
2022年度　私立中学･高校　学校行事日程・学校説明会開催情報

2022年5月16日現在

神奈川県 「学校行事」の「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

ア 横浜市 青山学院横浜英和 045(731)2862 共 中 LINE YouTube 11/2･3 シオン祭 未定 未定 [ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会]7/9(土) 10:00～･13:00～ 有 5/31(火) 11:00～ 自校 [学校説明会]5/31(火) 14:00～，8/27(土)11/23(祝) 10:00～･14:00～，10/14(金)12/17(土) 10:00～ 自校 要予約

横浜市 浅　野 045(421)3281 男 中 Facebook 9/18･19 打越祭 ○ 未定 [部活動見学体験会(小5以下対象)]3/18(土) 午前 予約不要 無 要望があれば随時実施
[学校説明会]5/17(火)5/19(木)7/2(土)7/6(水)10/8(土)10/15(土) 午後 自校 要申込(WEB)　※10/15は受験生も可
[WEB学校説明会]夏頃公開予定 要申込(WEB)　[WEB入試説明会]10月頃公開予定 要申込(WEB)

小田原
市 旭　丘 0465(24)2227 共 高 Facebook 11/11･12 ｸﾛｰﾊﾞｰ祭 受･保 不要

[見学会･体験入学･ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23，8/27，9/10，10/8･29，11/5･19･
26，12/3･10，1/7の各土曜日 9:00～12:30 自校またはｵﾝﾗｲﾝ 要予約

有
日時未定 自校
※個別に案内状を送付

[説明会]7/23，8/27，9/10，10/8･29，11/5･19･26，12/3･10，1/7の各土曜日 9:00～12:30 自校またはｵﾝﾗｲﾝ 要予約

相模原
市 麻布大学附属 042(757)2403 共 高 YouTube LINE 9/4(日)

翔渕(ｼｮｳｴﾝ)
祭

未定 未定 [見学会]8/27(土)11/5(土)11/19(土)12/3(土)12/10(土) 要予約 有
9/13(火)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/16(日)11/12(土)11/27(日) 自校 要予約
[WEB説明会]8/20(土)9/23(祝)11/3(祝)12/1(土) 要予約

茅ヶ崎
市 アレセイア湘南 0467(87)0132 共 高 Facebook Twitter Instagram 9/9･10 平和祭

9/10
のみ○

不要
[ｷｬﾝﾊﾟｽｶﾞｲﾄﾞ]7/28(木)7/29(金)7/30(土)8/18(木)8/19(金)
8/20(土) 10:00～11：30

有
9/15(木) 10:00～ 自校 要申込
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/22(土)10/29(土)11/19(土)11/26(土) 9:00～･11:00～
[ﾐﾆ説明会]12/3(土) 14:00～，12/19(月) 16:30～

茅ヶ崎
市 アレセイア湘南 0467(87)7760 共 中 Facebook Twitter Instagram 9/9･10 平和祭

9/10
のみ○

不要
[学校体験]10/8(土) 10:00～12:00 要予約(WEB)
[入試体験]11/12(土) 10:00～12:30 要予約(WEB)

有
6/16(木) 10:30～，9/15(木) 10:00～
自校 要申込　※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/16(土)9/16(金)10/8(土)11/12(土)　[入試説明会]12/17(土)　[初めてのｱﾚｾｲｱ･ﾐﾆ説明]5/21(土)12/3(土)1/14(土)
[ﾐﾆ説明]授業参観＆ 6/23(木)，ﾐﾆ体験＆ 8/17(水)，入試面接体験＆ 1/7(土)　※すべて10:00～･要予約(WEB)

鎌倉市 栄光学園 0467(46)7711 男 中 Facebook 5/14･15 栄光祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/29(土) 無 [学校説明会]9/24(土)9/26(月) 9:30～16:30 自校 要予約

横浜市 英理女子学院 045(431)8188 女 高 LINE Instagram YouTube 9/10･11 英理祭 受･保 要
[英理ﾂｱｰ]5/28，6/11，7/16，7/25～29，8/1～5，8/8･9，8/17～19
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23，8/20･28 9:00～または13:00～　※すべて要予約

検討中(要望があれば随時実施)
[学校説明会]9/17，10/1･22･29，11/5･19･26の各土曜 13:00～ 自校 要予約　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]9/21(水)9/29(木)
10/7(金)10/11(火)10/17(月)10/26(水)11/10(木)11/14(月)11/21(月)11/30(水)12/13(火) 17:00～ 自校 要予約

川崎市 大西学園 044(722)2332 共 高 11/5(土) 学園祭 受･保 不要 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明
会に参加可能

[学校説明会]6/18(土)8/22(月)10/29(土)11/19(土)12/3(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

川崎市 大西学園 044(722)2332 共 中 11/5(土) 学園祭 受･保 不要 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明
会に参加可能

[学校説明会]6/18(土)8/22(月)10/29(土)11/19(土)12/3(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

カ 大和市 柏木学園 046(260)9011 共 高 Twitter 9/2･3 柏高祭
9/3
のみ
受･保

不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(金) 9:30～ 要予約(WEB)
[学校見学]8/16(火)8/19(金)8/23(火) 11:00～ 要予約(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明
会に参加可能

[学校説明会]10/15(土)11/3(祝)11/12(土)11/19(土)11/27(日)12/3(土) 9:30～12:00 要予約(WEB)
[個別相談会]12/6(火)12/8(木) 15:00～，12/10(土) 9:00～12:00 要予約(WEB)

横浜市 神奈川学園 045(311)2961 女 中 Facebook YouTube 9/24･25 文化祭 受･保 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/25(土)11/5(土) 10:00～12:30 要予約(WEB)
[入試問題体験会]12/17(土) 8:30～11:00 要予約(WEB)

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]6/4(土)9/3(土)10/15(土)1/14(土) 11:00～，8/26(金)12/9(金) 19:00～ 自校 要予約(WEB)
[帰国入試説明会]6/11(土)11/12(土) 11:00～ 要予約(WEB)

横浜市 神奈川大学附属 045(934)6211 共 中 YouTube LINE 9/17･18 くすのき祭 ○ 不要 [見学会]7/23(土)7/30(土) 13:00～･14:30～ 要予約 有
[ｵﾝﾗｲﾝ型]５月中旬より配信予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/14(土)5/21(土)5/28(土)11/12(土)11/26(土)1/21(土)1/28(土) 13:30～15:00 自校･Zoom 要予約
[入試説明会]10/8(土)10/15(土)11/9(水)11/16(水) 14:30～16:00，10/16(日) 10:00～11:30 自校･Zoom 要予約

鎌倉市 鎌倉学園 0467(22)0994 男 高 Facebook 6/11･12 学園祭 ○ 不要 無 個別に資料を送付
[入試説明会]10/22(土)11/5(土)12/3(土) 10:00～，11/26(土) 10:00～･13:00～ 要申込(WEB)
[月曜ﾐﾆ説明会＆校舎内外見学]10:00～･15:00～ 要予約(TEL)　[ﾐﾆ説明会]希望者があれば水･木曜に実施

鎌倉市 鎌倉学園 0467(22)0994 男 中 Facebook 6/11･12 学園祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(小6対象)]7/9(土) 10:30～14:30 要予約(WEB)
※同伴保護者1名，WEB参加の可能性あり

無 個別に資料を送付
[入試説明会]9/6(火)10/1(土)11/29(火) 10:00～，10/22(土)11/5(土) 13:00～ 要予約(WEB)
[月曜ﾐﾆ説明会＆校舎内外見学]10:00～･15:00～ 要予約(TEL)　[ﾐﾆ説明会]希望者があれば水･木曜に実施

鎌倉市 鎌倉女学院 0467(25)2100 女 中 10/1･2 文化祭 受･保 要
[保護者対象学校見学会]5/10(火)5/17(火)5/24(火)5/31(火) 要予約
[ｷｬﾝﾊﾟｽ体験]6/25(土) 要予約

有 個別に案内状を送付 [学校説明会]10/12(水)11/19(土) 自校 要予約

鎌倉市 鎌倉女子大学 0467(44)2113 女 高 11/12･13 みどり祭 ○ 不要 [授業体験･部活動紹介]7/23(土) 11:00～12:00 要予約 有
9/8(木) 11:00～12:00 岩瀬ｷｬﾝﾊﾟｽ
要予約

[学校説明会]9/23(祝)10/15(土)10/29(土)11/5(土)11/26(土) 10:00～11:00･13:30～14:30，11/19(土) 13:30～14:30 要予約
[個別相談会(ミニ説明会を含む)]12/3(土) 10:00～14:00 要予約

鎌倉市 鎌倉女子大学 0467(44)2113 女 中 11/12･13 みどり祭 ○ 不要
[ｸﾗﾌﾞ活動紹介]7/23　[入試過去問演習]10/1　[入試対策会(小6対
象)]12/10　[入試練習会(小6対象)]1/14　※すべて土曜･要予約

有
9/8(木) 11:00～12:00 岩瀬ｷｬﾝﾊﾟｽ
要予約

[学校説明会]5/14(土)6/11(土)7/2(土)9/10(土)11/19(土) 10:00～11:00，10/22(土) 10:00～12:00，
小5以下12/10(土) 10:00～11:00 要予約　※6/11は体験ｲﾍﾞﾝﾄあり

川崎市 カリタス女子 044(911)4656 女 中 Facebook Instagram 9/17･18 マルグリット祭 未定 未定
[ｶﾘﾀｽ見学会]7/9(土) 10:00～　[ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･ｶﾘﾀｽ]8/26(金) 10:00～
[体験授業]10/29(土) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

有
5/13(金) 10:00～ 自校 要予約(TEL･
FAX)　※校内･授業見学有

[学校説明会]5/21(土)10/29(土) 10:00～　[入試説明会]11/23(祝) 10:00～，帰国7/9(土) 11:30～，10/1(土) 10:00～，入試直前1/14(土)
10:00～，1/28(土) ｵﾝﾗｲﾝ14:00～　[ｶﾘﾀｽDEﾅｲﾄ(ｵﾝﾗｲﾝ)]6/1(水)8/26(金) 18:30～，11/16(水)12/14(水) 18:00～　※すべて要予約(WEB)

横浜市 関東学院 045(231)1001 共 中 YouTube 9/23(祝) かんらんさい 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/25(土)10/22(土) 9:30～　[学校見学会]7/26(火)～
30(土)，8/1(月)～6(土) 10:00～･14:00～　※すべて要予約(WEB)

有
8/30(火)
※個別に案内状を送付

[ﾐﾆ説明会]5/28(土)5/31(火)6/14(火)7/2(土)8/27(土)10/4(火)11/1(火) 10:00～11:45
[入試説明会]12/3(土) 9:30～･13:30～，はじめての方対象1/9(祝) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

横浜市 関東学院六浦 045(781)2525 共 高 六浦祭
[学校見学会]8/18(木)～20(土) 9:00～4回実施　[個別見学＆質問
会]12/5(月)～7(水) 14:00～3回実施　※すべて要申込(WEB)

[学校説明会]7/30(土)10/22(土)11/26(土) 10:00～11:30，9/24(土) 14:30～16:00 要申込(WEB)

横浜市 関東学院六浦 045(781)2525 共 中 六浦祭
[学校見学会]8/4～6 9:00～4回実施　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/8 9:00～
[勉強会(小6)]11/12 4科8:50～･2科10:00～　※すべて要申込(WEB)

[学校説明会]9/24(土)11/12(土) 10:00～11:30　[入試説明会]12/3(土)12/17(土) 10:00～11:40
[ﾐﾆ説明会]5/14(土)6/11(土)7/9(土) 10:00～11:00，ﾅｲﾄ6/29(水) 19:00～20:00　※すべて要申込(WEB)

箱根町 函嶺白百合学園 0460(87)6611 女 高 LINE Instagram Facebook 9/10･11 白百合祭 ○ 不要 [函嶺に行こう！]7/16(土) 10:00～ 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明
会に参加可

[ﾐﾆ説明会]5/21(土)6/25(土)10/15(土)11/26(土) 11:00～12:00 自校 要予約　[入試説明会]11/12(土) 10:00～ 湯本富士屋ﾎﾃ
ﾙ 　[ｸﾘｽﾏｽ会＆学校説明会]12/20(火) 10:00～ 自校　[入試直前説明会]1/14(土) 自校

箱根町 函嶺白百合学園 0460(87)6611 女 中 LINE Instagram Facebook 9/10･11 白百合祭 ○ 不要 [函嶺に行こう！]7/16(土) 10:00～ 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明
会に参加可

[ﾐﾆ説明会]5/21(土)6/25(土)10/15(土)11/26(土) 11:00～12:00 自校 要予約　[入試説明会]11/12(土) 10:00～ 湯本富士屋ﾎﾃ
ﾙ 　[ｸﾘｽﾏｽ会＆学校説明会]12/20(火) 10:00～ 自校　[入試直前説明会]1/14(土) 自校

鎌倉市 北鎌倉女子学園 0467(22)6900 女 高 Instagram Facebook LINE 10/15･16 文化祭 検討中 検討中
[学校訪問会]7/23･24，7/29･30，8/20･21 9:00～･10:30～･14:00～
[受験講習会(音楽科)]7/31 9:00～　[入試実技試演会]12/10 9:00～

有
9/7(水) 自校･ｵﾝﾗｲﾝ(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/3(土)11/5(土)11/19(土) 10:00～，10/29(土) 14:00～，10/15(土･文化祭) 12:30～･16:00～，10/16(日･文化祭)
9:00～･16:00～　[個別相談会]11/26(土)12/3(土) 10:00～12:00，音楽科5/7(土)6/25(土)9/10(土)10/22(土)11/26(土) 9:00～12:00

鎌倉市 北鎌倉女子学園 0467(22)6900 女 中 Instagram Facebook LINE 10/15･16 文化祭 検討中 検討中
[生活体験]6/18 10:00～　[英語教室]7/17 10:00～　[入試体験]10/29
9:00～　[過去問学習会]11/12 9:00～　[定期演奏会]11/19 13:30～

有
9/7(水) 自校･ｵﾝﾗｲﾝ(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/7(土) 13:30～，7/9(土)8/27(土)9/17(土)12/10(土)1/14(土) 10:00～，10/15(土･文化祭) 9:00～，
10/16(日･文化祭) 12:30～　[音楽ｺｰｽ個別相談会]5/7(土)6/25(土)9/10(土)10/22(土)11/26(土) 9:00～12:00

藤沢市 鵠　沼 0466(22)4783 共 高 LINE Instagram 9/10･11 鵠輝祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]部活動体験8/20(土) 10:00～11:30･13:30～15:00，
授業体験9/17(土)9/24(土) 14:00～ 要予約(WEB)

有
9/16(金) 10:30～12:00 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/22(土)11/12(土)11/19(土) 14:00～･15:00～ 要予約(WEB)
[平日説明会]11/16(水) 17:30～18:30 要予約(WEB)　[個別相談会]11/26(土) 14:00～15:00 要予約(WEB)

横浜市 公文国際学園 045(853)8200 共 中 10/22･23 表現祭 検討中 検討中 [授業見学会]7/1(金) 10:00～17:00予定 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]6/11(土)7/9(土)8/21(日) 10:00～11:30 自校
[入試説明会]10/8(土)11/5(土)12/4(日) 10:00～11:30 自校

横浜市 慶應義塾 045(566)1381 男 高 日吉祭

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

受験生向けのSNS[ｵｽｽﾒ順]

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お電話等にて学校へ直接ご確認ください。

社会情勢(新型コロナウイルスの影響等)の変化により中止・延期など変更になることもありますので，必ず事前に学校ＨＰなどで実施の有無をご確認してください。

今年度，新たに『受験生向けのSNS

【オススメ順】』を掲載しました！
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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

受験生向けのSNS[ｵｽｽﾒ順]

カ 横浜市 慶應義塾普通部 045(562)1181 男 中 9/24･25 労作展 未定 未定 無
[学校説明会]9/10(土) 14:00～，9/11(日) 10:00～ 自校 要予約　※1時間程度の内容を入れ替え制で同日に複数回実施予定
[ｵﾝﾗｲﾝ個別相談会]10/1(土)10/8(土) 14:00～ 要予約

藤沢市 慶應義塾湘南藤沢 0466(49)3585 共 高 11/12･13 文化祭 受･保
[学校見学会]7/9(土)11/19(土) 午後，7/23(土) 時間未定
※8月下旬にZoom面談あり

無

藤沢市 慶應義塾湘南藤沢 0466(49)3585 共 中 11/12･13 文化祭 受･保 [学校見学会]9/10(土) 時間未定，10/15(土)11/19(土) 午後 無

伊勢原
市 向　上 0463(96)0411 共 高 9/3･4 こゆるぎ祭 × 有 9/9(金) 要予約

[学校説明会]7/30(土)8/20(土) 9:30～10:30･13:30～14:30　[入試説明会]10/1･29，11/5･12･19･26，12/1の各土曜  9:30～
10:30･13:30～14:30　[平日入試説明会]11/29(火)～12/2(金) 17:00～18:00　※すべて要予約(WEB)

相模原
市 光明学園相模原 042(778)3333 共 高 Twitter 10/29･30 光明祭 検討中 検討中

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/1(月) 9:00～12:00 要予約(WEB)　[学校見学会]8/20(土)
8/27(土)9/4(日)9/11(日) 9:00～15:00 要予約(WEB)

有
10/14(金) 10:00～11:00 自校
要予約(WEB)

[学校説明会]11/5(土)11/13(日)11/20(日)11/26(土) 午前･午後，11月に参加できなかった方12/5(月)～12/8(木)16:00～17:00
[個別相談会]11/27(日)12/3(土) 9:00～15:00　※すべて要予約(WEB)

サ
相模原
市 相模女子大学 042(742)1442 女 高 YouTube 11/3･4 相生祭 ○ 不要

[個別学校案内]7/30(土)～8/27(土)
平日9:00～15:00･土曜9:30～12:30 要予約

有 個別に案内状を送付 [学校説明会]10/8(土)11/26(土)12/3(土) 14:00～16:00 要予約　※個別相談･校舎見学あり

相模原
市 相模女子大学 042(742)1442 女 中 YouTube 11/3･4 相生祭 ○ 不要

[ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ]体験会6/4，7/2，9/17，10/15，入試体験11/19，12/10，1/7
[適性検査型入試体験＆説明会]9/3，11/19，1/7　[過去問解説会]12/3

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]6/25(土)10/1(土) 9:30～12:00 自校　[ﾌﾟﾁｾﾂ]5/13(金)6/10(金)9/14(水)11/16(水)1/13(金)  10:00～11:00 自校
[ﾅｲﾄ説明会]10/14(金)11/16(水)12/16(金)1/20(金) 19:00～20:00 自校

横浜市 サレジオ学院 045(591)8222 男 中 Facebook 9/17･18 サレジオ祭 検討中 検討中
[校内見学ｳｨｰｸ]小6対象5/23(月)～5/28(土)，
小5対象7/4(月)～7/8(金)  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]9/3(土)10/1(土) 14:00～ 自校 要予約　[入試説明会]11/5(土) 14:00～ 自校 要予約

伊勢原
市

自修館
中等教育学校 0463(97)2100 共 中 自修祭

[入試体験会]11/26(土) 要予約(WEB)　[組数限定 個別学校見学会]
6月･8月，その他不定期開催 要予約(WEB)

[学校説明会]5/28(土)8/27(土)11/5(土) 要予約(WEB)
[一般入試説明会]12/17(土) 要予約(WEB)　[探究入試説明会]1/21(土) 要予約(WEB)

横須賀
市 湘南学院 046(833)3433 共 高

9/30・
10/1

清湘祭
10/1
のみ
受･保

不要[生徒
手帳持参]

[学校見学会]8/17(水)8/18(木) 要予約 有 個別に案内状を送付 [学校説明会]10/22(土)11/5(土)11/19(土)11/26(土)12/3(土) 10:00～ 自校 要予約

藤沢市 湘南学園 0466(23)6611 共 中 YouTube LINE Instagram 10/1･2 学園祭 未定 未定
[公開授業]5/28(土)11/17(木)　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/11(土)10/23(日)
[体験入学(小4･5)]2/25(土)　※すべて要予約(WEB)

有 7/6(水) 10:00～13:00 要予約(WEB)
[学校説明会]6/25(土)9/17(土) 9:30～　[入試説明会]11/19(土) 9:30～，12/17(土) 9:00～
[入試直前学校見学･ﾐﾆ説明会]1/14(土)1/21(土) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

藤沢市 湘南工科大学附属 0466(34)4114 共 高 調整中 湘工祭 未定 未定
[見学会]7/26(火)8/5(金)8/23(火) 10:00～･13:30～
[技術ｺｰｽ向け見学会]8/8(月) 予定

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]10/22(土)11/12(土)11/26(土) 9:30～12:00 自校
[個別相談会]12/3(土) 9:30～11:30 自校

藤沢市 湘南白百合学園 0466(27)6211 女 中 Facebook Instagram LINE 9/17･18 聖ポーロ祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/4(土)10/22(土) 10:00～11:30 要予約
[学校見学会]6/10(金)7/1(金)9/2(金)10/6(木) 10:00～11:45 要予約

有
5/20(金) 10:00～11:30 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/19(土) 10:00～11:30 自校･ｵﾝﾗｲﾝ 要予約
[直前入試説明会]12/10(土) 9:30～11:30 自校･ｵﾝﾗｲﾝ 要予約

逗子市 逗子開成 046(871)2062 男 中 Facebook YouTube 10/21･22 開成祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/21 9:30～･12:30～ 要予約　[見学会]6/25，7/25･
26･27，9/10，12/10，1/14，3/25 10:00～･13:00～ 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

[入試説明会]11/5(土)11/12(土)11/19(土)11/26(土) 10:00～11:45 自校 要予約
[帰国生入試説明会]7/23(土) 10:00～11:45 自校 要予約

横浜市 聖光学院 045(621)2051 男 中 4/30･5/1 聖光祭 ○ 不要
[学校説明会(保護者対象)]6/17(金)6/18(土) 要予約(WEB)　※秋にも開催予定
[帰国生入試説明会(保護者対象)]実施予定あり(９月以降にWEB受付開始)　※海外在住者はｵﾝﾗｲﾝ個別相談可

横浜市 星　槎 045(442)8686 共 高 LINE 未定
SEISA

Africa･Asia
Bridge

未定 未定
[体験入学]6/4，7/9･23，8/6･27，9/17，10/1･29，11/19，12/3の
各土曜 10:00～12:00 要予約(WEB)

無
[保護者対象学校説明会]6/4(土)7/9(土)7/23(土)8/6(土)8/27(土)9/17(土)10/1(土)10/29(土)11/19(土)12/3(土)
10:00～12:00 要予約(WEB)

横浜市 星　槎
045(442)8687

共 中 未定
SEISA

Africa･Asia
Bridge

未定 未定 [授業体験(小4･5対象)] ｵﾝﾗｲﾝ型･来校型で実施予定 有 日時未定(ｵﾝﾗｲﾝで実施予定)
[学校説明会]5/21(土)6/11(土)7/9(土)8/20(土)9/10(土)10/15(土)11/26(土) 14:00～ 要予約
※小6保護者のみ来校型，小5以下の保護者はｵﾝﾗｲﾝ型

大和市 聖セシリア女子 046(274)7405 女 高 LINE Twitter Instagram 10/22･23 聖セシリア祭 ○ 要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/25(土)7/24(日) 10:00～13:00 要予約(WEB) 有
7/14(木) 10:30～12:00 自校 要予約
(FAX)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/10(土)11/12(土)11/26(土)12/3(土) 午前，10/8(土) 午後 自校 要予約

大和市 聖セシリア女子 046(274)7405 女 中 LINE Twitter Instagram 10/22･23 聖セシリア祭 ○ 要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/25(土)7/24(日) 10:00～13:00 要予約(WEB) 有
7/14(木) 10:30～12:00 自校 要予約
(FAX)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/18(水)6/14(火)9/14(水)11/10(木)1/11(水) 10:15～12:00，7/9(土)10/8(土)12/10(土) 10:00～11:45
自校 要予約(WEB)

鎌倉市 清泉女学院 0467(46)3171 女 中 LINE Instagram Facebook 9/17･19 清泉祭 未定 未定
[親子見学会]5/21，7/23，2/18，3/11の各土曜　[保護者見学会]6/14，
10/4，11/29の各火曜 10:00～ 各回30組予定　[ﾊﾞｻﾞｰ]7/2(土)

無 要望があれば随時実施
[学校説明会]6/11(土) 9:30～11:30･13:30～15:30
[入試説明会]11/19(土) 9:30～11:30･13:30～15:30，ﾐﾆ12/24(土) 9:30～11:30

横浜市 聖ヨゼフ学園 045(581)8808 共 高 YouTube Facebook Instagram 9/18･19 ヨゼフ祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/18(土)10/22(土) 午前
[ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]8/4(木)8/5(金)8/18(木)8/19(金)

有 7/16(土) 午前 自校 [学校説明会]10/8(土)11/4(金)11/19(土) 自校

横浜市 聖ヨゼフ学園 045(581)8808 共 中 Facebook YouTube 9/18･19 ヨゼフ祭 未定 未定
[個別学校見学会]5/19(木)～6/10(金) 午前
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/18(土)10/22(土) 午前　[体験入試]12/18(日) 午前

有 7/16(土) 午前 自校
[学校説明会]10/1(土) 午前　[学校説明会･過去問勉強会]11/5(土) 午前
[入試直前説明会] 1/9(祝) 午前 ※総合･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ型入試体験あり

逗子市 聖和学院 046(871)2670 女 高 YouTube 6/25･26 聖和祭 ×
[体験授業]国語9/24(土)，数学10/15(土)，英語10/29(土) 14:30～
要予約(TEL)

無 要望があれば随時実施
[説明会]6/11(土)7/9(土)8/20(土)9/10(土)9/24(土)10/15(土)10/29(土)11/12(土)11/19(土)11/26(土) 14:30～16:30
[個別相談会]10/1(土)12/3(土)12/10(土) 14:30～16:30　※すべて自校･予約不要

逗子市 聖和学院 046(871)2670 女 中 6/25･26 聖和祭 受･保 要
[体験授業]6/11英語，7/9理科，8/20ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ･楽器･ﾀﾞﾝｽ，9/10算数，
10/8国語 要予約　[入試問題解説会]11/12　[入試対策説明会]1/7

検討中
[説明会]5/14(土)6/11(土)7/9(土)8/20(土)9/10(土)10/8(土)12/3(土) 10:00～
[個別説明会]9/24(土)10/29(土)11/26(土)12/17(土)12/24(土)1/14(土)1/21(土) 10:00～ 要予約

川崎市 洗足学園 044(856)2777 女 中 Instagram 9/10･11 彩羽祭 未定 未定
[授業見学会]5/7(土)5/14(土)5/21(土)6/4(土)6/18(土) 9:45～･11:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/15(土)　[入試問題説明会]12/17(土)

未定 [学校説明会]4/26(火)4/28(木) 10:00～11:00 要予約(WEB)

横浜市 捜真女学校 045(491)3686 女 高 YouTube Facebook 9/22･23 捜真祭 ○ 未定 有
5/10(火) 10:40～11:30 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/17(土)10/15(土)10/29(土)11/12(土) 10:00～12:00 自校 要予約

横浜市 捜真女学校 045(491)3686 女 中 YouTube Facebook LINE 9/22･23 捜真祭 ○ 未定
[捜真ｸﾙｰｽﾞ]5/28，6/18，7/16，9/10，10/22，11/19，12/17，1/14の
各土曜 10:00～15:00 要予約　※1回40分程度複数回実施

有
5/10(火) 10:40～11:30 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/21(土)11/5(土)1/7(土) 10:00～12:00，10/5(水) 10:00～12:15，11/25(金) 18:30～20:00 自校 要予約

小田原
市 相　洋 0465(22)0211 共 高 9/10･11 相洋祭 ○ 不要

[ｸﾗﾌﾞ見学会]8/20(土)　[授業見学会]11月中旬
※すべて要予約(WEB)

有
9月下旬に自校で実施予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]8/12(金)8/13(土)11/1(火) 小田原三の丸ホール，9/19(祝) 秦野市文化会館，9/21(水) 茅ヶ崎市民文化会館，
9/24(土) 厚木市文化会館 　[入試説明会]11/12(土)11/19(土)11/23(祝)11/26(土)11/27(日) 自校　※すべて要予約(WEB)

小田原
市 相　洋 0465(23)0214 共 中 相洋祭 [授業見学会]6/25(土)10/15(土)11/17(木) 10:00～ 要申込(WEB)

[学校説明会]6/18(土)10/8(土) 10:00～　[入試結果報告会]5/28(土)9/17(土) 14:00～　[入試説明会]11/3(祝)12/11(日)
10:00～　[ミニ説明会＆個別相談会]6/11(土) 14:00～15:00，7/9(土)8/20(土) 10:00～11:00　※すべて要申込(WEB)

タ 横浜市 橘学苑 045(581)0063 共 高 9/30･10/1 橘花祭 受･保 要[WEB] 無 [学校説明会]7/30(土)8/27(土) 10:00～，10/15(土)11/12(土)11/19(土)11/26(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

横浜市 橘学苑 045(581)0063 共 中 9/30･10/1 橘花祭 検討中 検討中 [個別学校見学]随時 要予約(WEB) 無 [学校説明会]7/23(土)12/17(土) 10:00～11:30，9/17(土)10/22(土)11/12(土)1/14(土) 14:00～15:30 自校 要予約(WEB)

松田町 立花学園 0465(83)1081 共 高 9/10･11 立花祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]授業体験7/29(金)8/26(金)，
部活動体験･見学7/30(土)8/27(土) 要予約

有
9/30(金) 10:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/23(祝)10/15(土)10/29(土)11/13(日)11/19(土)11/27(日)12/3(土) 要予約
[個別相談会]12/5(月)12/6(火)12/7(水)12/8(木)12/9(金) 要予約

タ 横浜市 中央大学附属横浜 045(592)0801 共 高 9/10･11 紅央(ｸｵｳ)祭 未定 未定 [学校見学会]5/14(土)6/18(土)7/23(土)7/26(火) 要予約 未定 [学校説明会]7/30(土)10/29(土)11/26(土) 要予約

横浜市 中央大学附属横浜 045(592)0801 共 中 9/10･11 紅央(ｸｵｳ)祭 未定 未定 [学校見学会]5/14(土)6/18(土)7/23(土)7/26(火) 要予約 未定 [学校説明会]6/4(土)8/27(土)12/3(土) 要予約

- 2 -



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

受験生向けのSNS[ｵｽｽﾒ順]

タ 横浜市 鶴見大学附属 045(581)6325 共 高 10/29･30 光華祭 ○ 不要 有
9/7(水) 10:30～12:00
※個別に案内状を送付

[学校説明会]8/6(土)8/20(土)9/10(土)10/8(土)10/15(土)11/19(土)11/26(土)12/3(土) 14:00～15:30 要予約

横浜市 鶴見大学附属 045(581)6325 共 中 10/29･30 光華祭 ○ 不要
[体験]6/19，7/17･25　[校長先生と学校散歩]5/28，6/25，7/30，8/6･20，
9/17，10/15，11/5　[入試問題傾向と対策]11/26　[入試模擬体験]12/17

有
6/8(水) Former Teacherの会，9/7(水)
10:30～ 要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/11，7/9，9/10，10/8，11/12の各土曜日 10:00～　[入試直前説明会]1/14(土) 10:00～
[ｻﾃﾗｲﾄ説明会]12/2(金) 19:00～ 鶴見大学会館　[入試相談会]1/28(土) 10:00～11:30　※すべて要予約

横浜市 桐蔭学園 045(971)1411 共 高 Facebook YouTube 9/24･25 鵬翔祭 ○ 不要 未定
[学校説明会]10/29(土)　10:00～，11/5(土)11/19(土) 10:00～･14:30～，11/26(土) 14:30～，
帰国子女対象7/16(土) 14:30～ 要予約(WEB)

横浜市
桐蔭学園
中等教育学校 045(971)1411 共 中 LINE YouTube Facebook 9/24･25 鸞鳳祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/14(土) 9:30～ 要予約(WEB) 未定

[学校説明会]5/31(火)6/10(金) 10:00～，6/25(土)7/16(土) 14:30～ 要予約(WEB)
[入試説明会]12/10(土) 9:30～ 要予約(WEB)

相模原
市 東海大学付属相模 042(742)1251 共 高 YouTube 10/8･9

東海大相模
建学祭

○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/27(土) 要予約 有 9/29(木) 10:00～ 自校 要予約 [学校説明会]10/1(土)11/26(土) 午後，10/16(日)10/29(土)11/12(土) 午前･午後 自校 要予約

相模原
市 東海大学付属相模 042(742)1251 共 中 10/8･9

東海大相模
建学祭

○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/11(土)9/10(土) 10:00～12:00 要予約(WEB) 有
6/1(水)9/30(金) 自校
要予約(WEB･FAX)

[学校説明会]10/1(土)11/20(日)12/17(土) 10:00～11:30 自校 要予約(WEB)
[入試問題解説会]8/27(土) 10:00～12:00 自校 要予約(WEB)

川崎市 桐光学園 044(987)0519 別 高 輝緑祭
[学校説明会]7/24(日)7/31(日)8/4(木)8/7(日)9/11(日)11/23(祝)12/18(日) 10:30～･14:00～ 本部棟視聴覚室，
10/23(日) 10:30～･14:00～ 20周年記念ｱﾘｰﾅ，10/29(土) 14:00～本部棟視聴覚室 要申込(WEB)　※7･8月は中3限定

川崎市 桐光学園 044(987)0519 別 中 輝緑祭
[入試問題説明会(動画配信)]11/26(土)，
帰国生対象(動画配信予定)11/12(土) 13:30～ 要申込(WEB)

[学校説明会]6/19，7/3，7/10，8/8，9/25，10/16･30，11/3･13･27，12/25 10:30～･14:00～，10/22 10:30～ ※6～8月は小6限定
[３Ｂ(英語資格入試･Ｔ＆Ｍ入試)入試説明会]10/15 13:30～　※すべて要申込(WEB)

藤沢市 藤嶺学園藤沢 0466(23)3150 男 高 10/29･30 藤嶺祭 ○ 不要 [夏休み見学会]8/18(木)8/20(土) 未定
[学校説明会]10/15(土)11/12(土) 午後，10/22(土) 午前 自校
[個別相談会]11/26(土)12/3(土) 午後 自校

藤沢市 藤嶺学園藤沢 0466(23)3150 男 中
Instagram
(開始予定)

Twitter
(開始予定)

10/29･30 藤嶺祭 ○ 不要
[ｻﾏｰｽｸｰﾙ(宿泊型･小5･6対象)]8/6(土) 15:00～8/7(日) 13:00
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(小4以上)]10/8(土) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]9/24(土)10/19(水)11/12(土) 10:30～，ﾅｲﾄ11/4(金) 19:00～　[入試問題対策説明会]12/10(土) 10:30～
[ﾌｧｲﾅﾙ説明会]1/21(土) 10:30～　※すべて要予約(WEB)

ナ 川崎市 日本女子大学附属 044(952)6705 女 高 Facebook 10/29･30 もみじ祭 未定 未定
[学校紹介･見学会]7/2(土)9/17(土)10/15(土) 要申込(WEB)
[夏季学校見学会]7/30･31，8/12～15，8/20･21 要申込(WEB)

有
6/22(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]11/12(土) 自校  要申込(WEB)　[ｵﾝﾗｲﾝ個別相談会]6/25(土)8/27(土) 要申込(WEB)

川崎市 日本女子大学附属 044(952)6705 女 中 Facebook 10/8･9 十月祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/18(土)　[ｸﾗﾌﾞ体験会]7/28(木)8/20(土) 有
[授業見学]5/10(火)6/21(火) 9:50～ 要
申込(WEB)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/10(土)　[ｵﾝﾗｲﾝ学校説明会]9/24(土)10/22(土)　[授業見学説明会]10/18(火)
[入試問題解説会]11/19(土)

横浜市 日本大学 045(560)2600 共 高 YouTube Facebook 9/17･18 桜苑祭 未定 未定 有 日時未定 要予約 [学校説明会]10/22(土)11/5(土)11/26(土) 13:30～ 自校 要予約(WEB)

横浜市 日本大学 045(560)2600 共 中 YouTube Facebook 9/17･18 桜苑祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/18(土) 10:00～ 要予約(WEB) 有 日時未定 要予約 [学校説明会]6/4(土) 14:00～，10/22(土)11/5(土)11/26(土) 9:30～ 自校 要予約(WEB)

藤沢市 日本大学藤沢 0466(81)0123 共 高 LINE 6/18･19 日藤祭 未定 未定 [学校見学ﾂｱｰ]7/23(土)7/26(火)8/19(金)8/20(土) 14:00～ 要予約 有
9/8(木) 11:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/5(土)11/12(土)11/26(土) 14:00～ 学部体育館 要予約

藤沢市 日本大学藤沢 0466(81)0125 共 中 LINE 6/18･19 日藤祭 未定 未定
[見学会]6/21(火) 10:00～　[見学ﾂｱｰ]7/23(土)7/26(火)8/19(金)8/20(土)
14:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(土)8/20(土) 10:00～　※すべて要予約

有
6/2(木) 11:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/7(土) 14:30～ 自校 要予約　[入試説明会]11/5(土)11/12(土)11/26(土) 14:00～ 自校 要予約

ハ 横浜市 白鵬女子 045(581)6721 女 高 Instagram LINE 10/1･2 記念祭 受･保 要[WEB]
[学校見学会]7/3　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/24，9/11･23　[ﾌｪｽﾀ]ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ8/6，
10/10，ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ8/28，11/5，保育･ﾌｰﾄﾞ8/20　※すべて要予約(WEB)

有
7/13(水)10/7(金) 11:00～12:00
自校 要予約

[学校説明会]10/16･23･30，11/6の各日曜 10:00～，11/12(土)12/3(土) 15:00～，11/23(祝) 推薦10:00～･一般14:00～，
特待生対象11/27(日) 11:00～11:40　[個別相談会]11/27(日)12/11(日) 11:00～15:00の間随時　※すべて要予約(WEB)

平塚市 平塚学園 0463(22)0137 共 高 平学祭 ×
[学校見学会]8/8(月) 13:00～･14:00～･15:00～，
8/27(土)9/17(土)10/15(土)11/26(土) 各日程6回実施

無
実施しないが，保護者対象説明会に参
加可

[学校説明会]11/5(土) 9:30～･13:30～，11/6(日) 9:30～

横浜市 フェリス女学院 045(641)0242 女 中 11/2･3 フェリス祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/25(土)8/27(土) 要予約
[校舎見学会]11/12(土) 要予約

無
実施しないが，保護者対象説明会に参
加可

[学校説明会]10月下旬よりｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信 要予約

藤沢市 藤沢翔陵 0466(81)3456 男 高 LINE Instagram Facebook 10/29･30 翔陵祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/20(土)8/21(日) 9:30～ 要予約 有
10/11(火) 10:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]11/3(祝)11/23(祝) 10:00～，11/5(土)11/12(土)11/19(土)11/26(土)12/3(土) 14:00～ 自校 要予約

横浜市 武　相 045(401)9042 男 高 YouTube Instagram Twitter 9/25(日) 学園祭 ○ 未定 [BUSO TRIAL(ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ)]8/27(土) 午前 要予約(WEB) 有 ９月以降にｵﾝﾗｲﾝで実施
[学校説明会･個別相談会]10/15(土)11/5(土)11/26(土)12/3(土) 午後 要予約(WEB)　※8月下旬にｵﾝﾗｲﾝでも実施
[入試直前個別相談会]11/28(月)～12/2(金) 15:30～17:00，12/5(月)～12/13(火)の平日14:00～17:00 要予約(TEL)

横浜市 武　相 045(401)9042 男 中 YouTube Instagram Twitter 9/25(日) 学園祭 未定 未定
[BUSO TRIAL(ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ)]8/27(土) 午前 要予約(WEB)
[ﾌﾟﾚ入試にﾁｬﾚﾝｼﾞ]12/17(土) 午前 要予約(WEB)

有 ７月下旬にｵﾝﾗｲﾝで実施
[学校説明会]9/4(日) 午前 予約不要
[入試説明･個別相談会]6/4(土)9/17(土)11/5(土) 午前 要予約(WEB)

横浜市 法政大学国際 045(571)4663 共 高 9/17･18 オレンジ祭 未定 未定 [夏期学校見学期間]8/1(月)～8/12(金)，8/22(月)～8/26(金) 有
10月実施予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/15(土)11/5(土)11/26(土) 自校

川崎市 法政大学第二 044(711)4354 共 高 Twitter YouTube Instagram 10/29･30 二高祭 未定 未定 [公開授業]9/10(土) 要予約 有
9/15(木) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/24(土)10/8(土)11/5(土)11/26(土)，帰国生対象7/30(土) 要予約

川崎市 法政大学第二 044(711)4332 共 中 Twitter YouTube Instagram 10/29･30 二中文化祭 未定 未定 [学校公開]9/10(土) 午前 要予約(WEB) 有 個別に案内状を送付
[学校説明会]9/3(土)9/24(土) 10:00～，10/15(土)11/19(土) 14:30～ 自校 要予約(WEB)
[帰国生向け学校説明会]7/30(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)

マ
横須賀
市 三浦学苑 046(852)0284 共 高 LINE 10/21･22

ささりんどう
祭

○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/11(祝)8/12(金)8/13(土) 午前 要予約
[特進･IB公開授業]9/24(土)10/29(土) 午前 要予約

有
9/22(木) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/22(土･ささりんどう祭)，11/5(土)11/19(土) 午前･午後 自校 要予約
[入試相談会]11/26(土)12/3(土) 午前，12/6(火)～12/9(金) 15:00～ 自校 要予約

藤沢市 聖園女学院 0466(81)3333 女 中 Facebook YouTube 9/17･18 聖園祭 未定 要,ﾁｹｯﾄ制
[校内ﾂｱｰ]6/14　[自由研究ﾌｪｽﾀ]7/26　[部活動ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/27
[はじめての聖園女学院]11/11，12/22，1/12　※すべて要予約(WEB)

有
6/22(水) 10:00～12:00 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/4(土)10/15(土)11/26(土) 9:30～･13:30～，ﾅｲﾄ6/24(金)9/30(金) 18:00～，ﾐﾆ7/30(土)2/18(土) 9:30～
[帰国生説明会]8/3(水) 10:00～，動画配信型10/19(水)　※すべて要予約(WEB)

横須賀
市 緑ヶ丘女子 046(822)1651 女 高 10/1(土) グリーン祭 ○ 不要

[見学会]6/4(土)9/17(土)　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(土)8/27(土)
[幼児教育ｺｰｽ体験授業]8/6(土)11/3(祝)

有
10/6(木)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/15(土)10/29(土)　[入試説明会]11/12(土)11/26(土)12/3(土)　[平日個別相談会]12/5(月)～12/9(金)
[個別相談]12/10(土)

横須賀
市 緑ヶ丘女子 046(822)1651 女 中 10/1(土) グリーン祭 ○ 不要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23，8/27，J 6/11，7/2，8/6，10/29，12/17の各土曜　[学校見
学会]9/17　[ｼﾞｭﾆｱｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ]5/7～3/18の土曜(全12回)　※すべて要予約(WEB)

有
6/2(木) 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/15(土)11/12(土) 10:00～12:00 要予約(WEB)　[入試説明会]12/3(土)1/14(土) 10:00～12:00 要予約(WEB)
[個別相談会]12/10(土) 9:00～15:00 要予約(WEB)

横浜市 森村学園 045(984)2505 共 中 LINE YouTube 9/18･19 みずき祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/28(日) 要予約(WEB) 有
6/8(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/22(水)11/24(木)1/14(土) 10:00～，10/29(土) 15:00～ 自校 要予約(WEB)

ヤ 横浜市 山手学院 045(891)2111 共 高 YouTube Facebook 10/1･2 山手祭 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]8/6(土) 10:00～12:00･14:00～16:00，10/15(土)11/5(土) 14:00～16:00，
11/26(土) 10:00～12:00 自校またはｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)

横浜市 山手学院 045(891)2111 共 中 YouTube Facebook 10/1･2 山手祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/11(土) 10:00～13:00 要予約(WEB)
[夏休み学校見学会]7/23･24･25･27･28･29 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]10/15(土)11/5(土) 10:00～12:00，11/26(土) 14:00～16:00 自校またはｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)
[入試直前説明会]1/14(土) 10:00～12:00 自校またはｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)

横須賀
市 横須賀学院 046(822)3218 共 高 YouTube Facebook 9/23(祝) 楠木祭 未定 未定

[学校見学会]8/12(金)8/13(土) 10:00～･13:00～　[ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰ(入試問
題･ｸﾗﾌﾞ活動体験)]11/3(祝) 10:00～15:00　※すべて要予約(WEB)

有
9/30(金) 10:45～12:10 自校･ｵﾝﾗｲﾝ
要予約(FAX)　※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/23(祝)12/3(土) 10:00～･13:30～　[直前入試相談会]12/5(月)～12/7(水) 説明会･校内見学14:30～15:20･
個別相談15:30～17:00　[月曜学校説明会]毎週月曜 10:00～11:30　※すべて要予約(WEB)

横須賀
市 横須賀学院 046(822)3218 共 中 YouTube Facebook 9/23(祝) 楠木祭 ○ 不要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/11(祝) 10:00～13:00　[入試問題体験会]11/12(土)
1/14(土) 9:00～12:00 2科･4科･適性から選択　※すべて要予約(WEB)

未定
[学校説明会]9/10(土)12/10(土) 10:00～，11/12(土)1/14(土) 9:00～ 要予約(WEB)
[水曜ﾐﾆ説明会]5～11月までの毎週水曜 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

受験生向けのSNS[ｵｽｽﾒ順]

ヤ 横浜市 横　浜 045(781)3396 共 高 YouTube Facebook 10/29･30 横校祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(金)8/6(土)8/27(土) 10:00～14:30 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]10/22，11/23･26･27 10:00～･13:30～，ﾐﾆ説明9/10･11･17，11/5 9:30～･11:00～･13:30～ 要予約
[個別相談会]11/27 9:30～11:00(対象者限定)，12/2･5～8 13:30～18:00，12/3 9:15～14:30，12/4 9:00～12:30 要予約

横浜市 横　浜 045(781)3395 男 中 10/29･30 横校祭 未定 未定 [過去問解説会(小6対象)]12/10(土) 9:20～11:20 要予約 [学校説明会]6/4(土)10/1(土) 10:00～11:00 要予約　[入試説明会]12/10(土) 11:30～12:10 要予約

横浜市 横浜学園 045(751)6941 共 高 9/30･10/1 浜学祭 受･保
不要[生徒
手帳持参]

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]部活動見学会8/20(土)8/27(土) 10:00～，体験授業
10/8(土) 11:30～，体験授業･部活動見学会10/29(土) 11:30～

有
6/15(水)9/14(水)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/8(土)10/29(土)12/3(土) 10:00～，11/12(土)11/19(土) 10:00～･13:30～，ﾐﾆ5/28(土)6/25(土)7/30(土) 10:00
～，10/17(月)11/2(水) 18:00～　[個別相談]11/28(月)～12/2(金)，12/6(火)12/7(水) 16:30～20:00，12/3(土) 14:00～17:00

横浜市 横浜共立学園 045(641)3785 女 中 10/8･10 秋桜祭
受･保
[同伴]

要 [学校紹介と見学会]5/7(土)6/11(土)7/2(土) 9:00～11:30 無 [学校説明会]11/5(土) 10:00～12:30･13:30～16:00 自校 要予約　※小5･6の保護者のみ，校内見学有

横浜市 横浜商科大学 045(951)2246 共 高 グリーン祭

横浜市 横浜女学院 045(641)3284 女 中 Twitter Facebook 11/2･3 なでしこ祭 受･保 要,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]9/17(土) 10:00～，12/17(土) 9:15～，1/7(土) 8:30～ 要予約
[ﾐﾆ説明会]4月に学校HPで公表

横浜市 横浜翠陵 045(921)0301 共 高 Facebook 11/5･6 翠陵祭 受･保 要 有 9/16(金) 10:30～ ｵﾝﾗｲﾝ
[ﾗｲﾌﾞ説明会(Zoom)]7/30(土)8/27(土) 10:00～，12/3(土) 14:00～ 要予約
[説明会(来校＆WEB)]9/24(土)10/22(土)11/12(土)11/26(土) 14:00～ 要予約　※個別質問･校舎内見学あり

横浜市 横浜翠陵 045(921)0301 共 中 YouTube
SURYO
BLOG

Facebook 11/5･6 翠陵祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/23(祝) 10:00～　[模擬入試/入試問題傾向･対策(小5･6
限定)]11/23(祝)1/9(祝) 9:30～(1/9は適性体験あり)　※すべて要予約

無
[説明会＆授業見学]6/11(土)7/9(土)9/10(土)10/15(土)10/29(土)11/12(土)12/17(土) 10:00～ 個別相談あり
[WEB説明会]8/7(日) 10:00～　[適性検査説明会]12/11(日) 10:00～　※すべて要予約

横浜市 横浜清風 045(731)4361 共 高 9/23(祝) 清風祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/10(水)8/11(祝) 13:30～15:00 要予約 有
10/7(金) 10:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/22(土)11/12(土)11/26(土) 10:00～･13:30～，12/3(土) 13:30～
[ﾐﾆ説明会]8/10(水)8/11(祝) 10:00～11:30　[夜間相談会]11/18(金) 17:30～19:00　※すべて自校･要予約

横浜市 横浜創英 045(421)3121 共 高 9/22･23 創英祭 受･保 不要 [見学会]10/22(土)11/12(土)11/26(土) 要申込(WEB) 有 個別に案内状を送付 [学校見学会･個別相談会]12/3(土) 要予約(WEB)

横浜市 横浜創英 045(421)3121 共 中 LINE YouTube 9/22･23 創英祭 受･保 不要 [見学会]10/22(土)11/12(土)11/26(土) 要申込(WEB) 有
9/7(水)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/21(土)6/19(日)8/20(土)10/9(日)12/17(土)3/18(土)
[相談会]12/3(土)

横浜市 横浜創学館 045(781)0631 共 高 Instagram YouTube 9/17･18 夕照祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(土)8/20(土) 有 個別に案内状を送付
[学校説明会]9/23(祝)11/6(日)11/26(土) 10:00～･13:30～，10/1(土)10/30(日) 10:00～
[入試相談会]11/14(月)11/17(木) 17:00～19:00，12/5(月)～12/9(金) 15:00～17:00，12/10(土) 10:00～12:00

横浜市 横浜隼人 045(364)5101 共 高 YouTube 10/1･2 隼輝祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/20(土) 要予約(WEB)　[国際語科英語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽ
ﾄ]10/29(土) 要予約(WEB)　[学校見学]随時 要予約(TEL)

[学校説明会]6/25(土)7/9(土)8/20(土)9/10(土)9/17(土)10/8(土)10/22(土)11/12(土)11/26(土)12/3(土) 自校 要予約(WEB)
[個別相談会]11/12(土) 要予約(WEB)

横浜市 横浜隼人 045(364)5101 共 中 YouTube 10/1･2 隼輝祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/20(土) 要予約(WEB)
[個別見学会]４月末より随時 要予約(WEB)

有
5/25(水)10/7(金)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]11/5(土)12/3(土)1/14(土) 要予約(WEB)
[ﾐﾆ説明会]6/6(月)7/6(水)9/6(火)10/6(木) 要予約(WEB)

横浜市
横浜富士見丘
学園 045(367)4380 共 高 10/2(日) 文化祭 受･保 不要 [校内見学会]5/21(土)6/18(土)7/16(土) 10:00～11:30 予約不要

[学校説明会(土曜)]10/29，11/12 14:00～　[ｵﾝﾗｲﾝ説明会(金曜)]5/20，6/24，7/15，9/2，10/21･28，11/4･18･25 19:00～ 要予約
(WEB)　[ﾐﾆ説明会(土曜)]8/20，9/3･10･24，10/15，11/26 14:00～　[個別相談(土曜)]11/19･26，12/3･10 10:00～15:00 要予約(WEB)

横浜市
横浜富士見丘
学園 045(367)4380 共 中 10/2(日) 文化祭 受･保 不要

[授業体験]8/20　[適性検査説明会]10/23　[過去問解説会]10/23
[入試対策会]11/27　[ﾌﾟﾚ入試体験会]1/7　※すべて要予約(WEB)

[学校説明会]6/4(土)7/15(金)9/9(金)10/28(金)11/11(金) 10:00～ 予約不要　[入試報告会]5/21(土) 14:00～ 予約不要
[ｵﾝﾗｲﾝ説明会(金曜)]6/17，7/8，8/26，9/16，10/14，11/11，12/2･16，1/13･20，2/3 19:00～ 要予約(WEB)

横浜市 横浜雙葉 045(641)1004 女 中 10/15･16 雙葉祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/9(土) 要予約(WEB) WEB版も予定あり(予約不要)
[校内見学会]8/4･5･8～10，9/10，11/26，2/25 要予約(WEB)

有
5/24(火) ｵﾝﾗｲﾝ
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/21(土) 10:00～11:20･13:00～14:20，小5・6対象10/29(土) 10:00～11:30･13:00～14:30 要予約(WEB)
※後日WEB配信あり
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