
【東京都】

学校名 開催内容 開催日時 実施入試形態

足立学園中学校（足立区） 男子 入試直前対策【適性検査】（動画配信） 2021年1月16日（土）14：00～15：50 新タイプ入試内容

ナイト学校見学会・説明会 2021年1月15日（金）17：30～20：10

入試説明会（オンライン）・学校説明会（来校型） 2021年1月16日（土）13：00～16：20

学校説明、施設見学、個別相談、WEB出願 2021年1月16日（土）10：00～12：00

適性検査型入試体験会（来校型） 2021年1月16日（土）14：00～16：30

大妻多摩中学校（多摩市） 女子 入試なんでも相談会 2021年1月23日（土）10：40～ 新タイプ入試内容

かえつ有明中学校（江東区） 共学 第５回学校説明会【入試要項および各科目の傾向と対策】(オンライン開催) 2021年1月16日（土）10：00～11：30 新タイプ入試内容

教育内容説明会・出題傾向解説会（オンライン） 2021年1月16日（土）10：00～

教育内容説明会（オンライン） 2021年1月24日（日）9：00～

共立女子中学校（千代田区） 女子 在校生による入試直前相談会（午後は在校生のみ） 2021年1月16日（土）9：00～、15:00～ 新タイプ入試内容

共立女子第二中学校（八王子市） 女子 入試直前相談会 2021年1月16日（土）9：00～ 新タイプ入試内容

啓明学園中学校（昭島市） 共学 入試直前説明会（来校・オンライン） 2021年1月16日（土）14：30～　（来校型） 新タイプ入試内容

第1回 入試直前!学校説明会 2021年1月17日（日）10：00～

第2回 入試直前!学校説明会 2021年1月23日（土）10：30～

学校説明会 2021年1月15日（金）18：30～

適性検査型試験向けミニ説明会＋施設見学＋個別相談（希望者） 2021年1月16日（土）10：00～

入試体験イベント 2021年1月17日（日）10：00～

駒沢学園女子中学校（稲城市） 女子 6年生対象中学入試直前説明会 2021年1月16日（土）13：30～ 新タイプ入試内容

実践女子学園中学校（渋谷区） 女子 個別校内見学会 2021年1月16日（土）・1月23日（土）8：40～12：25 新タイプ入試内容

白梅学園清修中学校・中高一貫部（小平市） 女子 授業見学会＆ミニ説明会 2021年1月23日（土）10：00～12：00 新タイプ入試内容

城西大学附属城西中学校（豊島区） 共学 第二回中学入試説明会 2021年1月16日（土）14：30～　 新タイプ入試内容

入試直前算数講座 2021年1月16日（土）9：30～10：30

個別相談会 2021年1月23日（土）午前午後計8回実施

駿台学園中学校（北区） 共学 中学校学校説明会 2021年1月16日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

土曜学校案内 2021年1月16日（土）11：00～

土曜学校案内 2021年1月23日（土）11：00～

わかるテスト（そっくり模試）＜2科型/4科型/ナショジオ入試から選択＞ 2021年1月16日（土）8：30～12：30

ミニ説明会 2021年1月23日（土）14：00～15：00

東京家政学院中学校（千代田区） 女子 適性検査型入試対策2・新タイプ入試対策1 2021年1月16日（土）10：30～12：00 新タイプ入試内容

適性検査型、タラント発見・発掘型　ミニ説明会  （15組限定） 2021年1月16日（土）10：30～12：30

個別相談会　（10組限定） 2021年1月16日（土）13：00～16：00

教育方針・教育内容・生徒発表・個別相談・入試直前ポイント解説 2021年1月16日（土）14：00～

教育方針・教育内容・生徒発表・個別相談・入試直前ポイント解説 2021年1月23日（土）14：00～

東京純心女子中学校（八王子市） 女子 新タイプ入試内容

東京女子学園中学校（港区） 女子 新タイプ入試内容

聖ドミニコ学園中学校（世田谷区） 女子 新タイプ入試内容

成立学園中学校（北区） 共学 新タイプ入試内容

佼成学園中学校（杉並区） 男子 新タイプ入試内容

女子聖学院中学校（北区） 女子 新タイプ入試内容

神田女学園中学校（千代田区） 女子 新タイプ入試内容

麴町学園女子中学校（千代田区） 女子 新タイプ入試内容

【まだ間に合う！　1月開催イベント情報（1月15日以降）】

跡見学園中学校（文京区） 女子 新タイプ入試内容

上野学園中学校（台東区） 共学 新タイプ入試内容

https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/
https://s-type.jp/school/967/
https://www.atomi.ac.jp/jh/
https://s-type.jp/school/1947/
https://www.uenogakuen.ed.jp/
https://s-type.jp/school/704/
https://www.otsuma-tama.ed.jp/
https://s-type.jp/school/739/
https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/
https://s-type.jp/school/599/
https://www.kandajogakuen.ed.jp/
https://s-type.jp/school/1701/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/
https://s-type.jp/school/1879/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/
https://s-type.jp/school/956/
https://www.keimei.ac.jp/jsh/
https://s-type.jp/school/1693/
https://www.kojimachi.ed.jp/
https://s-type.jp/school/616/
https://www.kosei.ac.jp/boys/
https://s-type.jp/school/870/
https://www.kosei.ac.jp/boys/
https://s-type.jp/school/870/
https://www.komajo.ac.jp/jsh/
https://s-type.jp/school/1917/
https://hs.jissen.ac.jp/
https://s-type.jp/school/681/
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https://s-type.jp/school/917/
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https://www.dominic.ed.jp/highschool/
https://s-type.jp/school/1802/
https://www.seiritsu.ac.jp/
https://s-type.jp/school/820/
https://www.kasei-gakuin.ed.jp/
https://s-type.jp/school/473/
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/
https://s-type.jp/school/478/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/
https://s-type.jp/school/881/
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/
https://s-type.jp/school/478/
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/
https://s-type.jp/school/881/
https://www.dominic.ed.jp/highschool/
https://s-type.jp/school/1802/
https://www.seiritsu.ac.jp/
https://s-type.jp/school/820/
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https://www.joshiseigakuin.ed.jp/
https://s-type.jp/school/463/
https://www.kandajogakuen.ed.jp/
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https://s-type.jp/school/616/
https://www.atomi.ac.jp/jh/
https://s-type.jp/school/1947/
https://www.uenogakuen.ed.jp/
https://s-type.jp/school/704/


東京立正中学校（杉並区） 共学 説明会最終回「入試対策ダイジェスト編」（来校型・オンライン型） 2021年1月16日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

東洋大学京北中学校（文京区） 共学 学校説明会（オンライン） 2021年1月17日（日）9：00～ 新タイプ入試内容

中村中学校（江東区） 女子 入試体験＆入試説明会 2021年1月16日（土）9：30～ 新タイプ入試内容

日本工業大学駒場中学校（目黒区） 共学 直前説明会 2021年1月23日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

日本学園中学校（世田谷区） 男子 中学入試問題解説会（事前申込者限定動画配信） 2021年1月16日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

日本大学豊山女子中学校（板橋区） 女子 土曜見学会（来校型・オンライン型） 2021年1月16日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

入試直前対策説明会 2021年1月16日（土）10：00～

保護者対象直前説明会 2021年1月18日（月）16：00～

保護者対象直前説明会 2021年1月20日（水）16：00～

八王子実践中学校（八王子市） 共学 第２回 入試問題解説 2021年1月16日（土）14：00～15：00 新タイプ入試内容

藤村女子中学校（武蔵野市） 女子 入試直前！ナゾ解き入試体験会 2021年1月23日（土）14：00～16：30 新タイプ入試内容

富士見丘中学校（渋谷区） 女子 出願直前　個別相談会（来校型・オンライン型） 2021年1月23日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

三輪田学園中学校（千代田区） 女子 第2回 入試説明会（オンライン実施） 2021年1月16日（土）10：30～11：30 新タイプ入試内容

武蔵野東中学校（小金井市） 共学 入試体験講座（イングリッシュエキスパート入試）・ミニ説明会 2021年1月16日（土）10：00～ 新タイプ入試内容

適性検査型入試体験会（小6生限定）＋入試傾向説明会 2021年1月16日（土）14：30～　

直前学校説明会＋授業見学 2021年1月23日（土）10：00～

目黒学院中学校（目黒区） 共学 ミニ説明会・体験授業 2021年1月16日（土）14：00～ 新タイプ入試内容

目黒星美学園中学校（世田谷区） 女子 入試直前学校説明会 2021年1月17日（日）10：00～ 新タイプ入試内容

目白研心中学校（新宿区） 共学 臨時追加　説明会 2021年1月23日（土）14：00～ 新タイプ入試内容

入試説明会（オンライン型）+校舎見学・個別相談会（来校型） 2021年1月16日（土）10：00～

校舎見学・個別相談会 2021年1月23日（土）10：00～
和洋九段女子中学校（千代田区） 女子 新タイプ入試内容

八王子学園八王子中学校（八王子市） 共学 新タイプ入試内容

明法中学校（東村山市） 男子 新タイプ入試内容

https://www.tokyorissho.ed.jp/
https://s-type.jp/school/1768/
https://www.toyo.ac.jp/toyodaikeihoku/jh/
https://s-type.jp/school/904/
https://www.nakamura.ed.jp/
https://s-type.jp/school/1780/
https://www.nit-komaba.ed.jp/j/index.php
https://s-type.jp/school/889/
https://www.nihongakuen.ed.jp/
https://s-type.jp/school/1595/
https://www.buzan-joshi.hs.nihon-u.ac.jp/
https://s-type.jp/school/947/
https://www.hachioji.ed.jp/senr/
https://s-type.jp/school/753/
https://www.hachioji.ed.jp/senr/
https://s-type.jp/school/753/
https://www.hachioji-jissen.ac.jp/
https://s-type.jp/school/853/
https://www.fujimura.ac.jp/
https://s-type.jp/school/484/
https://www.fujimigaoka.ac.jp/
https://s-type.jp/school/1680/
https://www.miwada.ac.jp/
https://s-type.jp/school/806/
https://www.musashino-higashi.org/chugaku/
https://s-type.jp/school/910/
https://www.meiho.ed.jp/
https://s-type.jp/school/764/
https://www.meguro.ac.jp/
https://s-type.jp/school/770/
http://www.meguroseibi.ed.jp/
https://s-type.jp/school/1892/
https://mk.mejiro.ac.jp/
https://s-type.jp/school/494/
https://www.wayokudan.ed.jp/
https://s-type.jp/school/655/
https://www.wayokudan.ed.jp/
https://s-type.jp/school/655/
https://www.hachioji.ed.jp/senr/
https://s-type.jp/school/753/
https://www.meiho.ed.jp/
https://s-type.jp/school/764/

