
主な学校行事（１学期） ２０１９年

男子校

栄光　 文化祭 5/11(土)・5/12(日)9:00～15:30

開成 体育祭 5/12(日)

鎌倉学園 オープンスクール 5/25(土)10:00～13:30（6年生対象）

文化祭 6/15(土)・6/16(日)10:00～15:00（入試相談ｺｰﾅｰ）

攻玉社　　　 オープンスクール(事前予約） 6/22(土)13:30～　理科実験教室・クラブ体験

芝　　　　　　 体育祭（豊島園） 4/24(水)9:00～15:00

城北 体育祭 6/4(火)8:30～　

クラブ体験（事前予約） 6/22(土)午後　

逗子開成　 オープンキャンパス（事前予約） 5/11(土)9:30～13:30

聖学院 レゴキング選手権（事前予約） ７/27(土)9:00～・13:30～

聖光学院 文化祭 4/27(土)・4/28（日)9:00～16:30(入試相談ｺｰﾅｰ)

聖光を知る会 6/8(土)・6/22(土)14:00～16:30

世田谷学園 オープンキャンパス 6/22(土)10:00～15:00

高輪   体育祭 5/14(火)9:00～(大井埠頭中央海浜公園陸上球技場)

オープンキャンパス（事前予約） 7/13(土)9:00～

東京都市大学付属 説明会・オープンスクール（事前予約） 6/16(日)9:00～12:30(体験授業・クラブ体験）

桐朋 文化祭 6/8(土)12:00～16:30・6/9(日)9:30～16:30(入試相談ｺｰﾅｰ)

クラブ体験会（事前予約） 8/22(木)～25(土)

日本大学豊山 クラブフェア 8/31(土)10:00～12:00

本郷　　 体育祭 6/12(水)8:30～15:30

武蔵 文化祭 4/27(土)・4/28（日)9:00～16:00

明大付属中野 オープンスクール 6/15(土)8:45～11:35・6/17(月8:45～12:35

立教新座 オープンキャンパス（事前予約） 7/15(月祝）9:00～15:00

女  子  校

跡見学園 オープンスクール　説明会（事前予約） 6/9(土)10:30～12:00

体験授業　クラブ見学（事前予約） 6/9(土)14:00～16:00

鴎友学園 オープンキャンパス（事前予約） 7/6(土)9:30～15:30

大妻 体育祭（事前予約） 5/28(火)武蔵野の森総合スポーツプラザ

大妻多摩 体育祭 6/1(土)9:30～16:00（個別相談可）

オープンスクール(事前予約） 6/10(土)10:00～14:30

神奈川学園　 オープンキャンパス（事前予約） 6/22(土)10:30～12:30

鎌倉女学院 オープンキャンパス（事前予約） 6/22(土)9:00・10:00・11:00・12:00・13:00・14:00

カリタス女子 理科実験教室（事前予約） 7/28(日)

北豊島 体験学習会（事前予約） 6/9(日)10:00～12:30

吉祥女子　 オープンキャンパス 6/22(土)13:30～16:30(4・5・6年生対象)

共立女子 オープンキャンパス（事前予約） 7/14(日)8:30～12:30(4・5・6年生対象)

共立女子第二 　 理科体験授業（事前予約） 5/18(土)・8/3(土)14:00～15:30(入試相談ｺｰﾅｰ)

体育祭 6/1(土)9:30～15:30

オープンキャンパス（事前予約） 7/21(日)9:00～12:00

恵泉女学園 オープンスクール（事前予約） 6/15(土)10:00～12:00 , 14:00～16:00

光塩女子学院 オープンスクール 7/20(土)13:00～16:30

晃華学園 　 体育祭（事前予約） 5/17(金)11:00～

オープンスクール（事前予約） 7/21(日)10:00～

麹町学園女子 春のオープンキャンパス(事前予約） 4/28(日)9:00～

体育祭 6/20(木)10:30～15:00（エスフォルタアリーナ八王子)

夏のオープンキャンパス(事前予約） 7/28(日)9:00～

夏のクラブ体験(事前予約） 8/25(日)9:00～

佼成女子 スポーツフェスタ 5/11(土)1300～15:00

クラブ体験会(事前予約） 7/13(土)14:30～16:00

オープンスクール(事前予約） 8/24(土)9:30～12:00

実践女子学園 オープンスクール（事前予約） 6/22(土)14:00～16:45
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品川女子学院 オープンキャンパス（事前予約） 6/22(土)14:00～17:00

十文字 体育祭 6/1(土)9:00～15:00

オープンスクール(事前予約） 6/9(日)・7/15(日)9:30～11:30

昭和女子大学附属 オープンスクール（事前予約） 5/16(木)12:45～16:15

クラブ見学会＆説明会（事前予約） 5/18(土)14:00～16:00

理科体験プロジェクト（事前予約） 8/21(水)～23(金)14:30～16:00

女子聖学院 運動会（事前予約） 6/20(木)9:30～15:00(駒沢オリンピック公園総合運動体育館)

体験日（事前予約） 7/13(土)9:30～15:00

女子美術大学付属 公開授業 5/11(土)・18(土)8:35～12:40

体験学習会（事前予約） 6/16(日)10:00～・13:00～

運動会（事前予約） 6/26(水)10:30～14:00(さいたまスーパーアリーナ）

体験教室（事前予約） 8/6(火)・7(水)

白百合学園　 体験学習会（事前予約） 6/22(土)10:00～11:30・13:30～15:00（午前5・6年生対象）

（午後4・5・6年生対象）

聖セシリア女子 バザー 5/26(日)10:00～15:00

オープンキャンパス（一部事前予約） 6/29(土)・7/28（日）10:00～13:00

聖ヨゼフ学園 体育祭 5/11(金)9:00～15:00

オープンスクール（事前予約） 6/16(土)11:00～13:00

英語弁論大会 6/22(金)10:30～15:00

一日体験勉強会（事前予約） 7/21（土）10:00～11:30

地域公開教室（事前予約） 7/31（火）・8/1(水)10:00～12:00

聖和学院 体験授業・学校説明会（事前予約） 6/8(土)・7/6（日）10:00～12:00

洗足学園　 体育祭（入場申込み書） 4/25(木)9:00～15:30（入試相談ｺｰﾅｰ）

体験授業・学校説明会 6/29(土）10:00～12:30

玉川聖学院 体育祭 4/26(金)10:00～16:00（駒沢体育館）

音楽会 6/18(火)10:00～15:30(横浜みなとみらいホール)

田園調布学園　　　　体験授業・説明会（事前予約） 5/25(土)10:00～

クラブ体験・見学・説明会（事前予約） 7/6(土)13:00～16:00

東京家政大学附属女子スクールランチ試食会（事前予約） 4/21(日)11:00～13:00

夏のオープンスクール（事前予約） 7/27(土)9:00～16:00・8/25(日)9:00～11:00

東京純心女子 オープンキャンパス（事前予約） 6/22(土)13:30～17:00

東京女学館 オープンスクール（事前予約） 6/15(土)14:30～16:30

桐朋女子 体育祭 5/22(水)8:30～16:00

オープンキャンパス（事前予約） 7/15(祝)9:40～15:40

東洋英和女学院 オープンスクール（一部事前予約） 6/29(土)9:30～12:30

豊島岡女子学園 一日体験(事前予約） 7/15(月祝)9:30～14:30

中村 授業体験・説明会（事前予約） 6/22(土)9:30～11:30

オープンキャンパス(事前予約） 8/25(日)9:00～12:30

日本女子大附属　 体育祭 6/8(土)(雨天時6/9に延期）

オープンスクール(事前予約）　 6/15(土)14:30～17:00

クラブ体験会(事前予約）　 7/25(木)・8/20(火)15:00～ 17:00

フェリス女学院 学校見学会（事前予約） 7/13(土)9:00～15:30(4・5・6年生対象)

藤村女子 中学校体験会 6/15(土)14:00～

クラブ祭り 7/7(日)9:00～12:00

雙葉 学校見学会 7/21(日)9:00～13:30

普連土学園 学校体験日（事前予約） 6/15(土)9:00～11:30

聖園女学院 球技大会見学ツアー（事前予約） 6/7(金)10:00～11:00～（5・6年生親子対象）

授業見学会（事前予約） 6/25(火)10:00～11:30

三輪田学園　 オープンスクール（事前予約） 6/22(土)14:00～16:00

春の特別公演　ミニ説明会（事前予約） 4/21(土)14:00～15:30

目黒星美学園 オープンキャンパス  体験授業（事前予約）7/7(日)9:00～12:00

山脇学園 オープンキャンパス（事前予約） 6/22(土)13:30～16:30・8/24(土)9:00～12:30
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横浜共立学園　　 学校紹介と見学会（往復ﾊｶﾞｷ） 5/11(土)・6/15(土)・7/6(土)9:30～11:300(5・6年生対象)

横浜女学院    　 体育祭（事前予約） 6/20(木)・21(金)9:00～1500（横浜文化体育館）

クラブ体験　体験授業　説明会(事前予約）6/22(土)10:00～12:00

横浜雙葉　 オープンキャンパス（事前予約） 7/6(土)9:00～14:30

立教女学院　 学校体験日（事前予約） 6/29(土 )9:00～12:40

共  学  校

青山学院横山英和 モーニングティーツアー（事前予約） 5/14(火)・6/4(火)・6/28(金)9:00～10:30

穎明館 オープンスクール（事前予約） 7/28(日)10:00～13:00

桜美林 体育祭 6/1(土)9:00～16:00

関東学院 オープンキャンパス（事前予約） 6/29(土)9:30～13:00

公文国際学園　 体育祭 5/18(土)9:00～15:00

授業見学会 7/5(金)10:00～17:00

啓明学園 授業見学会 （事前予約） 5/11(土)・5/18(土)10:00～

授業体験会（事前予約） 6/15(土)・6/22(土)10:00～

国学院久我山 授業体験（事前予約） 7/28(日)9:00～13:00

駒込 茶道体験＆先生たちとの座談会（事前予約）6/1(土)14:00～15:30

給食試食会・内進生体験談（事前予約） 6/29(土)10:00～12:30

理科実験教室（事前予約） 7/28(日)9:30～12:00・13:30～16:00

桜丘 授業体験（事前予約） 6/22(土)・7/13(土)14:00～16:00

生徒学校紹介・給食試食会（事前予約） 8/11(日)10:00～12:00

自修館 理科実験  部活動見学　説明会（事前予約）5/11(土)理科実・説明会10:30～  部活見学13:00～

スポーツ大会 5/17(金)9:00～15:00

オープンスクール（事前予約） 5/25(土)9:00～13:00

理科実験 説明会（事前予約） 6/29(土)10:00～11:30

渋谷教育学園渋谷 体育祭 6/11(火)（代々木公園陸上競技場）

オープンスクール（事前予約） 8/28(水)

渋谷教育学園幕張 体育祭 6/4(火)・6/5(水)9:00～15:00

淑徳 ミニオープンキャンパス・説明会（事前予約）6/23(日)

順天 オープンスクール（事前予約） 5/11(土)・6/29(土)・8/31(土)13:00～（王子キャンパス）

体育祭 6/15(土)10:00～15:00（新田キャンパス）

湘南学園 体育祭 5/15(水)9:30～15:00

公開授業 5/25(土)10:10～12:00

オープンキャンパス（事前予約） 6/8(土)9:30～12:20

成蹊 授業見学ツアー（事前予約） 6/15(土)10:00～11:30, 11:00～12:30

授業体験・クラブ体験（事前予約） 7/6(土)午後

青稜 体育祭 6/11(火)9:00～14:00（しながわ中央公園）

体験入学（事前予約） 8/24(土)10:00～15:00

玉川学園 オープンスクール（事前予約） 6/1(土)・7/13(土)9:30～11:30　

公開授業（事前予約） 一般6/15(土)・7/4(木)　IB7/2(火)　10:00～12:00

多摩大学附属聖ヶ丘生徒主体説明会・部活動体験（事前予約）6/23(日)

サイエンスナイト（事前予約） 8/25(日)

中央大学附属横浜 授業公開 5/18(土)8:45～12:35

部活動見学会 5/18(土)14:00～　（大棚校地　牛久保校地）

鶴見大学附属 校長先生と学校散歩（事前予約） 6/1(土)・7/6(土)10:00～11:30

体験イベント（事前予約） 6/23(日)10:00～11:30

帝京大学 模擬授業　説明会（事前予約）　 7/13(土)・7/15(月祝)10:00～11:30・14:00～15:30

桐蔭学園　 オープンスクール（事前予約）　 5/11(土)9:30～12:10

おもしろ理科教室（桐蔭横浜大学） 8/20(火)10:00～15:30

東京農大一 体験授業（事前予約）　 7/15(月祝)9:00・10:20・13:30・14:50　(5・6年生対象)

桐光学園　 オープンスクール（事前予約）　 6/15(土)10:00～13:00

獨協埼玉 体験授業（事前予約） 7/1(月)10:00～・8/24(土)9:30～11:30

日本工業大学駒場 オープンキャンパス（事前予約）　 4/28(日)9:00～12:30
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日本大学 オープンスクール（事前予約）　 6/15(土)10:00～11:30（5・6年生対象）

日本大学第三 S☆girls（事前予約） 5/11(土)13:30～15:00

授業・部活・食堂体験（事前予約） 7/14(日)9:30～12:30

広尾学園 体育祭（事前予約） 6/11(火)10:00～

授業体験会　説明会 6/29(土)9:30～・14:00～

三田国際学園 オープンスクール（事前予約） 7/14(土)10:00～

明大付属中野八王子体育祭 5/29(水)10:00～

オープンスクール（事前予約） 6/15(土)9:50～12:40

明大付属明治 オープンキャンパス（事前予約）　 6/22(土)9:30～12::30（5・6年生対象）

夏休み学校体験（事前予約） 7/22(月)9:30～12::30（6年生対象）

目白研心 オープンキャンパス（事前予約） 7/14(日)10:00～

森村学園 体育祭 5/31(金)9:00～15:00

オープンスクール（事前予約） 8/25(日)10:00～12:00

八雲学園 レシテーションコンテスト(電話確認） 6/8(土)

合唱コンクール（電話確認） 7/16(火)（オリンパスホール八王子）

山手学院 オープンキャンパス（事前予約）　 6/8(土)9:30～13:00

横須賀学院 体育祭 6/22(土)9:00～15:00

オープンキャンパス（事前予約）　 8/10(土)10:00～13:00

横浜翆陵 入試体験会（事前予約） 5/19(日)10:00～11:30

体験型授業・部活（事前予約） 6/16(日)10:00～12:00

オープンキャンパス（事前予約） 7/14(日)10:00～12:00

横浜富士見丘学園 オープンスクール（事前予約） 6/8(土)・8/24(土)10:00～12:00

立正大学付属立正 体育祭（入試相談実施） 6/11(火)9:00～15:00（大井埠頭中央海浜公園陸上競技場）

オープンスクール（事前予約）　 7/13(土)9:00～

麗澤 ミニオープンキャンパス（事前予約） 5/26(日)・7/6(土)9:30～12:30

部活動見学・体験会（事前予約） 6/22(土)・7/6(土)14:00～15:30

早稲田実業 オープンスクール(一部事前予約）　 7/13(土)10:00～15:30
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