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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
【東京都】

青山学院初等部
今年度はウェブサイト
学校説明会

学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月1日(土) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月2日(日) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月3日(月) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月4日(火) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月5日(水) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月6日(木) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月7日(金) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月8日(土) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話
学習院初等科 学校説明会（Web） 2021年5月9日(日) 科長の話・国語の話・算数の話・英語の話

学習院初等科
学校見学会
※9月以降に延期

2021年5月8日(土)

webで行う学校説明会（5月上旬予定）に加えて、今年に
限り学校見学会を開催。
お子様も一緒に見学していただくことができます。
8:00～9:00    3・2月生まれ
9:00～10:00  1・12月生まれ
10:00～11:00  11・10月生まれ
11:00～12:00  9・8月生まれ
13:00～14:00  7・6月生まれ
14:00～15:00  5・4月生まれ

学習院初等科 入試説明会（web）
9月5日(日)～
9月12日(日)

Webで実施。
当日、ホームページよりアクセス。
パスワードは入試要項に記載。

川村小学校 オープンスクール 2021年4月3日(土) 10:00 11:30
※要申込
詳細は下記「その他」をご覧ください

川村小学校 オープンスクール 2021年4月5日(月) 10:00 11:30
※要申込
詳細は下記「その他」をご覧ください

川村小学校 オンライン学校説明会(5/20～視聴開始） 2021年5月20日(木)
※要申込
配信中
教育紹介・学校生活について

川村小学校 オンライン学校説明会(6/17～視聴開始） 2021年6月17日(木) 10:00
※要申込
6月17日 10：00より配信開始予定
個別審査にむけて

川村小学校
夏のオープンスクール
授業体験ツアー

2021年7月4日(日) 10:00
※要申込
予約受付6月22日（火）10：00開始

川村小学校
夏のオープンスクール
授業体験ツアー

2021年7月4日(日) 14:00
※要申込
予約受付6月22日（火）10：00開始

川村小学校
夏のオープンスクール
授業体験ツアー

2021年7月10日(土) 10:00
※要申込
予約受付6月22日（火）10：00開始

川村小学校
夏のオープンスクール
親子製作あそび(iPadを使って)

2021年8月27日(金) 10:00
※要申込
予約受付8月19日（木）10：00開始

川村小学校
夏のオープンスクール
親子製作あそび(iPadを使って)

2021年8月28日(土) 10:00
※要申込
予約受付8月19日（木）10：00開始

川村小学校
夏のオープンスクール
親子製作あそび(iPadを使って)

2021年8月30日(月) 10:00
※要申込
予約受付8月19日（木）10：00開始

暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年7月31日(金) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月1日(土) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月2日(日) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月3日(月) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月4日(火) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月5日(水) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月6日(木) ※要申込
暁星小学校 オンライン説明会（ビデオ配信） 2020年8月7日(金) ※要申込
暁星小学校 学校説明会　※中止 2020年9月12日(土)
国立音楽大学附属小学校 スプリングコンサート 2021年3月20日(土)
国立音楽大学附属小学校 陶芸絵付け体験会 2021年3月20日(土) ※１/24（日）から日程変更

国立音楽大学附属小学校
学校説明会（ｗeb配信）
プレスクール（７月４日に延期）

2021年5月23日(日)

国立音楽大学附属小学校 プレスクール 2021年6月13日(日)
国立音楽大学附属小学校 学校説明会 2021年6月22日(火)
国立音楽大学附属小学校 プレスクール 2021年7月29日(木)
国立音楽大学附属小学校 サマーコンサート 2021年8月27日(金)
国立音楽大学附属小学校 学校説明会・プレスクール 2021年9月12日(日)
国立音楽大学附属小学校 ウィンターコンサート・造形作品展 2021年12月12日(日)
国立音楽大学附属小学校 陶芸絵付け体験会 2022年1月23日(日)
国立音楽大学附属小学校 スプリングコンサート 2022年3月21日(月)

国立学園小学校
第1回　学校説明会
※WEB上での開催に変更
5/10（月）～5/31（月）

2021年5月10日(月) ※要申込

All Rights Reserved. VALXL Co.,Lｔｄ 2021.7.8 2 バレクセル調べ



【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
国立学園小学校 第2回　学校説明会 2021年9月18日(土) 9:30 11:30 ※要申込
国本小学校 第１回学校説明会 2021年6月26日(土) ※要申込
国本小学校 第２回学校説明会 2021年9月25日(土) ※要申込
国本小学校 運動会 2021年9月30日(木)
国本小学校 記念祭（文化祭） 2021年10月23日(土)
国本小学校 記念祭（文化祭） 2021年10月24日(日)
国本小学校 音楽発表会 2021年12月11日(土)
国本小学校 学芸会 2022年2月27日(日)
慶應義塾幼稚舎 学校説明会（動画配信） 2021年7月3日(土)
慶應義塾幼稚舎 学校説明会（動画配信） 2021年7月4日(日)

啓明学園初等学校
第1回学校説明会
オンライン（Zoom）

2021年5月18日(火) 10:30 12:00

※終了
オンライン（Zoom）説明会に変更
10:30～11:00　学校長挨拶・教育方針・
　　　　　　　教育活動の説明・今後の予定
11:00～11:30　授業・施設見学・環境案内
11:30～12:00　個別相談（希望者）

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンライン見学相談）週間

2021年6月1日(火) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンライン見学相談）週間

2021年6月2日(水) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月3日(木) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月7日(月) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月8日(火) ※要申込

啓明学園初等学校
英語重視・インター幼保育園保護者対象
説明会

2021年6月9日(水) 10:30 12:00 ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月10日(木) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月16日(水) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月17日(木) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月21日(月) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月22日(火) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月23日(水) ※要申込

啓明学園初等学校 第2回学校説明会・授業見学会 2021年6月24日(木) 10:30 12:00

※要申込
・学校長挨拶・教育方針
・教育活動の説明
・今後の予定
・授業・施設見学・環境案内
・個別相談（希望者）

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月26日(土) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月28日(月) ※要申込

啓明学園初等学校
個別見学相談
（オンラインor来校見学相談）週間

2021年6月29日(火) ※要申込

啓明学園初等学校 第3回学校説明会・入試説明会 2021年9月4日(土) 10:30 12:00 ※要申込
光塩女子学院初等科 個別施設見学会 2021年3月25日(木) 10:00 ※要申込
光塩女子学院初等科 個別施設見学会 2021年3月25日(木) 16:00 ※要申込
光塩女子学院初等科 個別施設見学会 2021年4月24日(土) 13:00 ※要申込　少人数での校内見学

光塩女子学院初等科 第1回 オンライン学校説明会 2021年6月12日(土) 13:00 15:00
※要申込
※授業公開は中止となります。
※希望者は相談会あり。

光塩女子学院初等科 第2回 学校説明会　午前の部 2021年7月10日(土) 10:00 11:30
※要申込
オープンスクール・説明会

光塩女子学院初等科 第2回 学校説明会　午後の部 2021年7月10日(土) 13:00 14:30
※要申込
オープンスクール・説明会

光塩女子学院初等科 第3回 オンライン学校説明会 2021年9月11日(土) 13:00 15:00
※要申込
※授業公開は未定
※希望者は相談会あり

晃華学園小学校 第2回学校説明会　オンライン 2021年5月15日(土) ※オンライン形式に変更
晃華学園小学校 第3回学校説明会 2021年6月19日(土)
晃華学園小学校 第4回 学校説明会 2021年9月11日(土)
サレジオ小学校 第1回学校説明会 2021年5月22日(土) 13:30
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
サレジオ小学校 第2回学校説明会 2021年9月15日(水) 13:30
品川翔英小学校 第1回学校説明会 2021年2月13日(土) オンライン配信で開催済み
品川翔英小学校 新入生歓迎小運動会　※中止 2021年5月8日(土) ※中止

品川翔英小学校
第2回学校説明会
（年長さん保護者向け）来校型

2021年5月22日(土) ※要申込

品川翔英小学校
第2回学校説明会
（全ての保護者向け）Web説明会

2021年5月22日(土) ※要申込

品川翔英小学校 第1回ナイト学校説明会 2021年6月11日(金) ※要申込　グループ懇談
品川翔英小学校 第3回学校説明会 2021年7月10日(土) ※要申込　学校見学＆学校説明
品川翔英小学校 オープンキャンパス 2021年8月28日(土) ※要申込　学校体験＆学校見学
品川翔英小学校 入試説明会 2021年9月4日(土) ※要申込　プレ模試＆入試説明
品川翔英小学校 秋季大運動会 2021年9月11日(土) 於：品川区立伊藤小学校
品川翔英小学校 第2回ナイト学校説明会 2021年9月17日(金) ※要申込　グループ懇談
品川翔英小学校 志ら梅（文化祭）2021 2021年10月2日(土)
品川翔英小学校 志ら梅（文化祭）2021 2021年10月3日(日)

自由学園初等部
児童がつくる
体験型学校説明会

2021年5月22日(土) 9:30 11:00

※要申込
初等部キャンパス全体を使って、各箇所で下記を時間ご
とに実施ます。
6年生が中心となって、ご案内などさせていただきます。
◆理事長・校長からのお話
◆生徒によるプレゼン「自由学園初等部ってどんな学
校？」
◆授業見学
◆個別相談
◆初等部グランドで遊ぼう（ご自由にお使いください）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、
　内容を変更することがございます。
※6月と同様の内容になります。

自由学園初等部
児童がつくる
体験型学校説明会

2021年6月19日(土) 9:30 11:00

※要申込
初等部キャンパス全体を使って、各箇所で下記を時間ご
とに実施ます。
6年生が中心となって、ご案内などさせていただきます。
◆理事長・校長からのお話
◆生徒によるプレゼン「自由学園初等部ってどんな学
校？」
◆授業見学
◆個別相談
◆初等部グランドで遊ぼう（ご自由にお使いください）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、
　内容を変更することがございます。
※5月と同様の内容になります。

自由学園初等部
オンライン
学校説明会

2021年7月17日(土) 9:30 11:00
※要申込
Zoomを使って、初等部を部長、入試広報担当より
お伝えさせていただきます。

自由学園初等部 入試説明会 2021年9月18日(土) 9:30 11:00
※要申込
初等部の入試について入試広報担当よりお伝えさせてい
ただきます。

淑徳小学校 学校説明会・学校見学会 2021年5月15日(土) 10:00 ※要申込
淑徳小学校 学校説明会・学校見学会 2021年6月18日(金) 10:00 ※要申込
淑徳小学校 体験入学会 2021年7月17日(土) 10:00 12:00 ※年長児対象　要申込
淑徳小学校 学校見学会 2021年7月31日(土) 9:00 11:00 ※個別相談会有 要申込
淑徳小学校 学校見学会 2021年7月31日(土) 13:00 15:00 ※個別相談会有 要申込
淑徳小学校 学校見学会 2021年8月21日(土) 13:00 15:00 ※個別相談会有 要申込
淑徳小学校 学校説明会・学校見学会 2021年9月11日(土) 10:00 ※要申込
淑徳小学校 体験入学会 2021年12月11日(土) 10:00 12:00 ※年中児対象　要申込

聖徳学園小学校 英才教育公開研究発表会（Live配信） 2021年6月19日(土) 9:00 12:40

●二人指導制や能力別クラス編成など
　一人ひとりの個性と能力に応じた指導を追究します。
　英才教育とその成果の紹介、研究発表、懇談会も行い
ます。

聖徳学園小学校 体験授業と学校説明会(2) 2021年7月3日(土) 10:00 11:30

●お子さんには本校の知能訓練の授業を体験していただ
きます。
　保護者の方には、この時間を使いまして本校の教育の
特色・
　知能訓練・入試要項の説明を行います。
●体験授業は、年長児を対象としています。
　説明会は、年齢の制限はありません。
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

聖徳学園小学校 授業見学と学校説明会（1） 2021年9月4日(土) 9:10 10:30

※要申込
● 授業を見学していただきます。
　聖徳の特色ある授業と、生き生きと学習活動に取り組
む子
　どもたちの様子をご覧ください。
● 聖徳の教育の特色と入試要項の説明も行います。

聖徳学園小学校 授業見学と学校説明会（2） 2021年9月4日(土) 10:10 11:30

※要申込
● 授業を見学していただきます。
　聖徳の特色ある授業と、生き生きと学習活動に取り組
む子
　どもたちの様子をご覧ください。
● 聖徳の教育の特色と入試要項の説明も行います。

聖徳学園小学校 オープンスクールとミニ説明会 2021年9月27日(月) 10:30 12:00
※要申込
● 授業を見学できます。
　また、全学年児童の自由研究作品も展示しています。

昭和女子大学附属昭和小学校 学校説明会（動画形式） 2021年4月18日(日) 10:00
動画形式
学校説明会（10:00～視聴開始)
※4/25 16:00まで視聴可

昭和女子大学附属昭和小学校 学校説明会（動画形式） 2021年5月15日(土)
※要申込
動画形式
学校説明会（10:00～16:00まで視聴可）

昭和女子大学附属昭和小学校 学校説明会（動画形式） 2021年6月12日(土)
※要申込
動画形式
学校説明会（10:00～16:00まで視聴可）

昭和女子大学附属昭和小学校 学校説明会 2021年9月4日(土) ※要申込
白百合学園小学校 学校説明会 2021年6月26日(土) 9:30 10:30 ※要申込　保護者対象
白百合学園小学校 学校説明会 2021年6月26日(土) 11:30 12:30 ※要申込　保護者対象
白百合学園小学校 個別相談・施設見学会 2021年8月25日(水) ※要申込　保護者対象
白百合学園小学校 個別相談・施設見学会 2021年8月26日(木) ※要申込　保護者対象
白百合学園小学校 個別相談・施設見学会 2021年8月27日(金) ※要申込　保護者対象
白百合学園小学校 個別相談・施設見学会 2021年8月30日(月) ※要申込　保護者対象

菅生学園初等学校 スッガニアOnline 2021年2月27日(土) 10:00 11:00
※要申込
年中児対象 授業体験
プログラミングを使ってアニメーションをつくろう

菅生学園初等学校
オンライン授業見学
のぞいてみよう！菅生の授業　英語

2021年3月13日(土) 10:30 11:00 ※要申込

菅生学園初等学校 学校説明会（学びの城） 2021年4月24日(土) 14:00 15:30
※要申込
教育理念・教育概要・入試について
ご説明させていただきます。

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の生活！
～給食・施設～ 　※オンライン

2021年5月1日(土) 10:30 11:00
※要申込
オンライン（zoom)

菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月10日(月) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月11日(火) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月12日(水) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月13日(木) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月14日(金) 13:30 14:30 ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業！
～国語・算数～ 　※オンライン

2021年5月15日(土) 10:30 11:00
※要申込
オンライン（zoom)

菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月17日(月) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月18日(火) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月19日(水) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月20日(木) 13:30 14:30 ※要申込
菅生学園初等学校 オンライン個別相談 2021年5月21日(金) 13:30 14:30 ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業！
～ゆたか～ 　※オンライン

2021年5月22日(土) 10:30 11:00
※要申込
オンライン（zoom)

菅生学園初等学校 運動会 2021年5月29日(土) 8:50 12:00 ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業
～アフタースクール～

2021年6月7日(月) ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業
～アフタースクール～

2021年6月8日(火) ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業
～アフタースクール～

2021年6月9日(水) ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業
～アフタースクール～

2021年6月10日(木) ※要申込

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業
～アフタースクール～

2021年6月11日(金) ※要申込

菅生学園初等学校 オープンスクール 2021年6月19日(土) 9:30 11:30
※要申込
実際の授業の様子をご覧いただけます。

菅生学園初等学校 スッガニア～Science～ 2021年7月3日(土) 14:30 16:00
※要申込
菅生の理科の授業を体験しよう！
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

菅生学園初等学校 スクールトライアル(学校体験) 2021年7月17日(土) 9:00 11:30
※要申込
菅生に入学した気分を味わえる。
お教室で菅生の１日を体験しよう

菅生学園初等学校
のぞいてみよう！菅生の授業！
～音楽～

2021年9月11日(土) 10:30 11:00 ※要申込

菅生学園初等学校 菅生祭 2021年10月2日(土) 10:00 15:00
※要申込
学習成果の展示発表をご覧いただけます。
学校説明・個別相談も可能です。

菅生学園初等学校 スッガニア～Halloween～ 2021年10月23日(土) 14:30 16:00
※要申込
Halloweenにちなんだ
楽しい英語の授業を体験しよう！

菅生学園初等学校 スッガニア～Christams～ 2021年12月18日(土) 14:30 16:00
※要申込
Christmasにちなんだ
菅生の授業を体験しよう！

聖学院小学校 学校見学会1 2021年4月29日(木)
※要申込
3/29(月)10：00より予約開始予定

聖学院小学校
第1回学校説明会
（オンライン）

2021年5月14日(金) 10:30 12:00
※要申込
4/14(水)10：00より予約開始予定
オンライン(zoomウェビナー)での実施

聖学院小学校 イブニング説明会 2021年6月18日(金) 18:00 19:00
※要申込
5/18(火)10：00より予約開始予定

聖学院小学校 第２回学校説明会 2021年6月29日(火) 10:30 12:00
※要申込
5/31(月)10：00より予約開始予定

聖学院小学校 体験授業 2021年7月17日(土)
※要申込
6/14(月)10：00より予約開始予定
対象：年長児のみ

聖学院小学校 学校見学会2 2021年8月28日(土)
※要申込
7/26(月)10：00より予約開始予定

聖学院小学校 第３回学校説明会 2021年9月2日(木) 10:30 12:00
※要申込
8/2(月)10：00より予約開始

成蹊小学校 運動会　※一般公開中止 2021年5月22日(土)
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年5月27日(木) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年5月28日(金) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年5月29日(土) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年5月30日(日) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年5月31日(月) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年6月1日(火) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年6月2日(水) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年6月3日(木) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会(Web配信） 2021年6月4日(金) ※予約制
成蹊小学校 第1回学校説明会（個別相談） 2021年6月5日(土) 9:00 15:00 ※予約制
成蹊小学校 第2回学校説明会 2021年9月4日(土) 10:00 12:00 ※予約制
成蹊小学校 第2回学校説明会 2021年9月4日(土) 14:00 16:00 ※予約制
成蹊小学校 オープンスクール 2021年9月17日(金) 10:40 12:15 ※予約制
成蹊小学校 文化祭 2021年10月10日(日) 8:30 15:00 ※予約制

成城学園初等学校 WEB校長面談【ZOOM利用】
2021年6月7日（月）
～9月17日（金）

※要申込

成城学園初等学校
学校説明会（オンライン）
オープンスクール（初等学校内）

2021年6月12日(土) 9:00 12:00

※要申込
※オープンスクール体験授業対象学年：年少・年中・年
長児
（年少・年中さんは授業時保護者付添いが必要になりま
す。）

成城学園初等学校 WEB個別相談会【ZOOM利用】
2021年6月19日（土）
～9月25日（土）

※要申込

成城学園初等学校 受験希望者学校参観　期間(1)
2021年6月21日（月）
～ 6月30日（水）

※要申込

成城学園初等学校 オープンスクール（初等学校内） 2021年7月17日(土) 9:00 12:00

※要申込
※オープンスクール体験授業対象学年：年少・年中・年
長児
（年少・年中さんは授業時保護者付添いが必要になりま
す。）

成城学園初等学校 入試説明会（オンライン） 2021年9月11日(土) 9:00 12:00 ※要申込

成城学園初等学校 受験希望者学校参観　期間（2）
2021年9月13日（月）
～ 9月30日（木）

※要申込

成城学園初等学校 受験希望者学校参観　期間（3）
2022年2月17日（木）
～ 3月2日（水）

※要申込

聖心女子学院初等科
【初等科1年】
第1回学校説明会（オンライン）

2021年6/12（土）～
6/20（日）

オンラインで実施
6/12（土）～6/20（日）HPで視聴可能
個別相談（オンライン）※要申込
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

聖心女子学院初等科
【初等科1年】
第2回学校説明会

2021年9月4日(土)

聖心女子学院初等科
【初等科1年】
みこころ祭

2021年10月9日(土)

聖心女子学院初等科
【初等科1年】
学習発表会児童観覧日

2022年2月4日(金) ※要申込

聖心女子学院初等科
【初等科5年転入・編入】
第1回学校説明会

2021年6月26日(土)
※要申込
動画配信での視聴も可能

聖心女子学院初等科
【初等科5年転入・編入】
みこころ祭

2021年10月9日(土)

聖心女子学院初等科
【初等科5年転入・編入】
第2回学校説明会

2021年11月13日(土)

聖心女子学院初等科
【初等科5年転入・編入】
体験授業

2021年11月13日(土) ※要申込

聖心女子学院初等科
【初等科5年転入・編入】
中等部クリスマス・ウィッシング

2021年12月20日(月) ※要申込

聖心女子学院初等科
【初等科5年転入・編入】
学習発表会児童観覧日

2022年2月4日(金) ※要申込

聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業　※中止 2021年5月8日(土) 10:00 11:30 ※中止
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業　※中止 2021年5月8日(土) 14:00 15:30 ※中止
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業　※中止 2021年5月15日(土) 10:00 11:30 ※中止
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業　※中止 2021年5月15日(土) 14:00 15:30 ※中止
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業　※中止 2021年5月22日(土) 10:00 11:30 ※中止
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業　※中止 2021年5月22日(土) 14:00 15:30 ※中止
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業 2021年6月5日(土) 10:00 11:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業 2021年6月5日(土) 14:00 15:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業 2021年6月12日(土) 10:00 11:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業 2021年6月12日(土) 14:00 15:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業 2021年6月19日(土) 10:00 11:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 学校説明会・体験授業 2021年6月19日(土) 14:00 15:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 Web学園オープンスクール 2021年6月12日(土) ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 男児体験ラグビー　※予定 2021年6月26日(土) ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 入試説明会 2021年8月27日(金) 10:00 11:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 入試説明会 2021年8月27日(金) 14:00 15:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 入試説明会 2021年8月28日(土) 10:00 11:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 入試説明会 2021年8月28日(土) 14:00 15:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 入試説明会 2021年9月4日(土) 10:00 11:30 ※要申込
聖ドミニコ学園小学校 入試説明会 2021年9月4日(土) 14:00 15:30 ※要申込

星美学園小学校 第二回 星美学園小学校学校説明会 2021年6月5日(土) 10:00 11:30

※要申込
体験活動 : 年中･年長対象
保護者の方への説明会と並行して、
お子様を対象とした体験活動を開催。
※新型コロナウィルスの感染状況により、
活動体験を中止する場合があります。
受付：9:30～

星美学園小学校
第一回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年6月14日(月) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（2時限目）

星美学園小学校
第一回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年6月15日(火) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（2時限目）

星美学園小学校
第一回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年6月16日(水) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（2時限目）

星美学園小学校
第一回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年6月17日(木) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（2時限目）

星美学園小学校
第一回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年6月18日(金) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（2時限目）

星美学園小学校 七夕集会　※中止 2021年7月3日(土) 10:00 11:00
※要申込
受付：9:30～
参加対象 : 年中・年長児
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星美学園小学校 第三回 星美学園小学校学校説明会 2021年9月4日(土) 9:00 10:30

※要申込
入試体験 : 年長対象
保護者の方への説明会と並行して、
お子様を対象とした入試体験を開催。
※新型コロナウィルスの感染状況により、
入試体験を中止する場合があります。
受付：8:30～8:50

星美学園小学校
第二回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年9月6日(月) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（見学）

星美学園小学校
第二回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年9月7日(火) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（見学）

星美学園小学校
第二回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年9月8日(水) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（見学）

星美学園小学校
第二回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年9月9日(木) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（見学）

星美学園小学校
第二回 星美学園小学校
学校見学・説明会

2021年9月10日(金) 9:00 10:30

※要申込
受付 : 8:40
説明 : 9:00
見学 : 9:40～10:30（見学）

星美学園小学校 せいびのクリスマス 2021年12月4日(土)
※要申込
参加対象 : 年中児・保護者（1名限定）

清明学園初等学校 第３回公開授業 2021年6月19日(土) 10:40 12:20 ※WEB予約
清明学園初等学校 オープンスクール 2021年8月28日(土) ※WEB予約
清明学園初等学校 オープンスクール 2021年8月29日(日) ※WEB予約
清明学園初等学校 第4回学校説明会・公開授業 2021年9月18日(土) ※WEB予約

玉川学園 小学部 オンライン学校説明会 2021年5月8日(土) 10:00 12:00
※要申込
公開授業あり

玉川学園 小学部 オンライン学校説明会 2021年6月12日(土) 13:00 15:00 ※要申込

玉川学園 小学部 オンライン学校説明会 2021年9月18日(土) 10:00 12:00
※要申込
公開授業あり

玉川学園 小学部 玉川学園体育祭 2021年10月9日(土) 9:30 14:30
場所：記念グラウンド
雨天延期 10月11日（月）まで
入試相談コーナー 10:00～14:30

玉川学園 小学部 入試個別相談会 2021年11月13日(土) 10:00 16:00
個別相談
※コスモス祭同時開催

玉川学園 小学部 音楽祭 2021年12月3日(金) ※要申込

玉川学園 小学部 オンラインオープンスクール 2021年1月25日(月) 10:30 12:00
※要申込
受付 10:00～
Zoomによるオンライン授業公開

玉川学園 小学部 入試個別相談会 2022年2月26日(土) 9:00 15:00
個別相談
※玉川学園展同時開催

玉川学園 小学部 入試個別相談会 2022年2月27日(日) 9:00 15:00
個別相談
※玉川学園展同時開催

帝京大学小学校 第1回 学校説明会 2021年4月24日(土)

帝京大学小学校 第2回 学校説明会（オンライン） 2021年5月15日(土)
対面式での開催を予定しておりましたが、
オンラインでの開催に変更。

帝京大学小学校 第3回 学校説明会 2021年6月19日(土)
帝京大学小学校 第4回 学校説明会 2021年7月10日(土)

帝京大学小学校 学校説明会 2021年8月7日(土)

校長挨拶・教育活動の紹介・
アフタースクールの説明・施設見学・
体験授業・個別相談
8/7（土）・21（土）・26（木）
のうち１日をご選択ください。

帝京大学小学校 学校説明会 2021年8月21日(土)

校長挨拶・教育活動の紹介・
アフタースクールの説明・施設見学・
体験授業・個別相談
8/7（土）・21（土）・26（木）
のうち１日をご選択ください。
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

帝京大学小学校 学校説明会 2021年8月26日(木)

校長挨拶・教育活動の紹介・
アフタースクールの説明・施設見学・
体験授業・個別相談
8/7（土）・21（土）・26（木）
のうち１日をご選択ください。
＊２６日（木）はアフタースクールの活動を
ご覧いただけます。

帝京大学小学校 入試説明会 2021年8月28日(土)

年長児童とその保護者対象
・入試の説明
・例題、過去問の紹介
・検査内容について
・Web出願の方法

帝京大学小学校 帝翔キンダークラブ 2021年9月11日(土)
年長児童とその保護者対象
一日入学体験教室

田園調布雙葉小学校 小学校説明会（Youtube限定配信） 2021年6月5日(土) ※要申込
田園調布雙葉小学校 ふれあい見学会 2021年6月26日(土) ※要申込
田園調布雙葉小学校 オンライン個別相談会 2021年7月22日(木) ※要申込

田園調布雙葉小学校 小学校説明会 2021年9月11日(土) ※要申込

東京三育小学校 運動会 2021年5月23日(日)

※要申込
期日が近づきましたら
学校公式HPをご覧ください。
（実施の詳細、参加方法等）

東京三育小学校 学校説明会 2021年7月25日(日) 9:30 ※要申込
東京三育小学校 学校説明会 2021年7月25日(日) 13:30 ※要申込
東京三育小学校 学校説明会 2021年8月22日(日) 9:30 ※要申込
東京三育小学校 学校説明会 2021年8月22日(日) 13:30 ※要申込

東京三育小学校 バザー 2021年10月10日(日)
期日が近づきましたら
学校公式HPをご覧ください。
（実施の詳細、参加方法等）

東京三育小学校 クリスマス礼拝 2021年11月28日(日)

※要申込
期日が近づきましたら
学校公式HPをご覧ください。
（実施の詳細、参加方法等）

東京女学館小学校 学校説明会（オンライン） 2021年6月12日(土) ※要申込

東京創価小学校 オープンキャンパス（オンライン） 2021年5月1日(土) 15:00
※要申込
歓迎挨拶、体験企画を、YouTubeライブで配信

東京創価小学校 学校説明会 2021年7月24日(土)
東京創価小学校 学校説明会 2021年7月25日(日)
東京創価小学校 入試説明会 2021年8月29日(日)
東京創価小学校 入試説明会 2021年9月4日(土)
東京都市大学付属小学校 運動会　※受験生の見学は中止 2021年5月29日(土) ※受験生の見学は中止

東京都市大学付属小学校 学校説明会　第1回 2021年6月12日(土) 9:00 10:10

※要申込
・学校説明会と昨年度の入学考査について
（どの回も内容は同じです。）
・施設見学
※授業公開は、今回は行いません。

東京都市大学付属小学校 学校説明会　第2回 2021年6月12日(土) 11:00 12:10

※要申込
・学校説明会と昨年度の入学考査について
（どの回も内容は同じです。）
・施設見学
※授業公開は、今回は行いません。

東京都市大学付属小学校 学校説明会　第3回 2021年6月12日(土) 13:00 14:10

※要申込
・学校説明会と昨年度の入学考査について
（どの回も内容は同じです。）
・施設見学
※授業公開は、今回は行いません。

東京都市大学付属小学校 学校説明会　第4回 2021年6月12日(土) 15:00 16:10

※要申込
・学校説明会と昨年度の入学考査について
（どの回も内容は同じです。）
・施設見学
※授業公開は、今回は行いません。

東京都市大学付属小学校 進学相談会
2021年7月20日(火)
7月22日（水）

※要申込
対象
未就学児童（年長のみ）・保護者様（保護者様のみの参
加も可）

東京都市大学付属小学校 入試説明会 2021年8月26日(木) 10:00 11:00
※要申込
2022年度入試について詳しくお話しします。

東京都市大学付属小学校 学校公開 2021年9月11日(土) 9:00 10:50 公開授業・校内見学　※要申込
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
東京都市大学付属小学校 音楽発表会 2021年10月21日(木) 12:50 12：50開演　※要申込

東京農業大学稲花小学校 第１回学校説明会（オンライン） 2021年1月15日(金)
※要申込
教育方針，カリキュラムの特徴，学校生活のご案内等

東京農業大学稲花小学校 第１回学校説明会（オンライン） 2021年1月16日(土)
※要申込
教育方針，カリキュラムの特徴，学校生活のご案内等

東京農業大学稲花小学校 第2回学校説明会（オンライン） 2021年4月16日(金) 18:00 19:00
※要申込
｢Zoomウェビナー｣によるオンライン形式(リアルタイム)
教育方針，学校生活，2022年度入試概要等のご案内

東京農業大学稲花小学校 第2回学校説明会（オンライン） 2021年4月17日(土) 9:30 10:30
※要申込
｢Zoomウェビナー｣によるオンライン形式(リアルタイム)
教育方針，学校生活，2022年度入試概要等のご案内

東京農業大学稲花小学校 第2回学校説明会（オンライン） 2021年4月17日(土) 11:00 12:00
※要申込
｢Zoomウェビナー｣によるオンライン形式(リアルタイム)
教育方針，学校生活，2022年度入試概要等のご案内

東星学園小学校 第1回学校説明会 2021年4月17日(土) 10:00 11:30 ※要申込
東星学園小学校 運動会 2021年5月22日(土) 9:00 15:30 ※要申込

東星学園小学校 第2回学校説明会（A日程） 2021年5月29日(土) 8:40 11:30
※要申込
8:40～9:25　公開授業
10:00～11:30　説明会

東星学園小学校 第2回学校説明会（B日程） 2021年5月30日(日) 10:00 11:30 ※要申込
東星学園小学校 ひこうき大会 2021年6月9日(水) 13:50 15:00 ※要申込
東星学園小学校 第3回　学校説明会・入試説明会 2021年7月10日(土) 10:00 11:30 ※要申込
東星学園小学校 第4回　学校説明会 2021年9月11日(土) 10:00 11:30 ※要申込
東星学園小学校 体育祭 2021年10月9日(土) 9:15 14:30 ※要申込
東星学園小学校 第5回　学校説明会　年中児・年少児対象 2021年10月16日(土) 10:00 11:30 ※要申込
東星学園小学校 東星バザー 2021年10月24日(日) 10:00 14:30
東星学園小学校 展示会 2021年11月27日(土) ※要申込
東星学園小学校 クリスマス会 2021年12月18日(土) ※要申込

桐朋学園小学校
学校説明会
（オンライン）

2021年4月24日(土) 10:00
5回とも説明内容は同じ。
※要申込。4月7日より予約を開始予定。

桐朋学園小学校
学校説明会
（オンライン）

2021年4月24日(土) 14:00
5回とも説明内容は同じ。
※要申込。4月7日より予約を開始予定。

桐朋学園小学校 学校説明会（オンライン） 2021年5月22日(土) 10:00
5回とも説明内容は同じ。
※要申込。4月7日より予約を開始予定。

桐朋学園小学校 学校説明会（オンライン） 2021年5月22日(土) 14:00
5回とも説明内容は同じ。
※要申込。4月7日より予約を開始予定。

桐朋学園小学校 学校説明会（オンライン） 2021年9月9日(木) 10:30
5回とも説明内容は同じ。
※要申込。4月7日より予約を開始予定。

桐朋小学校 学校説明会　※中止 2021年5月8日(土)
桐朋小学校 WEB個別相談会 2021年6月5日(土) ※要申込
桐朋小学校 学校説明会 2021年6月26日(土) ※要申込
桐朋小学校 WEB説明会 2021年7月17日(土) ※要申込
桐朋小学校 学校説明会 2021年8月28日(土) ※要申込
桐朋小学校 学校体験会 2021年9月4日(土) ※要申込

東洋英和女学院小学部
学校説明会
※動画配信に変更（動画配信期間は、5/15
（土）～5/25日（火））

2021年5月8日(土)

※要申込
5/8と15の説明会は、動画配信に変更
動画配信期間は、5/15（土）から5/25（火）まで
お申込みのあったすべてのご家庭に、
動画視聴用のURLを5月14日（金）の夕方以降にメールに
て送信予定

東洋英和女学院小学部
学校説明会
※動画配信に変更（動画配信期間は、5/15
（土）～5/25日（火））

2021年5月15日(土)

※要申込
5/8と15の説明会は、動画配信に変更
動画配信期間は、5/15（土）から5/25（火）まで
お申込みのあったすべてのご家庭に、
動画視聴用のURLを5月14日（金）の夕方以降にメールに
て送信予定

東洋英和女学院小学部 学校見学会 2021年7月17日(土) ※要申込
東洋英和女学院小学部 学校見学会 2021年7月24日(土) ※要申込

トキワ松学園小学校 第1回　学校説明会 2021年3月18日(木)
※要申込
※施設見学あり

トキワ松学園小学校 第2回　学校説明会（オンライン) 2021年5月14日(金) 10:30 11:30 ※要申込

トキワ松学園小学校
第3回　学校説明会（第1部）
※施設見学あり

2021年6月19日(土) 9:00 10:15
※要申込
第1部と第2部は同じ内容

トキワ松学園小学校
第3回　学校説明会（第2部）
※施設見学あり

2021年6月19日(土) 11:00 12:15
※要申込
第1部と第2部は同じ内容

トキワ松学園小学校 入試体験（第1部） 2021年7月10日(土) 9:00 11:30
※要申込
年長対象/定員48名

トキワ松学園小学校 入試体験（第2部） 2021年7月10日(土) 13:00 15:30
※要申込
年長対象/定員48名
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

トキワ松学園小学校 個別相談会 2021年8月21日(土) 10:00 14:40
※要申込
各回20分程度

トキワ松学園小学校 個別相談会 2021年8月22日(日) 10:00 14:40
※要申込
各回20分程度

トキワ松学園小学校
第4回　学校説明会（第1部）
※施設見学あり

2021年9月18日(土) 13:20 14:25
※要申込
第1部と第2部は同じ内容

トキワ松学園小学校
第4回　学校説明会（第2部）
※施設見学あり

2021年9月18日(土) 14:50 15:55
※要申込
第1部と第2部は同じ内容

トキワ松学園小学校 親子運動会 2021年10月9日(土) 9:00 15:30 横浜美術大学グランド
トキワ松学園小学校 音楽発表会 2022年2月15日(火) 9:30 12:00  トキワ松学園体育館
新渡戸文化小学校 学校説明会（オンライン開催） 2021年1月23日(土) 10:00 11:00 オンライン開催
新渡戸文化小学校 学校説明会（オンライン開催） 2021年2月27日(土) 14:00 15:00 オンライン開催
新渡戸文化小学校 学校説明会（オンライン開催） 2021年5月8日(土) 14:00 15:00 オンライン開催
新渡戸文化小学校 学校説明会（オンライン開催） 2021年5月13日(木) 9:30 11:30 オンライン開催
新渡戸文化小学校 学校説明会（公開授業） 2021年6月12日(土) 9:30 12:00 公開授業
新渡戸文化小学校 学校説明会（アフタースクール体験） 2021年7月3日(土) 10:00 11:00 アフタースクール体験
新渡戸文化小学校 学校説明会（クラブ見学） 2021年9月9日(木) 14:00 15:30 クラブ見学
新渡戸文化小学校 学校説明会（体験プログラム） 2021年9月18日(土) 9:30 12:00 体験プログラム
新渡戸文化小学校 学校説明会（好きなこと入試説明会） 2021年11月27日(土) 14:00 15:30 好きなこと入試説明会

日本女子大学附属豊明小学校
オープンスクール
→6月19日(土)9:00～15:00
 　第1回オープンスクール

2021年5月29日(土) 9:00 15:00 ※要申込

日本女子大学附属豊明小学校 写生会作品展　※延期 2021年5月29日(土) 9:00 15:00 オープンスクールに申し込まれた方のみ見学可能です。

日本女子大学附属豊明小学校 Web学校説明会 2021年6月16日(水)
※要申込
オンラインによる動画配信

日本女子大学附属豊明小学校 Web学校説明会 2021年6月17日(木)
※要申込
オンラインによる動画配信

日本女子大学附属豊明小学校 Web学校説明会 2021年6月18日(金)
※要申込
オンラインによる動画配信

日本女子大学附属豊明小学校 Web学校説明会 2021年6月19日(土)
※要申込
オンラインによる動画配信

日本女子大学附属豊明小学校 第1回オープンスクール 2021年6月19日(土) 9:00 15:00 ※要申込

日本女子大学附属豊明小学校 Web学校説明会 2021年6月20日(日)
※要申込
オンラインによる動画配信

日本女子大学附属豊明小学校
WEB学校説明会アンコール配信
（動画配信形式）

2021年7月20日(火)
お申込み開始日時：７月１日（木）１２時（正午）より
※WEB動画配信形式のため人数制限はありません。
※６月１６日～２０日に配信した内容と同じ内容です。

日本女子大学附属豊明小学校
WEB学校説明会アンコール配信
（動画配信形式）

2021年7月21日(水)
お申込み開始日時：７月１日（木）１２時（正午）より
※WEB動画配信形式のため人数制限はありません。
※６月１６日～２０日に配信した内容と同じ内容です。

日本女子大学附属豊明小学校 第2回オープンスクール 2021年7月22日(木) 9:00 16:00

※要申込
お申込み開始日時：7/1（木）12時（正午）より
※感染防止対策として、「人数制限」
　をさせていただきます。
・一件の申し込みにつき、
　「保護者1名・受験生1名」もしくは、
　「保護者1名」のみになります。
・「保護者2名でのご参加」や
　「保護者1名・受験生1名に加えての兄弟姉妹の参加」
　　はご遠慮いただいております。
※第１回と同じ内容となりますが、
　時間枠の変更があります。

日本女子大学附属豊明小学校
WEB学校説明会アンコール配信
（動画配信形式）

2021年7月22日(木)
お申込み開始日時：７月１日（木）１２時（正午）より
※WEB動画配信形式のため人数制限はありません。
※６月１６日～２０日に配信した内容と同じ内容です。

日本女子大学附属豊明小学校
WEB学校説明会アンコール配信
（動画配信形式）

2021年7月23日(金)
お申込み開始日時：７月１日（木）１２時（正午）より
※WEB動画配信形式のため人数制限はありません。
※６月１６日～２０日に配信した内容と同じ内容です。

日本女子大学附属豊明小学校
WEB学校説明会アンコール配信
（動画配信形式）

2021年7月24日(土)
お申込み開始日時：７月１日（木）１２時（正午）より
※WEB動画配信形式のため人数制限はありません。
※６月１６日～２０日に配信した内容と同じ内容です。

日本女子大学附属豊明小学校
WEB学校説明会アンコール配信
（動画配信形式）

2021年7月25日(日)
お申込み開始日時：７月１日（木）１２時（正午）より
※WEB動画配信形式のため人数制限はありません。
※６月１６日～２０日に配信した内容と同じ内容です。

日本女子大学附属豊明小学校 Web入試説明会 2021年9月10日(金)
※要申込
「リアルタイムのライブ中継」ではありません。
あらかじめ録画した動画をご覧いただけます。

日本女子大学附属豊明小学校 Web入試説明会 2021年9月11日(土)
※要申込
「リアルタイムのライブ中継」ではありません。
あらかじめ録画した動画をご覧いただけます。
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

日本女子大学附属豊明小学校 Web個別相談会 2021年9月11日(土)
※要申込
オンラインにて
直接教員と相談できる機会を設けます。

日本女子大学附属豊明小学校 書初め展示会 2022年1月21日(金) 9:00 16:00
日本女子大学附属豊明小学校 書初め展示会 2022年1月22日(土) 9:00 15:00
日本女子大学附属豊明小学校 書初め展示会 2022年1月24日(月) 9:00 15:00

雙葉小学校
小学校説明会
※中止（オンラインに変更）

2021年7月20日(火)

※要申込
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
映像による学校紹介
カリキュラム・入試情報
校舎見学

雙葉小学校
小学校説明会
※中止（オンラインに変更）

2021年7月21日(水)

※要申込
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
映像による学校紹介
カリキュラム・入試情報
校舎見学

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月1日(日)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月2日(月)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月3日(火)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月4日(水)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月5日(木)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月6日(金)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月7日(土)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

雙葉小学校 オンライン学校説明会 2021年8月8日(日)
雙葉小学校について
雙葉小学校の沿革
カリキュラム・入試情報

文教大学付属小学校 第1回学校説明会 2021年5月29日(土) 10:00

※要申込
【受け付け】9：35～10：00
【学校説明会】
（講堂）10：00～10：45
・目指す児童の姿(校長)
・文教大学付属小学校の1年間(教頭)
【個別相談会】
（講堂）10：45～
・小学校教諭との相談となります。

文教大学付属小学校 第2回学校説明会 2021年6月19日(土) ※要申込
文教大学付属小学校 第3回学校説明会 2021年6月30日(水) ※要申込

文教大学付属小学校 第4回学校説明会 2021年9月18日(土)

【授業公開】8：30～10：05（予定）
【学校説明会】
（講堂）10：30～11：30
・校長挨拶「内容　未定」
・一年生特集【保護者入試体験談　予定】
・本年度の受験出願方法(教頭）
【個別相談会】
（講堂）11：45～
・小学校教諭、小学校保護者との相談となります。

文教大学付属小学校 第5回学校説明会 2021年10月5日(火)

【授業公開】8：30～10：05（予定）
【学校説明会・入学考査対策説明会】
（講堂）10：30～11：30
※同時間に年長園児対象入学考査体験も行います。
【個別相談会】（講堂）11：30～12：30

宝仙学園小学校
第1回 公開授業・学校説明会（オンライ
ン）

2021年6月3日(木) 10:00 11:30 ※要申込　オンラインでの実施

宝仙学園小学校 みたま祭り　※中止 2021年7月8日(木) 18:00 19:30 ※中止
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

宝仙学園小学校
第2回 公開授業・学校説明会（オンライ
ン）

2021年9月7日(火) 10:00 11:30 ※要申込　オンラインでの実施

宝仙学園小学校 運動会 2021年10月2日(土) 8:30 12:30
※要申込
宝仙学園小学校正門前の宝仙学園中学高等学校グラウン
ドにて

宝仙学園小学校
宝仙祭
（オンライン発表会を計画中）

2021年10月23日(土) 10:00 15:00

※要申込
宝仙学園小学校（宝仙学園幼稚園～大学まで）
※外部向けのリアルでの開催は中止
　オンライン発表会を計画中

宝仙学園小学校
宝仙祭
（オンライン発表会を計画中）

2021年10月23日(土) 10:00 15:00

※要申込
宝仙学園小学校（宝仙学園幼稚園～大学まで）
※外部向けのリアルでの開催は中止
　オンライン発表会を計画中

明星学園小学校 第1回学校説明会 2021年4月17日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
数と形で遊ぼう　※中止

2021年5月8日(土) 9:00 10:00 ※中止

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
数と形で遊ぼう　※中止

2021年5月8日(土) 11:00 12:00 ※中止

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
親子で踊ろう（民部と太鼓）※中止

2021年5月16日(日)

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
英語で遊ぼう

2021年6月12日(土) ※要申込

明星学園小学校 第1回参観説明会 2021年6月17日(木) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
音を楽しもう

2021年6月26日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
マット遊び

2021年7月4日(日) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
数と形で遊ぼう

2021年7月31日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
親子で踊ろう（民舞と太鼓）

2021年7月31日(土) ※要申込

明星学園小学校 第２回学校説明会（5月29日分） 2021年8月21日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
たたき染めをしよう

2021年8月28日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
理科実験教室

2021年9月11日(土) ※要申込

明星学園小学校 第3回学校説明会 2021年9月18日(土) ※要申込
明星学園小学校 第2回参観説明会 2021年10月15日(金) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
どんぐりと遊ぼう

2021年10月16日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
手作り工作

2021年11月27日(土) ※要申込

明星学園小学校
わくわく体験ひろば
おはなしの世界

2022年3月5日(土) ※要申込

むさしの学園小学校 第１回学校説明会 2021年5月13日(木) ※要申込
むさしの学園小学校 第２回Zoom説明会 2021年5月25日(火) ※要申込
武蔵野東小学校 第1回学校説明会 2021年6月8日(火) 10:00 12:00 ※要申込
武蔵野東小学校 第2回学校説明会 2021年6月17日(木) 10:00 12:00 ※要申込
武蔵野東小学校 ミニ学校説明会 2021年6月22日(火) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 第１回土曜親子見学会 2021年6月26日(土) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 ミニ学校説明会 2021年7月1日(木) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 第１回年長児対象体験授業 2021年7月3日(土) 10:00 11:45 ※要申込
武蔵野東小学校 ミニ学校説明会 2021年7月9日(金) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 ミニ学校説明会 2021年7月12日(月) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 第1回入試説明会 2021年9月3日(金) 10:00 12:00 ※要申込
武蔵野東小学校 第2回入試説明会（公開授業なし） 2021年9月25日(土) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 第3回入試説明会 2021年10月1日(金) 10:00 12:00 ※要申込
武蔵野東小学校 第2回年長児対象体験授業 2021年10月2日(土) 10:00 11:45 ※要申込
武蔵野東小学校 第2回土曜親子見学会 2021年10月9日(土) 10:00 11:30 ※要申込
武蔵野東小学校 年中児対象わくわくスクール 2021年11月6日(土) 10:00 11:00 ※要申込
明星小学校 第1回　学習公開・学校説明会 2021年3月6日(土)

明星小学校
第1回　体験パーク（年長児対象）
※対面でのイベントは中止。
Zoomを使用しオンラインで開催。

2021年4月29日(木)
※要申込
※対面でのイベントは中止。
　Zoomを使用しオンラインで開催。

明星小学校

第2回　学習公開・学校説明会
（年長児対象）
※対面でのイベントは中止。
Zoomを使用しオンラインで開催。

2021年5月15日(土)
※要申込
※対面でのイベントは中止。
　Zoomを使用しオンラインで開催。

明星小学校
第1回　MEISEIプレスクール（年長児対
象）

2021年6月2日(水) 15:00 16:00
※要申込　対象：年長園児
※お子様には2教科の授業を体験していただきます。
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

明星小学校 第2回　体験パーク（年長児対象） 2021年6月19日(土) 9:30 11:30

※要申込
対象：体験授業　年長園児
　　　学びの祭り　年中児、年少児のお子様も
　　　　　　　　　ご参加いただけます。

明星小学校
第2回　MEISEIプレスクール
（年長児対象）

2021年7月7日(水) 15:00 16:00
※要申込　対象：年長園児
※お子様には2教科の授業を体験していただきます。

明星小学校 第3回　学校説明会　イブニング 2021年7月26日(月) 18:00 19:00

※要申込
学校説明会：「校長より教育ビジョンについて」
　　　　　　「特色ある教育内容について」
個別相談会：
ご家庭それぞれのご質問に個別におこたえします。

明星小学校 第3回　体験パーク（年長児対象） 2021年8月28日(土) 9:30 11:30

※要申込
対象：体験授業　年長園児
　　　学びの祭り　年中児、年少児のお子様も
　　　　　　　　　ご参加いただけます。

明星小学校 第3回　体験パーク（年長児対象） 2021年8月28日(土) 13:30 15:30

※要申込
対象：体験授業　年長園児
　　　学びの祭り　年中児、年少児のお子様も
　　　　　　　　　ご参加いただけます。

明星小学校 第4回　学校説明会・入学試験説明会 2021年9月4日(土) 9:30 11:30

※要申込
学校説明会：「校長より教育ビジョンについて」
　　　　　　「特色ある教育内容について」
入学試験説明会：
入学試験について具体的にご説明いたします

明星小学校 第1回　オープンスクール 2021年9月15日(水) 9:30 11:30 ※要申込　全18クラスで学習公開を実施

明星小学校 第3回　プレスクール（年長児対象） 2021年9月29日(水) 15:00 16:00
※要申込　対象：年長園児
※お子様には2教科の授業を体験していただきます

明星小学校 第4回　プレスクール（年中児対象） 2021年10月20日(水) 15:00 16:00
※要申込　対象：年中園児
※お子様には2教科の授業を体験していただきます

明星小学校 第5回　プレスクール（年中児対象） 2021年12月8日(水) 15:00 16:00
※要申込　対象：年中園児
※お子様には2教科の授業を体験していただきます

明星小学校 第6回　プレスクール（年中児対象） 2022年1月19日(水) 15:00 16:00
※要申込　対象：年中園児
※お子様には2教科の授業を体験していただきます。

明星小学校 2023年度　第1回　学習公開・学校説明会 2022年3月5日(土) 9:30 11:30

※要申込
学習公開：全18クラスで学習公開を実施
学校説明会：「校長より教育ビジョンについて」
　　　　　　「特色ある教育内容について」

目黒星美学園小学校 web学校説明会 2021年4月20日(火)
※要申込
本校の教育について1
予約された方を対象に動画を配信いたします。

目黒星美学園小学校 web学校説明会 2021年7月1日(木)
※要申込
本校の教育について2
予約された方を対象に動画を配信いたします。

目黒星美学園小学校 web学校説明会 2021年9月3日(金)
※要申込
今年度の入試
予約された方を対象に動画を配信いたします。

目黒星美学園小学校 学校案内会　※中止 2021年5月7日(金) 16:00 17:00 ※中止
目黒星美学園小学校 学校案内会　※中止 2021年5月7日(金) 17:00 18:00 ※中止
目黒星美学園小学校 学校案内会　※中止 2021年5月14日(金) 16:00 17:00 ※中止
目黒星美学園小学校 学校案内会　※中止 2021年5月14日(金) 17:00 18:00 ※中止
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月21日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月21日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月28日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月28日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月11日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月11日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月18日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月18日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月25日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月25日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月2日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月2日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月9日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月9日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月16日(金) 16:00 17:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月16日(金) 17:00 18:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月22日(土) 13:30 14:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月22日(土) 14:30 15:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年5月22日(土) 15:30 16:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月12日(土) 13:30 14:30 ※要申込
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月12日(土) 14:30 15:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月12日(土) 15:30 16:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月26日(土) 13:30 14:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月26日(土) 14:30 15:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年6月26日(土) 15:30 16:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月3日(土) 13:30 14:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月3日(土) 14:30 15:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月3日(土) 15:30 16:30 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月26日(月) 9:00 10:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月26日(月) 10:00 11:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月26日(月) 11:00 12:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月26日(月) 13:00 14:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月26日(月) 14:00 15:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月26日(月) 15:00 16:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月27日(火) 9:00 10:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月27日(火) 10:00 11:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月27日(火) 11:00 12:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月27日(火) 13:00 14:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月27日(火) 14:00 15:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月27日(火) 15:00 16:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月28日(水) 9:00 10:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月28日(水) 10:00 11:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月28日(水) 11:00 12:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月28日(水) 13:00 14:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月28日(水) 14:00 15:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月28日(水) 15:00 16:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月29日(木) 9:00 10:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月29日(木) 10:00 11:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月29日(木) 11:00 12:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月29日(木) 13:00 14:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月29日(木) 14:00 15:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月29日(木) 15:00 16:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月30日(金) 9:00 10:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月30日(金) 10:00 11:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月30日(金) 11:00 12:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月30日(金) 13:00 14:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月30日(金) 14:00 15:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月30日(金) 15:00 16:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月31日(金) 9:00 10:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月31日(金) 10:00 11:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月31日(金) 11:00 12:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月31日(金) 13:00 14:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月31日(金) 14:00 15:00 ※要申込
目黒星美学園小学校 学校案内会 2021年7月31日(金) 15:00 16:00 ※要申込

立教小学校 学校説明会（1） 2021年6月3日(木)
オンライン動画配信
・本校の教育・入試について 等

立教小学校 学校説明会（2） 2021年6月26日(土)
オンライン動画配信
・立教小学校の各教科の特徴について 等

立教小学校 学校説明会（3） 2021年9月16日(木)

※要申込
受付開始予定時刻 8:00 AM
参観開始時刻 8:25 AM
説明会予定時刻10:40～11:30
【内容】
・立教学院一貫連携教育・入試について 等
・学校の施設見学及び授業参観(予定)

立教小学校 運動会 2021年10月2日(土) 8:20
立教女学院小学校 学校説明会 2021年6月12日(土)
立教女学院小学校 校舎見学会 2021年9月11日(土)

和光小学校 学校説明会　体験講座 2021年3月14日(日) 9:30 12:00
※要申込
9：10　受付開始

和光小学校 学校説明会　※延期 2021年5月9日(日)
和光小学校 学校説明会　オンライン 2021年5月18日(火) オンラインでの実施に変更

和光小学校 運動会 2021年5月29日(土)
運動会の様子を参観いただけます。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては公開できな
い可能性もあります

和光小学校 学校説明会　体験講座 2021年6月26日(土)
和光小学校 親子体験講座 2021年8月29日(日)
和光小学校 共同教育説明会 2021年9月7日(火)
和光小学校 入試説明会 2021年9月15日(水)
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和光小学校 いちょうまつり 2021年10月3日(日)
いちょうまつりの様子を参観いただけます。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては公開できな
い可能性もあります

和光小学校 入試説明会 2021年10月13日(水)
和光鶴川小学校 親子で鶴小授業体験(年中児向け)※中止 2021年3月7日(日)
和光鶴川小学校 オンライン説明会 2021年3月7日(日) 10:00 12:00 ※要申込

和光鶴川小学校 学校説明会 2021年5月18日(火) 10:00 12:00

※要申込
授業・学校見学・授業者の話
校長による学校説明
在校生の父母・教員との懇談会

和光鶴川小学校 運動会 2021年5月29日(土) ※要申込
和光鶴川小学校 共同教育入試説明会 2021年6月2日(水) 10:00 12:00 ※要申込

和光鶴川小学校 休日授業公開 2021年6月13日(日) 9:00 12:30
※要申込
校長講演・入試懇談会あり

和光鶴川小学校 親子で鶴小授業体験（第１回） 2021年6月20日(日) 10:00 12:00 ※要申込
和光鶴川小学校 親子で鶴小授業体験（第2回） 2021年8月29日(日) 10:00 12:00 ※要申込

和光鶴川小学校 学校説明会 2021年9月28日(火) 10:00 12:00

※要申込
授業・学校見学・授業者の話
校長による学校説明
在校生の父母・教員との懇談会

和光鶴川小学校 秋まつり 2021年10月9日(土) 検討中　※要申込

和光鶴川小学校 入試説明会 2021年10月20日(水) 10:00 12:00
※要申込
授業・学校見学・授業者の話
入試説明・教員との個別面談

和光鶴川小学校 美術展 2022年2月24日(木) ※要申込
和光鶴川小学校 美術展 2022年2月25日(金) ※要申込
和光鶴川小学校 美術展 2022年2月26日(土) ※要申込
和光鶴川小学校 美術展 2022年2月27日(日) ※要申込

早稲田実業学校初等部 学校・入試説明会
2021年5月30日(日)
※中止

5/30の学校説明会は中止し、映像での配信に変更
※要申込
【視聴可能期間】
7/5（月）12：00 ～ 10/29（金）16：00

早稲田実業学校初等部 学校見学会 2021年9月4日(土) 9:00 12:00 ※要申込
【神奈川県】
青山学院横浜英和小学校 オープンスクール 2021年6月12日(土) ※要申込
青山学院横浜英和小学校 入試説明会 2021年9月4日(土) ※要申込
LCA国際小学校 オンライン説明会 2021年4月3日(土) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年4月13日(火) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年4月22日(木) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 オンライン説明会 2021年4月27日(火) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年4月28日(水) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年5月7日(金) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年5月13日(木) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 オンライン説明会 2021年5月15日(土) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年6月15日(火) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年6月16日(水) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年6月17日(木) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 オンライン説明会 2021年7月30日(金) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 オンライン説明会 2021年8月4日(水) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 オンライン説明会 2021年8月27日(金) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年9月2日(木) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年9月15日(水) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年9月27日(月) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 少人数見学説明会 2021年10月6日(水) 10:30 ※要申込
LCA国際小学校 学校見学説明会 2021年10月21日(木) 10:30 ※要申込
大西学園小学校 学校説明会 2021年5月15日(土) 10:00 ※要申込
大西学園小学校 学校説明会 2021年6月19日(土) 10:00 ※要申込
大西学園小学校 学校説明会 2021年8月27日(金) 10:00 ※要申込
鎌倉女子大学初等部 第1回学校紹介 2021年2月20日(土) オンラインによる映像配信と個別相談
鎌倉女子大学初等部 第2回学校紹介 2021年5月29日(土) 全体説明会・施設案内・個別相談

鎌倉女子大学初等部 第１回オープンスクール 2021年6月19日(土)
※要事前申込
体験授業

鎌倉女子大学初等部 第3回学校紹介 2021年9月4日(土) 全体説明会・施設案内・個別相談

鎌倉女子大学初等部 第２回オープンスクール 2021年7月17日(土)
※要事前申込
鎌倉女子大学初等部のテストにチャレンジ

カリタス小学校 【オンライン】個別相談会 2021年3月20日(土) 10:00 15:00 ※要申込
カリタス小学校 個別相談会 2021年5月12日(水) ※要申込
カリタス小学校 個別相談会 2021年5月13日(木) ※要申込
カリタス小学校 グループ見学会 2021年5月14日(金) ※要申込
カリタス小学校 学校説明会 2021年6月12日(土) ※要申込
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カリタス小学校 外国語体験Day 2021年6月15日(火) ※要申込
カリタス小学校 外国語体験Day 2021年6月22日(火) ※要申込
カリタス小学校 学校説明会 2021年9月4日(土) ※要申込
関東学院小学校 Zoom個別相談 2021年4月27日(火) ※要申込
関東学院小学校 Zoom個別相談 2021年4月28日(水) ※要申込
関東学院小学校 Zoom個別相談 2021年4月30日(金) ※要申込

関東学院小学校
学校説明会・公開授業
【願書配布開始】

2021年5月13日(木) 10:00
※要申込
説明会とリモート授業参観を行います。

関東学院小学校
小学校体験「小学生になってみよう」
（１回目）

2021年6月12日(土) 8:50
※要申込
小学校の活動が体験できます。（年長児対象）

関東学院小学校
小学校体験「小学生になってみよう」
（２回目）

2021年6月12日(土) 10:40
※要申込
小学校の活動が体験できます。（年長児対象）

関東学院小学校 Zoom個別相談 2021年7月7日(水) ※要申込
関東学院小学校 Zoom個別相談 2021年7月8日(木) ※要申込
関東学院小学校 Zoom個別相談 2021年7月9日(金) ※要申込

関東学院小学校 KANTOイブニング説明会 2021年7月28日(水) 18:30
※要申込
夕方から説明会を行います。

関東学院小学校 学校説明会 2021年10月29日(金) 8:30
※要申込
B日程を受験される方を対象に説明会を行います。

関東学院六浦小学校 体験入学 2021年6月26日(土) 10:00 12:00
※要申込
※オンラインと来校が選べます。

関東学院六浦小学校 お仕事帰りの説明会 2021年7月9日(金) 18:30 19:30
※要申込
※オンラインと来校が選べます。

関東学院六浦小学校 学校説明会 2021年8月28日(土) 10:00 11:30
※要申込
※オンラインと来校が選べます。

慶應義塾横浜初等部 オンライン学校説明会
7月20日(月)10：00 ～
 7月31日(金)16：00

配信期間
2020年7月20日(月)10：00 ～ 7月31日(金)16：00

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年4月24日(土) 9:00 9:40
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年4月24日(土) 10:10 10:50
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年4月24日(土) 11:20 12:00
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部
第一回　学校説明会
第1部　午前の部

2021年5月13日(木) 9:20 11:50

※要申込
学校・教育の特色をご紹介
公開授業（第3部はありません。）
新しい学校案内パンフレットや募集・入試要項も配付開
始予定

相模女子大学小学部
第一回　学校説明会
第２部　午後の部

2021年5月13日(木) 13:35 16:05

※要申込
学校・教育の特色をご紹介
公開授業（第3部はありません。）
新しい学校案内パンフレットや募集・入試要項も配付開
始予定

相模女子大学小学部
第一回　学校説明会
第３部　夕方の部

2021年5月13日(木) 17:00 18:30

※要申込
学校・教育の特色をご紹介
公開授業なし
新しい学校案内パンフレットや募集・入試要項も配付開
始予定

相模女子大学小学部 運動会　※一般公開中止 2021年5月22日(土) 一般の方への公開は中止

相模女子大学小学部 第二回　学校説明会 2021年6月13日(日) 9:20 12:00

※要申込
学校・教育の特色をご紹介
子ども造形教室同時開催
出願手引き配付予定

相模女子大学小学部 子ども造形教室 2021年6月13日(日) 9:20 12:00
園児自身で作品を製作してただきます。
同時に学校説明会も開催。
出願の手引きも配付予定。

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年7月11日(日) 9:00 9:40
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年7月11日(日) 10:10 10:50
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年7月11日(日) 11:20 12:00
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 オープンスクール 2021年7月24日(土) 9:20 12:00 園児自身が授業を体験できる場です。

相模女子大学小学部 ナイト説明会 2021年7月29日(木) 18:00 19:00

※要申込
学校・教育の特色のご説明に加え、
小学校保護者からの体験話を聞くことが可能です
【会場】ユニコムプラザさがみはら
　　　　※ボーノ相模大野内（予定）

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年8月29日(日) 9:00 9:40
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。
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相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年8月29日(日) 10:10 10:50
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 プログラミング体験教室 2021年8月29日(日) 11:20 12:00
※要申込
プログラミング授業を園児自身が体験できます。

相模女子大学小学部 第三回　学校説明会 2021年9月3日(金) 9:20 12:00

※要申込
学校・教育の特色をご紹介
公開授業・個別相談会も実施
入学試験の内容説明

相模女子大学小学部 第四回　学校説明会 2021年9月19日(日) 10:20 11:40

※要申込
模試と同時開催。
お子様が模擬試験受験中、学校・教育の特色をご紹介い
たします。
説明会のみの参加も可能です。
※模試をお受けになる方は、模試の主催者に確認いただ
く形となります。

相模女子大学小学部 相生祭 2021年11月3日(水) 9:00 16:00

※予約不要
併設校合同の学園祭1日目。
学園全体の催し物に加え、市中パレード、
グランドドリルなどをご覧いただけます。

相模女子大学小学部 相生祭 2021年11月4日(木) 8:30 16:00

※予約不要
併設校合同の学園祭2日目。
学園全体の催し物に加え、
小学部独自の劇や合唱の発表会もご覧いただけます。

相模女子大学小学部
学校説明会
（次年度以降受験者向け）

2021年11月25日(木) 9:20 12:00

※要申込
学校・教育の特色をご紹介
公開授業・個別相談会も実施
2022年度入試状況報告

相模女子大学小学部 English Speech Contest 2021年12月20日(月)

※予約不要
英語学習の成果発表の場として、
児童が自身の考えを英語で発表します。
【会場】相模女子大学グリーンホール

相模女子大学小学部 造形展 2022年2月11日(金) 9:00 15:00
※予約不要
児童が製作した作品の展示会。
来場者の方が参加できるワークショップも実施します。

シュタイナー学園 初等部 オープンスクール 2021年4月16日(金)
シュタイナー学園 初等部 入学・転入見学会 2021年5月22日(土) 9:00 9:45
シュタイナー学園 初等部 オープンディ 2021年5月22日(土) ※要申込

シュタイナー学園 初等部
入学・転入説明会
（願書配付会）

2021年6月5日(土) 10:15 12:15

シュタイナー学園 初等部 お父さんのための座談会 2021年6月11日(金)

シュタイナー学園 初等部
出張講座
シュタイナー教育体験授業

2021年6月19日(土)

シュタイナー学園 初等部 オープンスクール 2021年6月25日(金)
シュタイナー学園 初等部 12年生卒業演劇 2021年7月10日(土)
シュタイナー学園 初等部 12年生卒業演劇 2021年7月11日(日)
シュタイナー学園 初等部 一学期祭 2021年7月17日(土)

シュタイナー学園 初等部 オープンスクール
2021年7月17日(土)→
 7月24日（土）に変更

シュタイナー学園 初等部
大人の体験授業と子どもプログラム
夏のシュタイナー学校＆移住ツアー

2021年7月18日(日)

シュタイナー学園 初等部 入学・転入見学会 2021年8月28日(土) 10:15 12:15
シュタイナー学園 初等部 お父さんのための座談会 2021年9月4日(土)

シュタイナー学園 初等部
入学・転入説明会
（願書配付会）

2021年9月11日(土) 10:15 12:15

シュタイナー学園 初等部
出張講座
シュタイナー教育体験授業

2021年10月2日(土)

シュタイナー学園 初等部 高等部学園祭 2021年10月10日(日)
シュタイナー学園 初等部 親子見学会 2021年10月16日(土)
シュタイナー学園 初等部 オープンスクール 2021年11月13日(土)
シュタイナー学園 初等部 二学期祭（公開） 2021年12月10日(金)
シュタイナー学園 初等部 入学・転入見学会 2021年12月11日(土)

シュタイナー学園 初等部
入学・転入説明会
（願書配付会）

2022年1月8日(土)

シュタイナー学園 初等部 三学期祭 2022年2月25日(金)
シュタイナー学園 初等部 12年生卒業オイリュトミー公演 2022年2月26日(土)

シュタイナー学園 初等部
大人の体験授業と子どもプログラム
春のシュタイナー学校＆移住ツアー

2021年3月26日(金)
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

湘南学園小学校 第１回体験授業 2021年4月24日(土) 9:30

※要申込
対象：年中・年長児
（年少のお子様などは保護者の方とご見学ができま
す。）

湘南学園小学校 春期学校説明会 2021年5月8日(土) 9:30 11:30
※要申込
校舎見学、学校生活や行事の紹介、授業見学、教育実践
の紹介

湘南学園小学校 第２回体験授業 2021年6月19日(土) 9:30
※要申込
対象：年長を予定

湘南学園小学校 夏期学校説明会 2021年7月3日(土) 9:30 11:30

※要申込
校舎見学、学校生活や行事の紹介、授業見学、教育実践
の紹介など
＊春期学校説明会とほぼ同様の内容

湘南学園小学校 学校見学会 2021年7月24日(土) 10:00 11:00 ※要申込
湘南学園小学校 入試説明会 2021年9月4日(土) 9:30 11:30 ※要申込
湘南学園小学校 たいいく表現まつり 2021年10月9日(土) ※要申込
湘南学園小学校 音楽会 2021年11月11日(木) ※要申込
湘南学園小学校 制作展 2022年2月12日(土) ※要申込
湘南学園小学校 制作展 2022年2月13日(日) ※要申込
湘南白百合学園小学校 個別施設見学会 2021年4月20日(火) ※要申込
湘南白百合学園小学校 イブニング相談会 2021年4月30日(金) 18:00 19:00 ※要申込

湘南白百合学園小学校
第1回学校説明会
※オンライン説明会に変更

2021年5月8日(土) 9:30 13:00
学校説明会　9:30～11:00
個別相談会　11:15～13:00

湘南白百合学園小学校 学校公開 2021年6月15日(火) 9:45 10:30
※要申込
全18クラスで学校公開を行います。
学校公開終了後、11:30まで個別相談会を実施

湘南白百合学園小学校 オープンスクール 2021年7月10日(土) 9:30 11:00 ※要申込
精華小学校 個別相談会 2021年3月20日(土) ※要申込
精華小学校 個別相談会 2021年5月5日(水) ※要申込

精華小学校
校舎施設見学　※見学延期
オンライン学校説明会（Zoom)開催

2021年5月8日(土) 9:00 12:00

※要申込
校舎施設見学を後日に延期。
延期した校舎施設見学のかわりとして、
教育の基本事項のみをご紹介させていただく
オンライン学校説明会（Zoom)を行います。	

精華小学校 第1回学校説明会（オンライン） 2021年6月19日(土) ※要申込

精華小学校 前期校内見学 2021年7月7日（水）

※要申込
1回目9:00~9:50
2回目10:00~10:50
3回目11:00~11:50

精華小学校 前期校内見学 2021年7月8日（木）

※要申込
1回目9:00~9:50
2回目10:00~10:50
3回目11:00~11:50

精華小学校 前期校内見学 2021年7月12日（月）

※要申込
1回目9:00~9:50
2回目10:00~10:50
3回目11:00~11:50

精華小学校 前期校内見学 2021年7月13日（火）

※要申込
1回目9:00~9:50
2回目10:00~10:50
3回目11:00~11:50

聖ステパノ学園小学校 学校説明会 2021年7月3日(土) ※要申込
聖ステパノ学園小学校 学校説明会 2021年9月25日(土) ※要申込
聖ステパノ学園小学校 学校説明会 2021年11月27日(土) ※要申込

聖セシリア小学校 学校説明会 2021年5月15日(土) 10:00 11:50

※要申込
・教育方針と教育の特色について
・1年生の学校生活（スライド）
・募集要項と入学試験について
・個別相談

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年5月25日(火) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年5月25日(火) 13:00 14:00

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年5月26日(水) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年5月26日(水) 13:00 14:00

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 オープンスクール ※中止 2021年6月12日(土) 9:30 11:20
※要申込
園児と保護者の皆様を対象とした授業体験

聖セシリア小学校 学校説明会 2021年9月11日(土) 10:00 11:50

※要申込
・教育方針と教育の特色について
・1年生の学校生活（スライド）
・募集要項と入学試験について
・個別相談

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年9月16日(木) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年9月16日(木) 13:00 14:00

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年9月17日(金) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年9月17日(金) 13:00 14:00

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2021年11月16日(火) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 ミニ説明会 2021年12月18日(土) 9:00 10:00

※要申込
・教育方針、教育内容について
・入学試験（Ｃ日程）の詳細
・第3回編入学試験の詳細
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2022年1月18日(火) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

聖セシリア小学校 学校見学会 2022年2月10日(木) 9:10 10:10

※要申込
・授業案内
・中学高等学校の見学(希望者)
・個別相談(希望者)

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年4月12日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年4月19日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年4月26日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校 第1回 学校説明会 2021年5月15日(土) 9:30 12:00
※要申込
学校長の話、教育活動の紹介、校内自由見学、
教育活動を個別ブースで説明

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年5月24日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校 マリア様の集い 2021年5月28日(金)

※要申込
教育の柱である宗教教育、その宗教行事を限定配信しま
す
4年生による宗教行事の動画配信

清泉小学校
しぜんとあそぼう　＜春＞
～自然教室見学会～

2021年5月29日(土) 9:30 14:00
※要申込
グループ見学、収穫体験、生き物さがし

清泉小学校 少人数授業見学会 2021年5月31日(月)

※要申込
低学年の授業や英語の授業を中心にご見学いただいた
後、
校内をご案内します
時間：10：20～11：00または11：10～11：50
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

清泉小学校 少人数授業見学会 2021年6月4日(金)

※要申込
低学年の授業や英語の授業を中心にご見学いただいた
後、
校内をご案内します
時間：10：20～11：00または11：10～11：50

清泉小学校 少人数授業見学会 2021年6月8日(火)

※要申込
低学年の授業や英語の授業を中心にご見学いただいた
後、
校内をご案内します
時間：10：20～11：00または11：10～11：50

清泉小学校 少人数授業見学会 2021年6月14日(月)

※要申込
低学年の授業や英語の授業を中心にご見学いただいた
後、
校内をご案内します
時間：10：20～11：00または11：10～11：50

清泉小学校 少人数授業見学会 2021年6月15日(火)

※要申込
低学年の授業や英語の授業を中心にご見学いただいた
後、
校内をご案内します
時間：10：20～11：00または11：10～11：50

清泉小学校 少人数授業見学会 2021年6月18日(金)

※要申込
低学年の授業や英語の授業を中心にご見学いただいた
後、
校内をご案内します
時間：10：20～11：00または11：10～11：50

清泉小学校 第1回 せんせいといっしょ ～１日清泉生～ 2021年6月19日(土)

※要申込
清泉小学校の先生と共に楽しい授業の一部を体験してく
ださい
第１部　8:30受付開始　　9:15体験授業
第２部　10:15受付開始　　11:00体験授業

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年6月21日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校 第2回 学校説明会 2021年6月28日(月) 9:50 11:50

※要申込
教育方針をご説明し、特色となる教育活動をご紹介しま
す。
その後実際の授業を公開します。
9：20　受付開始
9：50～10：30　学校長の話、教育活動の紹介
10：30～11：10　説明会、入試等の詳細説明
11：10～11：50　授業見学

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年7月5日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校 Ｚｏｏｍによる個別相談会 2021年7月12日(月)
※要申込
個別相談の時間は1家庭15分程を予定

清泉小学校
第2回 せんせいといっしょ
 ～１日清泉生～

2021年7月17日(土)

※要申込
清泉小学校の先生と共に楽しい授業の一部を体験してく
ださい
第１部　8:30受付開始　　9:15体験授業
第２部　10:15受付開始　　11:00体験授業

清泉小学校 個別相談会 2021年8月28日(土) 9:30 12:00
※要申込
教育方針や校内の設備等について、
個別にご相談をお受けします

清泉小学校 バザー 2021年9月11日(土) 9:30 15:00
※要予約(入試相談コーナーを設けております。お申し込
みの上ご来校ください。)

清泉小学校
しぜんとあそぼう〈秋〉
自然教室見学会

2021年11月6日(土) 9:30 14:00
※要申込
お子様とご一緒に
三浦自然教室ならではの活動を体験してください

清泉小学校 クリスマスの集い 2021年12月9日(木) 9:45 10:45
※要申込
教育の柱である宗教教育、その宗教行事を公開します。
4年生による宗教行事の参観

清泉小学校
教育講演会
（校長先生の講演）

2022年2月21日(月) 10:00
※要申込
講演及び校内自由見学

聖マリア小学校 学校説明会　※中止 2021年5月15日(土)
聖マリア小学校 学校説明会 2021年7月10日(土) 10:00 学校説明会　(公開授業は中止)
聖マリア小学校 学校説明会 2021年9月4日(土) 10:00
聖ヨゼフ学園小学校 第1回学校説明会「Zoom」にて実施 2021年6月12日(土) ※要申込
聖ヨゼフ学園小学校 第1回夕暮れ説明会「Zoom」にて実施 2021年7月14日(水) ※要申込
聖ヨゼフ学園小学校 第2回学校説明会 2021年9月4日(土) ※要申込
聖ヨゼフ学園小学校 第2回夕暮れ説明会 2021年9月15日(水) ※要申込
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

洗足学園小学校 Web Open Day 2021年3月2日(火) 9:00

※要申込
配信期間
３/2（火）9:00～　3/31（水）17:00
・申し込まれた方宛てに動画をご覧いただけるURLをお
送りします
・校長挨拶、洗足の教育、児童インタビュー等ご覧いた
だけます
・状況によって中止・延期の措置を講じることもありま
すことをご了承ください。

洗足学園小学校 第1回　学校説明会 2021年5月15日(土) 9:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 第2回　学校説明会 2021年5月15日(土) 11:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 第3回　学校説明会 2021年5月15日(土) 13:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 第4回　学校説明会 2021年5月15日(土) 15:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 公開授業　※中止 2021年6月10日(木) 8:45 10:45
※要申込
小学校教室

洗足学園小学校 個別相談会 2021年6月19日(土) 10:00 12:00
※要申込
小学校教室

洗足学園小学校 第１回入試説明会 2021年8月29日(日) 9:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 第2回入試説明会 2021年8月29日(日) 11:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 第3回入試説明会 2021年8月29日(日) 13:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 第4回入試説明会 2021年8月29日(日) 15:00
※要申込
中高大講堂

洗足学園小学校 運動会　※一般公開中止 2021年9月18日(土) 9:00 15:00
※要申込
中高グラウンド

洗足学園小学校 公開授業 2022年2月17日(木) 10:00 11:45
※要申込
小学校教室

捜真小学校
学校説明会
午前の部

2021年6月10日(木) 10:00 11:00

※要申込　学校ホームページより
【対象】
年長・年中クラスのお子様をおもちのご家庭
（各家庭2名まで）
【内容】
教育理念、教育内容、入試要項、
入学試験、アフタースクール 等の説明
授業等の動画視聴

捜真小学校
学校説明会
午後の部

2021年6月10日(木) 13:00 14:00

※要申込　学校ホームページより
【対象】
年長・年中クラスのお子様をおもちのご家庭
（各家庭2名まで）
【内容】
教育理念、教育内容、入試要項、
入学試験、アフタースクール 等の説明
授業等の動画視聴

捜真小学校 学校見学会 2021年7月17日(土) 10:00 11:30

※要申込　学校ホームページより
・11:00まででしたら、どの時間にいらしていただいても
構いません。
・順次10組ほどのグループでご案内いたします(約30
分)。
　その後自由見学となります。
・お子様とご一緒にご参加いただけます。

捜真小学校 学校説明会 2021年9月9日(木) 9:55 12:30
授業参観　9:55～10:35
礼拝　10:45～11:15
説明会　11:15～12:30

捜真小学校 学校説明会 2022年2月26日(土) 9:30 11:30

※要申込
年少～年中クラスのお子様をおもちのご家庭対象
説明会、施設案内、個別相談
※説明会の間は、お子様向けに
楽しいプログラムを用意しています。

桐蔭学園小学部 オンライン説明会 2021年5月20日(木)
※申込終了
※YouTubeによる申込者限定配信
10：00よりメールにてURLを配信

桐蔭学園小学部 Zoomによる個別相談会 2021年5月20日(木) 16:00 18:00
※申込終了
※2022年度入試受験予定者が対象

桐蔭学園小学部 学校見学会 2021年5月31日(月) ※申込終了
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
桐蔭学園小学部 学校見学会 2021年6月1日(火) ※申込終了
桐蔭学園小学部 学校見学会 2021年6月2日(水) ※申込終了
桐蔭学園小学部 学校見学会 2021年6月3日(木) ※申込終了

桐蔭学園小学部 アドベンチャー入試体験会 2021年6月12日(土)

※申込終了
※コロナ情勢により日程・内容が変更になる場合がござ
います。
ご了承ください。

桐蔭学園小学部 第2回学校説明会・個別相談会 2021年6月17日(木)

※要申込
※コロナ情勢により日程・内容が変更になる場合がござ
います。
ご了承ください。

桐蔭学園小学部 オープンスクール 2021年7月17日(土)

※要申込
※コロナ情勢により日程・内容が変更になる場合がござ
います。
ご了承ください。

桐蔭学園小学部 入試説明会・見学会 2021年9月11日(土)

※要申込
※コロナ情勢により日程・内容が変更になる場合がござ
います。
ご了承ください。

桐蔭学園小学部 小学校運動会 2021年10月2日(土)
※コロナ情勢により公開できなくなる場合もございま
す。
ご了承ください。

桐蔭学園小学部 先生と語る会 2022年2月5日(土)

※要申込
※コロナ情勢により日程・内容が変更になる場合がござ
います。
ご了承ください。

桐蔭学園小学部 小学校送別音楽会 2022年3月5日(土)
※コロナ情勢により公開できなくなる場合もございま
す。
ご了承ください。

桐光学園小学校 第1回学校説明会 2021年4月24日(土)

※要申込
校長挨拶／入学試験に関する情報
説明会の前または後に
 校舎内を自由に見学していただけます。

桐光学園小学校 第1回公開授業　※中止 2021年5月10日(月)
※中止
今年度はWeb上で授業風景の動画を公開予定

桐光学園小学校 第1回オープンスクール 2021年5月22日(土) ※要申込 ／ 対象…年中・年長のお子さん

桐光学園小学校 第2回公開授業　※中止 2021年6月8日(火)
※中止
今年度はWeb上で授業風景の動画を公開予定

桐光学園小学校 第2回オープンスクール 2021年6月19日(土) ※要申込 ／ 対象…年長のお子さん

桐光学園小学校 第2回学校説明会 2021年9月4日(土)

※要申込
校長挨拶／入学試験に関する情報
説明会の前または後に
 校舎内を自由に見学していただけます。

日本大学藤沢小学校 幼児教室対象説明会 2021年5月11日(火) ※開催時間未定
日本大学藤沢小学校 第1回 学校説明会・個別相談会 2021年5月15日(土) 14:00 16:00
日本大学藤沢小学校 第2回 学校説明会・個別相談会 2021年6月12日(土) 14:00 16:00
日本大学藤沢小学校 第3回 学校説明会・個別相談会 2021年7月10日(土) 14:00 16:00
日本大学藤沢小学校 授業公開・保護者による講演会 2021年7月15日(木) 9:00 12:00
日本大学藤沢小学校 オープンスクール 2021年8月1日(日)
日本大学藤沢小学校 第4回 学校説明会・個別相談会 2021年8月29日(日) 10:00 12:00
日本大学藤沢小学校 第5回 学校説明会・個別相談会 2021年9月11日(土) 14:00 16:00
平和学園小学校 感謝の日礼拝 一般公開　※中止 2021年5月29日(土)
平和学園小学校 学校説明会　※中止 2021年5月29日(土)
平和学園小学校 オープンスクール&学校説明会 2021年6月17日(木)
平和学園小学校 第一回小学校体験 親子陶芸教室 2021年6月26日(土)
平和学園小学校 第二回小学校体験 平和の子になってみよう 2021年7月10日(土)
平和学園小学校 イブニング説明会 2021年7月26日(月)
平和学園小学校 平和祭 2021年9月11日(土)
平和学園小学校 平和をともに 2021年9月22日(水)
平和学園小学校 平和をともに 2021年9月23日(木)
平和学園小学校 オープンスクール&学校説明会 2021年9月23日(木)
平和学園小学校 運動会 2021年10月9日(土)
平和学園小学校 バザー 2021年11月3日(水)
平和学園小学校 学校説明会＆学校見学 2022年1月27日(木)
平和学園小学校 マラソン大会 2022年2月24日(木)
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
平和学園小学校 学習発表会 2022年3月2日(水)
平和学園小学校 学校説明会 2022年3月2日(水)
平和学園小学校 小学校で遊んでみよう 2022年3月23日(水)

森村学園初等部
第1回学校説明会（A回）
※オンラインに変更

2021年5月8日(土)
※要申込
オンライン動画は、5月23日（日）公開予定

森村学園初等部
第1回学校説明会（B回）
※オンラインに変更

2021年5月8日(土)
※要申込
オンライン動画は、5月23日（日）公開予定

森村学園初等部 第2回学校説明会 2021年9月4日(土) 10:00 12:00

※要申込
開始時間は予定
※感染状況によっては人数を限定し、午前、午後の2部
制、
またはオンライン形式になる可能性あり。

森村学園初等部 展覧会 2021年11月27日(土) 9:00 15:00
※要申込
開催時は、入試相談コーナー設置。

森村学園初等部 展覧会 2021年11月28日(日) 9:00 15:00
※要申込
開催時は、入試相談コーナー設置。

森村学園初等部 第3回学校説明会 2022年2月27日(日) 10:20

※要申込
開始時間は予定
学芸会と同時開催。
説明会終了後、学芸会会場までご案内いたします。
学芸会の演目をご覧いただけます。

森村学園初等部 第3回学校説明会 2022年2月27日(日) 13:20

※要申込
開始時間は予定
学芸会と同時開催。
説明会終了後、学芸会会場までご案内いたします。
学芸会の演目をご覧いただけます。

森村学園初等部 学芸会 2022年2月27日(日) 8:50 15:30
※要申込
学校説明会と同時開催。学芸会見学のみも受付いたしま
す。

横須賀学院小学校 2021木曜個別相談会 2021年4月8日(木) 9:00 11:00
※要申込
児童の様子をご覧いただき、学校についてご説明。

横須賀学院小学校 2021木曜個別相談会 2021年4月22日(木) 9:00 11:00
※要申込
児童の様子をご覧いただき、学校についてご説明。

横須賀学院小学校
第2回学校説明会
オンラインで実施

2021年5月15日(土) 10:00 11:30
※要申込
体験型授業の取り組みと国際交流の詳細について。
当日はYouTubeでのライブ配信もいたします。

横須賀学院小学校 ナイト説明会 2021年6月4日(金) 18:00 19:00

※要申込
アフタースクール
（横須賀学院小学校 横浜YMCA キッズスクエア）
の様子をご覧いただきます。

横須賀学院小学校 第3回学校説明会 2021年6月12日(土) 10:00 11:30

※要申込
授業公開日
児童の様子をご覧いただいた上で、
併せて ICT実践についてご説明。
当日はYouTubeでのライブ配信もいたします。

横須賀学院小学校 第4回学校説明会 2021年7月3日(土) 10:00 11:30
※要申込
入試についての詳細をご説明。
当日はYouTubeでのライブ配信もいたします。

横須賀学院小学校 ナイト説明会 2021年7月30日(金) 18:00 19:00

※要申込
アフタースクール
（横須賀学院小学校 横浜YMCA キッズスクエア）
の様子をご覧いただきます。

横須賀学院小学校 第5回学校説明会 2021年8月28日(土) 10:00 11:30

※要申込
国際交流についてのご説明パート２。
第2回での説明とは別内容です。
外国語教育について、その詳細をご説明。
当日はYouTubeでのライブ配信もいたします。

横須賀学院小学校 入試直前相談会（1） 2021年10月9日(土) 10:00 11:30
※要申込
ご質問に個別にお答えします。

横須賀学院小学校 入試直前相談会（2） 2021年10月16日(土) 10:00 11:30
※要申込
ご質問に個別にお答えします。

横浜三育小学校 第1回学校説明会 2021年6月22日(火) 10:00 12:00 ※要申込
横浜三育小学校 第2回学校説明会 2021年9月8日(水) 10:00 12:00 ※要申込

横浜雙葉小学校 スライドショーによる学校説明を配信 2021年5月17日(月)
2021年5月17日（月）より5月31日（月）まで
スライドショーによる学校説明を配信予定

横浜雙葉小学校 校内見学会 2021年6月19日(土)
横浜雙葉小学校 校内見学会 2021年6月26日(土)
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
【埼玉県】

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第３回小学校Web説明会 2021年3月13日(土) 9:00 17:00

※要申込
動画視聴はこの時間内のみ可能
・学院の進路指導・大学進学について
・卒業生による学院紹介
※約30分の動画配信。
PC、タブレット、携帯電話等の端末でご視聴ください。
※視聴可能時間内であれば、繰り返しの視聴が可能。

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第4回小学校説明会（午前の部） 2021年4月24日(土) 9:30 11:40

※要申込
参加対象
年長児とその保護者1名
（乳幼児はご遠慮ください）

説明会内容
1.小学校英語授業について
2.小学校入学試験概要
3.校内見学
4.体験授業（Enjoy English!、楽しい工作）

当日の受付時間　9：10～9：30

第4回午前・午後、第5回午前・午後、すべて同じ内容。
１家庭１回のお申込みでお願いいたします。

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第4回小学校説明会（午後の部） 2021年4月24日(土) 13:30 15:40

※要申込
参加対象
年長児とその保護者1名
（乳幼児はご遠慮ください）

説明会内容
1.小学校英語授業について
2.小学校入学試験概要
3.校内見学
4.体験授業（Enjoy English!、楽しい工作）

当日の受付時間　9：10～9：30

第4回午前・午後、第5回午前・午後、すべて同じ内容。
１家庭１回のお申込みでお願いいたします。

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第５回小学校説明会＋体験授業（Web 配
信）

2021年5月8日(土)
※要申込
Web 配信
第 4 回の内容を動画で配信

浦和ルーテル学院小学校 第６回小学校 Web 説明会＋入試問題解説 2021年6月6日(日)

※要申込
ギフト教育
 昨年度の入試問題を詳しく解説、入試について（募集要
項公開）

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第７回小学校説明会＋授業公開 2021年6月23日(水)

※要申込
年長児保護者対象
ギフト教育、学院の教科指導について
入試について（募集要項配布）

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第８回小学校説明会＋授業公開 2021年6月29日(火)
※要申込
年長児保護者対象
第７回と同じ内容

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校

第９回小学校説明会＋授業公開 2021年7月2日(金)
※要申込
年長児保護者対象
第７回と同じ内容

開智小学校 体験楽習（1）（新年長児対象） 2021年3月20日(土) 9:30 体験授業 ・保護者向け学校説明会
開智小学校 体験楽習（1）（新年長児対象） 2021年3月20日(土) 13:30 体験授業 ・保護者向け学校説明会
開智小学校 個別質問会（zoom面談） 2021年4月24日(土) 9:00 16:00

開智小学校
体験楽習（2）※中止
Zoomを利用したオンライン個別相談会に
変更。

2021年5月15日(土)
体験楽習は中止。
代替として、zoomを利用したオンライン個別質問会を実
施

開智小学校
入試説明会・入試トライアル
（年長児対象）

2021年7月22日(木)
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

さとえ学園小学校 学校説明会 2021年5月8日(土) 13:00

※要申込
当日受付開始 13:00～13:45
・挨拶（さとえ学園小学校　校長）
・栄東中学・高等学校との連携について（栄東中学校
校長）
・さとえ学園小学校の教育について（さとえ学園小学校
校長）
※内容は予定となり、変更する場合があります。

 13:00～13:45
受付、校内自由見学、教員との個別相談
14:00～15:00
学校説明会（年中、年長児はお預かりさせていただきま
す）
15:00～16:00
解散、校内自由見学、さとえ小・栄東中教員との個別相
談

さとえ学園小学校 入試説明会 2021年7月4日(日) 10:00

※要申込
 1)来校型
年長児保護者様1名、または保護者様1名＋年長児1名のみ
となります。
説明会前後は施設見学や個別相談をすることができま
す。
2)Zoom視聴型
どなたでもご参加いただけます。（リアルタイム視聴の
みとなります）

西武学園文理小学校 第1回　”Bunri Walk Day ” 2021年3月27日(土)

※要申込
学内開催型「文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”」
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第2回　”Bunri Walk Day ” 2021年4月24日(土)

※要申込
学内開催型「文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”」
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第3回　”Bunri Walk Day ” 2021年4月25日(日)

※要申込
学内開催型「文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”」
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第4回　”Bunri Walk Day ” 2021年5月15日(土)

※要申込
文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第5回　”Bunri Walk Day ” 2021年5月16日(日)

※要申込
文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

西武学園文理小学校 第6回　”Bunri Walk Day ” 2021年6月5日(土)

※要申込
文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第7回　”Bunri Walk Day ” 2021年6月19日(土)

※要申込
文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第1回　個別相談（オンライン） 2021年6月19日(土) ※要申込

西武学園文理小学校 第8回　”Bunri Walk Day ” 2021年7月30日(金)

※要申込
学内開催型「文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”」
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第2回　個別相談（オンライン） 2021年7月30日(金) ※要申込

西武学園文理小学校 第9回　”Bunri Walk Day ” 2021年8月29日(日)

※要申込
学内開催型「文理小の歩く説明会　”Bunri Walk Day ”」
学内を散歩するような感覚で、小グループごとに歩きな
がら先生のお話を聞いていただきます。
教室で動画を見ながら文理小の取り組みや児童の様子を
ご説明する時間もあります。
事前にオンライン配信型の学校説明会を見ていただくこ
とをお勧めします。

西武学園文理小学校 第3回　個別相談（オンライン） 2021年8月29日(日) ※要申込
星野学園小学校 第１回学校説明会 2021年5月9日(日) 10:00 12:00 ※要申込
星野学園小学校 第１回入試説明会 2021年5月22日(土) 10:00 12:00 ※要申込
星野学園小学校 第２回入試説明会 2021年5月30日(日) 10:00 12:00 ※要申込
星野学園小学校 公開授業 ※中止 2021年6月5日(土)
星野学園小学校 第１回オープンスクール 2021年6月12日(土) ※要申込
星野学園小学校 第３回入試説明会 2021年6月27日(日) 10:00 12:00 ※要申込
星野学園小学校 第2回オープンスクール 2021年7月24日(土) ※要申込
星野学園小学校 第４回入試説明会 2021年7月31日(土) ※要申込
星野学園小学校 第５回入試説明会 2021年8月29日(日) ※要申込
【千葉県】

暁星国際小学校 オンラインによる学校説明会 2021年3月6日(土) 14:00 15:00

授業見学会を予定しておりましたが、東京圏のCOVID-19
の状況を鑑み、
オンラインにて学校説明会を行なわせていただきます。
※要事前申込
14：00～14：30　教育方針や学校生活、内部進学後の進
路などの説明
14：30～15：00 　質疑応答

暁星国際小学校  Web学校説明会 2021年5月15日(土)
暁星国際小学校  Web学校説明会 2021年7月3日(土)
暁星国際小学校  Web学校説明会 2021年9月11日(土)
国府台女子学院小学部 学校見学会 2021年5月19日(水) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校説明会 2021年5月22日(土) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校見学会 2021年6月16日(水) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校見学会 2021年6月30日(水) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校見学会 2021年7月7日(水) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校説明会 2021年7月10日(土) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校見学会 2021年9月8日(水) 10:00 ※要予約（WEBにて）
国府台女子学院小学部 学校説明会 2021年9月18日(土) 10:00 ※要予約（WEBにて）
光風台三育小学校 第1回オープンスクール 2021年6月9日(水) 10:00 11:30 ※要申込（電話申込）
光風台三育小学校 第2回オープンスクール 2021年9月15日(水) 10:00 11:30 ※要申込（電話申込）

昭和学院小学校 第1回オープンスクール　・学校説明会 2021年5月15日(土) 9:00 11:00
※要申込
※第1回～第3回の内容は同一

昭和学院小学校 第2回オープンスクール　・学校説明会 2021年5月22日(土) 9:00 11:00
※要申込
※第1回～第3回の内容は同一
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

昭和学院小学校
運動会
※今年度非公開

2021年5月29日(土) ※今年度非公開

昭和学院小学校 第3回オープンスクール　・学校説明会 2021年6月5日(土) 9:00 11:00
※要申込
※第1回～第3回の内容は同一

昭和学院小学校 第4回オープンスクール　・学校説明会 2021年6月23日(水) 9:00 12:00 ※要申込
昭和学院小学校 体験教室（年長児のみ） 2021年6月26日(土) 9:00 11:00 ※要申込　（年長児のみ）
昭和学院小学校 第5回オープンスクール　・入試説明会 2021年9月11日(土) 9:00 11:00 ※要申込

昭和学院小学校
学芸発表会
※今年度非公開

2021年10月2日(土) ※今年度非公開

聖徳大学附属小学校 新年長保護者対象・学校説明会 2021年1月23日(土) 10:00 11:30
※要事前申込（お子様参加不可）
学校説明ほか
施設見学/個別相談（希望者）

聖徳大学附属小学校 新年長保護者対象・中学受験報告会 2021年3月13日(土) 10:00 11:30
※要事前申込（お子様参加不可）
中学受験報告ほか
施設見学/個別相談（希望者）

聖徳大学附属小学校
【附属四園・三田三園対象】
第1回　内部進学説明会

2021年4月24日(土) 9:30 11:30

※要申込
2022年度以降の入学向けに、
附属幼稚園、第二幼稚園、成田幼稚園、浦安幼稚園、
聖徳大学三田幼稚園、八王子幼稚園、多摩幼稚園の
保護者様・お子様 対象

聖徳大学附属小学校 第1回　学校説明会 2021年5月22日(土) 10:00 11:30

※要申込
9:00～受付（本校児童玄関）
10:00～校長挨拶
10:05～聖徳の人間教育
10:30～授業見学
11:00～校長講話
11:30～解散
※解散後、希望者に施設見学・個別相談あり。
※駐車場のご用意があります。
（隣接する光英VERITAS中高校駐車場）

聖徳大学附属小学校
第1回　学校説明会
午後の部

2021年5月22日(土) 13:30 14:40

※要申込
12:45～受付（本校児童玄関）
13:30～校長挨拶
13:35～聖徳の人間教育
13:55～校長講話
14:20～施設見学／個別相談（施設見学なしの方）
14:40～解散
※解散後にも個別相談あり。
※駐車場のご用意があります。（隣接する光英VERITAS
中高校駐車場）

聖徳大学附属小学校 第2回　学校説明会 2021年6月19日(土) 10:00 11:30

※要申込
9:00～受付（本校児童玄関）
10:00～校長挨拶
10:05～聖徳の教科教育
10:30～授業見学
11:00～校長講話
11:30～解散
※解散後、希望者に施設見学・個別相談あり。
※駐車場のご用意があります。
（隣接する光英VERITAS中高校駐車場）

聖徳大学附属小学校 わくわくオープンスクール 2021年7月17日(土) 9:15 11:30 ※要申込
聖徳大学附属小学校 わくわくオープンスクール 2021年7月17日(土) 13:20 15:30 ※要申込

聖徳大学附属小学校
第1回　入試説明会
午前の部

2021年8月28日(土) 10:00 11:30

※要申込
限定60組/保護者2名まで
9:00～受付
10:00～　 学校説明会・募集要項説明・昨年度入試問題説
明
11:30～　解散

聖徳大学附属小学校
第1回　入試説明会
午後の部

2021年8月28日(土) 13:30 15:00

※要申込
限定60組/保護者2名まで
13:00～受付
13:30～　 学校説明会・募集要項説明・昨年度入試問題説
明
15:00～　解散

聖徳大学附属小学校 第2回　入試説明会 2021年9月11日(土) 10:00 11:30

※要申込
限定15組/保護者2名まで
9:00～受付
10:00～　 学校説明会・募集要項説明・昨年度入試問題説
明
11:30～　解散
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学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

聖徳大学附属小学校 第3回　入試説明会 2021年10月30日(土) 10:00 11:30

※要申込
限定15組/保護者2名まで
9:00～受付
10:00～　 学校説明会・募集要項説明・昨年度入試問題説
明
11:30～　解散

千葉日本大学第一小学校 第1回学校説明会 2021年5月8日(土) 9:30

※年長児優先　要申込
千葉日大一小知って体験してみよう
～教育活動の特色と体験授業～
教育活動全般について説明します。
専科の授業体験ができます。
図工（20名）、理科（20名）、英語（30名）、音楽（20
名）
※申し込みは、おひとり様一回まで

千葉日本大学第一小学校 授業見学会 2021年6月4日(金) 10:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
校長先生・教頭先生が、見学のご案内と説明を行いま
す。

千葉日本大学第一小学校 授業見学会 2021年6月18日(金) 10:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
校長先生・教頭先生が、見学のご案内と説明を行いま
す。

千葉日本大学第一小学校 授業見学会 2021年6月25日(金) 10:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
校長先生・教頭先生が、見学のご案内と説明を行いま
す。

千葉日本大学第一小学校 授業見学会 2021年7月2日(金) 10:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
校長先生・教頭先生が、見学のご案内と説明を行いま
す。

千葉日本大学第一小学校 授業見学会 2021年7月9日(金) 10:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
校長先生・教頭先生が、見学のご案内と説明を行いま
す。

千葉日本大学第一小学校 第2回学校説明会 2021年7月24日(土) 9:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
中・高・大への進学と子どもの学び広場
～未来にはばたけ～
高等学校の進学担当者が進学動向を説明します。
学級担任が、体験授業をお子様に実施します。

千葉日本大学第一小学校 第3回学校説明会 2021年9月11日(土) 9:30

※年長児優先　要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
今年度入学試験の概要
令和4年度入試概要をご説明します。

千葉日本大学第一小学校 第4回学校説明会 2021年12月11日(土) 9:30

※要申込
申し込みは、おひとり様一回まで
年中・年少児対象説明会
教育活動全般について説明します。

成田高等学校付属小学校 第一回説明会 2021年4月24日(土)
※要申込
動画による学校紹介・説明
個別来校説明会

成田高等学校付属小学校 オンライン入学相談会 2021年4月24日(土) ※要申込
成田高等学校付属小学校 運動会 2021年5月23日(日)

成田高等学校付属小学校 第二回説明会 2021年6月26日(土)
※要申込
動画による授業公開等・説明
スクールツアーズ（個別来校）

成田高等学校付属小学校 オンライン入学相談会 2021年6月26日(土) ※要申込

成田高等学校付属小学校 第三回説明会 2021年7月10日(土)
※要申込
動画による入学検査説明
スクールツアーズ（個別来校）

成田高等学校付属小学校 オンライン入学相談会 2021年7月10日(土) ※要申込

日出学園小学校 第１回説明会（動画配信） 2021年3月19日(金)
※要申込
3/19～説明会動画の配信
視聴可能期間　3/19～3/31正午

日出学園小学校 第２回説明会（第1部） 2021年4月24日(土) 13:30 15:00 第１部と第2部は同内容
日出学園小学校 第２回説明会（第2部） 2021年4月24日(土) 16:00 17:30 第１部と第2部は同内容
日出学園小学校 お父さんのための説明会 2021年5月19日(水) 18:00 19:30
日出学園小学校 お父さんのための説明会 2021年5月20日(木) 18:00 19:30
日出学園小学校 運動会 2021年5月29日(土) 未就学児参加競技あり
日出学園小学校 第３回説明会 2021年6月10日(木)
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【2021年実施予定　学校説明会・公開行事 など】

学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容
日出学園小学校 授業体験会 2021年6月26日(土)
日出学園小学校 親子体験会 2021年7月17日(土)
日出学園小学校 第４回説明会 2021年9月18日(土)
日出学園小学校 日出祭（入試前相談ブースあり） 2021年10月2日(土)
日出学園小学校 日出祭（入試前相談ブースあり） 2021年10月3日(日)
【茨城県】

江戸川学園取手小学校 第１回学校説明会（オンライン） 2021年2月20日(土) 10:30 11:30

※要申込
〇校長あいさつ
〇教育基本方針
〇特色ある教育（開校７年の成果）
　1.７つの習慣（道徳教育）、リーダーシップ教育
〇本校の入学試験について
　2.入学試験の概要
ほか

江戸川学園取手小学校 第２回学校説明会（オンライン） 2021年3月20日(土) 10:30 11:30

※要申込
〇校長あいさつ
〇特色ある教育（開校７年の成果）
　2.国語教育
　3.英語教育・グローバル教育
〇施設と安全対策について
〇入学試験について
　2.親子面接
〇幼児向けオンライン授業
　1.英語　2.国語

江戸川学園取手小学校 第３回学校説明会（オンライン） 2021年5月8日(土) 10:00

※要申込
〇校長あいさつ
〇本校の特色ある教育（開校８年目の成果）
　　④ICT教育・算数教育
　　⑤アフタースクール・学童保育
〇本校の入学試験について
　　③ペーパーテストについて
　　④出願方法について（新たな方法での出願となりま
す）
〇幼児向け授業
　　④算数
　　⑤アフタースクール紹介
　　⑥ペーパー試験体験
〇質疑・応答　など

江戸川学園取手小学校 第４回学校説明会（オンライン） 2021年5月29日(土) 10:00

〇校長あいさつ
〇本校の特色ある教育（開校８年目の成果）
　　⑥小中高一貫教育
　　・江戸川学園取手中高等学校について
　　・本校を卒業した一貫生の中学校での活躍について
ほか

江戸川学園取手小学校 第１回年長児対象学校見学会 2021年6月21日(月) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～　１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第１回年長児対象学校見学会 2021年6月22日(火) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～　１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第１回年長児対象学校見学会 2021年6月23日(水) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～　１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第１回年長児対象学校見学会 2021年6月24日(木) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～　１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第１回年長児対象学校見学会 2021年6月25日(金) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～　１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）
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学校名称 イベント名称 イベント日 開始時間 終了時間 内容

江戸川学園取手小学校 第５回学校説明会 2021年7月3日(土) 10:00

※要申込
〇校長あいさつ
〇特色ある教育（開校８年目の成果）
　　⑦本校の学校行事について
　　・運動会　・紫峰祭　・音楽発表会
〇入学試験について
　　④行動観察
〇幼児向けオンライン授業（理科、体育）
〇個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第２回年長児対象学校見学会 2021年7月12日(月) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第２回年長児対象学校見学会 2021年7月13日(火) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第２回年長児対象学校見学会 2021年7月14日(水) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第２回年長児対象学校見学会 2021年7月15日(木) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 第２回年長児対象学校見学会 2021年7月16日(金) 9:20

※要申込
９：２０～　　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 入学試験説明会 2021年9月4日(土) 10:00
〇入学試験について
令和４年度入学試験出願について
令和４年度入学試験について

江戸川学園取手小学校 年中・年少児対象学校見学会 2021年10月18日(月) 9:20
９：２０～　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 年中・年少児対象学校見学会 2021年10月19日(火) 9:20
９：２０～　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 年中・年少児対象学校見学会 2021年10月20日(水) 9:20
９：２０～　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 年中・年少児対象学校見学会 2021年10月21日(木) 9:20
９：２０～　　　　　　校長あいさつ
９：４０～１０：３０　授業見学（全クラス）
１０：４０～　　　　　　個別相談（希望者）

江戸川学園取手小学校 入学試験報告会 2021年12月4日(土) 10:00

〇令和４年度入学試験の動向
〇令和４年度入学試験の内容
〇令和５年度・６年度入学試験に向けて
ほか

開智のぞみ小学校 第１回学校説明会 2021年1月16日(土) 12年一貫教育、入試報告
開智のぞみ小学校 第２回学校説明会 2021年2月11日(木) 開智望小学校の探究、ICT

開智のぞみ小学校 おとなのワークショップ 2021年3月20日(土)

※要申込
現年中のお子さまのいるご家庭対象
「探究」「英語」「ICT」より希望するワークショップを
選択
（いずれか1つのみご選択ください）
探究・英語は来場によるご参加
ICTはオンラインによるご参加

開智のぞみ小学校 第3回学校説明会 2021年4月17日(土) 10:00 11:30
※要申込
「探究型の学び」と「基礎学力」の両立

開智のぞみ小学校

新年長のお子さま対象 授業体験会
※延期
代替としてYoutube 配信による
「開智望小学校・開智望中等教育学校の全
体像」

2021年4月29日(木) 10:00 12:00

※要申込
来校によるイベントを延期
Youtube 配信による
「開智望小学校・開智望中等教育学校の全体像」（70 分
間）

開智のぞみ小学校 第4回学校説明会 2021年5月30日(日) 10:00 11:30
※要申込
開智のぞみ小学校の英語教育
開智のぞみ小学校の探究と行事の関連性

開智のぞみ小学校 第5回学校説明会 2021年7月10日(土) 10:00 12:15 ※要申込
開智のぞみ小学校 第5回学校説明会 2021年7月10日(土) 13:30 14:30 ※要申込
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開智のぞみ小学校 第6回学校説明会 2021年8月22日(日) 9:00 10:30
※要申込
キッズワークショップ（入試体験）年長対象

開智のぞみ小学校 第6回学校説明会 2021年8月22日(日) 11:00 12:30
※要申込
キッズワークショップ（入試体験）年長対象

つくば国際大学東風小学校 第1回学校説明会 2021年3月21日(日) 10:00 12:00
※要申込
9:30～10:00　受付
全体説明会・施設見学

つくば国際大学東風小学校 第2回学校説明会（オンライン） 2021年5月15日(土) 10:00 12:00 ※要申込
つくば国際大学東風小学校 第3回学校説明会（オンライン） 2021年6月20日(日) ※要申込
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月1日(木) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月2日(金) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月3日(土) ※要申込（各日先着５組）

つくば国際大学東風小学校 第4回学校説明会 2021年7月4日(日) 10:00 12:00

※要申込
9:30～10:00　受付
全体説明会・給食試食会
※先着200食となります。

つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月5日(月) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月6日(火) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月7日(水) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月8日(木) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月9日(金) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月10日(土) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月12日(月) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月13日(火) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月14日(水) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月15日(木) ※要申込（各日先着５組）
つくば国際大学東風小学校 個別給食試食会 2021年7月16日(金) ※要申込（各日先着５組）

つくば国際大学東風小学校
第1回キッズスクール
（オンライン）

2021年7月31日（土）～
8月16日（月）

※要申込

つくば国際大学東風小学校 第5回学校説明会 2021年8月21日(土) 10:00 12:00

※要申込
9:30～10:00　受付
【幼児】はるかぜ道場（入試体験）
【保護者】全体説明会
※年長対象イベントとなります。

つくば国際大学東風小学校 第6回学校説明会 2021年10月17日(日) 10:00 12:00
※要申込
9:30～10:00　受付
全体説明会

つくば国際大学東風小学校 第2回キッズスクール（中止） 2021年10月23日(土)

※中止
9:30～10:00　受付
ハロウィンパーティー
※仮装してご参加いただけます。

【国立小学校】

お茶の水女子大学附属小学校
今年度の学校説明会は
中止

筑波大学附属小学校 説明会は実施しない

東京学芸大学附属大泉小学校 オンライン学校説明会
2021年9月3日(金)～
9月17日(金)

9/3(金)～9/17(金)12：00まで
・学校概要
・入学調査に関する手続きについて

東京学芸大学附属小金井小学校 学校説明会 2021年9月11日(土) 9:30
東京学芸大学附属小金井小学校 学校説明会 2021年9月11日(土) 10:30
東京学芸大学附属小金井小学校 学校説明会 2021年9月11日(土) 11:30

東京学芸大学附属世田谷小学校 学校説明会（動画配信）
2021年9月17日(金)～
9月23日（木）

東京学芸大学附属竹早小学校
学校説明会（動画）
8/25(火）～8/31(月）

2020年8月25日(火)
学校説明の動画を期間限定（8/25～8/31）で公開。
視聴の方法等については、8/25以降に小学校公式ホーム
ページでお知らせ。

横浜国立大学教育学部附属
鎌倉小学校

学校説明会 2021年9月2日(木)

横浜国立大学教育学部附属
横浜小学校

学校説明会（男子入学児対象） 2020年9月23日(水) 14:00 16:00
※要申込
小学校公式HPより 8/19（水）から事前申し込みを開始

横浜国立大学教育学部附属
横浜小学校

学校説明会（女子入学児対象） 2020年9月24日(木) 14:00 16:00
※要申込
小学校公式HPより 8/19（水）から事前申し込みを開始

埼玉大学教育学部附属小学校 学校公開・説明会 2020年10月27日(火) 13:30 16:30
受付 12:45～13:30
概要説明、入学検査の内容等の説明　他
※応募児童・乳幼児の同道不可

千葉大学教育学部附属小学校 学校説明会 2020年10月27日(火) 10:00 11:00

受付9:30～　附属小学校体育館にて
入場は保護者一名のみ。お子さま連れ不可。
説明会実施の可否については10/13（火）に附属小学校
ウェブサイトにて連絡。
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