要 Web 校内見学有

聖ヨゼフ学園 体験入試 12月18日 日 9:00-11:00 保・受56 要 TEL・Web・Eメール・FAX

成立学園 分かるテスト 12月18日 日 8:30-12:30 保・受6 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

武南 第2回入試体験会 12月18日 日 8:30-12:00 保・受6 要 Web・FAX 校内見学有

共立女子第二 ミニ説明会 12月18日 日 9:50-12:00

共立女子第二 中学入試体験 12月18日 日 9:30-12:10

東洋大学京北 入試問題対策会 12月18日 日 9:00-12:00 東洋大学白山キャンパス 要 Web 個別相談有

東洋大学京北 入試問題対策会 12月18日 日 13:30-16:30 東洋大学白山キャンパス 要 Web 個別相談有

文京学院大学女子 入試体験 12月18日 日 10:00-13:00 要 Web・TEL・Eメール 入試体験・給食体験・問題解説有

武蔵野女子学院 MJ入試のポイント 12月18日 日 10:00-12:00 不要

桜美林 クリスマスキャロリング 12月20日 火 16:00-17:00 保・受 不要

本庄第一 入試対策講座 12月20日 火 10:00-15:00 保・受 要

八雲学園 百人一首大会 12月20日 火 保・受 不要 校内見学有

白梅学園清修 入試個別相談会 12月20日 火 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

明治学院 クリスマスの集い 12月20日 火 15:00-16:30

カリタス女子 夜のミニ説明会 12月21日 水 18:00-19:00 保・受 要 Web

横須賀学院 クリスマス・ページェント 12月21日 水 10:30-11:30 保・受 要 Web

白梅学園清修 入試個別相談会 12月21日 水 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

東京女学館 学校説明会 12月22日 木 13:00-15:00 保・受 不要 校内見学有

東星学園 クリスマス会 12月22日 木 9:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

白梅学園清修 入試個別相談会 12月22日 木 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

昭和女子大学附属昭和
入試解説・体験授業・体
験クラブ

12月23日 金 10:00-12:00 受 要 Web・FAX 校内見学有

星美学園 授業体験会 12月23日 金 15:00-16:00 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

トキワ松学園 入試体験 12月23日 金 14:00-16:00 受56 要 TEL・Web

白梅学園清修 適性検査型入試体験会 12月23日 金 8:45-10:45 受6 要 TEL・Web 校内見学有

トキワ松学園 入試説明会 12月23日 金 14:00-16:00 保 要 TEL・Web 校内見学有

貞静学園 入試対策講座 12月23日 金 9:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

十文字 個別相談会 12月23日 金 10:00-16:00 保・受 不要

昭和女子大学附属昭和 学校説明会 12月23日 金 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

駿台学園 個別相談会 12月23日 金 保・受 要 TEL・Eメール・FAX 校内見学有

聖学院 第5回学校説明会 12月23日 金 10:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

星美学園 クリスマス会 12月23日 金 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

星美学園 学校説明会 12月23日 金 14:00-15:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

成立学園 個別相談会 12月23日 金 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

東京純心女子 クリスマス・ページェント 12月23日 金 10:30-12:30 保・受 要 校内見学有

本郷 親子見学会 12月23日 金 10:30-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

本郷 親子見学会 12月23日 金 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有
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本庄東高等学校附属 プチ説明会 12月23日 金 9:30-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

白梅学園清修 入試個別相談会 12月23日 金 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

東京純心女子 適性検査型説明会 12月23日 金 9:30-10:20 保・受6 不要 校内見学有

三輪田学園 直前説明会 12月23日 金 10:00-11:30 保・受6 不要 校内見学有

埼玉栄 学校説明会 12月24日 土 10:40 保・受 不要 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 12月24日 土 9:40-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 12月24日 土 13:30-14:50 保・受 要 Web 校内見学有

芝浦工業大学 個別相談会 12月24日 土 保・受 要 Web 校内見学有

成立学園 個別相談会 12月24日 土 12:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

帝京 学校説明会 12月24日 土 13:30 保・受 要 TEL・Web

東海大学菅生 第2回入試体験 12月24日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

武蔵野 書き初め教室 12月24日 土 保・受 要
TEL・葉書・Web・Eメール・
FAX

桜華女学院 入試説明会 12月24日 土 10:30-12:00 保・受6 不要 校内見学有

湘南学園 第2回入試説明会 12月24日 土 9:00-12:20 保・受6 要 TEL

白梅学園清修 入試個別相談会 12月24日 土 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

工学院大学附属 クリスマス説明会・相談会 12月24日 土 10:00 要 Web 校内見学有

白梅学園清修
適性検査型入試体験会
解説授業

12月25日 日 10:00-11:30 受6 要 TEL・Web 校内見学有

京華女子 第3回中学説明会 12月25日 日 14:30 保・受 要

本庄第一 中学校説明会 12月25日 日 10:00-12:00 保・受 要

白梅学園清修 入試個別相談会 12月25日 日 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 12月26日 月 9:40-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

品川女子学院 長期休暇中校舎見学会 12月26日 月 13:30-14:50 保・受 要 Web 校内見学有

白梅学園清修 入試個別相談会 12月26日 月 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

東洋英和女学院 ミニ学校説明会 12月26日 月 10:00-11:00 保・受6 要 Web 校内見学有

白梅学園清修 入試個別相談会 12月27日 火 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

白梅学園清修 入試個別相談会 12月28日 水 10:00-14:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

富士見 学校説明会 1月4日 水 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

成立学園 分かるテスト 1月5日 木 8:30-12:30 保・受6 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

大妻中野
第3回入試問題説明会・
入試体験

1月6日 金 9:30-12:00 保・受 不要 校内見学有

千代田女学園 入試問題対策会 1月6日 金 10:30-12:30 保・受 不要 校内見学有

大妻多摩 最後の入試説明会 1月6日 金 9:00-12:00 保・受6 要 Web 校内見学有

目黒学院 入試問題演習・解答例 1月7日 土 14:00-15:30 受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

川村
チャレンジ講座チャレンジ
①

1月7日 土 14:00 受4-6 要 TEL・Web

穎明館 学校説明会 1月7日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

目黒学院 第7回学校説明会 1月7日 土 14:00-15:30 保 不要 校内見学有

青山学院横浜英和 土曜見学会 1月7日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

晃華学園 学校見学会 1月7日 土 13:00-14:30 保・受 要 Web

桜美林 第2回入試説明会 1月7日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

川村 ミニ説明会 1月7日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

佼成学園 学校説明会 1月7日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

相模女子大学 学校説明会 1月7日 土 10:00-12:00 保・受 不要

貞静学園 学校説明会 1月7日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

修徳 学校説明会 1月7日 土 14:00 保・受 不要 校内見学有

十文字 個別相談会 1月7日 土 10:00-16:00 保・受 不要

駿台学園 第7回学校説明会 1月7日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東海大学菅生 学校説明会 1月7日 土 14:00-16:00 保・受 不要 校内見学有

東京家政大学附属女子 第6回学校説明会 1月7日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

東京成徳大学 入試説明会 1月7日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

桐朋女子 学校説明会 1月7日 土 10:00 保・受 要 Web

日出 学校説明会 1月7日 土 午後 保・受 不要 校内見学有

八雲学園 学校説明会 1月7日 土 10:30 保・受 不要 校内見学有

横須賀学院 土曜説明会 1月7日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有
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光塩女子学院 校内見学会 1月7日 土 10:30-12:00 保・受6 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

森村学園 ミニ学校説明会 1月7日 土 10:30-12:00 保・受6 要 Web 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 1月7日 土

武蔵野女子学院 初めてのMJ③ 1月7日 土 10:00-11:30 要 TEL 初めて来校の方対象・定員30名

和洋国府台女子 学校説明会 1月7日 土 14:00

京華 模擬入試体験 1月8日 日 9:00-11:00 受 不要 校内見学有

京華 第5回入試説明会 1月8日 日 9:00-11:00 保・受 不要 校内見学有

星美学園 入試体験会 1月8日 日 8:30-12:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX

高輪 第5回入試説明会 1月8日 日 10:00-12:00 保・受 要 TEL 校内見学有

東京都市大学付属 入試説明会② 1月8日 日 10:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学有

横浜創英 学校説明会・体験授業 1月8日 日 10:00-11:30 保・受 要 Web 学校見学有

東京純心女子 入試体験会ファイナル 1月8日 日 10:30-12:30 保・受6 要 校内見学有

佼成学園 学校説明会 1月8日 日 10:30-12:30 要 Web 校内見学有

トキワ松学園 算数勉強教室 1月9日 月 14:00-15:30 受56 要 TEL・Web

トキワ松学園 入試説明会 1月9日 月 14:00-15:30 保 要 TEL・Web 校内見学有

東京電機大学 入試説明会 1月9日 月 14:00-15:30 保・受 要 Web 校内見学有

東京農業大学第一 学校説明会 1月9日 月 10:00-12:00 保・受 大学百周年講堂 不要 校内見学有

聖ヨゼフ学園 入試説明会 1月9日 月 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

麗澤 ミニ入試説明会 1月9日 月 午前中 保・受 要 Web 校内見学有

横浜翠陵
模擬入試・適性体験／入
試問題傾向・対策

1月9日 月 9:30-12:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

青稜 入試個別相談会 1月11日 水 10:30-12:30 保 不要 校内見学・授業見学有

田園調布学園 入試直前説明会 1月11日 水 19:30-21:00 保・受 要 Web 校内見学有

横浜 学校説明会 1月11日 水 10:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

恵泉女学園 第3回入試説明会 1月12日 木 10:00-11:30 保 要 Web 校内見学有

品川女子学院 入試説明会 1月12日 木 10:00-12:20 保 要 Web 校内見学・授業見学有

麹町学園女子 第1回入試説明会 1月12日 木 10:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

玉川学園 学校説明会 1月12日 木 10:00-12:00 保・受 要 Web

多摩大学目黒 学校説明会 1月13日 金 19:00-20:00 保・受 不要 校内見学有

佼成学園 ファイナル相談会 1月13日 金 13:00-18:00 保・受6 要 TEL

新渡戸文化 イブニングミニ説明会⑤ 1月13日 金 19:00 要 TEL・Eメール

日本大学豊山 入試解法ミニ講座 1月14日 土 14:00 受 要 Web 校内見学有

足立学園 小6生徒対象直前対策 1月14日 土 10:00-11:45 受6 要 Web

武蔵野東 入試問題解説講座② 1月14日 土 9:00-12:00 受6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

明星 面接リハーサル 1月14日 土 15:00-16:30 受6 要 Web 校内見学有

駒沢学園女子 入試説明会 1月14日 土 13:30 保・受 不要 校内見学有

女子聖学院 プレシャス説明会③ 1月14日 土 11:00-13:00 保 要 Web 校内見学・授業見学有

上野学園 学校説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・FAX 授業見学有

小野学園女子 学校説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 要 Weｂ 校内見学有

鎌倉女子大学 第3回入試直前対策会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

北鎌倉女子学園 ミニ説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール 校内見学・授業見学有

啓明学園 第6回学校説明会 1月14日 土 保・受 不要 校内見学有

捜真女学校 第4回学校説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

実践学園 入試説明会 1月14日 土 14:00-16:00 保・受 不要

実践女子学園 学校説明会 1月14日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

城西大学附属城西 第6回中学校説明会 1月14日 土 10:00-11:10 保・受 要 往復葉書・Web 校内見学有

女子聖学院
入試出題担当教師と在校
生による直前アドバイス

1月14日 土 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

白梅学園清修 授業見学会・ミニ説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

駿台学園 第8回学校説明会 1月14日 土 保・受 不要 校内見学・授業見学有

聖学院 第6回学校説明会 1月14日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

成城 中学校説明会⑥ 1月14日 土 10:30-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

玉川聖学院 学校説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

多摩大学目黒 学校説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有
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鶴見大学附属 入試直前説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

帝京 学校説明会 1月14日 土 13:30 保・受 不要

東京女子学園 学校説明会 1月14日 土 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京成徳大学 学校説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

東京立正 面接対策 1月14日 土 10:00 保・受 不要 校内見学有

東洋大学京北 学校説明会 1月14日 土 15:00-16:30 保・受 要 Web 個別相談・施設見学有

中村 ミニ説明会 at Café 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

日本大学第一 入試説明会 1月14日 土 14:00-16:00 保・受 要 Web 校内見学有

日本大学第三 学校説明会④ 1月14日 土 13:45-15:15 保・受 不要 校内見学有

日本大学豊山 入試説明会② 1月14日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

函嶺白百合学園 入試個別相談会 1月14日 土 13:00-15:00 保・受 要 TEL
小6-中3の保・受対象・校内見学
有

東星学園 高校学校説明会 1月14日 土 13:00-16:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

東星学園 中学入試体験会 1月14日 土 13:00-16:00 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

文化学園大学杉並 入試体験会 1月14日 土 13:00-15:00 保・受 要 Web 校内見学有

文教大学付属 入試問題対策説明会 1月14日 土 保・受 要 TEL・Web・FAX

三田国際学園 入試傾向説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

三田国際学園 入試傾向説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学有

緑ヶ丘女子 入試説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

武蔵野 学校説明会 1月14日 土 保・受 不要

武蔵野東 学校説明会 1月14日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学有

明治学院 学校説明会 1月14日 土 14:00-16:30 保・受 要 Web 校内見学有

明治大学付属中野八王子 入試個別質問会 1月14日 土 14:30-16:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

明星 学校説明会 1月14日 土 15:00-16:30 保・受 不要 校内見学有

安田学園 学校説明会 1月14日 土 14:30-16:30 保・受 不要

山脇学園 入試説明会・学校説明会 1月14日 土 9:00-12:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

横須賀学院 土曜説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

横浜隼人 学校説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

立正大学付属立正 第5回学校説明会 1月14日 土 14:00-16:30 保・受 不要 校内見学有

立正大学付属立正 入試問題解説会 1月14日 土 14:00-16:30 保・受 不要 校内見学有

和光 学校説明会⑥ 1月14日 土 13:30-15:30 保・受 不要 校内見学有

アレセイア湘南 学校説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

攻玉社 第3回入試説明会 1月14日 土 10:20-12:00 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

佼成学園 ファイナル相談会 1月14日 土 9:00-12:00 保・受6 要 TEL

湘南学園
入試直前学校見学・ミニ
説明会

1月14日 土 10:00-12:00 保・受6 要 TEL

普連土学園 入試解説会② 1月14日 土 10:00-12:00 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

三輪田学園 直前説明会 1月14日 土 10:00-11:30 保・受6 不要 校内見学・授業見学有

神田女学園 学校説明会 1月14日 土 14:00

共立女子第二 入試説明会 1月14日 土 11:00-12:30

工学院大学附属 第5回学校説明会 1月14日 土 10:00 要 校内見学有

淑徳SC 入試説明会 1月14日 土

新渡戸文化 学校説明会⑤ 1月14日 土 14:00 要 TEL・Eメール

日本大学豊山女子 第7回学校説明会 1月14日 土 10:00 要 Web 校内見学・授業見学有

京華 個別相談会② 1月15日 日 11:00-12:30 保・受 不要 校内見学有

京華女子 直前ガイダンス 1月15日 日 10:30 保・受 不要

共立女子
入試問題説明会ダイジェ
スト版

1月15日 日 9:30-10:30 保・受

共立女子
入試問題説明会ダイジェ
スト版

1月15日 日 13:00-14:00 保・受

駒込 入試トライアル 1月15日 日 10:00-12:00 保・受 要 校内見学有

智学館 入試説明会⑦ 1月15日 日 10:00-12:00 保・受 不要 TEL・Web・Eメール・FAX

文京学院大学女子 入試解説・学校説明会 1月15日 日 10:00-11:30 不要

文京学院大学女子 入試解説・学校説明会 1月15日 日 13:30-15:00 不要

三輪田学園 ミニ学校説明会 1月17日 火 10:00-12:00 保 要 校内見学有
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学校名 行事名 日時 曜日 時間 対象 学校外の会場 予約 予約方法 備考

横浜創英 授業見学会（ミニ説明会） 1月17日 火 10:00-11:00 保・受 要 Web 校内見学有

東邦音楽大学附属東邦 定期演奏会（合唱・合奏） 1月18日 水 13:00 一般 川越キャンパス 不要

聖セシリア女子 学校見学会 1月18日 水 10:00-11:50 保・受 要 TEL・Eメール 授業見学有

東邦音楽大学附属東邦 入試直前講習会 1月18日 水 13:00 保・受3 要 TEL・Web・FAX

武蔵野東 スクールツアー 1月18日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

横浜富士見丘学園 学校説明会 1月18日 水 10:00-12:00 不要 校内見学・授業見学有

横浜翠陵 ミニ説明会 1月20日 金 10:00-11:30 保 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

大妻多摩 合唱祭 1月20日 金 11:45-16:20 保・受 パルテノン多摩 要 TEL

相模女子大学 ナイト説明会 1月20日 金 19:00-20:00 保・受 不要

昭和女子大学附属昭和
イングリッシュフェスティバ
ル

1月20日 金 8:45-11:45 保・受 不要

新渡戸文化 イブニングミニ説明会⑥ 1月20日 金 19:00 要 TEL・Eメール

明治学院 ハンドベル定期演奏会 1月20日 金 19:00-21:00

川村
チャレンジ講座チャレンジ
②

1月21日 土 14:00 受4-6 要 TEL・Web

川村 ミニ説明会 1月21日 土 14:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

啓明学園 第7回学校説明会 1月21日 土 保・受 不要 校内見学有

麹町学園女子 第2回入試説明会 1月21日 土 14:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

捜真女学校 ミニミニ説明会⑤ 1月21日 土 13:30-14:30 保・受 要 TEL・Eメール 校内見学有

昭和女子大学附属昭和 学校説明会 1月21日 土 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学・授業見学有

白梅学園清修 授業見学会・ミニ説明会 1月21日 土 10:00-12:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京家政大学附属女子 第7回学校説明会 1月21日 土 14:00-15:30 保・受 不要 校内見学有

東京女子学園 学校説明会 1月21日 土 10:00 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

東京都市大学付属 土曜ミニ説明会 1月21日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

トキワ松学園 学校説明会 1月21日 土 10:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学・授業見学有

文教大学付属 プレミアム説明会 1月21日 土 11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

横浜隼人 ミニ説明会 1月21日 土 10:00-11:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

アレセイア湘南 スクールガイド 1月21日 土 10:00-11:30 保・受56 要 Web 校内見学・授業見学有

光塩女子学院 校内見学会 1月21日 土 10:30-12:00 保・受6 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

湘南学園
入試直前学校見学・ミニ
説明会

1月21日 土 10:00-12:00 保・受6 要 TEL

女子聖学院 直前説明会 1月21日 土 10:00-12:00 保・受6 要 校内見学・授業見学有

武蔵野女子学院 初めてのMJ④ 1月21日 土 10:00-11:30 要 TEL 初めて来校の方対象・定員30名

目黒星美学園 入試直前 1月22日 日 10:00-11:30 保・受 不要 校内見学有

湘南学園 合唱コンクール 1月24日 火 10:00-16:00 一般 藤沢市民会館大ホール 不要

共栄学園 中学合唱祭 1月25日 水 13:00-16:00 保・受 葛飾シンフォニーヒルズ 不要

田園調布学園 定期音楽会 1月26日 木 12:30-16:00 一般 みなとみらいホール 不要

聖ヨゼフ学園 イブニング説明会② 1月27日 金 18:30-19:30 保・受 要 TEL・Web・Eメール・FAX 校内見学有

中村 ぴっころこんさあと 1月28日 土 9:00-12:00 保・受 不要

文京学院大学女子 学校説明会 1月29日 日 10:00-11:30 不要 校内見学・個別相談有

聖園女学院 授業見学会 1月 保・受6 要 TEL・Web 校内見学有

武蔵野女子学院
梅香の宴（クラブ合同発
表会）

2月上旬 要 TEL 詳細はWeb

昭和女子大学附属昭和 私の研究全校発表会 2月18日 土 8:45-11:45 保・受 不要

普連土学園 学校体験日③ 2月18日 土 9:00-11:30 保・受 要 TEL・Web 校内見学有

聖望学園 音楽祭・合唱コンクール 2月18日 土 14:00-17:00 保・受 要 TEL・Web

光塩女子学院 校内見学会 2月18日 土 10:30-12:00 保・受1-5 要 TEL 授業見学・ミニ説明会有

麗澤 ミニオープンキャンパス 2月19日 日 9:30-12:30 保・受45 要 Web

国学院大学久我山 女声合唱部コンサート 2月22日 水 18:00-20:00 一般 小金井宮地楽器ホール 不要

穎明館 学校説明会 2月25日 土 10:00-12:00 保・受 不要 校内見学・授業見学有

市川 学校説明会 2月25日 土 10:00-11:30 保・受 要 Web 校内見学有

攻玉社 土曜説明会 2月25日 土 11:00-13:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

安田学園 学校説明会 2月25日 土 14:30 保・受1-5

湘南学園
4・5年生集まれ！体験入
学

2月25日 土 9:30-12:30 保・受45 要 TEL

富士見 オープンキャンパス 2月25日 土 13:40-15:30 保・受56 要 Web 授業見学有

晃華学園 入試結果報告会 2月26日 日 13:00-14:30 保・受5 要 Web 校内見学有
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東京家政大学附属女子 スクールランチ試食会 2月26日 日 11:00-12:30 保・受5 要 Web・FAX 校内見学有

横浜創英 合唱コンクール 2月 保・受 要 Web

聖園女学院 授業見学会 2月 保・受1-5 要 TEL・Web 校内見学有

明治学院 学校説明会 3月4日 土 14:00-16:30 保・受 要 Web 校内見学有

八雲学園 スピーチコンテスト 3月4日 土 保・受 不要 校内見学有

横須賀学院 第1回学校説明会 3月11日 土 13:30-15:00 保・受 不要 校内見学有

立教女学院 高3卒論発表会 3月11日 土 14:00-15:30 保・受 要 Web

大妻多摩 入試報告会 3月11日 土 14:00-16:00 保・受45 要 Web 校内見学有

函館白百合学園 白百合KIDS 3月12日 日 10:00 受 要
TEL・Web・Eメール・FAX
他

佼成学園 学校説明会 3月12日 日 10:30-12:30 要 Web 校内見学有

武蔵野東 スクールツアー 3月15日 水 16:00-17:00 保・受4-6 要 TEL・Web・Eメール 校内見学有

浅野 部活動見学体験会 3月18日 土 保・受 不要

足立学園 入試報告会 3月18日 土 10:00-12:00 保・受 要 Web 校内見学・授業見学有

芝浦工業大学 体験入学③ 3月18日 土 保・受 要 Web 校内見学有

日出 入試報告会 3月18日 土 保・受 不要 校内見学有

サレジオ学院 中学入試報告会 3月19日 日 10:00 保・受5 要 Web

サレジオ学院 中学入試報告会 3月19日 日 14:30 保・受5 要 Web

東洋大学京北 中学入試報告会 3月25日 土 15:00-16:30 保・受1-5 要 Web

創価
オープンキャンパス桜ま
つり

3月26日 日 10:00-15:00 保・受 不要

横浜富士見丘学園 お花見会 3月31日 金 10:00-14:00 不要 校内見学有
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