
2023年度　私立中学･高校　学校行事日程・学校説明会開催情報

2023年5月22日現在

東京都 「見学」欄に記載されている『受･保』は『受験希望者およびその保護者』の略です。 (株)育伸社　入試情報課
学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日

文京区  お茶の水女子大学附属
03(5978)5862

共
国
中

9/16･17 生徒祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土) 無 [学校説明会]10/21(土)11/3(祝) 大学講堂

文京区 筑波大学附属
03(3941)7176

共
国
高

有
6/15(木) 10:00～ 自校桐陰会館
要申込(FAX)

ア
江戸川
区 愛　国

03(3658)4111
女 高 Instagram Facebook 9/9･10 なでしこ祭 受･保 要,ﾁｹｯﾄ制

[学校公開]6/10(土) 9:00～12:35　[戴帽式]11/11(土) 14:00～
[学校見学]9:00～15:00の間で随時(夏休み中は10:00集合)

無
[学園説明会]6/24(土)7/16(日)8/27(日)9/17(日)10/14(土)11/5(日)11/19(日) 10:00～，
11/26(日)12/3(日) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)　[個別進学相談会]12/9(土) 9:00～14:00 要予約(WEB)

江戸川
区 愛　国

03(3658)4111
女 中 Instagram Facebook 9/9･10 なでしこ祭 受･保 要,ﾁｹｯﾄ制

[学校公開]6/10(土) 9:00～12:35　[戴帽式]11/11(土) 14:00～
[学校見学]9:00～15:00の間で随時(夏休み中は10:00集合)

無
[中学説明会]5/20(土)6/10(土) 10:00～　[学園説明会]6/24(土)7/16(日)8/27(日)9/17(日)10/14(土)11/5(日)11/19(日)
10:00～，11/26(日)12/3(日) 10:00～･14:00～　[個別進学相談会]12/9(土) 9:00～14:00　※すべて要予約(WEB)

渋谷区 青山学院
03(3409)3880

共 高 9/16･18 文化祭 受･保
学校ＨＰで

案内
有

5/26(金) 11:00～ 高等部
要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]9/30(土)10/7(土) 要予約(WEB)　[一時帰国の方対象説明会]7/26(水) 要予約(WEB)
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]視聴期間9～11月(予定) 要予約(WEB)

渋谷区 青山学院
03(3407)7463

共 中 11/11･12 中等部祭 ○ 不要 有
4/19(水) 11:00～ 中等部礼拝堂
要予約(ＷＥＢ)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)9/16(土)10/14(土) 自校 要予約

港区 麻　布
03(3446)6541

男 中 5/2～4 文化祭 ○ 不要 [学校見学会]7/8(土)9/9(土)10/7(土) 午後 要予約(WEB) [WEB説明会]学校HPで案内

足立区 足立学園
03(3888)5331

男 高 Instagram Twitter Facebook 9/23･24 学園祭 未定 未定
[見学･説明会]7/29(土) 10:00～，8/26(土) 13:00～
要予約(WEB)　※詳細は学校HPで案内

有
5/11(木) 10:30～ 要予約(WEB･ﾒｰﾙ･
FAX･TEL)

[学校説明会]7/29(土)8/26(土) 13:00～，10/14(土)11/18(土)12/2(土) 14:00～ 自校　[個別相談]7/29(土)8/26(土)
9/24(日･学園祭)　[入試相談会]10/14(土)11/18(土)12/2(土)12/23(土) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

足立区 足立学園
03(3888)5331

男 中 Instagram Twitter Facebook 9/23･24 学園祭 未定 未定
[見学･説明会]5/27(土)9/2(土)10/7(土)11/18(土)12/2(土)
10:00～ 要予約(WEB)　※詳細は学校HPで案内

有
5/11(木) 10:00～ 要予約(WEB･ﾒｰﾙ･
FAX･TEL)

[学校説明会]5/27(土) 14:00～，9/2(土)10/7(土)11/25(土)12/16(土) 10:00～ 自校
[個別相談]9/23(祝･学園祭)　[ﾅｲﾄ説明会]11/15(水) 18:00～　※すべて要予約(WEB)

文京区 跡見学園
03(3941)8167

女 中 YouTube 9/9･10 文化祭 検討中 要
[授業見学会]6/10(土)　[ｸﾗﾌﾞ･施設見学ﾂｱｰ]11/18(土)
[入試体験会]11/26(日)

有 6/14(水)
[学校説明会]5/14(日)5/20(土)6/17(土)10/28(土)1/13(土)　[入試説明会]11/18(土)1/13(土)
[ﾅｲﾄ学校説明会]7/5(水)7/7(金)9/20(水)9/22(金)　[ｵﾝﾗｲﾝ帰国生説明会]7/26(水)

北区 安部学院
03(3913)2323

女 高 Instagram 実施しない 無
[学校説明会]10/21(土)11/11(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～，10/29(日)11/3(祝)11/19(日)12/10(日)12/17(日)
10:00～ 要予約(WEB･TEL)　[夏期個別見学相談会]7/26(水)8/3(木)8/27(日) 10:00～ 要予約(WEB･TEL)

イ 文京区 郁文館
03(3828)2206

共 高 Facebook YouTube 9/30･10/1 郁秋祭 受･保 要
[公開授業]6/17(土)　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/1(土)7/22(土)　[体験授業]8/19(土)
[平日夕方ｽｸｰﾙﾂｱｰ]7/12(水)8/30(水)　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]5/13(土)6/10(土) 14:00～，8/5(土) 午後 要予約(WEB)
[理事長･校長渡邉が直接お話する学校説明会]6/17(土)8/26(土) 14:00～，7/29(土) 13:00～ 要予約(WEB)

文京区 郁文館
03(3828)2206

共 中 Facebook YouTube 9/30･10/1 郁秋祭 受･保 要
[公開授業]6/17(土)　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/1(土)7/22(土)　[体験授業]8/26(土)
[平日夕方ｽｸｰﾙﾂｱｰ]6/21(水)8/9(水)　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]5/13(土) 14:30～，7/8(土) 14:00～ 要予約(WEB)
[理事長･校長渡邉が直接お話する学校説明会]6/17(土)8/26(土) 14:00～，7/29(土) 13:00～ 要予約(WEB)

文京区 郁文館グローバル
03(3828)2206

共 高 Facebook YouTube 9/30･10/1 郁秋祭 受･保 要
[公開授業]6/17(土)　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/1(土)7/22(土)　[体験授業]8/19(土)
[平日夕方ｽｸｰﾙﾂｱｰ]7/12(水)8/30(水)　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]5/20(土)6/10(土) 14:30～，8/5(土) 午前 要予約(WEB)
[理事長･校長渡邉が直接お話する学校説明会]6/17(土)8/26(土) 14:00～，7/29(土) 13:00～ 要予約(WEB)

台東区 岩　倉
03(3841)3009

共 高 9/23･24 岩倉祭
[授業公開]6/10　[見学会]7/1･29，8/6･11　[部活動公開]7/29，
8/19･20　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/19･20　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会･個別相談会]9/2(土)9/30(土)10/21(土) 14:30～，11/4(土)12/2(土) 10:00～･13:30～，
11/19(日) 10:00～･14:30～ 自校 要予約(WEB)

ウ 台東区 上野学園
03(3847)2201

共 高 LINE Twitter Instagram 9/16･17 桜鏡祭 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 10:00～ 要予約(WEB)
[音楽講習会]7/24(月)～7/27(木)，
12/25(月)～12/28(木) 要予約(WEB)

有
6/28(水)9/27(水) 10:30～12:00
要予約(WEB)

[学校説明会]7/22，10/14，11/4･25の各土曜 14:00～，9/16･17(土日･桜鏡祭)，音楽科6/24(土)8/26(土)11/4(土)
[個別相談会]11/27～12/1 17:00～18:00，12/2･9 14:00～16:00，12/25･26
[音楽相談]11/11　※すべて要予約(WEB)

台東区 上野学園
03(3847)2201

共 中 LINE Twitter Instagram 9/16･17 桜鏡祭 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26 10:00～　[音楽講習会]7/24～/27，12/25～28
[入試体験]11/11，12/16，1/13 14:00～　※すべて要予約(WEB)

有
6/28(水)9/27(水) 10:30～12:00
要予約(WEB)

[学校説明会]5/6(土)6/10(土)7/15(土) 14:00～，12/2(土)1/13(土) 10:00～，9/16･17(土日･桜鏡祭)，音楽ｺｰｽ6/24(土)
8/26(土)11/4(土)，国際ｺｰｽ(対面)5/6，7/15･29，(ｵﾝﾗｲﾝ)5/18，6/2･20，7/5　[音楽相談]11/11　※すべて要予約(WEB)

エ
八王子
市 穎明館

042(664)6000
共 中 LINE Instagram Twitter 9/16･17 文化祭 ○ 要[WEB]

[学校見学会]5/20(土)1/13(土) 授業見学あり，
3/20(祝) 施設見学あり 要予約(WEB)

有
6/12(月) 10:30～ 自校記念館2階会議
室 要予約(WEB)

[学校説明会]6/17(土)7/29(土)8/27(日)10/28(土)11/25(土) 要予約(WEB)
[入試問題･出題ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ動画]11/13(月)公開　[入試結果報告動画]2/26(月)公開

江戸川
区 江戸川女子

03(3659)1241
女 高 Instagram Twitter 11/11･12 かたばみ祭

受･保
[予定]

要
[予定]

[学校見学会]8/11(祝)8/13(日) 10:30～ 要予約(WEB)
[施設見学会]9/9(土) 14:00～ 要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[入試説明会]10/1(日)11/26(日) 12:00～，10/21(土)11/4(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

江戸川
区 江戸川女子

03(3659)1241
女 中 Instagram Twitter 11/11･12 かたばみ祭 受･保 不要

[入試問題説明会]8/12(土) 10:00～，12/2(土) 14:00～ 要予約(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/2(土)13:30～ 要予約(WEB)　[見学]前日までに予約(TEL)

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]5/27(土)9/9(土)10/7(土)11/4(土)1/13(土) 10:00～11:30，6/24(土) 14:00～15:30 要予約(WEB)
[国際ｺｰｽ説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]8/19(土)9/16(土)10/21(土) 13:00～14:00 要予約(WEB)

オ 文京区 桜　蔭
03(3811)0147

女 中 9/30･10/1 文化祭
受･保
[予定]

要
[予定]

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[保護者対象学校説明会]小5･6対象11/1(水)11/4(土)11/11(土)，
小4以下対象11/8(水) 9:30～12:00 自校 要予約(WEB)
※土曜開催は受験生本人も参加可　[個別相談会]8/10(木)8/11(祝) 9:00～16:00 要予約(WEB)

町田市 桜美林
042(797)2667

共 高 Instagram Facebook 9/23･24
桜空

(ｵｳｿﾞﾗ)祭
受･保 不要

[ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾘﾝｸﾞ]12/21(木) 16:00～17:00 ﾁｬﾍﾟﾙ 予約不要
[校舎見学]原則土曜日 9:50～･14:00～ 要予約(ＴＥＬ)

有
6/13(火) 10:30～ 自校 要予約(ＦＡＸ)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/30(土)10/21(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～15:30 自校 要予約(WEB)

町田市 桜美林
042(797)2668

共 中 Instagram Facebook 9/23･24
桜空

(ｵｳｿﾞﾗ)祭
受･保 不要

[総合学力評価ﾃｽﾄ入試体験会]12/9(土) 9:30～11:45 要予約(WEB)
[校舎見学]原則土曜 9:50～･14:00～ 要予約(TEL)

有
6/13(火) 10:30～ 自校 要予約(ＦＡＸ)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)10/7(土)11/11(土) 14:00～　[入試説明会(教科型入試)]12/9(土)1/6(土) 14:00～
[総合学力評価ﾃｽﾄ説明会]10/14(土) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

世田谷
区 鴎友学園女子

03(3420)0136
女 中 9/16･17 かもめ祭 受･保 要[WEB]

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/8(土)　[入試対策講座(小6対象)]12/6(水)
[受験会場見学会(小6対象)]12/10(日)　※すべて要予約(WEB)

有
6/28(水) 11:00～ 自校ﾎｰﾙ(LIVE配信あ
り)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]小6対象5/13(土)6/3(土)10/21(土) 9:00～，9/6(水) 9:40～，全学年対象5/13(土)6/3(土)10/21(土)
10:40～，6/21(水)9/8(金)11/14(火) 9:40～，小5対象2/24(土) 9:00～，小5以下2/24(土) 10:40～ 要予約(WEB)

千代田
区 大　妻

03(5275)6002
女 中 Twitter Instagram

9/23･24
[予定]

文化祭
受･保
[予定]

要
[予定]

[校内案内]詳細日程は学校ＨＰを確認
[学校説明会]6/25(日)7/17(祝)10:00～･14:00～，10/29(日)10:00～，11/23(祝)12/17(日) 10:30～ 大妻講堂 要予約
[入試説明会]10/29(日) 14:00～15:20 要予約　[帰国生説明会]7/8(土) 14:30～，10/14(土) 14:00～ 自校 要予約

多摩市 大妻多摩
042(372)9113

女 中 Instagram LINE Facebook 9/16･17 文化祭
受･保
[予定]

不要
[予定]

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10(土)　[多摩 la ﾅｲﾄ]8/26(土)　[生活体験日]11/4(土)
[入試模擬体験]11/25(土)1/7(日)　※すべて要予約(WEB)

有 6/22(木) 自校 要予約
[学校説明会]5/17(水) 10:30～，10/15(日) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)　[入試説明会]帰国7/30(日) 10:00～，
4科･2科(小6対象)9/26(火) 10:00～，国際進学･適性型思考力(小6対象)10/28(土) 14:00～ 要予約(WEB)

中野区 大妻中野
03(3389)7211

女 中 Facebook 9/23･24
秋桜祭

(文化の部)
受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ]11/25(土) 10:45～15:30 要予約(ＷＥＢ)
[入試問題説明会･入試体験]1/6(土) 9:30～ 要予約(ＷＥＢ)

有
[動画視聴型]6月上旬 要申込
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/3，8/26，9/16，10/14 10:45～，ｱﾌﾀｰｱﾜｰｽﾞ10/27，11/15 19:00～，帰国6/3，7/16，9/16，10/14
[入試説明会]12/9 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ13:30～･新思考力14:15～　[入試問題説明会]11/18，1/6，WEB12/2　※すべて要予約(ＷＥＢ)

大田区 大森学園
03(3762)7336

共 高 YouTube Instagram Twitter 6/17･18 学園祭 ○ 不要
[工業科体験教室]11/5(日)11/18(土)11/25(土)12/9(土)
要予約　[ｸﾗﾌﾞ体験]学校説明会に合わせて実施 要予約

有
9/13(水)9/14(木) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/29(土)8/27(日)9/9(土)9/30(土)10/7(土)10/21(土)11/5(日)11/11(土)11/18(土)11/25(土)
12/9(土) 自校 要予約

見学会･オープンスクール･体験入学
塾の先生を対象

所在地 学校名 問い合わせ先
性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

『受験生向けに発信しているSNS【オススメ順】』

を掲載しています！

日程はすべて予定です。学校行事および説明会の日程が変更されたり，調査後に塾の先生を対象とした説明会が決定されることが多々ありますので，

訪問される前に必ず学校ＨＰ･お電話で実施の有無を確認してください。
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

カ 新宿区 海　城
03(3209)5880

男 中 LINE YouTube 9/16･17 海城祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26(土)8/27(日) 9:00～16:00 要予約(WEB)
[ﾐﾆｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/7(土)11/4(土) 13:30～16:30 要予約(WEB)

無 [帰国生対象学校説明会]7/30(日) 13:00～15:00 要予約(WEB)

荒川区 開　成
03(3822)0741

男 高 9/23･24 文化祭 未定 未定 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学園説明会]10/21(土)10/22(日) 自校 要予約(WEB)
[海外在住者向け学園説明会]7/23(日) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

荒川区 開　成
03(3822)0741

男 中 9/23･24 文化祭 未定 未定
[学園説明会]10/21(土)10/22(日) 自校 要予約(WEB)
[海外在住者向け学園説明会]7/23(日) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

中央区 開智日本橋学園
03(3662)2507

共 中 YouTube 10/7･8 開橋祭 ○ 要[WEB] [授業体験会]7/17(祝)8/26(土)9/18(祝)　要予約(WEB) 有
6/7(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)7/17(祝)8/26(土)9/18(祝)10/28(土)11/11(土)12/9(土)1/13(土)
[帰国生対象説明会]10/14(土)　[出題傾向説明会]12/2(土)　※すべて要予約(WEB)

江東区 かえつ有明
03(5564)2161

共 高 Instagram 9/23･24 文化祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
無

[学校説明会]6/24(土)9/2(土)9/30(土)11/25(土) 14:00～15:30 自校 要予約(WEB)
[帰国生説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]6/17(土) 14:00～，7/15(土)9/9(土) 10:00～，10/28(土) 14:30～ 要予約(ＷＥＢ)

江東区 かえつ有明
03(5564)2161

共 中 Instagram 9/23･24 文化祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
[部活動見学会]10/14(土) 9:00～15:00 要予約(WEB)
[入試体験会]12/9(土) 8:30～11:00 要予約(WEB)

無
[学校説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]5/20(土)6/24(土)9/2(土)10/7(土) 10:00～　[入試説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]11/4(土) 10:00～11:30，1/6(土)
15:00～　[帰国生説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]6/17(土) 14:00～，7/15(土)9/9(土) 10:00～，10/28(土) 14:30～　※すべて要予約(ＷＥＢ)

世田谷区 科学技術学園
03(5494)7711

男 高 かるた祭 [学校説明会]5/20(土)6/17(土)7/8(土) 9:00～12:30(3部制) 要予約(WEB)

豊島区 学習院
03(5992)1032

男 高 11/3･4 鳳櫻祭 未定 未定 [学校見学]随時実施 要予約 無 [学校説明会]10/14(土) 14:00～　※詳細は学校HPで案内

豊島区 学習院
03(5992)1032

男 中 Twitter Facebook 11/3･4 鳳櫻祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/6(土) 14:00～ 要予約(WEB)
[ｸﾗﾌﾞ体験会]7/8(土) 10:00～ 要予約(WEB)

無
[学校説明会]一般6/17(土)7/8(土) 14:00～，帰国7/8(土) 14:40～ 自校創立百周年記念会館
[入試説明会(一般対象)]11/18(土) 14:00～ 自校創立百周年記念会館

新宿区 学習院女子
03(3203)1901

女 中 11/3･4 八重桜祭 ○ 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/7(土)11/25(土) 14:00～ 要予約 無
[学校説明会]受験生･保護者対象 7/8(土) 帰国生13:00～･一般生13:30～，保護者対象 9/25(月)11/27(月) 15:00～，
10/4(水) 17:00～ 自校 要予約

大田区
蒲田女子（2024～
羽田国際，共学） 03(3742)1511

女 高 LINE Instagram YouTube 9/2(土) 有竹祭 受･保 要 有 6/19(月)
[学校説明会]6/10(土)8/5(土)8/23(水)10/7(土)10/21(土)11/3(祝)11/11(土)11/25(土)12/9(土)
[入試説明会]11/18(土)12/2(土)　[個別相談会]11/26(日)12/9(土)

豊島区 川　村
03(3984)8321

女 高 LINE Instagram 11/11･12 鶴友祭 受･保 要
[公開授業]6/24(土)　[学校見学会(個別相談会)]7/17(祝)
[学習会]9/23･30，10/7･28，11/23，12/2･9　※すべて要予約(WEB)

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]6/17(土)7/23(日)9/23(祝)10/14(土) 10:00～ 要予約(WEB)　[ﾐﾆ説明会･相談会･見学会]8/24，
11/23，12/9･16 10:00～，9/30，10/7･28，12/2 14:00～，12/20～23および1/9～20の間随時 要予約(WEB)

豊島区 川　村
03(3984)8321

女 中 LINE Instagram 11/11･12 鶴友祭 受･保 要
[公開授業]6/24　[学習ｾﾐﾅｰ]9/2･23･30，10/7･14･28，11/23，12/2･9
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]12/16　[入試直前講座]1/13･20　※すべて要予約(WEB)

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]7/17(祝) 10:00～，9/2(土) 14:00～ 要予約(WEB)　[ﾐﾆ説明会]9/23(祝)11/23(祝) 10:00～ 要予約(WEB)
[ﾐﾆ説明会･相談会･見学会]8/24，10/14，12/9･16 10:00～，9/30，10/7･28，12/2 14:00～ 要予約(WEB)

千代田区 神田女学園
03(6383)3751

女 高 Instagram YouTube Facebook 9/23･24 姫竹祭 受･保 要
[体験会]授業6/10･24，8/27，9/9，部活7/29，8/26　[授業見学会]10/28，
11/18　[出題傾向解説会]12/16，1/14　※すべて要申込(WEB)

有
5/12(金)10/25(水) 10:30～ 自校･ｵﾝﾗ
ｲﾝ 要予約　※個別に案内状を送付

[教育内容説明会]5/13(土)7/8(土)7/22(土)10/7(土)10/21(土)11/4(土)11/25(土) 14:00～ 要申込(WEB)
[個別相談会]12/2(土)12/23(土) 10:00～ 自校 要申込(WEB)

千代田区 神田女学園
03(6383)3751

女 中 Instagram YouTube Facebook 9/23･24 姫竹祭 受･保 要
[体験会]授業6/10･24，9/9，部活7/29，8/26　[授業見学会]10/28
[出題傾向解説会]12/17，1/13　※すべて要申込(WEB)

有
5/12(金)10/25(水) 10:30～ 自校･ｵﾝﾗ
ｲﾝ 要予約　※個別に案内状を送付

[教育内容説明会]5/13(土)7/8(土)11/11(土)11/25(土)12/9(土) 14:00～，7/16(日)9/3(日)9/18(祝)10/8(日)
9:00～，新小5･6対象1/28(日)3/10(日) 9:00～ 要申込(WEB)

渋谷区 関東国際
03(3376)2244

共 高 Twitter 10/14･15 世界教室 受･保 要 [体験授業]6/24(土)11/11(土) 自校 要予約(WEB) 無
要望があれば随時実施
(受験生･保護者対象説明会に参加可)

[学校説明会]7/29(土)8/5(土)8/26(土) 午前 自校 要予約(WEB)
[入試説明会]11/25(土)12/2(土)12/9(土) 自校 要予約(WEB)　※その他は決まり次第，学校HPに掲載

江戸川区 関東第一
03(3653)1541

共 高 Twitter Instagram 9/16･17 関一祭 ○ 不要 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[関一ﾌｪｱ]5/27，6/24，7/25～27，8/1～3･9･10･17･18･23･24，9/2･9･23･24･30，10/7･14･21･22･28，
11/3～5･11･18･25･26，12/2･3 要予約(ＷＥＢ)　※学校説明会･個別相談など(中３向け)

キ 荒川区 北豊島
03(3895)4490

女 高 活用予定 10/7･8 北桜祭
10/7受･
保，10/8

一般

不要[一般
ﾁｹｯﾄ制]

有
6/9(金)，9月第2週も予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/24(土)7/22(土)8/19(土)9/9(土)9/23(祝)10/22(日)11/4(土)11/18(土)12/2(土)，国際英語ｺｰｽ
8/19(土)10/22(日)，ﾐﾆ説明10/8(日･北桜祭) 複数回実施　[個別相談会]12/9(土)12/23(土)　※すべて要予約(WEB)

荒川区 北豊島
03(3895)4490

女 中 活用予定 10/7･8 北桜祭
10/7受･
保，10/8

一般

不要[一般
ﾁｹｯﾄ制]

[体験学習会]6/18(日) 10:00～ 要予約(WEB)
[入試問題解説会]12/10(日)12/17(日) 10:00～ 要予約(WEB)

有
6/9(金)，9月第2週も予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/13(土)7/17(祝)8/27(日)9/16(土)11/12(日)，新学年対象2/18(日)3/24(日) 10:00～ 要予約(WEB)
[ﾐﾆ説明会]10/8(日･北桜祭) 複数回実施 予約不要　[個別相談会]1/13･20･27の各土曜 9:00～15:00 要予約(WEB)

武蔵野
市 吉祥女子

0422(22)8117
女 中 YouTube 9/30･10/1 吉祥祭

受･保
[予定]

要予約
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ(小3～6対象)]6/17(土) 13:30～16:30 要予約(WEB)
[学校見学会]7/9(日) 13:40～16:20(時間内25分程度) 要予約(WEB)

有
6/7(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]全学年対象(校内実施)5/20，9/16，10/14，11/18 9:30～･11:50～，(ﾗｲﾌﾞ配信)5/17，6/28，9/13，10/11，
11/15 11:00～，6年生対象(校内実施)12/16 9:50～･11:00～･12:10～ 要予約(WEB)･各回定員あり

葛飾区 共栄学園
03(3601)7136

共 高 LINE Twitter 9/30･10/1 共栄祭 ○ 不要
[見学＆説明会]5/13，6/25，7/22，8/5･6･19･20･26･27，9/9･16･
24 9:30～･10:30～･13:30～ 要予約(ＷＥＢ)

有
9/12(火) 10:30～ 自校(高校入試中心)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/8(日)10/22(日)11/3(祝) 10:00～　[入試相談ｺｰﾅｰ]共栄祭9/30(土)10/1(日) 10:00～15:00
[個別相談会]11/12(日)12/3(日) 10:00～12:00，11/25(土) 13:00～15:00 要予約(WEB)

葛飾区 共栄学園
03(3601)7136

共 中 LINE Twitter 9/30･10/1 共栄祭 ○ 不要
[見学＆説明会]5/13，6/25，7/22，8/5･6･19･20･26･27，9/9･16･24
要予約(ＷＥＢ)　[模擬入試体験会]11/23，12/17，1/14 10:00～

有
6/9(金) 10:30～ 自校(中学入試中心)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)7/16(日)9/17(日)10/15(日) 10:00～
[入試相談ｺｰﾅｰ]共栄祭9/30(土)10/1(日) 10:00～15:00

千代田区 暁　星
03(3262)3291

男 中 Instagram 9/30･10/1 ｴﾄﾜｰﾙ祭 受･保 要 [入試問題解説会]8/26(土) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]6/3(土)6/17(土)7/8(土)　[入試説明会]一般入試9/16(土)11/11(土)，帰国入試10/7(土)

千代田区 共立女子
03(3237)2744

女 中 LINE Instagram Twitter 10/28･29 共立祭 未定 要 [夏のｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/17(祝) 有 2/29(木) ｵﾝﾗｲﾝ型 要予約
[春の学校説明会]5/20(土) 午前･午後，5/25(木) ﾅｲﾄ　[秋の学校説明会]9/16(土)10/7(土)11/11(土) 時間未定，
9/23(祝) 午前･午後，10/19(木) ﾅｲﾄ　[帰国生学校説明会]7/3(月) ＷＥＢ，8/4(金) 対面

八王子市 共立女子第二
042(661)9952

女 高 LINE Instagram Facebook 9/16･17 白亜祭 ○ 要[WEB]
[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会]6/3(土･体育大会)7/25(火)8/22(火) 10:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ+学校説明会]8/26(土) 13:00～　※すべて要予約(WEB)

有
6/8(木) 10:00～ 自校 要予約(WEB)
※学校ＨＰより申込

[学校説明会]5/20，7/1，11/18 14:00～，7/29，10/7･28，11/25，12/3 10:00～ 7/29以降は個別相談あり
[英語ｺｰｽ説明会]7/29，8/26，10/28
[個別相談会]12/2･9･19･23 9:00～12:00，12/6～8 14:00～17:30，12/18 9:00～17:30　※すべて要予約(WEB)

八王子市 共立女子第二
042(661)9952

女 中 LINE Instagram Facebook 9/16･17 白亜祭 ○ 要[WEB]
[理科体験授業]5/27，8/9，1/13　[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会]6/3(体育大会)，7/27，
8/24 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/23　※すべて要予約(WEB)

有
6/8(木) 10:00～ 自校 要予約(WEB)
※学校ＨＰより申込

[学校説明会]6/24(土)11/18(土) 10:00～，10/14(土) 14:00～ 10･11月は小6対象入試問題研究会あり 要予約(WEB)
[入試説明会]12/2(土) 14:00～，12/17(日) 9:30～，1/6(土) 10:00～ 12月は小6対象入試体験あり 要予約(WEB)

小平市 錦　城
042(341)0741

共 高 LINE Instagram Twitter 9/16･17 錦城祭 ○ 不要 有 6/28(水) 13:00～ ｵﾝﾗｲﾝ 要予約
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]9/24(日)11/5(日)11/12(日) 9:00～，10/7(土)10/28(土) 14:00～　[学校説明会]7/22～8/29の火･木･土 10:00～
[個別相談･学校見学会]10/1(日)10/8(日)10/29(日) 9:00～12:00，11/11(土)11/18(土)11/25(土) 14:00～17:00　※すべて要予約(ＷＥＢ)

千代田
区 錦城学園

03(3291)3211
共 高 9/30･10/1 錦城祭 未定 未定

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)8/11(祝)8/26(土) 要予約（WEB)
[授業公開]9/16，10/14･21，11/11の各土曜 9:00～ 予約不要

[学校説明会]10/7(土)11/4(土)11/18(土)12/2(土) 14:30～，11/23(祝) 10:00～
[入試説明会]9/16，10/28，11/25，12/9の各土曜　[個別相談会]12/16(土) 14:00～16:00　※すべて要予約（WEB)

ク 国立市
国立音楽大学
附属 042(572)4111

共 高 LINE Twitter Facebook 9/23･24 芸術祭 未定 未定
[くにたち de Start]5/27，7/22，10/21，11/25，1/13，3/23
[音楽講習会]8/26･27，12/26～28　※すべて要予約（WEB)

有
9/6(水)10/5(木) 11:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]普通5/13･27，7/8･22，8/26，10/14，11/3，普通･音楽6/10，9/9　[入試説明会]音楽11/3，普通11/25，12/9
[ﾐﾆ説明会]9/23･24，音楽12/9　[個別説明会]普通･音楽10/10～13，12/4～7
[個別相談]普通12/23，1/13　※すべて要予約(WEB)

国立市
国立音楽大学
附属 042(572)4111

共 中 LINE Twitter Facebook 9/23･24 芸術祭 未定 未定
[KUNION 講座]5/27，6/17，7/22，10/21，11/25，1/13，3/23
[受験準備講習会]8/26･27，12/26･27　※すべて要予約（WEB)

有
9/6(水)10/5(木) 11:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/9(土)　[ﾐﾆ説明会]9/23･24(土日･芸術祭) 10:00～16:00　[入試説明会]11/3(祝) 11:00～
[個別説明会]10/10(火)～10/12(木)，12/4(月)～12/7(木) 16:30～19:30　※すべて要予約(WEB)

世田谷
区 国本女子 03(3416)4722 女 高 記念祭

世田谷
区 国本女子 03(3416)4722 女 中 記念祭

ケ 港区 慶應義塾女子
03(5427)1674

女 高 10月予定 十月(ｶﾝﾅ)祭 未定 未定 無 [学校説明会]９月に開催予定(決まり次第，学校ＨＰに掲載)

港区 慶應義塾中等部
03(5427)1677

共 中 11/11･12 展覧会 未定 未定 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可(要事前連絡)

[学校説明会]11/12(日) 10:00～11:00･12:30～13:30･15:00～16:00 慶應義塾大学三田ｷｬﾝﾊﾟｽ西校舎ﾎｰﾙ
要予約(WEB)　※詳細は学校HPに掲載
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

ケ 文京区 京　華
03(3946)4451

男 高 Instagram YouTube 10/21･22 京華祭 ○
不要[個別
相談は要]

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/17(祝) 14:00～15:30，
8/26(土) 10:30～12:00 要予約(WEB)

有
10/6(金)
※個別に案内状を送付

[説明会]9/23(祝)11/3(祝) 14:00～15:30，10/7(土) 14:30～16:00 要予約(WEB)
[個別相談会]11/25(土)12/2(土) 14:30～16:00，12/26(火) 14:00～15:30 要予約(WEB)

文京区 京　華
03(3946)4451

男 中 YouTube LINE Instagram 10/21･22 京華祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/20(土) 14:30～，6/24(土) 10:00～･14:30～
[KEIKAﾌｪｽﾀ]9/18(祝) 10:00～15:30　※すべて要予約(WEB)

有 4/24(月) 10:30～12:00 自校 要予約
[学校説明会]10/9(祝) 10:30～，10/29(日)11/19(日) 14:00～，12/10(日) 14:30～，1/7(日) 9:00～，
6/16(金)11/10(金)12/1(金) 18:30～　[適性検査型説明会]12/10(日) 10:30～
[個別相談会]12/10(日) 10:30～12:00，1/7(日) 9:00～11:00　※すべて要予約(WEB)

文京区 京華商業
03(3946)4491

共 高 YouTube 10/21･22 京華祭 受･保 不要
[商業高校体験ﾌｪｱ]7/8(土)8/5(土)9/16(土)10/7(土) 14:30～
要予約(WEB)

有 4/24(月) 自校
[入試説明会]11/4(土)11/11(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土) 14:30～ 自校 要予約
[個別入試相談会]12/3(日)12/9(土)12/23(土)1/6(土) 14:30～ 予約不要

文京区 京華女子
03(3946)4434

女 高 Instagram TikTok Facebook 10/21･22 京華祭 ○ 不要
[授業見学会]5/13(土)6/10(土) 10:30～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/16(日)
14:30～，8/26(土) 10:30～･14:30～　※すべて要予約

有
4/24(月)9/11(月) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/16(土)10/7(土)11/3(祝) 14:30～　[入試説明会+個別相談会]11/18(土)11/25(土) 14:30～16:00
[個別相談会+ﾐﾆ説明会]12/2(土)12/9(土)12/23(土) 14:30～16:00　※すべて要予約

文京区 京華女子
03(3946)4434

女 中 Instagram TikTok Facebook 10/21･22 京華祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/18，7/16 10:30～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/27 14:30～
[入試問題ｾﾐﾅｰ]11/5･26　[Keika Girl's ﾌｪｽﾀ]3/20　※すべて要予約

有
4/24(月)9/11(月) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[授業見学会＋ﾐﾆ説明会]5/6(土) 10:30～12:00 要予約　[入試説明会]9/17(日)12/10(日)12/23(土) 10:30～12:00，
10/14(土)11/19(日)1/13(土) 14:30～16:00 要予約

世田谷
区 恵泉女学園

03(3303)2115
女 中 Twitter Facebook 11/3(祝) 恵泉デー 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10(土) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)
[ｸﾘｽﾏｽ礼拝]12/20(水) 13:00～14:30 要予約(ＷＥＢ)

有
6/13(火) 10:30～12:00 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/8(土)9/9(土)10/7(土) 10:00～･14:00～，12/9(土) 14:00～　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]5/19(金) 18:00～
[入試説明会(小6対象)]11/23(祝) 10:30～･14:00～，1/11(木)10:00～　※すべて要予約(WEB)

昭島市 啓明学園
042(541)1003

共 高 Instagram LINE Facebook 9/23･24 啓明祭 ○ 不要
[国際学校ﾂｱｰ]7/22(土)8/2(水)　[部活動見学･体験会]7/26(水)8/23(水)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/2(水)　[入試問題解説会]12/2(土)　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
5/10(水) 11:00～，9/6(水) 10:30～
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/20，6/17 14:30～，8/5 14:00～，8/25 13:30～　[入試説明会]9/30，10/14･28，11/25 14:30～，10/29，11/12 9:30～･
13:00～，11/26 13:30～，国際生12/9 14:30～　[個別相談]9/23･24 9:30～，12/3･10 9:30～･13:00～，12/2･9 10:30～　※要予約(ＷＥＢ)

昭島市 啓明学園
042(541)1003

共 中 Instagram LINE Facebook 9/23･24 啓明祭 ○ 不要
[国際学校ﾂｱｰ]7/22，8/2　[部活動見学･体験会]7/26，8/23　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/2
[模擬入試]11/11･18　[入試問題解説会]12/9　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
5/10(水) 11:00～，9/6(水) 10:30～
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/20(土)6/17(土) 10:30～，6/24(土) 14:30～，7/22(土)8/5(土) 10:00～　[入試説明会]10/7(土)10/21(土)
11/4(土)，国際生入試12/9(土) 14:30～　[個別相談]9/23･24(土日･文化祭) 9:30～　　※すべて要予約(ＷＥＢ)

コ 杉並区 光塩女子学院
03(3315)1911

女 中 Instagram Twitter 4/22･23 光塩祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24(土) 14:00～16:30 要申込(WEB)
[親睦会(ﾊﾞｻﾞｰ)]11/19(日) 9:30～15:00 要申込(WEB)

有
6/8(木) 10:30～11:30 自校
要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]6/9(金)11/24(金) 10:00～11:30，9/10(日) 13:00～14:30，10/28(土) 14:00～15:30 自校 要申込(ＷＥＢ)
※校内見学･授業見学あり　[過去問説明会(小6対象)]12/2(土) 14:00～16:00 要申込(ＷＥＢ)

調布市 晃華学園
042(482)8952

女 中 Instagram Twitter Facebook 9/16･17 文化祭 未定 未定
[授業公開]6/24(土)9:20～　[学校見学会]7/10(月)8/26(土)1/13(土)
3/2(土)15:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]11/11(土)14:00～　※すべて要申込(WEB)

有 5/13(土) ｵﾝﾗｲﾝ型
[学校説明会]5/6(土)10/7(土)12/9(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)
[入試説明会(小6対象)]10/28(土) 9:30～･13:30～ 自校 要予約(WEB)

八王子
市 工学院大学附属

042(628)4914
共 高 Instagram Twitter YouTube 9/23･24 夢工祭 受･保 要

[校長先生と話す会]7/22(土) 14:00～　[学校見学会]8/25(金)8/26(土)
14:00～　[授業･部活動体験会]9/2(土) 14:00～

有 6/7(水)9/29(金) 10:00～
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]5/27(土) 10:00～，7/29(土) 13:00～　[学校説明会]6/24(土)9/16(土)10/28(土)12/2(土) 14:00～，
11/26(日) 10:00～　[個別相談会]9/23･24(土日･夢工祭)，10/26(木･体育祭) 10:00～15:00

八王子
市 工学院大学附属

042(628)4914
共 中 Instagram Twitter YouTube 9/23･24 夢工祭 受･保 要

[授業見学会･学校説明会]6/10　[校長先生と話す会]7/22　[自由研究教
室]7/30　[学校見学会]8/25･26　[入試予想問題体験会]11/26

有 6/7(水)9/29(金) 10:00～
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]5/20(土) 10:00～　[学校説明会]7/1(土)9/9(土)10/14(土) 14:00～，11/26(日) 13:00～，
ｸﾘｽﾏｽ12/23(土) 13:00～，入試対策1/13(土) 14:00～　[個別相談会]9/23･24(土日･夢工祭)，10/25(水･体育祭)

品川区 攻玉社
03(3493)0331

男 中 9/23･24 輝玉祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)11/25(土) 要予約(WEB)
[土曜説明会]6/24，10/7，11/4 要予約(WEB)

無
[学校説明会]5/28(日)7/16(日)8/27(日)12/17(日)3/17(日)，国際学級7/23(日) 要予約(WEB)
[国際学級入試説明会]７月から動画配信　[一般学級入試説明会]10月から動画配信

千代田区 麹町学園女子
03(3263)3011

女 高 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 葵祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/6(日)　[英検対策講座]9/23(祝) 有 個別に案内状を送付 [学校説明会]10/21(土)11/4(土)　[入試説明会]単願11/18(土)，併願11/23(祝)　[入試相談]12月中旬

千代田
区 麹町学園女子

03(3263)3011
女 中 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 葵祭 受･保 要

[夏ﾌｪｽ]7/30(日)8/27(日)　[入試問題ﾁｬﾚﾝｼﾞ]10/9(祝)
[入試模擬体験]11/26(日)12/10(日)　[学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ]12/24(日)

有 個別に案内状を送付 [学校説明会]5/13(土)6/17(土)7/8(土)10/28(土)　[入試説明会]1/13(土)

杉並区 佼成学園
03(3381)7227

男 高 9/23･24 渦潮祭 ○ 不要 有
9/12(火) 10:30～11:40
要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]7/23(日)10/8(日)11/3(祝) 10:00～，8/6(日)8/12(土)8/13(日)8/26(土) 11:00～，
9/23(祝)9/24(日) 13:00～，10/27(金) 18:30～，11/18(土)11/25(土) 14:00～ 要予約(ＷＥＢ)

杉並区 佼成学園
03(3381)7227

男 中 9/23･24 渦潮祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/16(日)　[入試問題解説会]11/26(日)12/16(土)12/17(日)
[入試体験会]1/7(日)1/14(日)　※すべて要予約(WEB)

有
9/12(火) 10:30～11:40
要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]5/28，6/18，7/9･30，8/6･12･13･27，9/17，10/9･29，11/12，3/20 10:00～，9/23･24(渦潮祭) 10:00～･
11:30～，10/13，11/13 18:30～　[適性検査入試説明会]7/29，12/9，1/8･13 10:00～　※すべて要予約(ＷＥＢ)

世田谷
区 佼成学園女子

03(3300)2351
女 高 Instagram Twitter Facebook 10/21･22 乙女祭 受･保 要

[学校見学会]7/29(土)8/5(土) 9:00～･10:00～･11:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 10:00～

有
6/13(火)9/21(木) 10:30～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[説明会]7/30(日) 10:00～，9/16(土)10/28(土)12/2(土) 14:30～，11/25(土) 11:00～
[夜の個別相談会]11/15(水)11/22(水)11/28(火)11/30(木)12/5(火)12/7(木) 16:00～19:00

世田谷
区 佼成学園女子

03(3300)2351
女 中 Instagram Twitter Facebook 10/21･22 乙女祭 受･保 要

[学校見学会]7/29(土)8/5(土) 9:00～･10:00～･11:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 10:00～

有
6/13(火)9/21(木) 10:30～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[説明会]6/17(土)9/9(土)10/14(土) 11:00～，7/8(土)8/6(日)12/10(日) 10:00～，9/30(土)11/4(土)11/25(土)
1/13(土) 14:30～，新小5･6対象3/10(日) 10:00～　[夜の個別相談会]11/15･22･28･30，12/5･7 16:00～19:00

品川区 香蘭女学校
03(3786)1136

女 中 LINE Instagram Facebook 9/30･10/1 ヒルダ祭 受･保 未定
[学校説明会]6/10(土) 小5以下対象12:30～･小6対象+体験授業15:30～，9/9(土) 14:30～，
11/17(金) 10:00～　[入試説明会]12/16(土) 10:00～･13:00～　※すべて要予約(WEB)

渋谷区 國學院
03(3403)2331

共 高 9/30･10/1 文化祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/17(日) 要予約(WEB) 無 [学校説明会]10/21(土)10/28(土)11/11(土)11/25(土)12/2(土) 自校 要予約(WEB)

杉並区
国学院大学
久我山 03(3334)1151

別 高 LINE Instagram 10/28･29 久我山祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/6(土) 9:00～15:00(午後は部活動見学可)
予約不要

有
9/13(水) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/30(土)10/21(土)11/18(土) 15:30～ 要予約(WEB)
[夏休みﾐﾆ説明会]7/30(日)8/6(日)8/11(祝)8/26(土) 13:00～ 要予約(WEB)

杉並区
国学院大学
久我山 03(3334)1151

別 中 LINE Instagram 10/28･29 久我山祭 ○ 不要
[授業体験 in Kugayama]7/16(日) 9:00～　[入試直前講座 久我山の
入試，この一問]12/17(日) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

有
5/18(木) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/16(土)9/30(土)10/21(土)11/18(土)1/13(土)，小4･5対象2/24(土) 13:00～　[女子部CCｸﾗｽ説明
会]6/24(土) 9:30～　[夏休みﾐﾆ説明会]7/30(日)8/6(日)8/11(祝)8/26(土) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

小金井
市 国際基督教大学

0422(33)3401
共 高 9/23･25 学校祭 未定 未定

[ｵﾝﾗｲﾝ学校見学会]5/20(土)8/10(木)8/18(金) 14:00～
要予約(WEB)

無
[学校説明会]10/7(土)11/11(土) 14:30～ 要予約(WEB)　[CAMPUS WALK HOUR]6/3(土)9/16(土)10/28(土)
11/4(土) 13:30～，7/19(水)8/14(月) 10:00～ 要予約(WEB)　※9/16は学校祭不開催の場合に実施

世田谷
区 国士舘

03(5481)3135
共 高 11/2･3 秋楓祭 ○ 不要 有 個別に案内状を送付

[学校説明会]8/26(土)9/30(土)10/21(土)11/18(土) 9:00～･11:30～ 要予約(WEB)　[個別相談会(土曜)]9/2･16，
10/7･14，10/28，11/11･25，12/9 9:00～15:30，10/21，11/18 13:30～15:30 要予約(WEB)

世田谷
区 国士舘

03(5481)3114
共 中 11/2･3 秋楓祭 ○ 不要

[言道大会]10/7(土) 9:30～　[過去問題解説会(小６対象)]10/21(土)
14:00～，11/19(日) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

有
9/22(金)9/29(金) 11:00～12:00 自校
要予約(WEB)

[学校説明会]5/27(土)14:00～，7/29(土)8/26(土)10:00～　[入試説明会]10/21(土)14:00～，11/19(日)10:00～，12/23(土)
13:00～　[施設見学･個別相談会]8/19(土) 10:00～，10/14(土)11/11(土)12/2(土)1/13(土) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

文京区 駒　込
03(3828)4141

共 高 Facebook 9/16･17  玉蘭(ﾊｸﾚﾝ)祭 検討中 検討中 有
6/14(水)10/18(水) 11:00～
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/17(祝)8/11(祝) 9:30～･14:00～，9/9(土)10/7(土)11/4(土)12/2(土) 14:30～
[個別相談会]1日10/28(土)11/11(土)11/19(日)11/25(土)，半日11/4(土)12/2(土) 午前 ※すべて要予約(ＷＥＢ)

文京区 駒　込
03(3828)4141

共 中 Facebook 9/16･17  玉蘭(ﾊｸﾚﾝ)祭 検討中 検討中
[おもしろ理科実験他]8/6(日) 9:30～･13:30～ 要予約(ＷＥＢ)
[ｸﾗﾌﾞ体験会]9/3(日) 10:00～･14:00～ 要予約(ＷＥＢ)

有
6/14(水)10/18(水) 11:00～
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/20，6/24 13:15～･15:15～，7/15 10:00～･13:00～，8/6 9:30～･13:30～，10/14，11/18 14:00～，12/10 10:00～･
14:00～，1/14 10:00～，夜7/11，9/29，11/8 18:00～　[個別相談会]1日10/28，11/11･19･25，半日11/4，12/2 午前　※すべて要予約(ＷＥＢ)

稲城市 駒沢学園女子
042(350)7123

女 高 Instagram Twitter LINE 10/7･8 りんどう祭 受･保 要
[英語ｸﾗｽ体験会]7/8，9/30，11/4　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22，9/23　[見学会]7/26～
29･31，8/1･18･21･22，9/2･9，11/11　[入試体験会]11/18･23，12/2

有
9/16(土) 10:30～ 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)7/8(土)9/30(土)10/21(土)11/4(土) 13:30～，8/26(土) 10:00～　[入試説明会]11/18(土)12/2(土)
13:30～，11/23(祝) 10:00～　[英語ｸﾗｽ説明会]6/17(土)8/26(土)10/21(土)　[ﾐﾆ説明会]10/7･8(りんどう祭)　※すべて要予約

稲城市 駒沢学園女子
042(350)7123

女 中 Instagram Twitter LINE 10/7･8 りんどう祭 受･保 要
[授業体験会]5/27，6/17，7/8，3/9　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22，9/23　[見学会]7/31，
8/1･18･21･22，9/2･9，11/11　[入試体験会]9/30，10/21，11/4

有
5/20(土) 10:30～ 要予約
※個別に案内状を送付

[説明会･授業見学会]5/6(土)6/10(土)2/24(土) 10:00～　[ﾐﾆ説明会]10/7･8(土日･りんどう祭)
[入試ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ]12/16(土) 9:00～　[入試直前説明会]1/13(土) 10:00～　※すべて要予約

世田谷
区 駒澤大学

03(3700)6131
共 高 Twitter 9/30･10/1 駒大高祭 未定 未定

[見学会]7/22～8/26の毎土曜 10:00～･14:00～，9/2･9･16，10/7･
14･28，11/11･18，12/2の各土曜 15:00～ 要予約(WEB)

有 5/24(水) 10:30～ 自校 要予約
[学校説明会]10/21(土)11/4(土)11/25(土)12/9(土) 15:00～16:40 自校，
11/23(祝) 10:00～11:30･14:00～15:30 駒澤大学 要予約(WEB)

世田谷
区 駒場学園

03(3413)5561
共 高 9/17･18 若駒祭 受･保 不要

[食物調理科体験授業]10/7(土)10/14(土)11/4(土)11/18(土)
13:00～ 要予約(WEB)

未定 [学校説明会]10/7(土)10/14(土)10/28(土)11/4(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土) 15:00～ 自校 要予約(WEB)

世田谷
区 駒場東邦

03(3466)8221
男 中 LINE 9/16･17 文化祭 受･保 不要 [学校見学会]6/10(土) 13:30～16:30 要予約 無 [学校説明会]10/15(日)10/22(日) 午前･午後計3回，10/21(土) 午後2回 自校 要予約
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

サ 北区 桜　丘
03(3910)6161

共 高 Instagram LINE Facebook 9/23･24 桜華祭 受･保 未定 [学校見学]随時実施 要予約(ＴＥＬ) 有 個別に案内状を送付
[学校説明会]6/10(土)9/16(土)10/14(土)10/21(土)11/18(土)12/2(土) 14:30～16:00，8/5(土)8/26(土)11/23(祝)
10:00～11:30 自校 要予約(WEB)　[個別相談会]12/9(土)12/23(土) 9:00～14:00 自校 要予約(WEB)

北区 桜　丘
03(3910)6161

共 中 Instagram LINE Facebook 9/23･24 桜華祭 受･保 未定
[適性検査型入試体験会]11/25(土) 14:30～16:30 要予約(ＷＥＢ)
[入試直前対策会]12/18(月)～ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信 要予約(ＷＥＢ)

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]6/11(日)6/25(日)8/6(日)9/17(日)10/15(日)12/17(日) 10:00～12:00，7/15(土)11/11(土)1/13(土)
14:30～16:30 自校　[保護者対象ﾅｲﾄ説明会]10/20(金)11/30(木) 18:30～19:30 自校　※すべて要予約(WEB)

北区
サレジアン
国際学園 03(3906)0054

共 高 LINE 10/8･9 学園祭 受･保 要[WEB]
[授業体験会]9/9(土) 14:00～ 要予約(ＷＥＢ)
[入試傾向解説会]11/18(土) 14:00～ 要予約(ＷＥＢ)

有 5/19(金)
[学校説明会]6/17(土)7/30(日)9/9(土)11/18(土) 14:00～ 要予約(ＷＥＢ)
[ﾐﾆ学校説明会(文化祭)]10/8(日)10/9(祝) 要予約(ＷＥＢ)

北区
サレジアン
国際学園 03(3906)7551

共 中 LINE 10/8･9 学園祭 受･保 要[WEB]
[授業体験会]7/29(土) 9:30～，9/10(日) 10:00～ 要予約(ＷＥＢ)
[入試傾向説明会]11/3(祝)12/16(土)1/7(日) 10:00～ 要予約(ＷＥＢ)

有 5/19(金)
[学校説明会]6/3(土)7/1(土)9/10(日)11/3(祝)12/16(土)1/7(日) 10:00～，7/29(土) 9:30～ 要予約(ＷＥＢ)
[ﾐﾆ学校説明会(文化祭)]10/8(日)10/9(祝) 要予約(ＷＥＢ)　[帰国生対象学校説明会]7/30(日) 10:30～ 要予約(ＷＥＢ)

世田谷
区

ｻﾚｼﾞｱﾝ国際学園
世田谷 03(3416)1150

共 中 Instagram YouTube Facebook 9/16･17 ｻﾚｼﾞｱﾝ･ﾌｪｽﾀ ○ 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 9:30～12:00 要予約(ＷＥＢ)
※ＰＢＬ型授業体験会+学校説明会同時開催

有 6/7(水) 10:00～ 自校
[学校説明会]6/17(土)7/22(土)10/28(土)，小6対象1/13(土) 10:00～(7/22は帰国生対象説明会を含む)
[入試説明会]11/18(土)12/23(土) 10:00～　[ﾐﾆ学校説明会･個別相談会]9/16･17(土日･ｻﾚｼﾞｱﾝ･ﾌｪｽﾀ)　※すべて要予約(ＷＥＢ)

小平市 サレジオ
042(321)0312

男 中 11/3(祝) 文化祭
受･保
[予定]

要
[予定]

無 [学校説明会]6/24(土)10/7(土)12/9(土) 14:00～ 自校　※10･12月は入試説明あり，相談は毎回あり

シ 中野区 実践学園
03(3371)5268

共 高 Facebook YouTube Instagram 9/23･24 実践祭 ○ 要 [体験授業]8/26(土) 10:00～16:00 要予約(WEB) 有
9/14(木) 午前 自校自由学習館 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/24(土)7/17(祝)9/30(土)10/21(土) 14:30～，11/25(土)12/2(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

中野区 実践学園
03(3371)5268

共 中 Facebook YouTube Instagram 9/23･24 実践祭 ○ 要 [体験授業]8/26(土) 10:00～16:00 要予約(WEB) 有
9/14(木) 午前 自校自由学習館 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/27(土)6/17(土)10/14(土) 14:30～，7/17(祝) 10:00～，9/16(土) 10:30～，
11/18(土)12/17(日)1/14(日) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

渋谷区 実践女子学園
03(3409)1771

女 中 LINE Instagram YouTube 9/16･17 ときわ祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24，11/4 14:00～　[英語授業体験]6/17 ｵﾝﾗｲﾝ　[個別見学
会]7/26～29，8/22･23 終日　[入試体験]12/9　※すべて要予約(WEB)

有
6/7(水)10/31(火) 10:30～ 自校orｵﾝﾃﾞﾏﾝ
ﾄﾞ配信 自校講堂 要予約(WEB)

[学校説明会]5/13(土) 9:30～･14:00～，9/9(土) 10:30～，9/29(金) 18;00～　[入試説明会]10/21(土)1/13(土) 10:00～，
11/17(金) 18:00～　[帰国生対象説明会]6/17(土) ｵﾝﾗｲﾝ，7/8(土) 14:00～ 自校　※すべて要予約(WEB)

品川区
品川エトワール
女子 03(3474)2231

女 高 LINE Twitter YouTube 9/23･24 秋輝祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/23(日)8/27(日)9/3(日) 10:00～ 要予約
[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪｱ]7/30(日)10/14(土) 10:00～ 要予約

有
6/15(木)9/6(水) 11:00～ 自校体育館
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/21(土)11/25(土) 14:00～，10/29(日)11/12(日) 10:00～，11/19(日) 単願10:00～･併願14:00～ 自校
[ｽﾀｰﾗｲﾄ説明会]12/8(金) 18:00～ 自校　[個別相談会]12/2(土) 10:30～，1/6(土) 13:00～ 自校　※すべて要予約

品川区 品川学藝
03(3786)1711

共 高 Twitter YouTube note 10/21･22 文化祭
10/22
のみ○

要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土)8/26(土)9/16(土)10/28(土)11/18(土)
11/26(日)12/2(土)1/13(土)

無 要望があれば随時実施 [学校説明会]10/1(日)　[個別相談会]随時実施

品川区 品川翔英
03(3774)1154

共 高 LINE Instagram Twitter 10/7･8 志ら梅祭 受･保 要[WEB] 有
9/12(火) 10:30～ 要予約(ＦＡＸ)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/15，9/9･30，10/14･21，11/4･18･25，12/2の各土曜 14:00～，8/12(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)
[個別相談会]8/1(火)～4(金)，11/19(日)11/26(日)12/3(日)12/10(日) 9:00～15:30 自校 要予約(WEB)

品川区 品川翔英
03(3774)1154

共 中 LINE Instagram Twitter 10/7･8 志ら梅祭 ○ 要[WEB]
[入試体験講座]12/10(日) 教科型8:30～･適性検査型13:30～
要予約(ＷＥＢ)

有
9/12(火) 10:30～ 要予約(ＦＡＸ)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/3(土)6/10(土)6/17(土)6/24(土)7/1(土)9/16(土)12/16(土)1/6(土) 14:00～16:00，
8/13(日)10/21(土)11/23(祝)1/8(祝)1/13(土)1/24(水) 10:00～12:00 要予約(ＷＥＢ)

品川区 品川女子学院
03(3474)4048

女 中 LINE 9/17･18 白ばら祭 受･保
不要[なるべ
く案内ﾊｶﾞｷ

持参]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24(土)11/25(土) 午後 要予約(WEB)

[学校説明会(保護者対象)]6月～10月 10:00～11:50(+校舎見学30分)　[入試説明会(6年生の保護者対象)]11月～1月
10:00～11:45(+校舎見学30分)　[入試ﾐﾆ説明会]11月～1月(60分+校舎見学30分)　※実施日程は学校HP参照

港区 芝
03(3431)2629

男 中 YouTube Twitter 9/16･17 学園祭 未定 未定 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]5/26(金)5/27(土)10/18(水)10/20(金)11/4(土) 講堂 要予約

江東区
芝浦工業大学
附属 03(3520)8501

共 高 YouTube Instagram Twitter 9/30･10/1 芝生祭 ○ 要[WEB]
[SHIBAURA DAY]6/17(土)11/3(祝) 要予約
[SHIBAURA GIRLS' DAY(中学生女子)]6/4(日)9/17(日) 要予約

有
6/23(金) 10:00～12:30
要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]9/9(土)10/7(土) 14:00～ 自校，5/27(土) 10:30～ ｵﾝﾗｲﾝ，11/25(土) 13:30～ ｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)　[夏の高校訪
問]8/18～20 10:00～･13:00～･15:00～ 要予約(WEB)　[帰国生対象説明･相談会(ｵﾝﾗｲﾝ)]7/15(土) 13:30～ 要予約(WEB)

江東区
芝浦工業大学
附属 03(3520)8501

共 中 YouTube Twitter Instagram 9/30･10/1 芝生祭 ○ 要[WEB]
[施設見学会]5/28，6/11，8/18～20，10/15･29，11/3･12　[SHIBAURA DAY]
6/17 午後，11/3 午前･午後，GIRLS' DAY6/4，9/17　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
6/23(金) 10:00～
ﾒｰﾙによる告知とＷＥＢ予約

[学校説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]5/13(土)9/16(土) 10:30～，6/2(金) 18:30～，6/24(土)11/18(土) 14:00～，
10/20(金)12/2(土) 9:40～ 要予約(ＷＥＢ)　[4･5年生対象学校説明会]10/21(土) 10:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)

港区 芝国際
03(3451)0912

共 高 Twitter Instagram YouTube 9/16･17 文化祭 未定 未定 [国際生説明会＆授業体験]7/30(日) 13:30～16:00 要予約(WEB) 有 5/16(火) 10:30～ 自校 要予約
[説明会]7/30(日) 10:00～，9/2(土)10/14(土)10/28(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～ 自校　[学校ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]9/25(月)
10/5(木)11/7(火) 17:30～　[個別相談会]12/4(月)～12/6(水) 13:00～17:00　※すべて要予約(WEB)

港区 芝国際
03(3451)0912

共 中 Twitter Instagram YouTube 9/16･17 文化祭 未定 未定
[国際生説明会＆授業体験]7/30(日) 13:30～16:00 要予約(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(日) 9:00～11:30･13:00～15:30 要予約(WEB)

有 5/16(火) 10:30～ 自校 要予約
[土曜説明会]5/27，6/3･17･24，7/15，10/7･14･28，11/11･25，1/13 10:00～11:30 自校 要予約(WEB)
[平日説明会]9/5(火)9/29(金)10/20(金)11/2(木)11/16(木)12/19(火) 10:00～11:30 自校 要予約(WEB)

渋谷区
渋谷教育学園
渋谷 03(3400)6363

共 中 9/8･9 飛龍祭 受･保 要 無 [学校説明会]10/21(土)11/18(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

世田谷
区 下北沢成徳

03(3468)1551
女 高 Instagram Twitter LINE 9/16･17 のぞみ祭 ○ 不要

[学校見学会]7/15･16，7/21･22，7/24～27，7/31～8/5，8/7～10，8/17･18，
8/21～25，8/28～31，9/9　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29　※すべて要予約

有
9/11(月) 11:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/1，8/26，9/2･30，10/14，11/4･18，12/2の各土曜 14:00～　[個別相談＆学校見学]10/21(土)10/28(土)
11/11(土)11/23(祝)11/25(土)12/3(日)12/9(土) 1日4回程度　[放課後個別相談]11/13～12/14 15:30～　※すべて要予約

目黒区 自由ヶ丘学園
03(3717)0388

共 高 Twitter LINE YouTube 9/23･24 鳳凰祭 ○ 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)7/29(土) 10:00～ 要予約(WEB)
[部活動体験]9/9(土)9/16(土) 14:00～ 要予約(WEB)

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]8/26(土)10/7(土)10/21(土)11/3(祝)11/11(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土)，ﾌﾟﾚ5/27(土)6/10(土)
7/8(土) 10:00～　[個別相談会･ﾐﾆ説明会]6/17，8/5･19，9/9･16，12/9の各土曜 10:00～12:00　※すべて要予約(ＷＥＢ)

東久留
米市 自由学園高等科

042(422)3111
別 高 Instagram 未定 葉月祭 未定 未定

[校長と一緒に学ぼう]4/16(日) ｵﾝﾗｲﾝ8:00～8:20 要予約
[宿泊体験]7/16(日)～7/17(祝) 要予約

無 要望があれば随時実施 [学校説明会]4/22(土)5/20(土)6/24(土) 15:00～17:00 ｵﾝﾗｲﾝ･自校 要予約

東久留
米市 自由学園中等科

042(422)3111
別 中 Instagram 未定 野の花祭 未定 未定

[校長と一緒に学ぼう]4/16(日) ｵﾝﾗｲﾝ8:00～8:20 要予約
[宿泊体験]7/16(日)～7/17(祝) 要予約

無 要望があれば随時実施 [学校説明会]4/22(土)5/20(土)6/24(土) 15:00～17:00 ｵﾝﾗｲﾝ･自校 要予約

葛飾区 修　徳
03(3601)0116

共 高 9/23(祝) 修徳祭 受･保
不要

[受付あり]
[ﾈｲﾁｬｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ体験学習]8/27(日) 要予約(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/27(日) 要予約(WEB)

無
[学校説明会]10/14･21･28，11/4･11･18･25，12/2･9の各土曜 14:00～ 修徳ｱﾘｰﾅ 予約不要　※個別入試相談あり
[個別説明会]7/29･30，8/2～6，8/9～13，8/16～20･23～26 10:00～16:00 修徳ﾎｰﾙ 要予約(WEB)

葛飾区 修　徳
03(3601)0116

共 中 9/23(祝) 修徳祭 受･保
不要

[受付あり]
[ﾈｲﾁｬｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ体験学習]7/1(土)7/29(土)8/12(土)8/27(日)
要予約(WEB)

無
[学校説明会]10/14･21･28，11/4･11･18･25，12/2･9，1/6･13の各土曜 14:00～ 修徳ｱﾘｰﾅ(1/6･13は修徳ﾎｰﾙ) 予約不要　※個
別入試相談あり　[個別説明会]7/29･30，8/2～6，8/9～13，8/16～20･23～26 10:00～16:00 修徳ﾎｰﾙ 要予約(WEB)

豊島区 十文字
03(3918)0511

女 高 LINE Instagram Twitter 9/22･23 十文字祭 受･保 要[ＷＥＢ]
[見学･体験]6/3，9/9，10/7　[生徒案内見学会]6/10，7/15，9/30，
11/4　[探究day]1/27　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有 6/7(水) 10:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)
[入試説明会]5/20(土)9/16(土) 10:30～，6/17(土)7/1(土)7/22(土)8/26(土)10/21(土)11/11(土)11/25(土)
12/9(土) 14:00～　[個別相談会]ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ9/29(金) 17:00～18:00，12/25(月) 10:00～16:00　※すべて要予約(ＷＥＢ)

豊島区 十文字
03(3918)0511

女 中 LINE Instagram Twitter 9/22･23 十文字祭 受･保 要[ＷＥＢ]
[見学･体験]6/3,9/9,10/7 [生徒案内見学]6/10,7/15，9/30,11/4 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰ
ﾙ]6/11,7/17 [特別企画]7/29,8/9　[入試体験]11/12,12/10 [探究day]1/27

有 6/7(水) 10:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)
[説明会]5/27(土)6/24(土)7/8(土) 14:00～，9/29(金)11/22(水) 17:00～　[入試説明会]9/2(土)10/28(土)11/12(日)12/2(土)
14:00～，10/14(土) 10:30～，6年12/16(土)1/13(土) 10:30～，5年以下12/16(土) 14:00～，1/20(土) 10:30～　[個別相談会]12/25(月)

板橋区 淑　徳
03(3969)7411

共 高 10/28･29 光輪祭 受･保 要
[授業見学会]6/10(土)7/15(土)9/16(土) 9:40～･11:30～　[見学会]10/7･21，
11/25の各土曜 午後，11/12(日) 終日　※すべて要予約(WEB)

有 6/28(水) 午前 自校 要予約(ＷＥＢ)
[ｵﾝﾗｲﾝ説明会]6/9～11，6/30～7/2，8/25～27，9/29～10/1，10/13～22，11/2～12，11/17～26，12/1～10
[留学ｺｰｽ説明会]8/5･26　[個別相談会]10/7･21，11/25，12/9 午後，11/12 終日，留学ｺｰｽ10/1　※すべて要予約(WEB)

板橋区 淑　徳
03(3969)7411

共 中 10/28･29 光輪祭
受･保
[予定]

要
[予定]

[見学会]授業5/13･20，9/9，10/14の各土曜 9:40～･11:30～，校内
10/7･21，11/25の各土曜 午後，11/12(日) 終日 要予約(WEB)

有 6/28(水) 午前 自校 要予約(ＷＥＢ)
[学校説明会]6/24(土) 午後 自校　[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]5/12(金)10:00～5/21(日)22:00，6/30(金)10:00～7/2(日)22:00
[ｵﾝﾗｲﾝ入試説明会]12/9(土) 10:00～2/5(月) 22:00　[Zoomﾘｱﾙﾀｲﾑ説明会]9/9(土)10/14(土)　※すべて要予約(WEB)

文京区 淑徳ＳＣ
03(3811)0237

女 高 LINE Instagram YouTube 10/28･29 なでしこ祭 ○ 要 有 個別に案内状を送付 [学校説明会]6/24(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

文京区 淑徳ＳＣ
03(3811)0237

女 中 LINE Instagram YouTube 10/28･29 なでしこ祭 ○ 要 有 個別に案内状を送付 [学校説明会]6/24(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

豊島区 淑徳巣鴨
03(3918)6451

共 高 LINE Instagram Twitter 9/16･17
淑鴨

(ｼｭｸｵｳ)祭
未定 未定 有 7/7(金) 10:30～ 自校 要予約(WEB)

[学校説明会]7/8(土)9/2(土)9/30(土)11/11(土) 14:00～(東京･神奈川公立中以外14:40～)，10/27(金) 18:30～ 要予約(WEB)
[個別相談会]10/21(土)11/4(土)11/25(土) 13:30～17:00，12/2(土) 14:00～17:00，12/23(土) 14:00～16:00 要予約(WEB)

豊島区 淑徳巣鴨
03(3918)6451

共 中 LINE Instagram Twitter 9/16･17
淑鴨

(ｼｭｸｵｳ)祭
未定 未定

[気づきの体験教室]6/3(土) 14:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/27(日) 9:00～･
13:00～　[入試体験]11/23(祝) 9:00～　※すべて要予約(WEB)

有 7/7(金) 10:30～ 自校 要予約(WEB)
[学校説明会]7/1(土)9/9(土)10/28(土)12/16(土) 14:00～，10/13(金) 18:30～，11/23(祝) 9:00～ 要予約(WEB)
[入試対策説明会]1/7(日) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

シ 北区 順　天
03(3908)2966

共 高 9/30･10/1 北斗祭 ○
不要[個別
相談は要]

有
6/30(金) 10:40～12:00
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/23(日)8/27(日) 9:00～16:00，9/16(土)10/21(土)11/25(土) 13:00～16:00，12/2(土) 9:00～12:00，
帰国生対象7/17(祝) 10:00～12:00　[個別相談会]10/1(日) 9:00～16:00，12/26(火) 9:00～12:00　※すべて自校･要予約(WEB)

北区 順　天
03(3908)2966

共 中 9/30･10/1 北斗祭 ○ 不要 有
6/30(金) 10:40～12:00
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/20(土)6/3(土)8/26(土)10/7(土)11/11(土)12/16(土) 14:00～16:00，7/22(土) 10:00～12:00，
帰国生対象7/17(祝) 10:00～12:00 要予約(ＷＥＢ)

足立区 潤徳女子
03(3881)7161

女 高 Instagram Twitter
6/17･18･
21，9/23･

24
うるおい祭 受･保 要[WEB]

[体験入学]8/6(日)8/20(日)9/10(日)10/22(日)11/19(日) 9:25～
要予約　[ｸﾗﾌﾞ体験入部]10/29(日)11/12(日) 9:30～ 要予約

有 7/7(金)10/3(火) 11:00～ 自校 要申込
[学校説明会]7/30(日)8/19(土) 9:30～･12:00～･14:30～，10/15(日)11/3(祝)11/23(祝) 10:00～･14:00～，12/9(土)
14:30～，12/25(月) 17:00～，文化祭内9/23･24　[個別相談会]10/28(土)11/11(土)11/18(土)12/22(金)12/23(土) 14:30～

世田谷
区

松蔭大学附属
松蔭 03(3467)1511

共 高 10/14･15 松蔭祭 未定 未定 [学校見学]随時 予約不要 無 [学校説明会]7/15(土)9/9(土)10/7(土)12/2(土) 14:00～，8/5(土)11/3(祝)11/23(祝) 10:00～ 自校講堂 予約不要

港区 頌栄女子学院
03(3441)2005

女 中 Instagram Facebook 9/23･24
Ｃ･Ｌ･Ｄ

(研究発表会)
受･保 要 [学校見学会]10/21(土) 午前･午後　[ｸﾘｽﾏｽこども会]11/25(土) 無 [学校説明会]6/8(木)6/13(火)6/15(木)10/12(木)11/7(火)

豊島区
城西大学附属
城西 03(3973)6331

共 高 LINE Instagram Facebook 9/23･24 しいの木祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)8/27(日) 9:30～･13:30～ 要予約(WEB) 有 9/6(水) 10:30～ 自校 要予約
[学校説明会]5/27(土)9/16(土)10/7(土)10/28(土)11/18(土) 14:30～ 要予約(WEB)
[個別相談会]11/25(土) 14:30～ 自校 要予約(WEB)

豊島区
城西大学附属
城西 03(3973)6331

共 中 LINE Instagram Facebook 9/23･24 しいの木祭 受･保 要 [体験入学]7/16(日)11/12(日) 9:00～･13:30～ 要予約(WEB) 有 9/6(水) 10:30～ 自校 要予約
[学校説明会]6/3(土)9/9(土) 14:30～，10/4(水) 18:00～ 要予約(WEB)
[入試説明会]12/2(土)1/13(土) 14:30～ 要予約(WEB)

武蔵野
市 聖徳学園

0422(31)5121
共 高 太子祭 [校内見学会(生徒主催)]8/5(土) 要予約(WEB)

[学校説明会]7/1，8/26，9/30，10/21･28，11/4･18･25，12/2の各土曜，ﾅｲﾄ11/13(月)　[ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽｺｰｽ説明会]7/22，
9/9，11/11の各土曜および11/22(水)，ﾅｲﾄ9/27(水)10/25(水)　[個別相談会]12/3(日)　※すべて要予約(WEB)

武蔵野
市 聖徳学園

0422(31)5121
共 中 太子祭

[校内見学会(生徒主催)]8/5(土) 要予約(WEB)
[入試解説会]12/16(土)1/13(土) 要予約(WEB)

[説明会]5/13，6/3･17，7/22，9/2，10/14，11/11の各土曜　[ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ入試説明会]9/2，10/14，11/11，12/16の各土曜
[適性検査型説明会]11/4(土)12/16(土)

板橋区 城　北
03(3956)3157

男 高 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 城北祭 ○ 未定 無 要望があれば随時実施
[学校説明会]7/15(土)10/7(土) 10:10～11:10 自校 要予約(WEB)･抽選制
[入試説明会(中3対象)]11/23(祝) 自校，YouTube配信11/23(祝)～30(木) 要予約(WEB)･抽選制

板橋区 城　北
03(3956)3157

男 中 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 城北祭 ○ 未定
[ｼｮｰﾄ学校説明会(説明+案内付き校舎見学)]5/27，7/26～30，8/25～
29，12/23･24，1/27，2/17･24 10:00～ 要予約(WEB)･抽選制

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]5/13･20，6/10･17，7/1，9/9，10/14，11/4の各土曜 10:10～ 要予約(WEB)･抽選制
[入試説明会(小6対象)]11/23(祝)11/26(日) 自校，YouTube配信11/23(祝)～30(木) 要予約(WEB)･抽選制

世田谷
区

昭和女子大学附属
昭和 03(3411)5115

女 中 昭和祭
[理科体験授業]8/4(金)8/5(土) 15:00～ 要予約(WEB)
[体験授業･体験ｸﾗﾌﾞ]9/17(日) 10:00～ 要予約(WEB)

[学校説明会]5/13(土) 10:00～ 大教室，6/25(日)11/19(日)12/10(日) 10:00～ 人見記念講堂(11月は入試問題対策授業あり)，小6対象
6/11(日) 10:00～ ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ，ｵﾝﾗｲﾝ1/12(金) 10:00～　[ﾅｲﾄ説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]6/28(水) ｸｯｷﾝｸﾞ，10/11(水) 18:30～　※すべて要予約(WEB)

文京区 昭和第一
03(3811)0636

共 高 9/16･17 一高祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
無 実施しないが，要望があれば個別に対応

[学校説明会･見学会]7/29(土)8/26(土)10/7(土)10/28(土)11/11(土)11/18(土)11/25(土) 要予約(WEB)
[個別相談会]8/5(土)9/2(土)10/7(土)10/28(土)11/11(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土) 要予約(WEB)

立川市 昭和第一学園
042(536)1611

共 高 Vimeo 9/16･17 菊葉祭 検討中 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/29(土)7/30(日) 要予約(ＷＥＢ) 有 6/9(金) 11:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)
[学校説明会]8/26(土) 要予約(ＷＥＢ)
[入試説明会]10/28(土)11/4(土)11/18(土)11/23(祝)12/2(土) 要予約(WEB)

豊島区 昭和鉄道
03(3988)5511

共 高 Instagram 9/16･17 豊昭祭 受･保 要[ＷＥＢ]
[体験入学･個別相談(中3対象)]9/10･18･24，10/1･15･22，11/3･19･
23，12/3 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/8，11/12　※すべて要予約(WEB)

有
10/3(火)10/4(水) 11:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校見学会･個別相談]6/25(日)7/23(日)7/30(日)8/26(土) 10:00～ 要予約(WEB)
[入試相談]12/15(金)～18(月) 9:30～15:00 自校 予約不要　[個別相談]12/25(月) 14:00～17:00 自校 予約不要

千代田
区 女子学院

03(3263)1711
女 中 10/7･9 ﾏｸﾞﾉﾘｱ祭 受･保 要 [校舎見学会]7/8(土) 10:00～ 要予約 無 [学校説明会]11/7(火)11/9(木) 8:10～10:30，11/11(土) 10:00～12:30 要予約

北区 女子聖学院
03(3917)2277

女 中 LINE Twitter Facebook 11/2･3 記念祭 受･保 要[ＷＥＢ]
[個別校内見学会]5/27，10/21　[女子聖体験日]7/17　[入試問題早期対策
会(小6)]10/7･14･21　[入試体験会(小6)]12/2　※すべて要予約

[学校説明会]6/17(土) 14:00～，9/16(土) 10:30～，11/18(土) 6年10:00～･5年以下14:00～　[ﾅｲﾄ説明会]7/1(土) 17:30～
[1ＤＡＹ説明会]8/5(土) 午前･午後　[卒業生による説明会]5/20(土)5/27(土) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

杉並区
女子美術大学
付属 03(5340)4541

女 高 Twitter 10/21･22 女子美祭 受･保 要
[公開授業]5/6，6/24，10/28，11/18　[中3対象夏期講習会]7/21･22
[秋の実技講習会]11/3　[なんでも質問会]11/4　※すべて要予約

有 5/29(月) 自校
[学校説明会]8/26(土) 要予約　[入試実技説明会]7/1(土) 要予約　[ﾐﾆ説明会]12/2(土)1/6(土)
[入試相談説明会]11/4(土)11/11(土) 要予約　※私立･遠方･埼玉県保護者対象　[入試報告会]3/23(土) 予約不要

杉並区
女子美術大学
付属 03(5340)4541

女 中 Twitter 10/21･22 女子美祭 受･保 要
[公開授業]5/6，6/24，10/28，11/18　[小5･6対象入学体験会]8/25
[体験学習]9/10　[なんでも質問会]11/4　※すべて要予約

有 5/29(月) 自校 [学校説明会]8/26(土) 要予約　[ﾐﾆ説明会]12/2(土)1/6(土) 要予約　[入試報告会]3/23(土) 予約不要

小平市 白梅学園
042(346)5691

女 高 Instagram LINE 9/10(日) 白梅祭 ○ 要[予定]
[体験入学]8/26(土) 要予約(WEB)
[学校見学会]7/22(土)7/29(土)8/19(土) 要予約(WEB)

有
10/3(火) 自校(ｵﾝﾗｲﾝ型併用)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/15(日)10/22(日)10/28(土)11/11(土)11/18(土)11/23(祝)11/25(土)12/2(土) 要予約(WEB)
※11/11，12/2は午後のみ　[夜間個別入試相談会]12/4(月)～12/8(金)　[特別入試相談会]12/23(土)

小平市 白梅学園清修
042(346)5129

女 中 LINE YouTube Instagram 10/21･22 清修ﾌｪｽﾀ 受･保 要[WEB]
[英語教室]7/22(土)8/19(土)　[入試体験会]適性12/16(土)，2科･4科
12/17(日)　[授業見学会･ﾐﾆ説明会]1/13(土)　※すべて要予約(WEB)

無
実施しないが，事前連絡あれば学校見学等対
応(受験生･保護者対象説明会に参加可)

[学校説明会]5/20(土)6/10(土)7/8(土)9/16(土) 14:00～，6/25(日)8/27(日)10/1(日)11/26(日) 10:00～
[2科4科入試説明会]11/12(日) 10:00～　[適性検査型入試個別相談]11/13(月)～11/18(土)　※すべて要予約(WEB)

千代田
区 白百合学園

03(3234)6661
女 中 9/16･17 学園祭 未定 未定

[授業見学会]4/26(水)～4/28(金) 10:00～  要予約(WEB)
[学校見学会]6/17(土) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)

無
[学校説明会]7/1(土)10/14(土)12/2(土) 14:00～，11/11(土) 9:30～　※11/11は校内見学会あり
[海外帰国生対象学校説明会]7/29(土) 14:00～　[帰国生ｵﾝﾗｲﾝ個別相談会]8/26(土) 13:00～15:00　※すべて要予約(WEB)

ス 豊島区 巣　鴨
03(3918)5311

男 高 9/16･17 巣園祭 ○ 要 調整中 [学校説明会]6/3(土)10/14(土)11/11(土) 10:00～12:00  自校講堂 要予約(WEB)

豊島区 巣　鴨
03(3918)5311

男 中 9/16･17 巣園祭 ○ 要 調整中 [学校説明会]5/13(土)6/17(土)10/7(土)11/4(土)12/2(土) 10:00～12:00 自校体育館 要予約(WEB)

杉並区 杉並学院
03(3316)3311

共 高 Instagram Twitter 9/9･10 杉学祭 受･保 不要
[学校見学会]7/29(土)8/26(土) 14:30～ 要予約
[夏季見学会]8/12(土) 14:30～ 要予約　※HPで詳細公開

有 9/15(金)　※HPで詳細公開
[入試説明会]10/21(土)10/28(土)11/4(土)11/18(土)12/2(土) 14:30～ 自校 要予約
[臨時個別相談会]11/25(土)12/9(土)12/12(火) 14:30～ 自校 要予約　※HPで詳細公開

北区 駿台学園
03(3913)5735

共 高 YouTube 9/23･24 学園祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
無

実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[ｽｸｰﾙｶﾞｲﾀﾞﾝｽ]7/29(土)8/26(土)9/16(土)10/7(土)10/15(土)11/4(土)11/25(土)12/2(土) 13:30～15:30
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]9/27(水) 17:00～18:30　[個別相談会1/6(土)1/13(土) 10:00～15:00　※すべて自校･要予約(WEB)

北区 駿台学園
03(3913)5735

共 中 YouTube 9/23･24 学園祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
無

実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]7/29(土)8/26(土)9/16(土)10/15(日)11/18(土)11/25(土)12/9(土)12/16(土)1/6(土)1/13(土)
10:00～12:00 自校 要予約　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]9/27(水) 17:00～18:30 自校 要予約

セ 北区 聖学院
03(3917)1121

男 高 LINE Facebook Instagram 11/2･3 創立記念祭 受･保 要
[校内見学会]9/9(土)10/7(土)11/11(土)
[入試対策説明会]11/25(土)12/23(土)1/13(土)

有 6/2(金)10/31(火) ｵﾝﾗｲﾝ
[学校説明会･体験会]5/27(土)6/17(土)7/15(土)8/26(土)9/16(土)10/21(土)，ﾌﾟﾚ3/2(土) 自校
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]9/2(土)10/28(土)，ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ11/17(金)，国際生6/3(土)10/14(土)

北区 聖学院
03(3917)1121

男 中 LINE Facebook Instagram 11/2･3 創立記念祭 受･保 要
[ﾚｺﾞｷﾝｸﾞ選手権]7/15(土)　[校内見学会]9/9(土)10/7(土)
11/11(土)　[入試対策説明会]11/25(土)12/23(土)1/13(土)

有 6/2(金)10/31(火) ｵﾝﾗｲﾝ
[学校説明会･体験会]5/27(土)6/17(土)7/15(土)8/26(土)9/16(土)10/21(土)，ﾌﾟﾚ3/2(土) 自校
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]5/6(土)7/29(土)，ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ11/17(金)，国際生6/3(土)10/14(土)

武蔵野
市 成　蹊

0422(37)3818
共 高 9/30･10/1 蹊(ｺﾐﾁ)祭 未定 要 無 [学校説明会･ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]6/24(土)10/14(土)11/25(土) 要予約

武蔵野
市 成　蹊

0422(37)3818
共 中 9/30･10/1 蹊(ｺﾐﾁ)祭 未定 要

[授業体験･ｸﾗﾌﾞ体験]7/8(土)　[ｸﾗﾌﾞ体験]10/7(土)
[入試対策講座]10/21(土)11/11(土)　※すべて要予約

有
5/17(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会･ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]6/3(土)10/7(土)11/4(土) 要予約

新宿区 成　女
03(3351)2330

女 高 Instagram Facebook Twitter 11/3(祝) 創立記念祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24(土)7/29(土)8/26(土)9/30(土) 要予約(WEB)
[入試対策講座]11/18(土) 14:00～ 要予約(WEB)

[学校説明会]5/27(土)6/10(土)7/15(土)8/5(土)9/16(土)10/21(土)12/2(土) 14:00～，11/3(祝･創立記念祭)
[入試直前対策説明会]1/13(土) 14:00～　[個別相談会]12/9(土)2/3(土) ※すべて要予約(WEB)

新宿区 成女学園
03(3351)2330

女 中 Instagram Facebook Twitter 11/3(祝) 創立記念祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24(土)7/29(土)8/26(土)9/30(土) 要予約(WEB)
[入試対策講座]11/18(土) 14:00～ 要予約(WEB)

[学校説明会]5/27(土)6/10(土)7/15(土)8/5(土)9/16(土)10/7(土)12/2(土) 10:00～，11/11(土) 14:00～，
11/3(祝･創立記念祭)　[入試直前対策説明会]1/13(土) 14:00～　[個別相談会]12/9(土)2/3(土) 要予約(WEB)

新宿区 成　城
03(3341)6141

男 中 Twitter YouTube 9/16･17 成城祭 ○[予定] 要[予定]
[学校見学会]5/31(土)6/10(土)6/24(土) 9:45～11:15
要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]9/27(水)10/14(土)10/28(土)11/1(水)11/25(土)1/10(水) 9:45～11:15 要予約(WEB)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

セ
世田谷
区 成城学園

03(3482)2104
共 高 11/2･3 文化祭

○
[予定]

未定 未定
[入試説明会]10/7(土)11/11(土) 14:00～16:30，12/16(土) 中高校舎 要予約(ＷＥＢ)
[ﾌﾟﾚ説明会]7/15(土) 14:00～16:30 澤柳記念講堂 要予約(ＷＥＢ)

世田谷
区 成城学園

03(3482)2104
共 中 11/2･3 文化祭

○
[予定]

未定
[学校見学会]6/17(土) 14:00～16:30 澤柳記念講堂･中高校舎
要予約(ＷＥＢ)

未定
[入試説明会]10/7(土)11/11(土) 14:00～，12/23(土) 10:00～ 澤柳記念講堂･中高校舎
[ﾌﾟﾚ説明会]9/3(日) 10:00～ 澤柳記念講堂　[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会･帰国入試説明会]7/15(土) 10:00～　※すべて要予約(ＷＥＢ)

港区 正　則
03(3431)0913

共 高 9/30・10/1 学院祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土)6/17(土)7/1(土)7/15(土) 14:00～，
8/6(日) 10:00～･14:00～ 要申込(WEB)

無
[学校説明会]8/26 10:00～･14:00～，9/2･9･16，10/14･21･28，11/4･11・18・19･23・25，12/2･9，1/27 14:00～，
ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ9/22，12/1 18:00～，学院祭9/30･10/1 10:00～ 要申込(ＷＥＢ)

千代田
区 正則学園

03(3295)3011
男 高 Instagram Twitter YouTube 11/4(土) 文化部祭 ○ 要

[授業見学会]6/10(土)6/17(土)7/15(土)9/9(土)9/16(土)
10/7(土)10/21(土)10/28(土)11/18(土) 要予約(ＷＥＢ)

無
[入試説明会]11/11(土)11/25(土) 要予約(ＷＥＢ)　[個別相談会]土曜6/10･17，7/15･29，8/5･26，9/9･16，10/7･21･
28，11/4･18，12/2･9，日曜8/6･27，11/19･26，12/3･10 要予約(ＷＥＢ)

世田谷
区 聖ドミニコ学園

03(3700)0017
女 中 9/16・17 学園祭 ○ 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10　[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ授業体験]7/8　[部活動紹介]8/27
[入試体験＆説明会]国･算10/21，英･思考力11/18　※すべて要申込(WEB)

有
5/11(木) 11:00～
※個別に案内状を送付

[学校説明会]親睦の集い10/29(日)，公開授業11/15(水)，ｸﾘｽﾏｽの集い12/17(日) 10:00～　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ･ﾐﾆ説明会]5/18(木)11/1(水)
1/25(木) 18:30～　[個別相談会]9/16･17(土日･学園祭) 10:00～，ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ1/12(金) 18:30～　※すべて要申込(WEB)

八王子
市 聖パウロ学園

042(651)3893
共 高 Facebook 9/30･10/1 パウロ祭 ○ 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土) 要予約 有 個別に案内状を送付 [学校説明会]9/16(土)10/28(土)11/5(日)11/18(土)11/23(祝)12/3(日)12/10(日) 自校

大田区 清明学園
03(3726)7139

共 中 発表会

北区 成立学園
03(3902)5494

共 高 Instagram Twitter Facebook 9/30･10/1 成立祭 受･保 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土) 10:00～14:00 要予約　※個別相談可 無
[学校説明会]9/9(土)10/14(土)11/11(土) 要予約　[ﾐﾆ説明会]9/16(土)9/30(土)10/1(日)10/28(土)11/18(土)
12/2(土) 要予約　[個別相談会]9/16(土)9/30(土)10/1(日)10/28(土)11/18(土)12/23(土)12/24(日) 予約不要

北区 成立学園
03(3902)5494

共 中 Instagram Twitter Facebook 9/30･10/1 成立祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(日) 9:00～15:00 要予約(WEB)
[わかるﾃｽﾄ]12/9(土) 13:00～，1/13(土) 9:00～ 要予約(WEB)

無
[学校説明会]6/24(土)9/2(土)10/7(土)11/4(土) 10:00～　[ﾐﾆ説明会]10/21(土)11/25(土)1/22(月) 10:00～
[個別相談会]9/16(土) 13:00～16:00，10/28(土)12/2(土)12/16(土)12/23(土)12/24(日) 10:00～13:00　※すべて要予約(WEB)

品川区 青　稜
03(3782)1502

共 高 9/24(日) 青稜祭 ○ 未定 [学校見学]随時受付(学校HP参照) 有
6/16(金)9/8(金) 10:30～11:40 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/7(土)10/21(土) 10:30～，11/18(土) 14:00～ 自校ｱﾘｰﾅ

品川区 青　稜
03(3782)1502

共 中 9/24(日) 青稜祭 ○ 未定
[体験入学]部活7/23(日) 10:00～15:00，授業10/14(土) 14:00～，
入試11/11(土) 14:00～ 要予約　[学校見学]随時受付

有
6/16(金)9/8(金) 10:30～11:40 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/7(土)10/21(土)11/25(土) 14:00～ 自校ｱﾘｰﾅ　[入試個別相談]1/10(水) 10:30～ 自校 要予約

世田谷
区 世田谷学園

03(3411)8661
男 高 YouTube Facebook Twitter 9/17･18 獅子児祭 ○ 不要 無 実施しない

世田谷
区 世田谷学園

03(3411)8661
男 中 YouTube Facebook Twitter 9/17･18 獅子児祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24(土) 10:00～15:00 無

[親子説明会]5/27，6/3 13:30～，7/29･30 10:00～･13:30～　[入試説明会(小6対象)]9/23 10:00～･13:30～，10/22，
12/10 10:00～，11/18 13:30～　[学校説明会(小5以下)]10/21，12/9 13:30～，11/19 10:00～　※すべて要申込(WEB)

杉並区 専修大学附属
03(3322)7171

共 高
LINE

[配信予定]
YouTube 9/23･24 いずみ祭 検討中 検討中

[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会]6/18　[ｻﾏｰｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]7/22･23･29･30，8/5･6･11･
12･27　[部活動見学･体験会]8/3･26　※すべて要予約(WEB)

有
10/12(木) 11:00～ 自校多目的ﾎｰﾙ
要予約

[学校説明会]10/7(土)10/21(土)11/4(土)11/25(土) 自校 要予約(WEB)
[中学生進学相談会]12/2(土)12/9(土) 自校 要予約(WEB)

ソ 小平市 創　価
042(342)2611

共 高 LINE Instagram YouTube 学園祭
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/3(祝)7/23(日) 予約不要
[体験授業(中3対象)]8/27(日)

有
調整中
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/8(日)　※ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信あり

小平市 創　価
042(341)2611

共 中 LINE Instagram Facebook 実施しない
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/3(祝)7/23(日)
[体験授業(小６対象)]8/27(日)

有
調整中
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/8(日)　[ﾐﾆ入試説明会]10/28(土)11/11(土)
[ｵﾝﾗｲﾝ学園生懇談･教員相談]5/27(土)6/17(土)9/16(土)12/9(土)

タ 三鷹市 大　成
0422(43)3196

共 高 9/23･24 大成祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土)8/6(日) 要予約
[学校見学会]8/26(土)8/27(日) 要予約

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]特別進学ｺｰｽ10/7(土)10/28(土)11/18(土)12/3(日) 15:00～，
文理進学･情報進学ｺｰｽ10/22(日)11/3(祝)11/19(日)11/23(祝)12/2(土) 14:00～ 自校 要予約

世田谷
区 大東学園

03(3483)1901
共 高 Instagram YouTube 9/30･10/1 大東祭 受･保 要 [大東ｾﾐﾅｰ]7/23(日)8/27(日) 無

[学校説明会]9/9(土)10/14(土)10/21(土)10/28(土)11/4(土)11/11(土)11/18(土)11/19(日)11/25(土)12/2(土)
12/3(日)12/10(日)

板橋区
大東文化大学
第一 03(3935)1115

共 高 Instagram YouTube Twitter 9/23･24 雄飛祭 ○
不要[個別相
談は要予約]

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(日)8/26(土)10/29(日)11/18(土)
個別相談会9:00～15:00(説明会は動画配信) 要予約(WEB)

有
7/3(月)9/1(金) 11:00～ 大学教室
要予約(ＷＥＢ)　※個別に案内状を送付

[学校説明会･個別相談会(来校＆ｵﾝﾗｲﾝ)]6/24，9/2･9･30，10/7･14･21，11/11･25，12/2･9･16･23，1/6･27，2/17の各土曜
説明会13:40～･15:20～，個別相談会14:00～17:00 要予約(WEB)　※9/23･24(文化祭)にて説明会･個別相談会あり

港区 高　輪
03(3441)7201

男 中 YouTube 9/30･10/1 高学祭 ○ 不要[予定] [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/8(土) 9:00～12:30 要申込(ＷＥＢ) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]6/3(土)6/17(土) 10:30～12:00　[帰国生入試説明会]6/24(土)9/9(土) 10:30～12:00
[入試説明会]10/8(日)11/3(祝) 10:00～･14:00～，12/2(土) 14:00～，1/8(祝) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

北区 瀧野川女子学園
03(3910)6315

女 高 YouTube Instagram Twitter 9/23･24 あかつき祭 受･保 不要
[学校見学会]5/13，6/17，9/9　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22･23，11/11
[英検面接対策講座]6/3･10，10/21

[学校説明会＆相談会]6/24(土)7/29(土)8/5(土)8/27(日)9/16(土)10/14(土)10/28(土)11/18(土)
11/25(土)12/9(土)　[個別相談会]12/23(土)

北区 瀧野川女子学園
03(3910)6315

女 中 YouTube Instagram Twitter 9/23･24 あかつき祭 受･保 不要
[学校見学会]5/13，6/17，9/9　[英検面接対策講座]6/3･10，10/21　[入試ﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ]7/8，10/28　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22･23，11/11　[入試直前対策講習]1/13

[学校説明会＆相談会]5/27(土)7/29(土)11/25(土)12/16(土)3/9(土)　[学校説明会＆見学会]9/16(土)10/14(土)

武蔵村
山市 拓殖大学第一

042(590)3311
共 高 LINE ｴﾃﾞｭﾛｸﾞ 9/16･17 拓高祭

受･保
[予定]

学校ＨＰ
参照

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/15(土) 14:30～　[ﾐﾆ学校見学会]7/26(水)～8/29(火)
10:30～　[入試問題解説会]8/18(金) 14:00～ 　※すべて要予約(WEB)

有
9/8(金) 10:30～ 多目的ﾎｰﾙ
※個別に案内状を送付

[学校説明会]8/5(土)8/12(土)8/19(土)8/27(日) 10:00～･14:00～ 要予約(ＷＥＢ)　※秋頃にも7回実施予定

立川市 立川女子
042(524)5188

女 高 LINE Instagram YouTube 9/16･17 撫子祭 未定 未定 有
9/1(金)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/29(土)8/19(土)8/26(土)10/21(土)11/11(土)11/18(土)11/23(祝)12/9(土)12/23(土)
[個別相談会]11/30(木)12/1(金)12/4(月)12/5(火) 16:00～，12/2(土) 10:00～

町田市 玉川学園 学園入試広報課
042(739)8931

共 高
[部活体験･SSH体験]7/24(月) 10:00～12:00 要予約(TEL)
[学校見学]平日 要予約(TEL･ﾒｰﾙ)

[学校説明会]9/9(土) 10:00～ K-12東山校舎，11/18(土)12/2(土) 10:00～ 一般ｸﾗｽ(University Concert Hall)，
IBｸﾗｽ(11/18 K-12東山校舎，12/2 ｻｲﾃｯｸｾﾝﾀｰ) 要予約(WEB)　[ｵﾝﾗｲﾝ説明会(一般ｸﾗｽ)]10/20(金) 18:00～ Zoom 要予約(WEB)

町田市 玉川学園 学園入試広報課
042(739)8931

共 中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20(土)7/15(土)9/9(土) 9:30～ 要予約(WEB)
[入試問題ﾁｬﾚﾝｼﾞ会(一般ｸﾗｽ対象)]11/11(土) 10:00～ 要予約(WEB)

[学校説明会]一般ｸﾗｽ6/10･30，10/20，1/12 10:00～，10/28 9:45～ K-12東山校舎，IBｸﾗｽ5/27，7/1，10/21，11/18 K-12東山校舎，
1/12 10:00～ K-12中央校舎，12/2 10:00～ ｻｲﾃｯｸｾﾝﾀｰ 要予約(WEB)　[ｵﾝﾗｲﾝ説明会]一般ｸﾗｽ5/12，9/15，11/2，ＩＢｸﾗｽ9/8  要予約(WEB)

世田谷
区 玉川聖学院

03(3702)4141
女 高 LINE Twitter Facebook 9/16･18 学院祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/9(金)10/10(火) 10:00～15:00 要予約
[授業体験]8/5(土) 10:00～ 要予約

有 9/1(金) 10:00～ 自校 要予約 [学校説明会]7/17(祝)10/14(土)11/23(祝) 14:00～ 自校 要予約　[ｸﾘｽﾏｽ説明会]12/2(土) 10:00～ 自校 要予約

世田谷
区 玉川聖学院

03(3702)4141
女 中 LINE Twitter Facebook 9/16･18 学院祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/9，10/10 10:00～　[教科体験]7/17 10:00～
[学校体験]10/14 10:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/23，適性1/6 ※すべて要予約

有 9/1(金) 10:00～ 自校 要予約
[学校説明会]6/10(土)1/6(土) 14:00～，6/30(金)10/31(火) 10:00～ 自校 要予約
[ｸﾘｽﾏｽ説明会]12/2(土) 10:00～  自校 要予約　[適性検査型入試説明会]12/16(土) 10:00～ 自校 要予約

多摩市
多摩大学附属
聖ヶ丘 042(372)9393

共 高 YouTube 9/16･17 聖祭 ○ 不要 無 [学校説明会]6/10(土)10/7(土)11/25(土) 14:00～　[個別相談会]1/6(土)

多摩市
多摩大学附属
聖ヶ丘 042(372)9393

共 中 YouTube 9/16･17 聖祭 ○ 不要 [参加型ｲﾍﾞﾝﾄ]8/5(土) 無 [学校説明会]6/10(土)10/7(土)11/25(土)12/17(日)1/6(土)

目黒区 多摩大学目黒
03(3714)2661

共 高 9/16･17 颯戻(ｿｳﾚｲ)祭 受･保 要 無
[学校説明会]10/21(土)11/11(土) 14:30～16:30 自校 要予約(WEB)　※校内見学あり
[個別相談]学校ＨＰでお知らせ

目黒区 多摩大学目黒
03(3714)2661

共 中 9/16･17 颯戻(ｿｳﾚｲ)祭 受･保 要
[特待･特進入試問題解説会(小6対象)]11/18(土)12/9(土)
10:00～12:30 要予約(WEB)

無
[学校説明会(小6対象)]11/4(土)1/13(土) 10:00～12:30，1/12(金) 19:00～20:30 自校 要予約(WEB)
※校内見学あり，11/4･1/13は授業見学あり　[個別相談]学校ＨＰでお知らせ

チ 江東区
中央学院大学
中央 03(5836)7020

共 高 YouTube 10/8(日) 中央祭
受･保
[予定]

未定
[学校見学]7/25･27，8/1･3･8･17･22･24 9:00～･10:00～･11:00～，
10/21(土) 9:30～･11:00～･14:00～　※すべて要予約(WEB)

無
[入試説明会]10/28(土)11/11(土)11/25(土) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)
[個別相談会]12/2(土) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)

文京区 中央大学
03(3814)5275

共 高 YouTube 9/2・3 後楽祭
9/3のみ

○
検討中 無

実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]7/23(日)8/23(水)10/22(日)11/19(日)12/10(日) 14:00～ 中央大学理工学部ｷｬﾝﾊﾟｽ5号館 要申込(WEB)
[生徒会主催学校説明会]11/11(土)  要申込(WEB)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

チ 杉並区 中央大学杉並
03(3390)3175

共 高 YouTube Facebook 9/16･17 緑苑祭 受･保 要
[公開授業]6/1(木)6/2(金)11/13(月)11/14(火) 午前 要予約
[中杉ﾄﾗｲｱﾙ(中3限定)]7/22，8/26，12/16の各土曜，8/27(日) 要予約

有 10/3(火) 11:00～12:30 自校 要予約
[学校説明会]7/22(土)8/27(日)12/16(土) 午前，8/26(土) 午後，ﾐﾆ説明9/16･17(土日･緑苑祭) 要予約
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]7/22(土)～12/16(土)(中杉ﾂｱｰはｵﾝﾗｲﾝ説明会を視聴のうえ参加 8/5，9/30，10/28，11/4) 要予約

小金井
市 中央大学附属

042(381)5413
共 高 LINE 9/23･24 白門祭 未定 未定

[OPEN CAMPUS 2023]7/15(土)7/16(日) 要予約(WEB)
[教養総合成果発表会(SSH成果発表会)]2/14(水) 要予約(WEB)

有 6/21(水) ｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)
[学校説明会]10/21(土)12/2(土) 要予約(WEB)
[帰国生入試学校説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]6/17(土) 要予約(WEB)

小金井
市 中央大学附属

042(381)5413
共 中 LINE 9/23･24 白門祭 未定 未定 [OPEN CAMPUS 2023]7/15(土)7/16(日) 要予約(WEB) 有 6/21(水) ｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)

[学校説明会]9/9(土)11/4(土) 要予約(WEB)
[帰国生入試学校説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]6/17(土) 要予約(WEB)

千代田
区 千代田国際

03(3263)6551
共 中 10/21･22 文化祭 未定 未定

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/13(土)6/3(土)7/8(土)10/28(土)
[体験授業]8/5(土)9/2(土)　[入試対策会]11/26(日)

有
5/25(木)9/28(木) 12:30～ 自校
要予約(ＷＥＢ)

[ﾐﾆ説明会]1/8(祝)　[新小5･小6対象説明会]3/23(土)

テ 板橋区 帝　京
03(3963)4711

共 高 YouTube 9/30･10/1 蜂桜祭 ○ 不要 無 要望があれば随時実施 [学校説明会]8/26(土)9/2(土)9/16(土)10/14(土)10/28(土)11/25(土)12/2(土) 13:30～ 自校

板橋区 帝　京
03(3963)6383

共 中 YouTube 9/30･10/1 蜂桜祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)7/23(日) 9:00～12:30 無 要望があれば随時実施 [学校説明会]5/20(土)6/17(土)7/1(土)9/16(土)10/14(土)11/18(土) 10:30～，12/9(土)1/13(土) 13:30～ 自校

八王子
市 帝京大学

042(676)9511
共 高 11/2･3 邂逅祭 検討中 検討中 有 個別に案内状を送付

[学校説明会]9/30(土)10/21(土)11/25(土) 14:00～15:30 自校 人数制限あり･要予約
※翌日14:00～説明会の録画を放映

八王子
市 帝京大学

042(676)9511
共 中 11/2･3 邂逅祭 検討中 検討中 有 個別に案内状を送付

[学校説明会]7/15(土)9/16(土)10/7(土)12/16(土) 10:00～･14:00～，11/11(土) 14:00～，小4･5対象3/2(土)
10:00～ 自校 人数制限あり･要予約　※翌日14:00～説明会動画をYouTube限定で放映，15:30～質問会(Zoom)あり

八王子
市 帝京八王子

042(654)6141
共 高 Instagram Twitter YouTube 10/8･9 蔦校祭 受･保 不要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･学校見学会]8/13(日) 10:00～
[体験入試]10/29(日) 10:00～

有
7/13(木) 八王子学園都市ｾﾝﾀｰ，
10/18(水) ｵﾝﾗｲﾝ 要予約

[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会･個別相談会]7/15(土) 14:00～　[学校説明会]10/9(祝･文化祭) 13:00～
[学校説明会･個別相談会]10/29(日)11/12(日)11/26(日) 10:00～　[個別相談会]12/17(日) 10:00～

八王子
市 帝京八王子

042(654)6141
共 中 Instagram Twitter YouTube 10/8･9 蔦校祭 受･保 不要

[学校見学会･個別相談会]8/8(火)　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･学校見学会]8/27(日)
[部活動体験]11/5(日)　[体験入試]12/10(日)

有
7/13(木) 八王子学園都市ｾﾝﾀｰ，
10/18(水) ｵﾝﾗｲﾝ 要予約

[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会･個別相談会]7/8(土) 14:00～　[学校説明会]10/9(祝･文化祭) 14:00～，11/5(日)12/10(日) 10:00～
[個別相談会]1/13(土) 13:00～

文京区 貞静学園
03(3943)3711

共 高 LINE YouTube Facebook 9/23･24 ひなづる祭 受･保 要
[幼教･保育ｺｰｽ体験入学]8/26(土) 9:00～ 要予約(WEB)
[受験対策講座]11/23(祝) 9:00～12:30 要予約(WEB)

有
10/4(水) 10:30～ 自校記念ﾎｰﾙ
要予約　※学校HPで案内

[学校説明会]6/24(土)8/5(土)9/2(土)10/7(土)10/28(土)11/11(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～，
11/3(祝) 10:00～　[受験相談会]11/26(日)12/3(日)12/9(土) 10:00～16:00　※すべて要予約(WEB)

文京区 貞静学園
03(3943)3711

共 中 LINE YouTube Facebook 9/23･24 ひなづる祭 受･保 要
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]12/10(日) 10:00～ 要予約(WEB)
[直前入試対策講座]1/13(土) 14:00～ 要予約(WEB)

有
10/4(水) 10:30～ 自校記念ﾎｰﾙ
要予約　※学校HPで案内

[学校説明会]5/20(土)9/9(土)10/14(土) 14:00～，6/25(日)8/5(土)11/12(日)1/7(日) 10:00～ 要予約(WEB)
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]7/14(金)12/1(金) 18:00～ 要予約(WEB)

世田谷
区 田園調布学園

03(3727)6121
女 中 LINE Instagram Facebook 9/23･24 なでしこ祭 受･保 要

[ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]5/27(土) 午後　[土曜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ見学会]7/1(土) 午前，
ｵﾝﾗｲﾝ実施検討中9/2(土) 午前　※すべて要予約(WEB)

有
5/24(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土) 午後(ｸﾗﾌﾞ体験あり)，7/8(土) 午前(授業体験あり)，10/28(土) 午後(ﾃｰﾏ別説明あり)，11/15(水) 午
前(授業見学あり)，入試直前12/9(土) 午前，12/13(水) 夜，帰国生対象8/8(火) 午前，10/28(土) 午後 要予約(WEB)

ト 中野区 東亜学園
03(3387)6331

共 高 Instagram 9/23･24 東亜祭 ○ 要
[学校見学会]7/22(土)7/26(水)7/29(土)8/17(木)8/26(土)
9:30～，8/25(金) 18:00～

有
6/7(水) 11:00～ 自校ﾎｰﾙ，9/8(金)
11:00～　※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/30(土)10/7(土)10/21(土)10/28(土)11/3(祝)11/18(土)11/25(土)12/2(土) 9:30～
[個別相談会]12/9(土) 9:30～

あきる野
市 東海大学菅生

042(559)2200
共 高 YouTube Facebook 9/30･10/1 菅生祭 未定 未定 有

9/13(水) ﾎﾃﾙｴﾐｼｱ東京立川
※個別に案内状を送付

[学校説明会･入試説明会]7/22(土)9/9(土)10/17(火)10/28(土)11/4(土)11/18(土)11/25(土)
9:30～12:00･13:30～16:00 自校

あきる野
市 東海大学菅生

042(559)2411
共 中 Instagram Facebook 9/30･10/1 菅生祭 ○ 不要

[理科実験教室]6/10，8/26，10/21　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/16，10/7
[入試体験教室]11/25，12/17　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
5/19(金) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/20(土)6/17(土)9/16(土)11/4(土)1/6(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

港区
東海大学付属
高輪台 03(3448)4011

共 高 10/7･8 建学祭 ○ 不要 有
10/16(月) 10:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明見学会]7/17(祝)7/23(日)8/27(日) 午前･午後 自校，
10/1(日)11/5(日)12/3(日) 10:00～ 自校ｱﾘｰﾅ 予約不要 校内見学可

港区
東海大学付属
高輪台 03(3448)4011

共 中 10/7･8 建学祭 ○ 不要 有
7/4(火) 10:30～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明見学会]6/4(日)7/2(日)7/22(土)11/12(日)12/10(日)1/14(日) 10:00～15:00 自校ｱﾘｰﾅ 予約不要

大田区 東　京
03(3750)2635

共 高 活用予定 9/23･24 いちょう祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/27，8/17 9:30～　[学校見学会]7/25･28，8/1･4･8･16･18･22･
25･29 10:00～･13:00～，12/26，1/5 10:00～　※すべて要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可(要望があれば随時実施)

[学校説明会]10/14(土) 13:00～，11/3(祝) 10:00～･13:00～ 要予約(WEB)　[ﾐﾆ説明会]11/18(土) 13:00～ 要予約(WEB)
[個別相談会]11/25(土)11/26(日)12/2(土)12/3(日) 10:00～13:00 要予約(WEB)

豊島区
東京音楽大学
付属 03(3988)6214

共 高 音羽祭

千代田
区 東京家政学院

03(3262)2256
女 高 10/8･9  常磐祭第二部 受･保 要[WEB]

[学校説明会]6/11(日)7/23(日)8/26(土)9/17(日)10/28(土) 10:00～，11/4(土) 14:00～ 要予約(WEB)
[入試相談会]12/2(土) 10:00～，12/9(土) 14:00～ 要予約(WEB)

千代田
区 東京家政学院

03(3262)2255
女 中 10/8･9  常磐祭第二部 受･保 要[WEB]

[適性検査型入試対策]1/13(土) 10:00～，WEB11/1(水) 15:00～
[体験ｲﾍﾞﾝﾄ(小5以下)]2/25(日) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]6/4(日)7/16(日)8/23(水)9/18(祝) 10:00～ 要予約(WEB)
[入試対策説明会]10/22(日)11/26(日)12/10(日)1/7(日) 10:00～，11/11(土) 14:00～ 要予約(WEB)

板橋区
東京家政大学附属
女子 03(3961)0748

女 高 LINE Instagram YouTube 10/21･22 緑苑祭 検討中 検討中
[部活動体験会]8/5 9:00～，9/30，10/28，11/11 14:00～　[土曜見学
会]5/13･20，6/3･24，7/1，9/2･9，10/7，11/4･25，12/2 9:30～

有
6/19(月) 11:00～12:30 自校多目的ﾎｰﾙ
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/10(土) 14:00～， 7/30(日)8/26(土)9/17(日)10/15(日)11/19(日)12/17(日)10:00～ 成績UP講座あり
(開始1時間前～)　[予約制個別相談会]12/9(土)，12/23(土)～12/26(火)，1/6(土) 9:30～15:00

板橋区
東京家政大学附属
女子 03(3961)0748

女 中 LINE Instagram YouTube 10/21･22 緑苑祭 検討中 検討中
[ﾗﾝﾁ試食会]6/25(日) 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/16(日) 9:00～･13:00～，
8/27(日) 9:00～，11/4(土) 14:00～　[入試体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]12/3(日)

有
6/19(月) 11:00～12:30 自校多目的ﾎｰﾙ
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/25(日)11/12(日)12/3(日)1/7(日) 10:00～，9/9(土)10/14(土) 14:00～，在校生による8/5(土)12/24(日) 10:00～
[ﾐﾆ学校説明会]5/13･20，6/3，7/1，9/2･16，10/7･28，11/18，1/27の各土曜 10:00～　[予約制個別相談会]12/23･25･26，1/6 9:30～15:00

大田区 東京実業
03(3732)4481

共 高 10/29(日) 東実祭 受･保 要
[体験入学]6/11(日)7/30(日)9/3(日)10/8(日) 9:30～11:00，
10/22(日)11/12(日) 9:30～11:00･13:30～15:00 要予約(WEB)

有
7/6(木)10/12(木) 10:30～ 自校
要予約(ＴＥＬ)

[学校説明会＆施設見学]5/28，6/18，8/27，9/17，10/15，11/5 10:00～，7/23，11/19 9:30～･13:30～ 要予約(WEB)
[個別相談会]6/11，7/30，9/3，10/8，12/23，1/6 午前，10/22，11/12，12/3･10 午前･午後 30分単位で実施 要予約(ＷＥＢ)

八王子
市 東京純心女子

042(691)1345
女 高 9/23･24 純心祭 受･保 チケット制

[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/19(土) 要予約(WEB)
[ｸﾘｽﾏｽ･ﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ]12/16(土) 要予約(WEB)

[学校説明会]7/8(土)10/21(土)11/25(土)12/9(土) 要予約(WEB)
[個別相談(純心祭)]9/23(祝)9/24(日) 要予約(WEB)

八王子
市 東京純心女子

042(691)1345
女 中 9/23･24 純心祭 受･保 チケット制

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/3(土) 要予約(WEB)
[ｸﾘｽﾏｽ･ﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ]12/16(土) 要予約(WEB)

[学校説明会]5/20(土)10/14(土)11/11(土) 要予約(WEB)　[個別相談(純心祭)]9/23(祝)9/24(日) 要予約(WEB)
[入試説明会]12/2(土) 要予約(WEB)

渋谷区 東京女学館
03(3400)0867

女 中 YouTube Instagram LINE 11/11･12
創立135周年

記念祭
受･保 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土)9/30(土) 14:30～16:30 要予約(WEB) 有 9/7(木) 10:00～12:00 自校 要予約

[学校説明会]5/17(水)10/26(木) 10:30～ 授業見学あり，7/22(土) 10:00～，1/13(土) 14:00～ 校内見学あり，帰国生対象
7/17(祝) 10:00～ 校内見学あり　[入試説明会]11/18(土) 14:00～，12/13(水) 13:00～ 校内見学あり ※すべて要予約(WEB)

練馬区 東京女子学院
03(3920)5151

女 高 Instagram YouTube 9/16･17 芙蓉祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)8/26(土)8/27(日) 9:30～
要予約(WEB･TEL)

有
6/20(火)9/21(木)9/22(金) 10:30～
要予約(WEB･TEL･FAX)

[学校説明会]6/25，8/5，10/1･9･15，11/12 9:30～，10/28 14:00～，ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ11/1･17･30 18:00～　[月曜説明会]10/23，
11/6･20 9:30～　[個別相談会]11/26，12/2～7･23，1/6 平日16:00～18:00･土日10:00～14:00　※すべて要予約(WEB･TEL)

練馬区 東京女子学院
03(3920)5151

女 中 Instagram YouTube 9/16･17 芙蓉祭 受･保
不要[一般ﾁ

ｹｯﾄ制]
[授業体験説明会]5/27(土) 14:00～，6/11(日)7/9(日) 9:30～
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)8/26(土)8/27(日)　※すべて要申込(WEB･TEL)

有
6/20(火)9/21(木)9/22(金) 10:30～
要予約(WEB･TEL･FAX)

[学校説明会]10/1･15，11/12 9:30～，10/28 14:00～　[月曜説明会]10/23，11/6･11/20 9:30～　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]11/1･17･30 18:00～
[個別相談会]11/26，12/2～7･23，1/6 平日16:00～18:00･土日10:00～14:00　※すべて要申込(WEB･TEL)

北区 東京成徳大学
03(3911)5196

共 高 Instagram YouTube Twitter 9/23・24 桐蔭祭 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/10，9/2･9･16 9:30～18:00　[部活ﾌｪｽﾀ]8月開催
[過去問解説会(ﾁｬﾚﾝｼﾞ受験向け)]12/17　※すべて要予約(WEB)

有
9/14(木) 10:30～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/17(祝)10/8(日)11/3(祝)11/19(日) 9:30～･12:00～･14:30～，ﾐﾆ10/14(土)10/21(土) 10:00～14:30
[個別相談会]11/12(日)11/26(日)12/3(日)12/10(日) 9:00～12:00･13:00～16:00　※すべて要予約(WEB)

北区 東京成徳大学
03(3911)7109

共 中 LINE Instagram Twitter 9/23・24 桐蔭祭 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/13，6/10，10/14，11/11　[校舎見学会＆体験授業]5/21，6/18，
9/10　[部活動体験]7/16　[体験ｳｨｰｸ]7/29～31　※すべて要予約(WEB)

有
9/14(木) 10:30～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/28(日)6/24(土)10/22(日) 10:00～　[学校説明会＆入試説明会]11/19(日)1/21(日) 10:00～
[入試説明会]12/17(日) 10:00～　[平日説明会]5/31(水)6/16(金) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

小金井
市 東京電機大学

0422(37)6441
共 高 YouTube 9/16･17  TDU武蔵野祭 ○ 不要

[保護者対象授業見学ﾂｱｰ]5/31(水) 要予約(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/17(祝) 要予約(WEB)

有
7/12(水)11/8(水) 11:00～12:00
自校･ｵﾝﾗｲﾝ 要予約

[学校説明会]10/7(土)11/4(土)12/2(土) 14:00～15:30 要申込(WEB)

小金井
市 東京電機大学

0422(37)6441
共 中 YouTube 9/16･17  TDU武蔵野祭 ○ 不要

[保護者対象授業見学ﾂｱｰ]5/31(水)　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/17(祝)
[過去問題解説]12/17(日) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

有
7/12(水)11/8(水) 11:00～12:00
自校･ｵﾝﾗｲﾝ 要予約

[学校説明会]9/2(土)10/8(日)11/18(土) 14:00～，小6入試体験1/7(日) 14:30～，
初めての方対象1/20(土) 14:30～ 要申込(WEB)　[保護者対象ﾐﾆ説明会]5/27(土)6/24(土) 10:00～11:30 要予約(WEB)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

ト
世田谷
区

東京都市大学
等々力 03(5962)0104

共 高 9/30･10/1 藍桐祭 受･保 不要 [学校見学]ﾐﾆ説明会を日時を指定して実施(学校ＨＰ参照) 有
6/7(水)9/27(水) 10:30～
要予約(往復葉書)

[入試説明会]9/9(土) 10:00～，10/9(祝)12/3(日) 11:00～，11/18(土) 16:00～ 自校 要予約(WEB)

世田谷
区

東京都市大学
等々力 03(5962)0104

共 中 9/30･10/1 藍桐祭 受･保 不要
[学校見学会]全学年6/24 9:00～，8/5 10:00～，6年7/1，9/16，11/25
10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(6年)]8/27 10:00～　※すべて要予約(WEB)

有
6/7(水)9/27(水) 10:30～
要予約(往復葉書)

[入試説明会]6年6/17(土)9/9(土) 15:00～･15:30～，10/9(祝) 10:00～，11/18(土) 15:00～，12/3(日) 10:00～･10:30～，
AL12/17(日) 10:00～，全学年7/16(日) 10:00～･10:30～，1/13(土) 15:00～･15:30～ 自校 要予約(WEB)

世田谷
区

東京都市大学
付属 03(3415)0104

男 中 9/30･10/1 柏苑祭 検討中 検討中
[ﾐﾆ見学会]7/21(金)～7/29(土)，3/25(月)～3/30(土)
要予約(WEB)

[学校説明会]6/17(土)9/9(土) 14:00～　[入試説明会]11/19(日) 10:00～　[ﾐﾆ説明会]5/6･27，10/14，12/2，1/13の各土曜
10:00～　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]7/19(水) 18:30～　[帰国･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試説明会]7/28(金)，ＷＥＢ開催10/7(土)　※すべて要予約(WEB)

世田谷
区

東京農業大学
第一 03(3425)4481

共 高 Instagram YouTube 9/23･24 桜花祭 未定 未定 [校内自由見学]5/8(月)より見学可 要事前連絡(TEL) 有 個別に案内状を送付
[学校説明会]6/17(土) 15:00～，9/17(日)10/22(日) 14:00～，
11/12(日) 10:00～ 東京農大百周年記念講堂 要申込(WEB)　※動画配信でWEB説明会実施予定

世田谷
区

東京農業大学
第一 03(3425)4481

共 中 Instagram YouTube 9/23･24 桜花祭 ○ 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/17(祝) 有
5～6月に実施予定
※学校ＨＰで告知

[学校説明会]5/14(日)9/17(日)10/22(日)　[入試対策説明会]12/10(日)

杉並区 東京立正
03(3312)1111

共 高 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 紫苑祭 ○ 不要
[生徒が語る学校生活]7/8(土)　[部活動紹介]9/9(土)11/18(土)
[生徒による3ｺｰｽ紹介]10/28(土)　[3教科の対策]11/25(土)

有
6/21(水) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/8(土)10/28(土) 14:30～，12/2(土) 14:00～　[ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ説明会]7/29(土)8/26(土) 10:00～
[ﾐﾆ説明会 in 紫苑祭]10/1(日) 10:00～

杉並区 東京立正
03(3312)1111

共 中 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 紫苑祭 ○ 不要
[ﾄﾞﾛｰﾝ体験]7/8　[昆虫ｲﾍﾞﾝﾄ]8/5　[理科実験]9/16　[SDGs探検]10/28
[英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]11/26　[入試傾向対策]12/9　[入試体験]1/13

有
6/21(水) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[保護者対象学校説明会]6/7(水) 10:00～　[学校説明会]7/8(土)10/28(土) 10:00～
[ﾐﾆ説明会 in 紫苑祭]9/30(土) 13:00～

清瀬市 東星学園
042(493)3201

共 高 Instagram
4/29～
5/1，

10/29
ヨゼフ祭 受･保 要

[公開授業]5/27(土)7/8(土)11/4(土) 10:40～ 要予約(WEB)
[公開授業期間]11/1(水)11/2(木)，11/7(火)～9(木) 要予約(WEB)

有
10/23(月) 11:00～12:00 自校
要予約(WEB)

[学校説明会]6/10(土)9/23(祝)12/2(土) 14:30～16:00 自校 要予約(WEB)

清瀬市 東星学園
042(493)3201

共 中 Instagram
4/29～
5/1，

10/29
ヨゼフ祭 受･保 要

[公開授業]5/27(土)7/8(土)11/4(土) 10:40～ 要予約(WEB)
[公開授業期間]11/1(水)11/2(木)，11/7(火)～9(木) 要予約(WEB)

有
10/23(月) 11:00～12:00 自校
要予約(WEB)

[学校説明会]6/10(土)12/2(土) 14:30～16:00，9/23(祝) 10:00～12:00 自校 要予約(WEB)

国立市 桐　朋
042(577)2171

男 高 6/4～6 桐朋祭 ○ 不要 有
7/6(木) 10:00頃 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]8/26(土)11/4(土)11/25(土) 要予約

国立市 桐　朋
042(577)2171

男 中 6/3～5 桐朋祭 ○ 不要 有
5/24(水)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/27(土)6/10(土)6/24(土)9/16(土)9/30(土)11/25(土) 午後２回制　※学校見学･質疑を含む

文京区
東邦音楽大学附属
東邦 03(3946)9668

共 高
東邦

ﾐｭｰｼﾞｯｸ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

[体験ﾚｯｽﾝ]5/13(土)5/27(土)6/10(土)6/17(土) 9:00～
文京ｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB)

文京区
東邦音楽大学附属
東邦 03(3946)9668

共 中
東邦

ﾐｭｰｼﾞｯｸ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

[体験ﾚｯｽﾝ(小４以上)]5/13(土)5/27(土)6/10(土)6/17(土) 9:00～
文京ｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB･FAX･TEL)

調布市 桐朋女子(普通科)
03(3300)2111

女 高 9/30･10/1 桐朋祭 ○ 不要 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]7/16(日)10/29(日)11/11(土) 14:00～16:00 要予約
[文化祭入試情報室]9/30(土) 12:00～，10/1(日) 9:00～ 予約不要　[個別相談会]12/3(日) 14:00～17:30 要予約

調布市 桐朋女子
03(3300)2111

女 中 9/30･10/1 桐朋祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/16(日) 9:30～ 要予約
[入試体験会]10/29(日) 10:00～，11/18(土) 14:00～ 要予約

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]5/6(土) 10:00～ｵﾝﾗｲﾝ，6/10(土)11/18(土) 14:00～，10/29(日)1/6(土) 10:00～ 要予約
[ﾅｲﾄ説明会]11/10(金) 19:00～ 要予約　[文化祭入試情報室]9/30(土) 12:00～，10/1(日) 9:00～ 予約不要

調布市 桐朋女子(音楽科)
03(3307)4101

共 高 桐朋祭
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/28(日) 10:30～15:45 仙川ｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB)
※ｵﾝﾗｲﾝ方式も同時開催

千代田
区 東　洋

03(3291)3824
共 高 10/14･15 東洋祭 受･保

不要
[予定]

[学校見学会]7/29(土)8/5(土)8/26(土)9/17(日) 10:00～
要予約(7月の体験授業，8月の部活動体験は見学会と別に予約)

有
[ｵﾝﾗｲﾝ型(動画視聴)]10月中旬
要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]10/8(日)11/3(祝)11/23(祝)12/3(日) 10:00～ 自校 要予約

港区 東洋英和女学院
03(3583)0696

女 中 LINE YouTube 10/20･21 楓祭 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/1(土) 8:40～13:00 要予約(WEB)
[ｸﾘｽﾏｽ音楽会]12/9(土) 13:00～･15:00～ 要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可，要望があれば個別対応

[学校説明会]5/27(土)9/2(土)11/4(土)12/26(火) 10:00～･13:30～･15:30～ 要予約(WEB)
[入試説明会(小6対象)]11/25(土) 9:00～11:00 要予約(WEB)

文京区 東洋女子
03(3941)2680

女 高 Instagram 9/17(日) 秋桜祭 受･保 不要
[学校施設見学会]6/17 14:30～，7/29 10:00～･14:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22，8/19 10:00～　[入試問題解説会]11/23 9:00～

無
[学校説明会]8/5･26，9/24，11/3 10:00～･14:00～，9/9，10/14，11/25 14:30～　[校外単独説明会]6/3 14:00～ ｼｱﾀｰ
1010(北千住)，6/11 10:00～ 川口ﾘﾘｱ　[個別相談会]9/2，10/8･21･28，11/11･18･26，12/2･9･10･16，1/5 9:00～16:00

文京区 東洋大学京北
03(3816)6211

共 高 Instagram Twitter Facebook 9/23･24 京北祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)8/26(土) 13:00～17:00 要予約(WEB) 有
5/31(水)9/14(木) 11:00～12:00
自校視聴覚室 要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]6/17(土)7/8(土)9/16(土)10/28(土)11/25(土) 15:00～16:30，7/29(土) 13:30～15:00 自校第1ｱﾘｰﾅ
[個別相談会]12/2(土)12/9(土) 14:00～17:00　※すべて要予約(ＷＥＢ)

文京区 東洋大学京北
03(3816)6211

共 中 Instagram Twitter Facebook 9/23･24 京北祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)8/26(土) 9:00～13:00 要予約(WEB)
[入試問題対策会(動画配信)]12/23(土) 要予約(WEB)

有
5/31(水)9/14(木) 11:00～12:00
自校視聴覚室 要予約(ＷＥＢ)

[学校説明会]6/3(土)7/1(土)9/2(土)10/7(土)11/11(土)12/16(土) 15:00～16:30，7/29(土) 10:00～11:30
自校第１ｱﾘｰﾅ 要予約(WEB)　[学校説明会＆入試報告会(小5以下対象)]3/9(土) 15:00～16:30 自校視聴覚室 要予約(WEB)

目黒区 トキワ松学園
03(3713)8161

女 高 Instagram Twitter Facebook 9/23･24 トキワ祭 受･保 要[WEB]
[ﾃﾞｯｻﾝ教室]7/22　[英語授業体験]10/14　[美術入試体験]11/25
[土曜ﾐﾆ見学会]4/15～18回実施　　※すべて要予約(WEB)

有
9/28(木) 10:30～11:30
要予約(WEB･FAX)

[学校説明会]7/22(土) 13:30～，10/14(土) 15:00～，11/25(土) 14:00～，12/2(土) 14:30～ 要予約(WEB)
[生徒が語るﾄｷﾜ松(説明会部活体験)]5/13(土)9/9(土) 14:30～ 要予約(WEB)　[入試相談ｺｰﾅｰ]9/23･24(土日･ﾄｷﾜ祭)

目黒区 トキワ松学園
03(3713)8161

女 中 Instagram Twitter Facebook 9/23･24 トキワ祭 受･保 要[WEB]
[学校説明会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ体験]6/24(土) 14:30～
[土曜ﾐﾆ見学会]4/15～17回実施　　※すべて要予約(WEB)

有
9/28(木) 10:30～11:30
要予約(WEB･FAX)

[学校説明会]7/23(日) 14:00～授業体験あり，10/29(日) 14:00～英語授業体験あり　[入試説明会]12/23(土) 14:00～入試体験あり，
1/13(土) 14:30～算数勉強教室あり，適性検査型12/2(土) 14:30～　[生徒が語るﾄｷﾜ松]5/13(土)9/9(土) 14:30～　※すべて要予約(WEB)

豊島区 豊島岡女子学園
03(3983)8261

女 中 Twitter Facebook 11/3･4 桃李祭 受･保 要[WEB]
[見学会]5/6･13･27，6/3･17･24，9/2･9･30，10/7･14･28，11/11･18･25，
12/2　[学校見学会]6/14，9/13，11/8　[体験会]7/16　※すべて要予約(ＷＥＢ)

無
[WEB説明会]6/7(水)12:00からHP上で公開(2024年度入試は9/16公開予定)　[豊島岡生による相談
会]6/24(土)11/18(土) 要予約(ＷＥＢ)　[ｵﾝﾗｲﾝ個別相談(Zoom)]7/8(土)10/14(土) 13:30～15:30 要予約(ＷＥＢ)

豊島区 豊島学院
03(3988)5511

共 高 9/16･17 豊昭祭 ○ 要
[体験入学･個別相談]9/10，10/22･29，11/3･12･19･23，12/2･3
15:00～，9/23，10/9 10:00～ 要予約(WEB)

有 10/3(火)10/4(水) 11:00～ 要予約
[学校説明会]6/25(日) 14:00～，9/2(土)10/21(土)11/18(土) 15:00～ 要予約(WEB)　[学校見学会･個別相談]7/23(日)
7/30(日)8/26(土)8/27(日) 15:00～，7/29(土) 10:00～ 要予約(WEB)　[個別相談会]11/25(土) 14:00～　要予約

文京区 獨　協
03(3943)3651

男 中 開始予定 9/23･24 獨協祭 未定 未定 [学校体験会(小５･６)]7/16(日) 9:00～ 要予約(WEB) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]5/20(土)6/24(土) 14:30～，10/15(日)11/12(日)12/17(日)1/7(日) 10:00～ 要予約(WEB)
[夜の説明会]9/13(水) 19:00～ 要予約(WEB)　[入試問題説明会]12/17(日) 10:00～ ｵﾝﾗｲﾝ動画配信 要予約(WEB)

調布市 ドルトン東京学園
03(5787)7945

共 中 Instagram Facebook YouTube 11/11･12 Dalton Fest 受･保 要[WEB]
[学校見学会]5/20(土)6/3(土) 9:00～　[体験授業]7/8(土)7/22(土)
9:30～　[入試体験]11/18(土) 9:30～　※すべて要予約(WEB)

有
9/13(水) 10:00～ 自校 要予約(WEB)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)9/9(土)9/23(祝)10/14(土)，初回者対象12/16(土) 9:30～，帰国生6/17(土) 13:30～ 要予約(WEB)
[過去問題解説ｵﾝﾗｲﾝ配信]12/10(日) 10:00～ 要予約(WEB)　[入試対策ｵﾝﾗｲﾝ配信]1/8(祝) 10:00～ 要予約(WEB)

ナ 江東区 中　村
03(3642)8041

女 高 LINE Instagram Twitter 10/28･29 清澄祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26(土) 9:30～12:30 要申込(WEB)
[まるわかり土曜見学会]不定期開催 10:00～11:15 要申込(WEB)

無 [学校説明会]7/22(土)9/16(土)10/14(土)11/11(土)12/2(土) 14:00～15:30 要申込(WEB)

江東区 中　村
03(3642)8041

女 中 LINE Instagram Twitter 10/28･29 清澄祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26(土)，新学年対象3/20(祝) 9:30～ 要申込(WEB)
[まるわかり土曜見学会]不定期開催 10:00～11:15 要申込(WEB)

無
[学校説明会]6/11(日)7/23(日)1/14(日) 9:30～，9/16(土)10/14(土) 14:00～ 要申込(WEB)
[入試体験＆入試説明会]11/19(日)12/17(日) 9:30～，新学年対象2/23(祝) 9:30～ 要申込(WEB)

ニ
千代田
区

二松学舎大学
附属 03(3261)9288

共 高 YouTube 9/30･10/1 二松学舎祭 受･保 検討中
[授業見学会]5/20･27，6/3･10･17･24，7/1の各土曜 午前　[部活体
験]7/21～8/31　[学校見学会]7/22･29，8/4･12･18･26 午前･午後

有
9/6(水) 午前 自校
※個別に案内状を送付

[説明会]9/2(土)9/16(土)10/14(土)10/21(土)11/4(土)11/18(土)12/2(土) 午前･午後
[相談会]12/9(土)12/26(火)

目黒区
日本工業大学
駒場 03(3467)2130

共 高 9/9･10 日駒祭 受･保 要[ＷＥＢ] [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/5(土)10/7(土) 9:00～12:00 要予約(WEB) 有
6/22(木) 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/27(土)6/17(土) 14:00～，7/28(金)8/26(土)9/23(祝) 時間未定 自校 要予約(ＷＥＢ)
※9月以降も実施予定

目黒区
日本工業大学
駒場 03(3467)2130

共 中 9/9･10 日駒祭 ○ 要[ＷＥＢ]
[放課後見学会]6/5，9/22　[自由研究ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]7/23　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟ
ｽ]10/7　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]適性12/10，教科12/17　※すべて要予約(WEB)

有
6/22(木)9/26(火) 11:00～
要予約(ＦＡＸ･ＷＥＢ)

[授業見学会＆説明会]5/13，10/28 10:00～　[学校説明会]6/17，7/8 14:00～，8/26，11/26，1/14 10:00～，9/9･10(日駒祭)
14:00～，12/10 9:30～　[平日説明会]11/9 10:30～，12/1 13:30～　[直前説明会]1/27 10:00～　※すべて要予約(WEB)

大田区
日本体育大学
荏原 03(3759)3291

共 高 LINE Instagram Twitter 9/22･23 荏原祭 未定 未定
[公開授業]5/13(土)6/24(土)9/30(土)
[部活Week]7/24(月)～29(土)，8/21(月)～26(土)

有
10月上旬に実施予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/16(日)9/3(日)10/8(日)11/3(祝)12/2(土)　[ﾐﾆ説明会]5/13(土)6/24(土)8/4(金)8/23(水)8/26(土)
9/30(土)11/18(土)12/9(土)　[ｺｰｽｾﾐﾅｰ]7/26(水)7/29(土)10/14(土)10/21(土)　[個別相談会]12/4(月)～12/9(土)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

ニ
東村山
市

日本体育大学
桜華 042(391)4133

女 高 Instagram YouTube 9/23･24 桜華祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/30(日)8/27(日) 要予約(WEB) 有 実施予定あり [学校説明会]10/15(日)10/22(日)11/3(祝)11/12(日)11/23(祝)12/2(土)

東村山
市

日本体育大学
桜華 042(391)4133

女 中 Instagram YouTube 9/23･24 桜華祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/30(日)8/27(日) 要予約(WEB)
[部活動見学]各部活動専用サイトから申込

有 実施予定あり [学校説明会]10/15(日)10/22(日)11/3(祝)11/12(日)11/23(祝)12/2(土)

中野区 新渡戸文化
03(3381)0408

共 高 Instagram YouTube Facebook 9/30･10/1 新渡戸祭 ○ 要
[校内見学WEEK]7/24(月)～7/28(金)　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)
14:00～　[公開授業]10/14(土) 9:40～　※すべて要予約(WEB)

有 9/21(木) ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ開催 要予約(WEB)
[説明会]6/24(土)7/29(土)9/9(土)10/21(土)11/11(土) 14:00～，ｵﾝﾗｲﾝ12/2(土) 14:00～
[個別相談･見学会]11/25(土)12/2(土) 14:00～　[入試傾向説明会]12/16(土) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

中野区 新渡戸文化
03(3381)0408

共 中 Instagram YouTube Facebook 9/30･10/1 新渡戸祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 14:00～　[校内見学WEEK]7/24(月)～28(金)
10:00～16:00　[公開授業]10/14(土) 9:40～　※すべて要予約(WEB)

有
9/21(木) 11:00～
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/27(土)7/22(土)9/16(土)11/25(土) 14:00～，8/26(土) 10:00～
[ｵﾝﾗｲﾝﾐﾆ説明会]10/14(土) 15:00～　[入試傾向説明会]12/9(土)1/13(土) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

世田谷
区 日本学園

03(3322)6331
男 高 9/30･10/1 日学祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/17(祝) 要予約(WEB)
[部活動体験見学会]8/6(日)8/20(日) 要予約(WEB)

有
5/31(水)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]6/17(土)9/16(土)10/21(土)11/4(土)11/18(土) 自校 要予約(WEB)
[個別相談会]12/2(土)12/9(土) 自校 要予約(WEB)

世田谷
区 日本学園

03(3322)6331
男 中 9/30･10/1 日学祭 受･保 要 有

5/31(水)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]5/13(土)7/8(土)9/9(土)10/14(土)11/11(土)12/16(土) 自校 要予約(WEB)･500名定員

世田谷
区

日本女子体大附
二階堂 03(3322)9159

女 高 Twitter Instagram 9/23･24 二階堂祭 受･保 要
[学校見学会]5/20，7/8，9/16，10/14 14:00～，8/11･19 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟ
ｽ]8/6，9/10　[部活動体験会]7/28･29，8/26，9/2　※すべて要予約(WEB)

有
6/22(木)9/20(水) 10:30～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/11(日)7/23(日)8/26(土)10/22(日)11/5(日)11/19(日) 10:00～，
10/7(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～　[出願直前相談会]12/9(土)12/16(土)　※すべて要予約(WEB)

世田谷
区 日本大学櫻丘

03(5317)9300
共 高 YouTube Instagram Twitter 6/17･18 櫻高祭 検討中 検討中 [ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]7月下旬～8月 有 9/7(木) [入試学校説明会]9/16(土)10/28(土)11/18(土) 要予約

墨田区 日本大学第一
03(3625)0026

共 高 YouTube 10/8(日) 櫻墨祭
WEB
配信

要[WEB]
[学校体験会]6/24(土)7/29(土)8/26(土)9/23(祝)9/24(日)
11/11(土) 来校型(定員ｵｰﾊﾞｰの場合は後日配信) 要申込(WEB)

無
[学校説明会 YouTube Live]5/28，6/11･25，7/9･23，8/13･27，9/10，10/8･22，11/12･19，12/17の各日曜
要申込(WEB)　※11/12は中学入試･11/19は高校入試向け，ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄは5/21，7/1･2，8/19･20，10/29

墨田区 日本大学第一
03(3625)0026

共 中 YouTube 10/8(日) 櫻墨祭
WEB
配信

要[WEB]
[学校体験会]6/24(土)7/29(土)8/26(土)9/23(祝)9/24(日)
11/11(土) 来校型(定員ｵｰﾊﾞｰの場合は後日配信) 要申込(WEB)

無
[学校説明会 YouTube Live]5/28，6/11･25，7/9･23，8/13･27，9/10，10/8･22，11/12･19，12/17の各日曜
要申込(WEB)　※11/12は中学入試･11/19は高校入試向け，ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄは5/21，7/1･2，8/19･20，10/29

杉並区 日本大学第二
03(3391)0223

共 高 YouTube 11/11･12 銀杏祭 未定 未定
[学校見学会]8/2(水)8/9(水)8/23(水)8/30(水)9/9(土)
10/21(土) 要予約(ＷＥＢ)　※ｵﾝﾗｲﾝ同時開催

有
6/12(月)9/11(月)
※詳細は学校ＨＰをご確認ください

[学校説明会]8/5(土)9/2(土)10/28(土)11/25(土)12/9(土) 自校 要予約(WEB)　※ｵﾝﾗｲﾝ同時開催

杉並区 日本大学第二
03(3391)0223

共 中 YouTube 11/11･12 銀杏祭 未定 未定
[学校見学会]6/3，8/2･9･23･30，9/9，10/21
[公開授業]9～10月頃に実施予定　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
6/12(月)9/11(月)
※詳細は学校ＨＰをご確認ください

[学校説明会]5/20(土)7/8(土)8/5(土)10/14(土)11/4(土)12/2(土) 自校 要予約(WEB)　※ｵﾝﾗｲﾝ同時開催

町田市 日本大学第三
042(789)5535

共 高 Twitter 9/30･10/1 三黌祭
○

[予定]
不要

[予定]
[部活動体験]夏休み中 要予約(詳細は学校HP参照)　[校内見学]月～金
15:30～18:00，土13:00～18:00，日祝8:00～18:00 予約不要

[入試説明会]10/21(土)11/4(土)12/2(土) 13:45～15:00，ｵﾝﾗｲﾝ7/29(土)9/16(土) 15:30～ 要予約(WEB)

町田市 日本大学第三
042(789)5535

共 中 9/30･10/1 三黌祭
○

[予定]
不要

[予定]
[学校体験ｲﾍﾞﾝﾄ]小6対象7/23(日)，
小5･6対象9/24(日) 9:30～12:30 要予約(WEB)

[学校説明会]6/24(土)10/28(土)11/25(土)1/13(土) 13:45～15:00 要予約(WEB)
[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]7/29(土)9/16(土) 13:30～14:30 要予約(WEB)

杉並区 日本大学鶴ヶ丘
03(3322)7521

共 高 Twitter YouTube 6/24･25 鶴ヶ丘祭 ○ 要
[ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]夏7/21･22･29，8/5･11～16，8/24～26 10:00～･
12:30～･15:00～，秋9/9(土) 要予約　[部活動Fes]8/19 要予約

有
9/7(木)9/8(金) 11:00～ 自校多目的ﾎｰ
ﾙ 要予約　※個別に案内状を送付

[入試学校説明会]10/21(土)11/4(土)11/18(土) 14:00～ 自校体育館(ｵﾝﾗｲﾝ型同時開催) 要予約
[特進ｺｰｽ説明会]12月に実施予定

文京区 日本大学豊山
03(3943)2161

男 高 LINE
Buzan

公式ｱﾌﾟﾘ
10/28･29 豊山祭 ○ 要

[授業参観Day･入試ﾐﾆ説明会]6/24(土)11/25(土) 8:30～
要予約(WEB)

有
7/7(金) 10:30～ 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/16(土)10/7(土) 14:00～　[入試説明会]11/3(祝) 10:00～，12/9(土) 14:00
[進学説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]7/8(土) 12:00～　[個別説明会]12/15(金) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

文京区 日本大学豊山
03(3943)2161

男 中 LINE
Buzan

公式ｱﾌﾟﾘ
10/28･29 豊山祭 ○ 要

[授業参観Day･入試ﾐﾆ説明会]6/24(土)11/25(土) 8:30～
要予約(WEB)

有
7/7(金) 10:30～ 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]8/26(土)9/16(土) 10:00～　[入試説明会]11/3(祝) 14:00～，12/9(土) 10:00～
[ﾐﾆ説明会]6/3(土) 9:30～ ※すべて要予約(WEB)

板橋区
日本大学豊山
女子 03(3934)2341

女 高 YouTube Instagram Twitter 10/28･29 秋桜祭 受･保 要
[夏休み学校見学会]8/26(土) 10:00～15:00　[土曜学校見学会]年18
回 10:00～(小規模説明会･授業見学ﾂｱｰ)　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
7/12(水) 10:30～ 自校多目的ﾎｰﾙ
要予約

[学校説明会]9/17(日)10/21(土)11/23(祝) 13:30～ 自校講堂，12/26(火) 9:00～12:00 自校多目的ﾎｰﾙ
[ﾅｲﾄ説明会]6/16(金)9/22(金) 18:00～ 自校多目的ﾎｰﾙ　[池袋ﾐﾆ説明会]11/24(金) 18:15～ 池袋　※すべて要予約(ＷＥＢ)

板橋区
日本大学豊山
女子 03(3934)2341

女 中 YouTube Instagram Twitter 10/28･29 秋桜祭 受･保 要
[学校見学会]8/26　[授業見学会]11/4　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(2科)]12/9　[土曜学校見
学会]年17回 10:00～(小規模説明会･授業見学ﾂｱｰ)　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
7/12(水) 10:30～ 自校多目的ﾎｰﾙ
要予約

[学校説明会]9/17(日)10/21(土)11/23(祝) 10:00～ 自校講堂，1/13(土) 14:00～ 自校多目的ﾎｰﾙ
[ﾅｲﾄ説明会]6/16(金)9/22(金) 18:00～ 自校多目的ﾎｰﾙ　[池袋ﾐﾆ説明会]11/24(金) 18:15～ 池袋　※すべて要予約(ＷＥＢ)

ハ
八王子
市

八王子学園
八王子 042(623)3461

共 高 Instagram LINE Twitter 9/23･24 八学祭 ○ 不要
[enjoy部活体験]9/2･9 要予約(WEB)　[授業公開]10/7(土) 予約不要
[文理ｺｰｽ(特選ｸﾗｽ)入試問題ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ]12/24(日) 要予約(WEB)

有 5/25(木) 10:30～12:00 自校 要予約
[学校説明会]来校型5/27，6/17，7/1，8/5･19･26，9/9･16･30，ｵﾝﾗｲﾝ5/20，6/10，7/1，8/19，9/16　[ｺｰｽ説明会]文理来校型10/7･14･21･
28，11/4･11･18･25，12/2，文理ｵﾝﾗｲﾝ10/14，11/4，12/2･9，総合8/19，10/14，11/11，12/2，ｱｽﾘｰﾄ7/1，9/16　※要予約(WEB)

八王子
市

八王子学園
八王子 042(623)3461

共 中 Instagram LINE Twitter 9/23･24 八学祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ&説明会]7/16　[授業公開]10/7　[入試問題体験]適性
12/10，2･4科12/17　[学校見学]1/6　※10/7以外は要予約(WEB)

有 5/25(木) 10:30～12:00 自校 要予約
[授業見学＆説明会]5/13,6/10,7/1,9/9,10/14,11/11,12/2　[学校説明会]生徒による6/17,10/14，保護者による11/18
[夏休みじっくり説明会]8/19　[保護者対象説明会]5/11,6/8,9/14,10/12　[ﾅｲﾄ説明会]10/4,11/8
[入試直前対策説明会]1/13 ※すべて要予約(WEB)

八王子
市 八王子実践

042(622)1929
共 高 9/16･17 明鏡祭 受･保 要 有

6/8(木)6/9(金) 10:30～，
10/5(木)10/6(金) 自校 要予約(WEB)

[学校説明会]7/22(土)7/23(日)8/3(木)8/4(金)8/5(土)8/20(日)8/21(月)8/22(火)8/23(水)8/26(土)
[入試説明会]11/3(祝)11/4(土)11/18(土)11/19(日)11/25(土)12/2(土)12/3(日)12/9(土)

八王子
市 八王子実践

042(622)1929
共 中 9/16･17 明鏡祭 受･保 要

[入試問題解説]適性6/24(土)7/1(土) 14:00～，12/10(日)
10:00～，適性･ﾌﾟﾚｾﾞﾝ12/17(日) 10:00～，1/13(土) 14:00～

有
6/8(木)6/9(金) 10:30～，
10/5(木)10/6(金) 自校 要予約(WEB)

[学校説明会]6/3(土)7/15(土)9/9(土)10/14(土)11/11(土) 14:00～

ヒ 港区 広尾学園
03(3444)7272

共 高 Twitter 9/30･10/1 けやき祭 未定 未定 無 [学校説明会]8/26(土) 10:00～11:15 自校 要予約(WEB)

港区 広尾学園
03(3444)7272

共 中 Twitter 9/30･10/1 けやき祭 未定 未定
[生徒によるｺｰｽ紹介]5/20(土) 14:00～ 要予約(ＷＥＢ)
[授業体験会]6/17(土)9/9(土)10/7(土) 9:30～ 要予約(WEB)

無
[学校説明会]6/17(土)9/9(土)10/7(土) 9:30～，11/12(日)12/9(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)
[入試傾向説明会(小6対象)]11/12(日)12/9(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

文京区
広尾学園小石川
(2024～高校募集停止) 03(5940)4455

共 中 9/23･24 いちょう祭 受･保 要
[授業体験会(小6ﾚﾍﾞﾙ)]7/8(土)9/16(土)10/21(土) 9:30～･
14:00～(9:40～学校説明会同時開催) 要予約(ＷＥＢ)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[入試結果報告会]5/27(土) 10:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)
[入試傾向説明会]11/18(土)12/10(日) 9:30～･13:30～ 学校説明会同時開催 自校 要予約(ＷＥＢ)

フ 町田市 フェリシア
044(988)1126

女 高 10/21(土) 文化祭 受･保 要 [体験学習]8/23(水)9/16(土) 9:30～12:00 要予約 調整中
[学校見学会]7/22(土)7/29(土)8/5(土)9/9(土)9/30(土)10/7(土)10/14(土)10/28(土)11/4(土)11/11(土)
11/18(土)11/23(祝)11/25(土)12/2(土)12/9(土)12/23(土)1/13(土)1/27(土) 9:00～12:00 予約不要

練馬区 富士見
03(3999)2136

女 中 Instagram YouTube 9/23･24 芙雪祭 未定 未定
[ｻﾏｰｽｸｰﾙ(小5･6)]8/1(火)8/2(水)　[事前準備会(小6･Zoom)]12/16(土)
[何でも相談会(小6･Zoom)]1/13(土)　※すべて要予約(WEB)

有 6/23(金)
[学校説明会A(小6優先･来校型)]5/27，6/10･24，7/1，9/9･30，10/14･28，11/4･25，12/2の各土曜 10:30～12:30 各
回定員450名　[学校説明会B(全学年･ｵﾝﾗｲﾝ)]6/17，9/16，11/11の各土曜 14:00～ 各回定員500名　※すべて要申込(WEB)

渋谷区 富士見丘
03(3376)1481

女 高 LINE Instagram YouTube 9/23･24 文化祭
受･保，
招待者

要[WEB]
[部活動見学ﾂｱｰ]9/2 11:10～，10/28 14:10～　[学校見学会]8/24･25，
12/25　[入試問題傾向と対策]11/23，12/2･9　※すべて要予約(WEB)

有
10/3(火) 10:30～ 要予約(ＷＥＢ)
※ｵﾝﾗｲﾝ･来校同時開催

[ｵﾝﾗｲﾝ説明会]7/17 13:00～　[説明会]9/2 10:00～，9/24 10:30～，10/28，11/23，12/2･9 13:00～，帰国生対象(会場･ｵﾝﾗｲ
ﾝ)7/17，10/7，11/23 10:00～(10/7英語ｴｯｾｲ書き方講座，10/28ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ問題対策講座あり)　※すべて要予約(WEB)

渋谷区 富士見丘
03(3376)1481

女 中 Instagram LINE YouTube 9/23･24 文化祭 受･保 要[WEB]
[校内見学ﾂｱｰ]6/10　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/17，10/21　[入試傾向と対策]11/23
[ﾁｬﾚﾝｼﾞ体験入試]12/2，1/8　※すべて要予約(WEB)

有
10/3(火) 10:30～ 要予約(ＷＥＢ)
※ｵﾝﾗｲﾝ･来校同時開催

[学校説明会]6/10(土)7/17(祝)10/21(土)11/23(祝)12/2(土)1/8(祝) 10:00～，
9/24(日) 13:00～ 自校 要予約(WEB)　※6/10はｵﾝﾗｲﾝ同時開催

武蔵野
市 藤村女子

0422(22)1266
女 高 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 ふじむら祭 ○ 未定

[ふじむらﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]7/29(土)　[ふじむらｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/27(日)
[授業見学会]5/13･20，6/10･17，9/16，10/14，11/4の各土曜

有 個別に案内状を送付 [学校説明会]10/14(土)10/28(土)11/3(祝)11/18(土)11/25(土)12/2(土)　※個別相談会同日実施

武蔵野
市 藤村女子

0422(22)1266
女 中 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 ふじむら祭 ○ 未定

[ふじむらﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]7/29　[ふじむらｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/27　[授業見学会]5/13･20，
6/10･17，9/16，10/14，11/4　[入試体験]10/21，11/11，12/9，1/13

有 個別に案内状を送付 [学校説明会]5/13(土)6/3(土)6/24(土)

千代田
区 雙　葉

03(3261)0821
女 中 9/17･18 雙葉祭

受･保
[同伴，

小5以上]
要

[学校見学会]7/22(土) 9:00～14:00 要予約(WEB)
[個別質問会]7/23(日)7/24(月) 9:00～14:00 要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]10/21(土)10/28(土) 14:00～15:30，10/30(月) 10:00～11:30 要予約(WEB)

港区 普連土学園
03(3451)4616

女 中 10/21(土) 学園祭 受･保 不要
[学校体験日]7/8(土)10/28(土)2/17(土) 9:00～12:00
[入試解説会]12/9(土) 10:00～ 動画配信

[学校説明会]5/20(土)10/10(火)10/13(金)11/7(火)11/17(金)，生徒主催9/2(土)12/16(土) 10:00～　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]
6/30(金)7/28(金)11/24(金) 19:00～　[入試相談会(小6対象)]1/13(土) 10:00～　※すべて自校講堂(新渡戸稲造ﾎｰﾙ)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

フ 杉並区
文化学園大学
杉並 03(3392)6636

共 高 Twitter Facebook YouTube 9/23･24 青凛祭 受･保 要 有 5/29(月)10/16(月) 自校
[学校説明会]7/22， 10/28，11/25 14:00～，8/12･26 10:00～(11/25はDDｺｰｽ体験入試あり)　[帰国生対象ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ説明
会］7/23 14:00～　[ﾌﾟﾚﾐｱﾑ説明会]11/16 18:00～　[個別相談会]12/3 9:00～17:00　※すべて要予約(WEB)

杉並区
文化学園大学
杉並 03(3392)6636

共 中 Twitter Facebook YouTube 9/23･24 青凛祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土)11/18(土) 14:00～ 要予約(WEB)
[授業見学会]10/23(月) 9:00～15:00 要予約(WEB)

有 5/29(月)10/16(月) 自校
[学校説明会]6/17(土)9/9(土)10/7(土)11/4(土) 14:00～，12/17(日) 10:00～　[帰国生対象ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ説明会]7/23(日)
10:00～　[入試説明会]12/2(土)1/13(土) 14:00～(12/2は2科体験あり)　※すべて要予約(WEB)

西東京
市 文華女子

042(463)2903
女 高 LINE YouTube 9/17･18 文華祭 受･保 要[ＷＥＢ]

[夏ｲﾍﾞﾝﾄ]学校説明会7/23(日)，体験講座8/5(土)，部活動体験会
8/20(日) 9:30～ 要予約(WEB)

有
9/4(月) 11:00～12:00
要予約(ＦＡＸ･ﾒｰﾙ･ＴＥＬ)

[学校説明会]9/2(土)9/30(土)10/7(土)11/11(土)11/25(土)12/2(土)14:30～(個別相談15:45～17:30)，11/3(祝)9:30～(個別相談
10:45～12:30)　[集中個別相談期間]11/27(月)～12/14(木)の月曜～土曜(12/2を除く) 15:00～17:30　※すべて要予約(WEB)

文京区
文京学院大学
女子 03(3946)5301

女 高 Instagram Twitter YouTube 10/28･29 文女(ｱﾔﾒ)祭 受･保 要
[体験入学]8/27 10:00～　[国際塾･部活動見学]9/19～21 16:00～
[入試解説]11/26 10:00～　※要予約(WEB)

有
6/22(木)10/5(木) 11:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17 14:30～，6/25，7/23･30，8/27，10/15，11/26 10:00～　[あなただけの説明会]8/5･6，12/3 9:00～16:00
[授業が見られる説明会]9/16，11/4 9:00～10:40･11:00～12:40　[夜から説明会]11/10･24 18:30～　※すべて要予約(WEB)

文京区
文京学院大学
女子 03(3946)5301

女 中 Instagram Twitter YouTube 10/28･29 文女(ｱﾔﾒ)祭 受･保 要
[体験入学]6/25，8/27　[国際塾･部活動見学]9/19～21　[入試解説]
11/23　[入試体験]ﾌﾟﾚｾﾞﾝ･英語11/23，教科12/17　※要予約(WEB)

有
6/22(木)10/5(木) 11:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/25，7/30，8/27，9/10，9/24，10/9，1/1410:00～，6/3 9:00～･11:00～，6/17 14:30～，7/9 14:00～，12/17 8:40～，
夜から11/10･24 18:30～，11/23 10:00～･14:00～　[授業が見られる説明会]9/19～21，10/21，11/11　　※すべて要予約(WEB)

品川区 文教大学付属
03(3783)5511

共 高 Instagram LINE YouTube 9/23･24 白蓉祭 ○ 要 有
10/4(水) 10:30～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)10/7(土)12/2(土) 14:00～，9/9(土)11/25(土) 10:30～ 要予約
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]11/7(火)11/21(火) 18:00～ 要予約

品川区 文教大学付属
03(3783)5511

共 中 Instagram LINE YouTube 9/23･24 白蓉祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ(部活体験)]5/27(土) 　[理科実験教室]6/24(土)10/28(土)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(授業体験)]7/15(土)　※すべて14:00～，要予約

有
10/4(水) 10:30～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)10/7(土)12/2(土) 10:30～，9/9(土)11/25(土) 14:00～ 要予約
[ﾐﾆ説明会]9/15(金)10/24(火) 10:30～ 要予約

ホ 三鷹市 法政大学
0422(79)6230

共 高 9/23･24 鈴掛祭 検討中 検討中
[学校見学会]8/5(土)8/26(土) 10:00～･13:00～･15:00～
要予約(WEB)

有
6/13(火) 12:00～ Ｚｏｏｍ
要予約(WEB)

[学校説明会]10/7(土) 14:00～15:40，10/14(土)11/18(土) 13:30～15:10･15:30～17:10 自校ｵﾚﾝｼﾞﾎｰﾙ
要予約(ＷＥＢ)

三鷹市 法政大学
0422(79)6230

共 中 9/23･24 鈴掛祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/8 9:30～ 体験は要予約(WEB)　[学校見学会]8/5･26 10:00～･
13:00～･15:00～ 要予約(WEB)　[入試直前対策講習会]12/16 要予約(WEB)

有
6/13(火) 12:00～ Ｚｏｏｍ
要予約(WEB)

[学校説明会]6/17(土)6/24(土)10/7(土)10/14(土)11/18(土) 10:30～12:10，7/1(土) 14:00～15:40，
9/30(土) 10:30～12:10･14:00～15:40 自校ｵﾚﾝｼﾞﾎｰﾙ 要予約(ＷＥＢ)

中野区 宝仙学園(共学部)
03(3371)7103

共 高 10/21･22 宝仙祭 ○ 要 無 要望があれば随時実施
[学校説明会]6/24(土)7/22(土)9/9(土)11/11(土)12/2(土) 14:30～16:00 自校体育館
[相談会]10/7(土) 14:00～16:00 自校体育館

中野区 宝仙学園(共学部)
03(3371)7103

共 中 10/21･22 宝仙祭 ○ 要
[体感授業]5/6(土)6/10(土)9/30(土) 14:00～
[入試体験会]12/16(土) 午前

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]5/20，6/17，8/26，9/16，10/28の各土曜 14:30～，7/22(土) 10:30～　[新入試説明会]5/13，6/3，7/1，
9/2，1/20の各土曜，ｵﾝﾗｲﾝ1/27(土) 11:00～　[説明会(ﾎﾟｲﾝﾄ会)]11/18(土)，公立1/6(土)，4科1/13(土) 14:30～

中野区 宝仙学園(女子部)
03(3371)7104

女 高 Instagram YouTube Twitter 10/21･22 宝仙祭 ○ 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土) 14:30～16:00，8/26(土) 10:30～12:00 無
受験生･保護者対象説明会に参加可(要望
があれば随時実施)

[学校説明会]6/24(土)9/16(土)11/4(土)11/25(土) 14:30～16:00 自校講堂
[相談会]10/7(土) 14:00～16:00 自校体育館

豊島区 豊　南
03(3959)5511

共 高 LINE Instagram 9/16･17
銀杏祭

文化の部
○ 要

[学校見学]7/17･23 9:30～，夏休み7/29･31，8/1～5･7･8･22～24 10:00～(水･
土は9:30～･11:00～)　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26 9:00～　※すべて要予約

有
9/5(火)～7(木) 11:00～ 自校(録画視聴
可) 要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/7･21･28，12/2 14:00～，11/3･23 10:00～，ｵﾝﾗｲﾝ6/24，7/1，9/30，11/11･18，12/9 14:00～，
10/15 10:00～　[個別相談会]11/19･25，12/3･9，放課後11/29･30，12/1･4～8，冬休み12/25･26　※すべて要予約

品川区 朋優学院
03(3784)2131

共 高 9/23･24 虹色祭 ○ 要[予定]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)8/26(土) 10:00～･14:00～，
9/9(土)10/28(土)11/25(土) 14:00～･15:30～ 要予約

有 10/18(水) 10:00～ 自校 要予約

新宿区 保　善
03(3209)8756

男 高 LINE YouTube Instagram 9/30･10/1 保善祭 ○ 不要 有
6/29(木)6/30(金) 11:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会･個別受験相談]6/24，7/22，8/26，9/16，10/14･28，11/11･18･25，12/2の各土曜 10:00～
[個別受験相談会]8/27，10/22，11/19，12/3･9･17 10:00～15:00，12/4～8 15:00～18:00　※すべて要予約(WEB)

中野区 堀　越
03(3363)7661

共 高 YouTube 9/23･24 堀越祭 未定 未定 [学校見学会]10/28(土)～12/10(日)の土日祝日(11/23を除く) 無 [学校説明会]7/16(日)9/3(日)10/21(土)11/23(祝)

豊島区 本　郷
03(3917)1456

男 中 Twitter 9/23･24 本郷祭 ○ 不要 [学校見学会]7/16(日)12/17(日) 要予約(WEB)
[学校説明会]5/20(土)9/9(土)10/14(土) 10:30～･14:00～，5/28(日)10/1(日) 9:00～･11:30～･15:00～，9/3(日) 9:30～･11:30～･
15:00～　[入試説明会(小6向け)]11/4(土)11/18(土) 10:30～･14:00～，11/19(日) 9:00～･11:30～･15:00～　※すべて要予約

ミ
世田谷
区 三田国際学園

03(3707)5676
共 中 10/28･29

MITA
International

Festival
受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/9(土) 要予約 無

[学校説明会]6/17(土)7/8(土)8/5(土)9/9(土)10/7(土)11/11(土)12/2(土) 自校 要予約
[入試傾向説明会]11/11(土)12/2(土) 要予約

三鷹市 明星学園
0422(48)6221

共 高 9/16･17 明星祭 未定 未定
[体験入学]7/23(日)8/27(日) 要申込(WEB)
[学校見学会]7/22(土)7/31(月)8/26(土) 要申込(WEB)

未定
[学校説明会]10/7(土)11/18(土)11/25(土) 14:00～，10/22(日)10/29(日) 10:00～･14:00～，11/24(金) 18:00～　[個別相談会]11/18(土)
11/25(土) 14:00～，11/24(金) 18:00～，12/2(土) 13:30～･14:00～･14:30～･15:00～　※すべて要申込(WEB)

三鷹市 明星学園
0422(43)2196

共 中 9/16･17 明星祭 未定 未定
[体験入学]6/18(日)8/26(土)9/16(土･明星祭)10/29(日) 9:00～
要申込(WEB)　[学校見学会]7/29(土) 要申込(WEB)

有
未定
※個別に案内状を送付

[学校説明会(来校型+ｵﾝﾗｲﾝ)]5/13(土)6/3(土)9/2(土)10/14(土) 14:00～
[入試対策説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]11/11(土)12/23(土) 14:00～　[入試直前ﾐﾆ個別相談会(来校型)]1/6(土)　※すべて要申込(WEB)

千代田
区 三輪田学園

03(3263)7801
女 中 LINE Instagram Twitter 9/30･10/1 三輪田祭 受･保 要

[学校見学会]5/13･20，6/10，7/1　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24，9/18
[入試問題にﾁｬﾚﾝｼﾞ]小6対象10/28，12/2，小5対象2/17

有
5/19(金) 11:15～ 自校(希望者に録画配
信) 要予約　※案内状を送付･HP掲載

[学校説明会]6/24，7/22，11/4 13:30～，9/18 9:30～･13:00～，帰国7/22 15:00～，生徒主催8/26 10:00～
[ﾃｰﾏ別説明会]6/15，7/4，9/5 10:30～　[入試説明会]10/14，11/25，12/24 10:00～，1/13 10:30～ 12月以降は小6対象

ム 練馬区 武　蔵
03(5984)3741

男 中 4/29･30 記念祭 ○ 不要 有
2023年は3/23(木)に終了
※個別に案内状をメール

[学校説明会]6/10(土)10/7(土)11/11(土)11/12(日) 自校 要予約(WEB)
※詳細は決定次第，学校ＨＰで案内

北区 武蔵野
03(3910)0151

共 高 Instagram Facebook YouTube 10/28･29 文化祭 受･保 不要 有 6/22(木) 11:00～ 自校講堂 要予約
[学校説明会]8/5(土)8/26(土)9/30(土)10/14(土)11/11(土)11/25(土)12/2(土)12/9(土)12/23(土)，
文化祭10/28(土)10/29(日)

北区 武蔵野
03(3910)0151

共 中 Instagram Facebook YouTube 10/28･29 文化祭 受･保 不要
[体験ｲﾍﾞﾝﾄ]5/27(土)7/29(土)9/2(土)12/23(土)，
文化祭10/28(土)10/29(日)

有 6/22(木) 11:00～ 自校講堂 要予約 [学校説明会]6/10(土)7/22(土)9/17(日)10/7(土)11/4(土)11/18(土)1/13(土)

西東京
市 武蔵野大学

042(468)3256
共 高 Facebook YouTube 10/28・29 樹華祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 14:00～　[部活動体験]7/18(火)の週
[授業体験会]8/19(土) 14:00～　[入試対策会]12/2(土) 14:00～

有 7/5(水) 11:00～ 自校 要予約 [説明会]10/21(土)11/18(土) 14:00～　[個別相談会]11/25(土)12/9(土) 14:00～

西東京
市 武蔵野大学

042(468)3256
共 中 Facebook YouTube 10/28・29 樹華祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/6(土)7/1(土)9/30(土) 14:00～　[部活動体験]7/18(火)の週
[授業体験会]8/19(土) 10:00～　[入試対策会]11/23(祝) 10:00～

有 7/5(水) 11:00～ 自校 要予約 [ﾐﾆ説明会]1/13(土) 10:00～

千代田
区

武蔵野大学附属
千代田 03(3263)6551

共 高 10/21･22 藤華祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/27(土)6/17(土)9/16(土)
[体験授業]7/15(土)8/26(土)　[入試対策会]11/26(日)

有
5/25(木)9/28(木) 12:30～ 自校
要予約(ＷＥＢ)

[入試説明会]10/14(土)11/11(土)　[個別相談会]12/2(土)

小金井
市 武蔵野東

042(384)4311
共 中 Facebook Twitter YouTube 11/11･12 学園祭 未定 未定

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/8，9/16，10/14，11/18　[ｻｲｴﾝｽ探検隊]10/14，11/18
[入試対策講座]12/2･9，1/6　[EE入試体験講座]12/9，1/13

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]7/8(土)9/16(土)10/14(土)11/18(土)12/2(土)1/6(土) 14:00～，12/9(土) 9:30～ 自校 要予約(WEB)
[ﾐﾆ説明会]1/13(土) 10:00～11:30 自校 要予約(WEB)

メ 港区 明治学院
03(5421)5011

共 高 9/23(祝) オリーブ祭 受･保 未定 無 [学校説明会]7/22(土)8/5(土)10/7(土)11/18(土)12/2(土) 14:30～16:30

東村山
市 明治学院東村山

042(391)2142
共 高 11/3･4 ヘボン祭 ○ 要[WEB] [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/17(祝) 要予約 有 5/17(水)9/11(月) 要予約

[学校説明会]10/7(土) 10:00～･14:00～，10/28(土)11/18(土)12/2(土)1/20(土) 14:00～ 要予約
※1/20以外は推薦入試のための個別相談会を実施

東村山
市 明治学院

042(391)2142
共 中 11/3･4 ヘボン祭 ○ 要[WEB] [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/17(祝) 要予約　[ｸﾗﾌﾞ体験会]11/25(土) 要予約 有 5/17(水)9/11(月) 要予約

[学校説明会]5/27(土)6/24(土)9/9(土)10/14(土)12/9(土)1/13(土) 14:00～，11/15(水) 10:00～ 要予約
※11/15は授業見学あり

中野区
明治大学付属
中野 03(3362)8704

男 高 9/23･24 櫻山祭 ○ 要[ＷＥＢ] [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)10/21(土) 8:45～11:35 要予約(WEB) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]5/20(土)10/8(日)11/26(土) 9:30～11:30･14:00～16:00 自校第二体育館 要予約(WEB)

中野区
明治大学付属
中野 03(3362)8704

男 中 9/23･24 櫻山祭 ○ 要[ＷＥＢ] [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)10/21(土) 8:45～11:35 要予約(WEB) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]6/3(土)10/9(祝)11/25(土) 9:30～11:30･14:00～16:00 自校第二体育館 要予約(WEB)
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

メ
八王子
市

明治大学付属中野八王子
(2024～明治大学付属八
王子) 042(691)0321

共 高 9/23･24
戸富貴祭
文化の部

○ 要[ＷＥＢ] [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/7(土)11/25(土) 午前 要予約(WEB) 有 6/12(月) 10:00～ 講堂 要予約(ＷＥＢ) [学校説明会]8/25(金)10/7(土)11/25(土) 午後 自校 要予約(WEB)

八王子
市

明治大学付属中野八王子
(2024～明治大学付属八
王子) 042(691)0321

共 中 9/23･24
戸富貴祭
文化の部

○ 要[ＷＥＢ] [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10(土)10/28(土)11/18(土) 午前 要予約(WEB) 有 6/12(月) 10:00～ 講堂 要予約(ＷＥＢ) [学校説明会]6/10(土)10/28(土)11/18(土) 午後，8/26(土) 午前 自校 要予約(ＷＥＢ)

調布市
明治大学付属
明治 042(444)9100

共 高 9/23･24 紫紺祭 未定 未定
[施設見学会]5/20(土)6/17(土)7/29(土)8/26(土)12/25(月)
10:00～12:00･13:30～15:30 要予約(WEB)

有
6/27(火) 10:40～11:50 自校
※個別に案内状を送付･学校HPで案内

[学校説明会]9/9(土) 14:00～15:20，10/21(土) 10:00～11:50･14:00～15:50，
11/18(土) 10:30～11:50･14:00～15:20 要予約(ＷＥＢ)

調布市
明治大学付属
明治 042(444)9100

共 中 9/23･24 紫紺祭 未定 未定
[施設見学会]5/20，6/17，7/29，8/26の各土曜，12/25(月) 10:00～･13:30～
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24　[学校体験(小6)]7/21 ※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
6/27(火) 10:40～11:50 自校
※個別に案内状を送付･学校HPで案内

[学校説明会]9/7(木) 10:30～11:50，10/7(土) 10:00～11:50･14:00～15:50，11/4(土) 10:30～11:50･
14:00～15:20　[入試対策説明会(小6対象)]12/2(土) 10:00～11:50･14:00～15:50　※すべて要予約(ＷＥＢ)

府中市 明　星
042(368)5201

共 高 YouTube 10/7･8 明星祭 ○ 未定 有
6月上旬以降，動画配信
(受験生･保護者対象説明会に参加可)

[学校説明会]7/29(土)8/26(土)9/16(土)10/28(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～15:00 要予約(WEB)

府中市 明　星
042(368)5201

共 中 YouTube 10/7･8 明星祭 ○ 未定
[ﾐﾆ説明会･体験授業]5/27(土)6/24(土)7/22(土) 14:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22(土) 14:00～　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
6月上旬以降，動画配信
(受験生･保護者対象説明会に参加可)

[学校説明会]5/20(土)6/10(土)9/9(土)10/14(土)11/18(土)12/9(土)1/6(土) 14:00～15:00 要予約(WEB)
[ミニ説明会＆体験授業]5/27(土)6/24(土)

東村山
市 明　法

042(393)5611
共 高 YouTube Facebook LINE 9/23･24 明法祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/17(祝) 10:00～ 要予約(WEB) 有

6/15(木)6/30(金)10/12(木)
10/17(火) 10:30～ 要予約

[学校説明会]7/29(土)8/26(土) 14:00～，8/5(土)8/12(土)9/23(祝･明法祭) 10:00～，10/28(土)11/5(日)11/18(土)
11/25(土) 15:00～ 要予約(WEB)　[個別相談]9/24(日･明法祭)　[個別受験相談会]12/1～4･6･9･16･23，1/6 要予約(WEB)

東村山
市 明　法

042(393)5611
男 中 YouTube Facebook LINE 9/23･24 明法祭 ○ 不要

[体験会]ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ6/17，11/26，理科実験7/22，GSP10/14，
部活動11/4，入試12/24，適性検査入試1/13 要予約(WEB)

有
6/15(木)6/30(金)10/12(木)
10/17(火) 10:30～ 要予約

[学校説明会]5/13(土)6/17(土)9/9(土)10/14(土)11/4(土) 14:30～，7/22(土) 16:30～，11/26(日) 10:00～，
初回者限定1/27(土) 10:00～　[入試傾向説明会]12/24(日) 9:00～，1/13(土) 14:30～　※すべて要予約(WEB)

目黒区 目黒学院 03(3711)6556 共 高 9/9･10 梧林祭 受･保 不要 [学校説明会･夏季ﾐﾆ説明会]決まり次第，学校HPに掲載　[個別相談会]9/9･10(土日･梧林祭)に随時開催

目黒区 目黒学院 03(3711)6556 共 中 9/9･10 梧林祭 受･保 不要 [学校説明会]決まり次第，学校HPに掲載　[個別相談会]9/9･10(土日･梧林祭)に随時開催

目黒区 目黒日本大学
03(3492)3388

共 高 LINE YouTube 6/17･18 すずかけ祭 受･保 チケット制 未定 [学校説明会]7/29(土)8/27(日)9/30(土)10/28(土)11/18(土)12/2(土)

目黒区 目黒日本大学
03(3492)3388

共 中 LINE YouTube 6/17･18 すずかけ祭 受･保 チケット制 [学校公開]8/26(土) 未定 [学校説明会]6/24(土)9/16(土)10/21(土)11/25(土)12/16(土)

新宿区 目白研心
03(5996)3133

共 高 Instagram Twitter Facebook 9/16･17 桐陽祭 未定 未定 有
6/13(火) 10:30～ 自校研心館ﾎｰﾙ
要申込(WEB)　※個別に案内状を送付

[高校説明会]6/17(土)9/30(土)10/28(土)11/25(土)12/2(土) 14:00～，
7/29(土)8/26(土) 10:00～･14:00～ 要予約(WEB)

新宿区 目白研心
03(5996)3133

共 中 Instagram Twitter Facebook 9/16･17 桐陽祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/15(土) 10:30～　[授業見学会]11/14(火) 10:30～
[入試体験会]12/23(土) 13:30～　※すべて要予約(WEB)

有
6/13(火) 10:30～ 自校研心館ﾎｰﾙ
要申込(WEB)　※個別に案内状を送付

[中学校説明会]5/13(土)6/10(土)8/23(水)1/13(土)3/23(土) 10:30～，10/14(土)11/4(土) 14:00～ 要予約(WEB)
※1/13は小6のみ

ヤ 目黒区 八雲学園
03(3717)1196

共 高 LINE 10/7･8 文化祭 受･保 要[WEB] 有 9/1(金) 10:30～
[学校説明会]6/17(土)7/1(土)9/16(土)10/28(土)11/4(土)11/25(土)12/2(土) 10:00～11:15，
8/26(土) 14:00～15:15 要申込(WEB)　※各回40組(1組2名まで)

目黒区 八雲学園
03(3717)1196

共 中 LINE 10/7･8 文化祭 受･保 要[WEB] 有 9/1(金) 10:30～
[学校説明会]6/3(土)6/24(土)7/15(土)7/29(土)8/26(土)9/9(土)9/17(日)9/30(土)10/22(日)11/11(土)
12/16(土)1/6(土)1/17(水) 10:00～ 要申込(WEB)　※各回40組(1組2名まで)，日曜は150組

墨田区 安田学園
03(3624)2666

共 高 9/9･10 安田祭 未定 未定 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会(中3対象)]9/2(土)9/30(土)10/21(土) 9:00～･10:00～･14:30～，
11/18(土)11/25(土) 14:30～･15:50～，12/2(土) 9:00～･10:00～ 要予約

墨田区 安田学園
03(3624)2666

共 中 9/9･10 安田祭 未定 未定 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]5/27，6/24，9/16，10/7の各土曜 6年9:00～･4～6年10:00～･14:30～，7/15(土) 14:00～，10/28(土) 6年14:30～･
4～6年15:30～，11/3(祝) 6年9:00～･4～6年10:00～，12/2(土) 14:30～･15:50～，1/6(土) 13:00～･14:20～ 要予約

港区 山脇学園
03(3582)5937

女 中 LINE Instagram Facebook 9/16･17 山脇祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 14:00～17:00，8/26(土) 9:00～12:30
要予約

有
5/31(水)10:30～，9/27(水)10:20～
YAMAWAKIﾎｰﾙ 要予約

[入試対策説明会＆校内見学会(小6対象)]10/14(土)1/13(土) 9:00～，11/4(土)12/16(土) 13:30～
※11/4，12/16，1/13は小5以下対象の学校説明会＆校内見学会同時開催　[ﾅｲﾄ説明会]5/24(水)7/12(水) 17:30～

リ 豊島区 立教池袋
03(3985)2707

男 高 Instagram Twitter Facebook 11/2･3 Ｒ.Ｉ.Ｆ. ○ 不要
[ﾐﾆ校舎見学会]長期休暇中を含めて学校が指定する日時
(学校HPで告知)

無
[入試学校説明会]6/3(土)7/8(土)10/14(土) 13:00～ 要予約(WEB)　※ﾐﾆ体験授業･個別相談あり
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]9/6(水) 18:30～ 要予約(WEB)　[個別相談(文化祭)]11/2(木)11/3(祝) 予約不要　※詳細は学校ＨＰに掲載

豊島区 立教池袋
03(3985)2707

男 中 Instagram Twitter Facebook 11/2･3 Ｒ.Ｉ.Ｆ. ○ 不要
[ﾐﾆ校舎見学会]長期休暇中を含めて学校が指定する日時
(学校HPで告知)

無
[入試学校説明会]6/3(土)7/8(土)10/14(土) 13:00～ 要予約(WEB)　※ﾐﾆ体験授業･個別相談あり
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]9/6(水) 18:30～ 要予約(WEB)　[個別相談(文化祭)]11/2(木)11/3(祝) 予約不要　※詳細は学校ＨＰに掲載

杉並区 立教女学院
03(3334)5103

女 中 10/27･28 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ祭 受･保 要
[校内見学会]6/17(土) 学校説明含む，
9/2(土)11/18(土) 個別相談含む 定員制･要予約(WEB)

有 5/24(水) 10:30～ 自校 要予約(ＷＥＢ)
[ﾐﾆ学校説明会]5/10(水)5/17(水)6/21(水) 10:30～ 定員制･要予約(WEB)　[生徒会による学校説明会]7/15(土) 午前･午後
定員制･要予約(WEB)　[入試科目説明会(一般生･帰国生対象)]9月下旬に動画配信 要予約(WEB)

墨田区 立志舎
03(5608)1033

共 高 Twitter 9/16･17 学園祭 受･保 不要
[体験ｾﾞﾐ学習]8/22，9/24，10/15，11/12･19，
12/3･10･17･24，1/8　10:00～ 自校１号館

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可(要望があれば随時実施)

[学校説明会]5/21，6/18，7/1･23･30，8/6･20･27，9/10･16，10/9･15･29，11/12･19･26，12/3･10･17･24，1/14，2/4･18
10:00～ ｱﾙｶﾀﾜｰｽﾞ校舎　[個別相談会]5/13，6/3･24，12/2･16･23，1/27，2/3･24，3/9･23 10:00～15:00 自校1号館

大田区
立正大学付属
立正 03(6303)7683

共 高 Facebook YouTube Twitter 9/30･10/1 立正祭 受･保
不要[一般
ﾁｹｯﾄ制]

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]7/1(土)9/2(土)11/25(土) 14:00～，10/21(土) 10:00～･14:00～，12/3(日) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

大田区
立正大学付属
立正 03(6303)7683

共 中 Facebook YouTube Twitter 9/30･10/1 立正祭 受･保
不要[一般
ﾁｹｯﾄ制]

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土) 9:00～　[授業見学]9/9(土) 10:00～　[入試問題解
説会]12/2(土) 14:00～，12/16(土) 9:30～　※すべて要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]6/24(土)10/7(土)11/4(土)12/2(土)1/13(土) 14:00～，9/9(土) 10:00～，12/16(土) 9:30～ 自校
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]6/1(木)7/21(金)8/22(火)11/29(水) 19:00～　※すべて要予約(WEB)

ワ 町田市 和　光
042(734)3403

共 高 11/4･5 和光祭 ○ 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/27(日) 要予約(ＷＥＢ) 有 実施予定あり
[学校説明会]7/15(土)8/5(土)8/19(土) 10:00～，8/5(土)8/19(土) 13:00～，
10/14(土)11/11(土)11/18(土)11/25(土) 14:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)

町田市 和　光 042(734)3402 共 中 LINE 11/3･4 和光祭 ○ 不要
[授業公開]6/17(土) 午前 要予約(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 要予約(WEB)

無 [学校説明会]10/7(土)12/10(日)1/13(土) 午前･午後 要予約(WEB)

新宿区 早稲田
03(3202)7674

男 中 9/30･10/1 興風祭 未定 未定 未定
[学校説明会]8/26(土)8/27(日) 学校説明会9:00～15:00 要予約，個別相談会10:00～16:00 要予約，
施設見学会9:00～16:00 予約不要 自校

国分寺
市 早稲田実業学校

042(300)2121
共 高 10/7･8 いなほ祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/15(土) 10:00～ [学校説明会]10/21(土)10/22(日) 13:00～･14:20～

国分寺
市 早稲田実業学校

042(300)2121
共 中 10/7･8 いなほ祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土) 10:00～ [学校説明会]10/21(土)10/22(日) 9:30～･10:50～

練馬区
早稲田大学
高等学院 03(5991)4210

男 高 10/7･8 学院祭 ○
[学校見学]学校WEBｻｲﾄの見学可能日 9:00～16:30
予約不要(受付あり)

[学校説明会]9/17(日)10/29(日) 14:00～15:30，9/18(祝)10:00～11:30　※開催方法は確定次第，学校WEBｻｲﾄに掲載

練馬区
早稲田大学
高等学院中学部 03(5991)4210

男 中 11/11(土) 学習発表会 ○
[学校見学]学校WEBｻｲﾄの見学可能日 9:00～16:30
予約不要(受付あり)

[学校説明会]6/18(日)9/17(日)10/29(日) 10:00～11:20　※開催方法は確定次第，学校WEBｻｲﾄに掲載

千代田
区 和洋九段女子

03(3262)4161
女 高 LINE Facebook YouTube 9/30･10/1 文化祭 受･保 要 [個別見学]随時実施 要予約(ＴＥＬ･ﾒｰﾙ) [入試個別相談･説明会]7/14(金) 19:00～，10/7(土) 14:00～ 自校 要予約(ＷＥＢ)

千代田
区 和洋九段女子

03(3262)4161
女 中 LINE Facebook YouTube 9/30･10/1 文化祭 受･保 要

[授業体験会]7/29(土)，PBL型6/24(土)9/9(土) 6月はｸﾗﾌﾞ体験可
[入試対策勉強会(小６)]10/28，11/4･25，1/13　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]5/27(土)10/14(土)1/13(土)，ミニ6/24(土)7/29(土)，新小5･6対象2/24(土)　[入試説明会･ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(小６)]
12/17(日)　[校舎見学会]5/6･13,6/3,7/22,8/5,9/2,10/28,11/25,12/2･23,1/20の各土曜　※すべて要予約(WEB)

- 11 -


