
【英語入試 実施校（本サイト掲載校_五十音順）】

入試対策・入試体験イベント

【東京都】

学校名 「入試対策・入試体験イベント」 開催日時 学校公式ホームページ   ▼クリック

大妻多摩中学校（ 東京都多摩市） 女子 入試模擬体験　①入試作問者アドバイス　②入試模擬体験 2021年1月10日（日）①9:30〜②11:10　［WEB予約］ https://www.otsuma-tama.ed.jp

共立女子第二中学校（ 東京都八王子市） 女子 入試説明会 2021年1月9日（土）10:30〜　［WEB予約］ https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/

麹町学園女子中学校（ 東京都千代田区） 女子 入試説明会＆入試模擬体験【Active Englishあり】 2020年12月6日（日）9:30〜　［WEB予約］ https://www.kojimachi.ed.jp

2020年12月5日（土）14:30〜　［WEB予約］

2021年1月16日（土）14:30〜　［WEB予約］

佼成学園中学校（ 東京都杉並区） 男子 入試問題解説会【Super English入試あり】＊オンデマンド配信 2020年12月19日（土）　［WEB予約］ https://www.kosei.ac.jp/boys/

実践女子学園中学校（ 東京都渋谷区） 女子 入試説明会 2021年1月13日（水）10:00〜　［WEB予約］ https://hs.jissen.ac.jp

品川翔英中学校（ 東京都品川区） 共学 入試体験【ラーナーズ型入試あり】＊英語入試あり 2020年12月20日（日）10:00〜　［WEB予約］ http://www.shinagawa-shouei.ac.jp/juniorhighschool/

芝浦工業大学附属中学校（ 東京都江東区） 共学 学校説明会＊来校型・オンライン配信 2020年12月12日（土）13:30〜　［WEB予約］ http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp

淑徳巣鴨中学校（ 東京都豊島区） 共学 入試対策説明会 2021年1月11日（月・祝）10:00〜/14:00〜　［WEB予約］ https://www.shukusu.ed.jp

順天中学校（ 東京都北区） 共学 学校説明会（ オンライン配信） 2020年12月12日（土）　［WEB予約］ https://www.junten.ed.jp/contents/

2020年12月5日（土）14:30〜　［WEB予約］

2021年1月16日（土）14:30〜　［WEB予約］

女子聖学院中学校（ 東京都北区） 女子 入試直前説明会 2021年1月16日（土）9:30〜　［WEB予約］ https://www.joshiseigakuin.ed.jp

白梅学園清修中学校・中高一貫部（ 東京都小平市） 女子 授業見学会＆ミニ説明会 2021年1月23日（土）10:00〜　［WEB予約］ http://seishu.shiraume.ac.jp

2020年12月5日（土）10:00〜　［WEB予約］

2020年12月12日（土）14:30〜　［WEB予約］

2021年1月9日（土）10:00〜　［WEB予約］

2021年1月16日（土）10:00〜　［WEB予約］

聖学院中学校（ 東京都北区） 男子 入試体験・学校説明会【英語入試・思考力入試あり】 2020年12月19日（土）11:00〜　［WEB予約］ https://www.seig-boys.org

玉川学園中学部（ 東京都町田市） 共学 入試問題説明会 2020年12月5日（土）10:00〜　［WEB予約］ https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/

入試問題研究会 2020年12月12日（土）13:30〜　［WEB予約］

直前！入試問題説明会＊新規の方対象の学校説明会あり 2021年1月9日（土）13:30〜　［WEB予約］

貞静学園中学校（ 東京都文京区） 共学 入試対策講座 2020年12月20日（日）9:00〜　［WEB予約］ https://teiseigakuen.ac.jp/junior/

東京女子学院中学校（ 東京都練馬区） 女子 学校説明会 2020年12月6日（日）10:00〜　［WEB予約］ https://www.tjg.ac.jp

東京都市大学付属中学校（ 東京都世田谷区） 男子 「授業見学ができる」土曜ミニ説明会 2021年1月16日（土）10:00〜　［WEB予約］ https://www.tcu-jsh.ed.jp

桐朋女子中学校（ 東京都調布市） 女子 学校説明会 2021年1月9日（土）14:00〜　［WEB予約］ https://chuko.toho.ac.jp

日本工業大学駒場中学校（ 東京都目黒区） 共学 入試プレテスト【3科目（国算英）あり】 2020年12月6日（日）9:00〜　［WEB予約］ https://www.nit-komaba.ed.jp/j/index.php

日本大学豊山女子中学校（ 東京都板橋区） 女子 学校説明会 2021年1月9日（土）10:00〜　［WEB予約］ https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp

2020年12月19日（土）14:00〜　［WEB予約］

2021年1月16日（土）14:00〜　［WEB予約］

2020年12月5日（土）14:00〜　［WEB予約］

2021年1月9日（土）14:00〜　［WEB予約］
https://bunsugi.jp

https://www.girls.kosei.ac.jp

https://josaigakuen.ac.jp

http://www.sundaigakuen.ac.jp

https://www.teikyo.ed.jp

http://www.hachioji-jissen.ac.jp

文化学園大学杉並中学校（ 東京都杉並区） 共学 入試説明会

学校説明会

帝京中学校（ 東京都板橋区） 共学

八王子実践中学校（ 東京都八王子市） 入試問題解説【適性検査型・自己表現・英語・プログラミング】共学

駿台学園中学校（ 東京都北区） 共学

佼成学園女子中学校（ 東京都世田谷区） 女子 学校説明会

城西大学附属城西中学校（ 東京都豊島区） 共学 入試説明会



新入試説明会【入試「理数インター」・リベラルアーツ・グロー

バル・英語AL・AAA・読書プレゼン・オピニオン】
2020年12月5日（土）11:00〜　［WEB予約］

入試体験会【公立一貫型・新入試】 2020年12月19日（土）8:30〜　［WEB予約］

入試説明会（ 英検利用入試あり） 2020年12月20日（日）13:30〜　［WEB予約］

入試説明会（ 英検利用入試あり） 2021年1月16日（土）10:30〜　［WEB予約］

2020年12月12日（土）10:00〜　［WEB予約］

2021年1月16日（土）10:00〜　［WEB予約］

目白研心中学校（ 東京都新宿区） 共学 入試説明会 2020年12月20日（日）9:30〜　［WEB予約］ https://mk.mejiro.ac.jp

入試対策＆学校説明（ オンライン） 2020年12月19日（土）13:30〜　［WEB予約］

入試対策説明会＆学校説明会 2021年1月9日（土）14:00〜　［WEB予約］

2020年12月5日（土）14:00〜　［WEB予約］

2020年12月19日（土）9:30〜　［WEB予約］

和洋九段女子中学校（ 東京都千代田区） 女子 プレテスト・入試説明会 2020年12月20日（日）　［WEB予約］ https://www.wayokudan.ed.jp

【神奈川県】

入試説明会 2021年1月9日（土）10:00〜　［WEB予約］

ポテンシャル・グローバル入試説明＆ミニ説明 2021年1月16日（土）10:00〜　［WEB予約］

2021年1月9日（土）11:30〜　［WEB予約］

2021年1月16日（土）10:00〜　［WEB予約］

2020年12月12日（土）13:30〜　［WEB予約］

2021年1月9日（土）13:30〜　［WEB予約］

聖セシリア女子中学校（神奈川県大和市） 女子 B方式【英語・グループワーク型】説明会 2021年1月9日（土）10:00〜　［WEB予約］ https://www.cecilia.ac.jp/index.html

清泉女学院中学校（神奈川県鎌倉市） 女子 https://www.seisen-h.ed.jp

橘学苑中学校（神奈川県横浜市） 共学 受験生のための模擬試験　＊学校説明会あり 2020年12月19日（土）8:20〜　［WEB予約］ https://www.tachibana.ac.jp

入試模擬体験【3科（国算英）あり】 2020年12月12日（土）9:00〜　［WEB予約］

入試直前説明会 2021年1月9日（土）10:00〜　［WEB予約］

2020年12月4日（金）15:00〜　［WEB予約］

2020年12月5日（土）15:00〜　［WEB予約］

2020年12月9日（水）15:00〜　［WEB予約］

2020年12月19日（土）9:30〜/10:30〜/11:30〜　［WEB予約］

オンラインナイト入試説明会 2020年12月2日（水）18:00〜　［WEB予約］

はじめての聖園女学院（説明会） 2020年12月21日（月）10:00〜　［WEB予約］

【埼玉県】

入試問題学習会　＊学校説明会同時開催 2020年12月6日（日）10:00〜　［WEB予約］

入試問題学習会　＊学校説明会同時開催 2020年12月12日（土）14:30〜　［WEB予約］

西武学園文理中学校（ 埼玉県狭山市） 共学 オンライン入試対策講座 随時視聴可能（2020年12月31日23:59まで） https://www.bunri-s.ed.jp

【千葉県】

昭和学院中学校（ 千葉県市川市） 共学 入試説明会 2020年12月12日（土）10:00〜　［WEB予約］ https://www.bunri-s.ed.jp

【静岡県】

静岡聖光学院中学校（静岡県静岡市） 男子 最後の学校説明・入試説明 2020年12月12日（土）　［WEB予約］ http://www.s-seiko.ed.jp

共学

女子

現在お申込のできるイベントはございません。

女子

共学 学校説明会

https://www.rissho-hs.ac.jp

http://www.aletheia.ac.jp/jr/

https://www.kitakama.ac.jp

https://www.kgm.ed.jp

https://tsurumi-fuzoku.ed.jp

https://www.hosen.ed.jp/jhs/

https://www.miwada.ac.jp

https://www.musashino-higashi.org/chugaku/

https://www.yamawaki.ed.jp

女子聖園女学院中学校（神奈川県藤沢市）

共学浦和実業学園中学校（ 埼玉県さいたま市）

直前説明会

女子北鎌倉女子学園中学校（神奈川県鎌倉市） 学校説明会

鶴見大学附属中学校（神奈川県横浜市） 共学

https://www.misono.jp/index.html

http://www.urajitsu.ed.jp/jh/index.php

日本大学中学校（神奈川県横浜市） https://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/junior/

共学

共学

宝仙学園中学校　共学部理数インター（ 東京都中野区） 共学

三輪田学園中学校（ 東京都千代田区）

武蔵野東中学校（ 東京都小金井市）

山脇学園中学校（ 東京都港区）

立正大学付属立正中学校（ 東京都大田区）

アレセイア湘南中学校（ 神奈川県茅ヶ崎市）

関東学院六浦中学校（神奈川県横浜市）

入試体験講座【イングリッシュエキスパート入試】＋学校説明会

学校説明会＋入試問題解説会共学


