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【最新版】夏以降の学校説明・見学会の予定 
 

 この夏以降に、各高校で実施予定の学校説明・見学会の日程を抜粋しお知らせします。昨年

までは、コロナ禍の影響で学校見学・説明会の機会が制限されることが多く、オンライン、動

画配信や少人数での実施にする場合もありました。しかし今年度は、回数や定員も平年並みに

戻りつつあります。ただ、引き続きほとんどの学校が「要予約」となっており、参加人数を一

家族２名前後に限定している学校が多いようです。予約もすぐに満員となることもありますの

で、お早めのご確認とお申し込みをおすすめいたします。詳細をお知りになりたい場合は、各

学校のＨＰにて最新情報をチェックしてみてください。 

■都立入試問題自校作成校（入試問題解説会は学校により名称が異なります） 

高校名 学校説明会・見学会 入試問題解説会 

青山 ○見火曜日実施・8/17～19 10/8・11/5・12/3 動画配信予定 

国立 ○見 8/3～12予定（8日～10日除く） 10/15・11/12・12/10 11/19・12/17 

国分寺 ㋖8/2・8/3 ○見 8/4・5・6 ○個 9/10・11  10/8・11/19・12/17 未定 

新宿 ○見木曜日実施・7/28・8/4・8/18  10/8・11/5 12/18 

立川 ○見 8/16・17・18 10/8・11/12 7/9・12/10 

戸山 ○見 7/16・26・27  10/22・11/5・11/12 9月中旬動画配信 

西 ○見 7/22・23・24・8/16～20 10/1・11/3 11/3・12/3 

八王子東 ○見 8/3・8/18 ○個 12/26 ○体 8/23 10/15・11/5・12/17 7/16・10/29・11/26 

■２３区内 都立高校               

高校名 学校説明会・見学会 高校名 学校説明会・見学会 

井草 ○見 7/21・8/1・2  10/8・11/5 石神井 ○見 7/26・29・8/5・8/24・8/26 10/22・11/26・12/17 

鷺宮 ○見 8/17～19 10/22・11/5・11/19・12/10 農芸 ○見 8/5・8/17・8/29 ○体 9/17・10/15  10/29・11/26 

国際 ○見 7/27・28 10/8・11/19 武蔵丘 ○見 7/28・29・8/1～5・16～19・22～26 10/2・29・11/19・12/10 

■多摩地区 都立高校 

高校名 学校説明会・見学会 高校名 学校説明会・見学会 

日野 ○見 7/7・8・11・12 10/8・10/29・11/26 富士森 ㋖8/18～20  10/22・11/19・12/10 

日野台 ○見 7/18～29 南平 ○見 7/25･29・8/18・19  10/8･11/12･12/10 

昭和 ○見 8/1～8/5 東大和 ○見 8/1～5 

上水 ○見 8/18・19・25・26 東大和南 ○見 8/17～19・23～25 10/22・11/12・26 

拝島 ○見 7/28～30 10/8・11/5・12/17 瑞穂農芸 ○見 7/16･8/3･8･16○体 9/17･11/19 10/16･12/11  

清瀬 ○見 8/4～8/8 田無工業 ○見 8/20○体 10/23･11/23･27 10/8･11/19･12/10･1/14 

小金井北 ○見 7/30・31 10/8・29・12/17 東久留米総合 ○見 7/16・30  10/29・11/23・12/10 



 

 

高校名 学校説明会・見学会 高校名 学校説明会・見学会 

久留米西 
○見 8/4・8・15～17・19 

㋖8/23  10/22・11/19・12/11 
小平 

○見 8/5・6 ○ミ 7/22・23・8/25・26 

  10/22・12/19 

多摩科学技術 ○見 7/28～30・8/22  10/23・11/19・12/10 東村山 ○見 7/16 10/29・12/10 

小平西 ○見 8/2～4・19・20・22 10/29・11/13 東村山西 ○見 8/2・3  11/19・12/10 

小平南 
○見 7/21～8/26 (8/1・2・8～12・17・24を 

除く平日) 10/22・11/12・26 
保谷 

8/2 保谷スクールデイ ○見 8/3～5・15～26 

10/29・11/26・12/10  

田無 ○ミ 7/23・30・11/26・12/17 10/29・11/12・12/10 武蔵野北 ○見 7/25～29・8/19・22～25 10/15・29 

狛江 
○見 7/28・8/4・16・18・20・23・25 

㋯学期中 火・木   10/8・11/19 
第五商業 

○見 7/16･8/27○ミ 7/27･28･8/3･4  

○体 8/15  10/22･11/19･12/10 

神代 ○見 8/1～4 府中 ○見 7/21・22・25・26 10/22・11/26 

府中東 ○見 7/23・24・8/20・21  10/22・11/19・12/10 府中西 ○見 7/21～8/26(土日･8/8～12除) 10/29･11/26･12/17 

調布北 ○オ随時 調布南 10/8・11/5・11/26 

■２３区内 私立高校（７～９月） 

高校名 学校説明会・見学会 高校名 学校説明会・見学会 

実践学園 7/18 ○見 7/1～20(18日‣日曜除く) 東亜学園 9/24 ○見 7/23･27･30･8/17･24･26･27 

城西大附属城西 9/17 ○ミ 7/23･30･8/6･20 ㋖8/27･28 堀越 7/17・9/4・10/22・11/23 

中大杉並 7/23･8/27･9/24 ○見○オ 7/30･8/6･13･9/3 明大中野 7～9月予定なし〔○見 10/9・11/19〕 

豊南 
○見 7/24 ･28･30･8/1～6･22～24 

㋖8/27 ㋔ 9/24 

早稲田 

高等学院 

  9/18・19〔10/30〕○見 7/1～4・

17～30・8/1～13・22～31 

■多摩地区 私立高校（７～９月） 

高校名 学校説明会・見学会 高校名 学校説明会・見学会 

錦城 
7/21･23･26･28･30･8/2･4･6･ 

9･11･13･16･18･20･23･25･27 
八王子 

7/2・8/6・20・9/10・17 

○オ 7/2・8/27・9/17 

昭和第一学園 ㋖7/30・31 八王子実践 7/23・24・8/4～6・20～24 

白梅学園 ○体 7/24･8/27○見 7/30･31･8/6･7･13･14･9/25 文華女子 9/3 ○体 7/24 ○見 8/6 

大成 ㋖8/6・7 明治学院東村山 ㋖7/18 

拓殖大学第一 8/6･7･20･21･9/25 ○ミ 7/27～30･8/1～5･8～10･12･13･15～18･22～27･29 ㋖7/16 

立川女子 ○見 7/30･8/20･27(兼説明会) 明大中野八王子 7/30･8/27〔10/15･11/19〕 

中央大学附属 
㋖㋔7/16･17 

〔10/8・11/26〕(㋔同時開催)  
明法 

7/30・8/6・11・27 

〔10/29･11/6･19･26〕㋖7/18 

東京電機大学 ㋖7/18〔10/8・11/12・12/3〕 明星 7/30･9/24〔10/22･11/5･26･12/3〕 

※無印は学校説明会の日程です。また「部活体験」などの各種イベントが用意されていることもあります。 

㋖オープンキャンパス(スクール)・○ミ ミニ見学会・○オ オンライン説明会・○体 体験入学(授業)・○見学校見学 

すべて各高校のＨＰ掲載より集約(2022.7.1時点) 


