
日付 電話番号

男 足立学園 1/18(土) 入試直前対策 14:00 03-3888-5331

1/11(土) 入試説明会 13:30

1/17(金) ナイト説明会 18:00

共 浦和実業学園 1/5(日) 午前のミニ説明会 10:00 048-861-6131

共 穎明館 1/11(土) 学校説明会(入試直前説明会) 10:00 042-664-6000

女 江戸川女子 1/11(土) 学校説明会 10:00 03-3659-1241

共 桜美林 1/11(土) 入試説明会 14:00 042-797-2668

女 大妻多摩 1/5(日) 入試模擬体験 9:30 042-372-9113

女 大妻中野 1/5(日) 入試問題説明会 9:30 03-3389-7211

① 10:00

② 14:00

別
かえつ有明
※2020年度より共学化

1/15(水) 学校説明会 10:00 03-5564-2161

女 神奈川学園 1/11(土) 学校説明会 10:30 045-311-2961

共 神奈川大学附属 1/11(土)、18(土) 学校説明会 10:30 045-934-6211

1/11(土)、18(土) 直前説明会 10:00

1/11(土) 体験！自己アピール型入試 11:30

女 北鎌倉女子学園 1/11(土) 学校説明会 10:00 0467-22-6900

入試問題説明会 10:00

① 14:00

② 15:00

過去問を使った模擬体験講座
(合科型入試 論述チャレンジ）

14:00

入試説明会 10:30

理科体験授業＋入試相談 14:00

1/18(土) 入試直前相談会 9:00

① 9:00

② 10:00

③ 13:00

④ 14:30

⑤ 16:00

1/13（月・祝) 学校説明会 10:00

学校説明会

入試直前個別相談会

女 恵泉女学園 1/9(木) 入試説明会 10:00 03-3303-2115

女 光塩女子学院 1/11(土)、25(土) 校内見学会 10:30 03-3315-1911

女 晃華学園 1/11(土) 学校見学会 10:00 042-482-8952

共 工学院大学附属 1/11(土) 学校説明会(入試対策説明会) 14:00 042-628-4914

男 攻玉社 1/11(土) 入試説明会 10:20 03-3493-0331

1/19(日)

1/25(土)

1/10(金) 適性検査型入試イブニング説明会 18:30

1/12(日) 入試体験会 10:00

適性検査型入試プレテスト 8:30

学校説明会 10:00
女 佼成学園女子 1/11(土)

[予] [校] [相]
03-3300-2351

[予] [校] [相]

03-3263-3011
[予] [履] [校] [授] [相]

男 佼成学園
[予] 6年生対象

03-3381-7227
[予] 6年生対象。学校説明会あり

6年生対象

女 麴町学園女子 入試直前！学校説明会 10:30
[予] [履] [校] [相]

03-3946-4451

[予] [履] [相] 6年生対象

[予] [授] 6年生対象。ミニ説明会あり

[予] [履] [相] ミニ説明会あり

[予] [相] 思考力セミナーあり

女 国本女子 03-3416-4722

[予] 4年生以上対象

男 京華 1/5(日) 9:00
[相] プレ入試体験あり

入試相談・個別相談1/6(月）～25(土)
[予] 1/21、22は除く
1/13は④と⑤のみ、1/15は①～④の実施

女 共立女子第二
1/11(土)

[予] [履] [校] [相] 

042-661-9952[予] [履] 5年生以下対象

[予] 初めて来校する方対象

女 共立女子 1/18(土)

[予] 6年生対象

03-3237-2744

過去問を使った模擬体験講座
(インタラクティブ入試　インタラクティブ
チャレンジ）

[予] 6年生対象。保対象説明会あり

[予] 5年生対象。保対象説明会あり

[予] 6年生対象。保対象説明会あり

共 関東学院六浦
[予] [校] [相]

045-781-2525
[予] 5年生以上対象

03-3941-9548

[予] [校] [相]

[予] [校] [相] 説明会初参加の方対象

[予] [校] [相]

[予] [履] [校] [相]

[予] [校] 初めて来校する6年生対象

[履] [相] 6年生対象。入試体験あり(要予約)

共 開智日本橋学園 1/11(土) 学校説明会

[予] [校](要予約) [相] 6年生対象

か
行

首都圏･その他の東日本 1/5p

【1月】　学校行事スケジュール

【表の見方】[予]:要予約、[履]:上履き持参。メインの行事のほかに「校内見学」「授業見学」「入試相談コーナー」「体験授業｣が用意されている場合は、
　　　　　　　  それぞれ [校]、[授]、[相]、[体]と表示しています。

・各行事は基本的に「保護者・生徒」を対象としたもの。何らかの制限がある場合は、保対象(保護者対象) などと記しています。
・予約を必要とするものについて…電話、ファックス、往復はがき、ホームページなど予約方法はさまざまです。それぞれの学校にご確認ください。
・日時や行事の内容は変更になる場合があります。お出掛けの際は必ず各学校にご確認ください。
・すでに満席になっている行事もありますが、空席が生じるなどして募集が再開されることがあります。学校ホームページなどでご確認ください。

学校説明会、見学会、体験授業
学校名 行事名 開始時刻 備考

[予]

[予] 日本語4技能入試の模擬体験あり

あ
行

[予] 6年生対象。入試のタイプ別に対策講座を実施
保対象説明会あり

女 跡見学園

03-3662-2507

[予]

[予] [校] [授] [相]

[予] [校]



日付 電話番号

別 国学院大学久我山 1/18(土) 学校説明会 13:30 03-3334-1151

共 国士舘 1/11(土) 入試説明会 14:00 03-5481-3114

共 駒込 1/12(日) 合格力UP入試トライアル 10:00 03-3828-4141

1/18(土) 小学4・5年生対象学校見学会 10:30

1/25(土) 校長個別相談会 10:00

プログラミング入試体験会 9:30

適性検査型入試体験＆説明会 14:00

プチセツ 10:00

ナイト説明会 19:00

共 佐野日本大学中等教育学校 1/19(日) 入試説明会 10:00 0283-25-0111

1/9(木)ほか ミニ入試説明会 10:00

1/18(土) 探究入試説明会 10:00

共 実践学園 1/11(土) 入試説明会（入試体験会） 14:00 03-3371-5268

女 実践女子学園 1/11(土) 入試説明会 10:00 03-3409-1771

① 9:40

② 13:30

1/11(土) 5・6年生の保護者向け入試説明会 10:00

1/16(木) 入試ミニ説明会 10:00

1/23(木) 4年生以下の方向け説明会 10:00

1/11(土) 入試直前学習会 10:00

学校説明会 10:00

個別相談会 11:10

① 10:00

② 14:00

① 15:45

② 16:15

共 湘南学園 1/11(土)、18(土) 入試直前学校見学・ミニ説明会 10:00 0466-23-6611

女 昭和女子大学附属昭和 1/11(土) 学校説明会(入試直前対策) 10:00 03-3411-5115

1/11(土) 9:30

1/18(土) 10:00

1/11(土) JSGプレシャス説明会 11:00

1/25(土) ミニ説明会・個別相談 10:00

男 逗子開成 1/25(土) 土曜見学会 10:00 046-871-2062

男 聖学院 1/11(土) 学校説明会 10:30 03-3917-1121

男 成城 1/11(土) 学校説明会 10:30 03-3341-6141

共 成城学園 1/6(月) ミニ学校説明会 10:00 03-3482-2104

女 聖セシリア女子 1/21(火) 学校見学会 10:00 046-274-7405

共 青稜 1/9(木) 入試個別相談 10:30 03-3782-1502

共 専修大学松戸 1/5(日) 学校説明会 14:00 047-362-9102

1/11(土) 学校説明会 10:00

1/15(水)、23(木) 捜真クルーズ 14:00

1/8(水) 入試説明会 14:00

1/9(木) ミニ入試説明会 13:30

共 玉川学園 1/16(木) 学校説明会 10:00 042-739-8931

適性検査型入試説明会 10:00

学校説明会 14:00

1/18(土)、25(土) ミニ説明会 10:00

共 多摩大学附属聖ヶ丘 1/11(土) 学校説明会「入試ワンポイント講座」 14:00 042-372-9393

1/10(金) 19:00

1/11(土) 10:00

[予]

共 多摩大学目黒 学校説明会 03-3714-2661
[授]

玉川聖学院
1/11(土)

03-3702-4141

[予] [校]

045-491-3686
[予] [校] [授]

男 高輪
[予] [校] [相]

03-3441-7201
[予] 6年生対象

[予] [授](一般クラス)

女
[予] [校] [相]

[予]

保対象

[予] 説明会初参加の6年生対象

女 捜真女学校
[予] [相] 6年生対象。入試対策講座あり

03-3917-5377
[予] 5年生以下対象

[予]

[予] クラブ見学あり

[予] [校] [相] 思考力セミナーあり

[予] [校] [授] [相] 6年生対象

[予] 説明会初参加の6年生対象

[予] [校] [相]

女 女子聖学院

入試担当教師による直前アドバイス [予] 6年生対象

03-3918-6451

女 頌栄女子学院 1/17(金)ほか 校内案内 [予] 1/20、24にも同時刻に実施 03-3441-2005

淑徳巣鴨 1/12(日) 入試対策説明会 [予]共

1/17(金)

自修館中等教育学校
[予] [校] [授] [相] 1/15、25にも同時刻に実施

共 秀明八千代

[予] 6年生対象

047-450-7001
1/25(土)

[予] [授] 6年生対象

[予] 11:10～11:50の間で10分置きに実施

[予] [授] [相] [体](4・5年生対象)

[予] [校] [相] 5年生以上対象

女 品川女子学院

1/4(土)、6(月) 冬期休暇中ミニ説明会・校舎見学
[予] 4年生以上対象

[予] [履]

共

042-350-7123
[予]

首都圏･その他の東日本 2/5p

学校説明会、見学会、体験授業
学校名 行事名 開始時刻 備考

03-3474-4048

[予]

[予] 4年生以下も参加可

[予]

[予] [校]

0463-97-2100
[予] [校] [相]

さ
行

女 相模女子大学中

[予] 6年生対象

042-742-1442
[予]

[予]

小田急センチュリーホテル相模大野

1/11(土)

[予] [校]

[予] [校] [相] 6年生対象

[予] [校] [相] 5年生以上対象。保対象説明会あり

女 駒沢学園女子
[予](当日受付可) [授] [相]

か
行

た
行



日付 電話番号

① 9:00

② 10:00

③ 11:00

1/11(土) 入試直前説明会 10:00

1/25(土) ミニ説明会 10:00

共 帝京大学系属帝京 1/11(土) 直前！入試問題説明会 13:30 03-3963-6383

入試学校説明会
(帝京大学中学基本情報)

13:00

親子で受ける！4科目過去問対策授業 14:00

女 田園調布学園 1/9(木) 入試直前学校説明会 19:30 03-3727-6121

共
東海大学付属
高輪台高等学校中

1/12(日) 学校説明見学会 10:00 03-3448-4011

1/11(土)ほか ミニ学校説明会 10:00

1/12(日) 学校説明会 10:00

1/5(日) 入試体験会 9:00

1/11(土) 入試個別相談会 13:00

女 東京女子学園 1/11(土)ほか 予約制個別相談 14:00 03-3451-0912

① 10:00

② 13:00

1/19(日) 学校説明会 10:00

1/6(月) 学校説明会(入試体験) 14:30

1/18(土) 学校説明会 10:00

① 10:00

② 10:30

男 東京都市大学付属 1/18(土) 「授業見学ができる」土曜ミニ説明会 10:00 03-3415-0104

共
東京農業大学
第一高等学校中

1/12(日) 説明会 10:00 03-3425-4481

女 桐朋女子 1/11(土) 学校説明会 14:00 03-3300-2116

共 東洋大学京北 1/11(土) 学校説明会 15:00 03-3816-6211

男 藤嶺学園藤沢 1/25(土) ファイナル説明会 10:30 0466-23-3150

1/11(土) 算数勉強教室＆学校説明会 14:30

1/18(土) ミニ見学会 10:30

1/25(土) 初めての方対象説明会 14:30

男 獨協 1/12(日) 学校説明会 10:00 03-3943-3651

① 10:00

② 13:30

1/18(土)
入試体験・入試説明会
〜実戦練習 適性検査I・II・III〜

9:30

1/25(土)
入試体験・入試説明会
〜国語・算数直前対策〜

9:30

共 二松學舍大学附属柏 1/11(土) 学校説明会 9:30 04-7191-5242

1/12(日) 学校説明会 10:00

1/17(金) 平日説明会(ミニ説明会) 10:30

1/25(土) 直前説明会(ミニ説明会) 10:30

① 14:00

② 14:30

③ 15:00

④ 15:30

共 日本大学第二 1/11(土) 学校説明会 14:00 03-3391-0223

共 日本大学第三 1/11(土) 入試説明会 13:45 042-789-5535

入試説明会

入試解法ミニ講座

1/12(日) 学校説明会 10:00

1/18(土)、25(土) 学校見学会 10:00

な
行

女 中村

[予] [校] [相] 5年生以上対象

03-3642-8041

[予] [校] [相] 6年生対象

[校] [相]

共 日本工業大学駒場

[校] [相]

03-3467-2130

共 日本大学第一 1/11(土) 入試直前相談会 [予] 03-3625-0026

03-3943-2161
[予] [履] 5年生以上対象

女 日本大学豊山女子
[予] [校] [相] 6年生対象

03-3934-2341
[予] [授] [相] 6年生対象

[予] [校] [相] クラブ見学あり

[予] [校] [相]

男 日本大学豊山 1/11(土) 14:00
[予] [履] [相] 保対象

03-3713-8161[予] [授]

[予]

[予] [校] 説明会初参加の方対象

共 ドルトン東京学園 1/11(土) 入試対策 [予] 6年生対象 03-5787-7945

[予] [校] [相]

[予] [校](要上履き) 東京農業大学百周年記念講堂

[予] [校] [相] 終了後、帰国生対象説明会あり

[予] [校] [相]

[履]

女 トキワ松学園

[予] [校] 5年生以上対象。保対象説明会あり

共 東京都市大学等々力 1/12(日) 学校説明会 [予] [校]

女 東京純心女子
[予] 6年生対象。保対象プログラムあり

042-691-1345
[予]

03-5962-0104

03-3911-7109[予] [校] 出題傾向説明会。思考力入試について

[予] [校]

共 東京電機大学中
[予] 6年生対象

0422-37-6441
[予] 5年生以下対象

[予] [校] 1/18、25にも同時刻に実施

共 東京成徳大学中
1/7(火) 入試説明会

[予] [校] 出題傾向説明会。4 科入試について

共 鶴見大学附属 045-581-6325

[予] [校] [授] [相] 1/17、25にも同時刻に実施
スクールランチ体験あり(有料)

共 帝京大学中 1/5(日)
[予] 初めて来校する方対象

042-676-9511

[予]

[予] [相] 6年生対象。入試体験あり

[予] [相] [体] プレテストあり。食堂利用可

03-3961-0748

[予]

女 東京家政大学附属女子

共 千葉明徳 1/11(土) 個別相談会 [予] [授] 6年生対象 043-265-1772

首都圏･その他の東日本 3/5p

学校説明会、見学会、体験授業
学校名 行事名 開始時刻 備考

た
行



日付 電話番号

共 都立富士高等学校附属 1/14(火)ほか 学校見学 16:30 03-3382-0601

女 不二聖心女子学院 1/19(日) 首都圏説明会 午前 055-992-0213

女 富士見 1/18(土) 学校説明会 10:30 03-3999-2136

女 富士見丘 1/11(土) 学校説明会・チャレンジ体験入試 13:00 03-3376-1481

女 普連土学園 1/11(土) 入試解説会 10:00 03-3451-4616

共 文化学園大学杉並 1/11(土) 入試説明会 14:00 03-3392-6636

① 10:00

② 13:30

1/19(日) 何でも相談会(学校説明会) 10:00

1/11(土) 入試問題対策説明会 14:00

1/15(水) ミニ説明会 10:30

1/25(土) 授業公開デー 11:00

1/11(土) 14:30

1/18(土) 14:30

1/25(土) 新入試説明会 10:30

1/10(金) はじめての聖園女学院 9:30

総合力テスト勉強会 9:15

授業見学会 10:00

共 都立三鷹中等教育学校 1/11(土)、25(土） 土曜授業公開 8:40 0422-46-4181

1/11(土) 入試説明会 10:30

1/21(火) ミニ学校説明会 10:30

共 武蔵野大学中 1/11(土) 学校ミニ説明会 10:00 042-468-3256

共 明治学院 1/11(土) 学校説明会 14:00 042-391-2142

男 明法 1/18(土) 入試体験会（適性型）・学校説明会 14:30 042-393-5611

1/11(土) 入試説明会・プレ入試 10:00

1/25(土) ミニ説明会 10:00

女 目黒星美学園 1/19(日) 入試直前説明会 10:00 03-3416-1150

共 目黒日本大学中 1/11(土) 学校説明会 14:30 03-3492-3388

共 目白研心 1/11(土) 学校説明会 10:30 03-5996-3133

共 森村学園 1/11(土) ミニ説明会 10:30 045-984-2505

共 八雲学園 1/9(木) ミニ説明会 10:00 03-3717-1196

共 安田学園 1/11(土) 入試学校説明会 14:30 03-3624-2666

共 山手学院 1/11(土) 入試直前説明会 10:00 045-891-2111

女 山脇学園 1/11(土) 入試対策説明会・学校説明会 9:00 03-3585-3911

男 横浜 1/11(土) 入試直前説明会 10:00 045-781-3395

女 横浜女学院 1/11(土) 学校説明会「入試体験」 8:30 045-641-3284

1/7(火) プレ入試体験会 9:00

学校説明会 10:00

ナイト説明会 19:00

共 立正大学付属立正 1/11(土) 学校説明会・授業見学 10:00 03-6303-7683

共 麗澤 1/11(土) ミニ入試説明会 14:30 04-7173-3700

共 和光 1/11(土)
学校説明会（卒業生が語る和光の魅力
～ようこそ先輩〜)

13:30 042-734-3401

女 和洋九段女子 1/11(土) 入試対策勉強会 10:00 03-3262-4161

女 和洋国府台女子 1/11(土) 学校説明会 10:30 047-371-1120

わ
行

[予] [相] 説明会終了後、「和光中学校物語－秋田学
習旅行編－」を観る会あり

[予] 6年生対象。保対象説明会あり

045-367-4380[校] [授] [相]

[予] 横浜市旭区民文化センター

ら
行

[予]

[予] [校] [相]

や
行

[校] [相]

[予] [校] [相] 終了後、初参加の方対象説明会あり

[予]

[予] [校] [相] 入試対策説明会は6年生対象。帰国生
対象説明会あり

[予] 入試体験は6年生対象

共 横浜富士見丘学園

[予] 保対象説明会あり

1/17(金)

03-3711-6556
[校] [相]

[予] [履] 初めて来校する方対象

[予] [履] [相]

[予] [校]

[予] [履]

[予] [相]

[校] [相]

[予] [校]

[予] 6年生対象

共 宝仙学園

学校説明会

[予] [校] [相] 4科入試・新4科入試について。受験生
向け体感講座あり(4年生以上対象)

03-3371-7109
[予] [校] [相] 公立一貫型入試について。受験生向
け体感講座あり(4年生以上対象)

[予] AAA入試について。プレゼン体験あり(6年生対
象)

ま
行

女 聖園女学院

[予] [校] [授] 初参加の6年生対象

0466-81-3333
1/21(火)

[予] 6年生対象

共 目黒学院
[校] [相]

[予] [校] 6年生対象

女 三輪田学園
[予] [校] [授] 6年生対象

03-3263-7801
[予] [校] [授]

首都圏･その他の東日本 4/5p
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[予] 6年生対象。 2科入試体験あり

03-3946-5301

[校]

共 文教大学付属

[予] [校] [授] [相]

03-3783-5511[校] [授] [相]

[校] [相]

女 文京学院大学女子
1/12(日) 入試解説

学校名 行事名 開始時刻 備考

[予] 1/21、28にも同時刻に実施

[予] 聖心女子大学

[予] [校]

[予] [相] (要予約) 6年生対象

[予] [校](要上履き) [相] 6年生対象

は
行



日付 行事名 備考 電話番号

お 女 大妻多摩 1/17(金) 合唱祭 11:45 16:20 [予] 府中の森芸術劇場 042-372-9113

共 区立九段中等教育学校 1/25(土) 天体観望会 16:45 18:45 [予] 4年生以上対象 03-3263-7190

女 駒沢学園女子 1/11(土) 杖を使って演武しよう(杖道部) 14:00 15:00 [予] 042-350-7123

共 淑徳 1/25(土) 留学コース 比較文化発表会 14:00 16:00 [予] 03-3969-7411

共 湘南学園 1/24(金) 合唱コンクール 10:00 16:00 藤沢市民会館大ホール 0466-23-6611

女 玉川聖学院 1/17(金) 保護者向け「人間学」講座 10:45 12:15 ［予］ 03-3702-4141

女 田園調布学園 1/23(木) 定期音楽会 12:30 16:00 横浜みなとみらいホール 03-3727-6121

め 共 明治学院 1/24(金) ハンドベル定期演奏会 19:00 ― なかのZEROホール 042-391-2142

学校名 開始時刻 終了時刻

か
行

さ
行

た
行

その他

首都圏･その他の東日本 5/5p



日付 電話番号

お 共 近江兄弟社 1/4(土) 学校説明会 14:00 0748-32-3444 

き 共 京都橘 1/11(土) ミニ学校説明会 10:00 075-623-0066

そ 女 相愛 1/11(土) 入試直前対策講座 9:40 06-6262-0621

1/4(土) 9:00

1/5(日)、6(月) 13:00

1/11(土) 土曜個別相談・見学 13:00

1/11(土) 10:00

1/25(土) 14:00

日付 行事名 備考 電話番号

し 女 城星学園 1/25(土) 聖歌合唱コンクール ― ― 06-6941-5977

[予]

その他
学校名 開始時刻 終了時刻

開始時刻 備考

[予] [校] [授] [相]

[予]

の 女 ノートルダム女学院

り 共 履正社学園豊中 入試説明会
[予] [校]

行事名

075-771-0570

[予]

[予]

06-6864-0456

[相]

冬休み個別相談・見学

関西地区･その他の西日本 1/1p
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学校名


