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●5月第一週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月3日(木祝) 東京創価小学校 (東京都小平市) オープンキャンパス 10:00～15:00

5月4日(金祝) 東京創価小学校 (東京都小平市) オープンキャンパス 10:00～15:00

●5月第二週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月8日(火) 横浜雙葉小学校 (神奈川県横浜市) 学校見学会 10:30～

5月10日(木) 聖学院小学校 (東京都北区) プレ説明会 10:30～12:00

むさしの学園小学校 (東京都武蔵野市) 学校説明会 10:30～12:00

目黒星美学園小学校 (東京都目黒区) 第1回学校説明会 10:00～

5月11日(金) LCA国際小学校 (神奈川県相模原市) 第2回学校見学・説明会 10:30～

5月12日(土) 浦和ルーテル学院小学校 (埼玉県さいたま市) 体育祭 9:00～15:00～

江戸川学園取手小学校 (茨城県取手市) 第2回学校説明会 10:00～

小野学園小学校 (東京都品川区) 新入生歓迎小運動会 9:00～11:00

暁星国際小学校 (千葉県木更津市) ①授業見学会 9:30～11:00

②体験授業 11:00～11:45

国立学園小学校 (東京都国立市) 学校説明会 9:30～11:30

晃華学園小学校 (東京都調布市) 学校説明会 9:30～11:30

シュタイナー学園初等部 (神奈川県相模原市) 新入学・転入学説明会 11:10～12:15

湘南白百合学園小学校 (神奈川県藤沢市) 学校説明会 9:30～11:30

昭和女子大学附属昭和小学校 (東京都世田谷区) 学習公開・学校説明会 9:00～12:00

菅生学園初等学校 (東京都あきる野市) 学校説明会 10:00～15:00

精華小学校 (神奈川県横浜市) 校舎施設見学 9:30～11:30

聖セシリア小学校 (神奈川県大和市) 学校説明会 9:30～11:50

洗足学園小学校 (神奈川県川崎市) ①第1回学校説明会 9:30～10:30

②個別相談会 10:45～12:45

玉川学園小学部 (東京都町田市) 第1回学校説明会 10:00～12:00

帝京大学小学校 (東京都多摩市) オープンスクール・学校説明会 9:30～

桐光学園小学校 (神奈川県川崎市) オープンスクール 9:00～12:00

桐朋小学校 (東京都調布市) 学校説明会 A.13:00～14:30

　※A・Bは同内容 B.13:45～15:15

東洋英和女学院小学部 (東京都港区) 第1回学校説明会 13:00～

日本大学藤沢小学校 (神奈川県藤沢市) 学校説明会 14:00～16:00

森村学園初等部 (神奈川県横浜市) 第1回学校説明会 10:00～11:30

立教女学院小学校 (東京都杉並区) 入試説明会 10:00～11:30

●5月第三週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月13日(日) 学習院初等科 (東京都新宿区) 学校説明会 ①9:30～11:30

　※①・②は同内容 ②13:00～15:00

川村小学校 (東京都豊島区) 第1回学校説明会 10:00～

つくば国際大学東風小学校 (茨城県守谷市) 第2回学校説明会 10:00～12:00

成田高等学校付属小学校 (千葉県成田市) 運動会「未就学児レース」 9:00～15:30

取材・編集　しながわ・目黒こどもスクール

※下記の日程は、しながわ・目黒こどもスクール独自取材による情報です。事前予約が必要な小学校もあります。ご参加の場合は、必

ず各校のホームページ等をご覧のうえお出かけください。
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●5月第三週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月13日(日) 星野学園小学校 (埼玉県川越市) 第1回学校説明会 10:00～12:00

5月15日(火) 関東学院小学校 (神奈川県横浜市) 学校説明会・公開授業 10:00～

関東学院六浦小学校 (神奈川県金沢市) 入試報告会 10:00～11:00

清明学園初等学校 (東京都大田区) 第2回学校説明会 10:00～11:30

新渡戸文化小学校 (東京都中野区) 授業見学 9:30～11:30

桐蔭学園小学部 (神奈川県横浜市) 公開授業・予約相談会 10:30～12:00

和光小学校 (東京都世田谷区) 学校説明会・授業参観  9:10～12:00

和光鶴川小学校 (東京都町田市) 学校説明会 10:15～12:30

5月16日(水) 国立学園小学校 (東京都国立市) 学校見学会 9:30～11:30

湘南白百合学園小学校 (神奈川県藤沢市) 運動会総練習 8:45～11:00

日出学園小学校 (千葉県市川市) お父さんのための説明会 18:30～

5月17日(木) 日出学園小学校 (千葉県市川市) お父さんのための説明会 18:30～

5月18日(金) 西武学園文理小学校 (埼玉県狭山市) 学校説明会・授業見学・施設見学 9:30～11:30

5月19日(土) 青山学院初等部 (東京都渋谷区) 学校説明会 9:30～

浦和ルーテル学院小学校 (埼玉県さいたま市) 第5回学校説明会+体験授業 9:30～12:00

江戸川学園取手小学校 (茨城県取手市) 運動会 5月12日(土)発表

開智望小学校 (茨城県つくばみらい市) 運動会・給食体験会 10:00～

啓明学園初等学校 (東京都昭島市) 第1回学校説明会　※託児あり 10:30～12:30

国府台女子学院小学部 (千葉県市川市) 学校見学会 10:00～11:30

サレジオ小学校 (東京都小平市) 第1回学校説明会 13:30～

淑徳小学校 (東京都板橋区) 第1回学校説明会 10:00～

聖徳学園小学校 (東京都武蔵野市) 体験入学・第1回学校説明会 10:00～11:30

聖学院小学校 (東京都北区) 運動会 8:45～14:30

成蹊小学校 (東京都武蔵野市) 運動会 8:30～15:00

清泉小学校 (神奈川県鎌倉市) しぜんとあそぼう  10:00～14:00

聖ドミニコ学園小学校 (東京都世田谷区) 学校説明会・公開授業 10:00～12:10

星美学園小学校 (東京都北区) 運動会 9:00～14:30

洗足学園小学校 (神奈川県川崎市) ①第2回学校説明会 9:30～

②個別相談会 10:45～12:45

東星学園小学校 (東京都清瀬市) 運動会 9:15～

桐朋学園小学校 (東京都国立市) 学校体験日 ①9:00～

　※①・②は同内容 ②13:00～

日本大学藤沢小学校 (神奈川県藤沢市) 学校説明会 14:00～16:00

明星小学校 (東京都府中市) 第1回学校説明会・学習公開 9:30～11:30

森村学園初等部 (神奈川県横浜市) 運動会 8:50～15:30

●5月第四週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月20日(日) 開智小学校 (埼玉県岩槻市) 体験楽習＆学校説明会 ①9:30～

　※①・②は同内容 ②13:30～

さとえ学園小学校 (埼玉県さいたま市) 学校説明会 10:30～

千葉日本大学第一小学校 (千葉県船橋市) 運動会 10:00～

5月23日(水) 国府台女子学院小学部 (千葉県市川市) 学校見学会 10:00～11:30

5月24日(木) 相模女子大学小学部 (神奈川県相模原市) 第1回学校説明会 9:20～12:00
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●5月第三週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月24日(木) 精華小学校 (神奈川県横浜市) 運動会 8:50～15:20

東京女学館小学校 (東京都渋谷区) 学校説明会 18:00～19:15

5月25日(金) 日本女子大学附属豊明小学校 (東京都文京区) 写生会作品展 9:00～16:00

5月26日(土) 小野学園小学校 (東京都品川区) 第1回学校説明会・公開授業 9:30～12:00

鎌倉女子大学初等部 (神奈川県鎌倉市) 第2回学校紹介 9:30～12:00

カリタス小学校 (神奈川県川崎市) 運動会 9:00～15:00

関東学院六浦小学校 (神奈川県川崎市) 運動会 9:15～15:00

啓明学園初等学校 (東京都昭島市) 運動会 9:00～15:00

湘南学園小学校 (神奈川県藤沢市) 第1回体験授業 9:30～

昭和学院小学校 (千葉県市川市) オープンスクール 9:00～11:00

菅生学園初等学校 (東京都あきる野市) 運動会 9:00～12:30

聖心女子学院初等科 (東京都港区) 初等科運動会 9:10～

聖徳大学附属小学校 (千葉県松戸市) 学校説明会 9:00～12:00

洗足学園小学校 (神奈川県川崎市) 学芸会 9:00～

桐朋小学校 (東京都調布市) 学校説明会 13:30～

東洋英和女学院小学部 (東京都港区) 運動会 8:45～14:45

成田高等学校付属小学校 (千葉県成田市) ①学校公開 9:35～11:10

②第1回説明会 11:20～12:05

新渡戸文化小学校 (東京都中野区) 運動会 詳細は学校HP

日本女子大学附属豊明小学校 (東京都文京区) ①学校施設見学会 9:00～14:00

②写生会作品展 9:00～16:00

文教大学付属小学校 (東京都大田区) 第1回説明会 8:30～

星野学園小学校 (埼玉県川越市) 入試説明会 10:00～12:00

横須賀学院小学校 (神奈川県横須賀市) 運動会 9:30～14:30

●5月第五週

日程 学校名 所在地 行事内容 時間

5月27日(日) 聖セシリア小学校 (神奈川県大和市) 青葉祭 9:50～15:00

西武学園文理小学校 (埼玉県狭山市) 学校説明会・授業見学・施設見学 9:30～11:30

5月28日(月) LCA国際小学校 (神奈川県相模原市) 第3回学校見学・説明会 10:30～

成田高等学校付属小学校 (千葉県成田市) 入学相談会 15:00～16:00

日本女子大学附属豊明小学校 (東京都文京区) 写生会作品展 9:00～16:00

5月29日(火) 函嶺白百合学園小学校 (神奈川県足柄下郡) マリア様の集い・自由授業参観 詳細は学校HP

清泉小学校 (神奈川県鎌倉市) 少人数授業見学会 詳細は学校HP

聖ドミニコ学園小学校 (東京都世田谷区) 体験ラグビー 9:00～10:00

成田高等学校付属小学校 (千葉県成田市) 入学相談会 15:00～16:00

5月30日(水) 清泉小学校 (神奈川県鎌倉市) マリア様の集い 詳細は学校HP

成田高等学校付属小学校 (千葉県成田市) 入学相談会 15:00～16:00

5月31日(木) 川村小学校 (東京都豊島区) ①自己推薦個別審査説明会 10:00～

②公開授業 10:30～

成田高等学校付属小学校 (千葉県成田市) 入学相談会 15:00～16:00

取材・編集　しながわ・目黒こどもスクール
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＞一覧表に関するお問い合わせ
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