
学校名 行事名 日程 場所 最寄駅 連絡先

横浜翠嵐 説明＆見学会 夏期なし　9/26（土）12/5（土） 学校 JR・私鉄各線「横浜」よりバス 045（311）4621

川和 説明会 夏期なし　 学校 東急田園都市線「市が尾」よりバス/市営地下鉄「都筑ふれあいの丘」 045（941）2436

横浜緑ケ丘 説明会 夏期なし　10/25（日）11/28（土） 学校 JR根岸線「山手」よりバス 045（621）8641

横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 説明・ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 夏期なし　説10/31（土）予　オ11/28（土）詳細後日HP 学校 JR鶴見線「鶴見小野」/京浜急行線「花月園前」 045（511）3654

多摩 説明 紹介動画をHPで公開予定 学校 JR南武線「宿河原」 044（911）7107

希望ケ丘 説明会 個別見学検討中　10月・11月に説明会検討中 学校 相鉄本線「希望ヶ丘」 045（391）0061

相模原 説明会 夏期なし 学校 JR横浜線「相模原」よりバス 042（752）4133

大和 説明会 夏期なし 学校 東急田園都市線「つきみ野」 046（274）0026

神奈川総合 説明会 夏期なし 学校 東急東横線「東白楽」/JR横浜線「東神奈川」 045（491）2000

横浜国際 説明 7月下旬に紹介動画をHPに公開予定 学校 市営地下鉄「弘明寺」かJR線「戸塚」よりバス 045（721）1434

横浜平沼 見学会・説明会 夏期なし　見9/26（土）　説12/5（土） 学校 市営地下鉄・私鉄各線「横浜」 045（313）9200

市立桜丘 説明会 後日HPで発表 VR施設画像を公開中 学校 相鉄線「星川」かJR線「保土ヶ谷」よりバス 045（331）5021

市ケ尾 説明会 夏期なし 学校 東急田園都市線「市が尾」よりバス 045（971）2041

新城 説明＆見学会 夏期なし　10/10（土）14：00　11/14（土）10：00 学校 JR南武線「武蔵新城」か「武蔵中原」 044（766）7457

市立東 説明会 夏期なし　秋以降の説明会は検討中 学校 JR横浜線「菊名」か市営地下鉄「新横浜」よりバス 045（571）0851

市立横浜商業 説明会 夏期なし　10/24（土）11/28（土） 学校 市営地下鉄「蒔田」/京浜急行線「南太田」 045（713）2323

相模原弥栄 説明会 夏期なし　11/7（土）12/5（土） 学校 JR横浜線「淵野辺」か小田急線「相模大野」よりバス 042（758）4695

市立戸塚 説明会 夏期なし 学校 市営地下鉄「踊場」 045（871）0301

生田 説明会 未定　詳細後日HP 学校 東急田園都市線「宮前平」よりバス 044（977）3800

港北 説明会 夏期なし 学校 市営地下鉄「新羽」 045（541）6251

元石川 説明会 夏期なし 学校 東急田園都市線「たまプラーザ」か市営地下鉄「あざみ野」よりバス 045（902）2692

鶴見 説明会 未定　詳細後日HP 学校 JR横浜線「菊名」か市営地下鉄「新横浜」よりバス 045（581）4692

大和西 説明会 夏期なし 学校 小田急線「南林間」 046（276）1155

市立みなと総合 説明会 未定　詳細後日HP 学校 JR線「石川町」/みなとみらい線「日本大通り」 045（662）3710

住吉 説明会 未定　詳細後日HP 学校 東急東横線「元住吉」/JR南武線「武蔵小杉」 044（433）8555

岸根 説明会 夏期なし 学校 市営地下鉄「岸根公園」/JR横浜線「新横浜」 045（401）7872

荏田 説明会 夏期なし　12/12（土）10：00 学校 市営地下「センター南」よりバス/東急田園都市線「江田」 045（941）3111

橋本 説明会 未定　詳細後日HP 学校 JR横浜線「橋本」 042（774）0611

城郷 説明会 夏期なし 学校 市営地下鉄「片倉町」 045（382）5256

説明会 9/26（土）10：30予 ユニコムプラザさがみはら 小田急線「相模大野」

説明＆見学会 夏期なし　10/3（土）説10：50/部13：00　12/12（土）10：00 学校 小田急線「新百合ヶ丘」よりバス

霧が丘 説明会 夏期なし　10/10（土）11/21（土）各10：00 学校 JR横浜線「十日市場」か「長津田」よりバス 045（921）6911

百合丘 説明会 未定　詳細後日HP 学校 東急田園都市線「宮前平」よりバス 044（977）8955

川崎北 説明会 夏期なし　10/24（土）11/21（土） 学校 東急田園都市線「鷺沼」か市営地下鉄「センター北」よりバス 044（855）2631

旭 説明会 夏期なし 学校 JR横浜線「十日市場」か「中山」よりバス 045（953）3301

新栄 説明会 夏期なし　見9/19以降各（土）予　説11/7（土）12/12（土） 学校 市営地下鉄「仲町台」 045（593）0307

生田東 説明会 未定　詳細後日HP 学校 小田急線「生田」 044（932）1211

上鶴間 説明会 夏期なし 学校 JR線「町田」か小田急線「相模大野」よりバス 042（743）5622

新羽 説明会 夏期なし 学校 市営地下鉄「北新横浜」 045（543）8631

横浜旭陵 説明会 未定　詳細後日HP 学校 JR横浜線・市営地下鉄「中山」からバス 045（953）1004

青山 見学会・説明会 夏期見学は検討中 説10/3（土）11/14（土）12/13（日） 学校 地下鉄銀座線「外苑前」/地下鉄千代田線「表参道」 03（3404）7801

八王子東 見学会・説明会 夏期見学は検討中 説10/3（土）11/7（土）12/12（土） 学校 JR中央線「豊田」か「八王子」よりバス 042（644）6996

新宿 見学会・説明会 夏期見学は中止　説10/10（土）11/21（土）は検討中 学校 JR線・私鉄各線「新宿」/地下鉄丸ノ内線「新宿三丁目」 03（3354）7411

説明会 HPで紹介動画も公開　7/19（日）13：30 東京工科大蒲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 京急線・JR京浜東北線「蒲田」

説明会 HPで紹介動画も公開　7/19（日）13：30 産業貿易センター台東館 地下鉄銀座線・都営浅草線「浅草」

国際 説明会 調整中 学校 京王井の頭線「駒場東大前」 03（3468）6811

見学会 8/11（火）8/21（金）各10：00/14：00予

説明会 10/3（土）11/14（土）12/12（土）1/7（木）各14：00

豊多摩 見学会・説明会 夏期見学は中止　秋の説明会は調整中 学校 京王井の頭線「浜田山」 03（3393）1331

狛江 説明会 調整中 学校 小田急線「和泉多摩川」 03（3489）2241

調布南 見学会 夏期見学は中止 学校 京王線「多摩川」 042（483）0765

神代 見学会・説明会 夏期見学は中止　説10/17（土）11/14（土）12/12（土）予 学校 小田急線「狛江」からバス/京王線「仙川」 03（3300）8261

成瀬 見学会・説明会 夏期見学と秋以降の説明会は未定　詳細後日HP 学校 JR横浜線「成瀬」 042（725）1533

芦花 見学会・説明会 調整中 学校 京王線「千歳烏山」/小田急線「成城学園前」よりバス 03（5315）3322

日野 見学会・説明会 調整中 学校 京王線「高幡不動」/多摩都市モノレール「万願寺」 042（581）7123

見学会 夏期見学は中止　説10/24（土）11/14（土）各14：00

体験＆説明会 外国語コース体験10/24（土）10：30/説明会12：00

富士森 見学会・説明会 調整中 学校 JR中央線「西八王子」 042（661）0444

小川 見学会・説明会 調整中 学校 JR横浜線「成瀬」か「町田」よりバス 042（796）9301

片倉 見学会・説明会 調整中 学校 JR横浜線「八王子みなみ野」か京王線「北野」よりバス 042（635）3621

若葉総合 見学会・説明会 調整中 学校 小田急線「黒川」/京王相模原線「若葉台」 042（350）0300

見学＆説明会 10/10（土）11/14（土）各14：00　12/19（土）1/16（土）各10：00

部活体験 10/10（土）11/14（土）各14：00予

03（3466）2481

小田急線「町田」 042（722）2201

学校 私鉄各線「多摩センター」よりバス 042（676）1231

学校 小田急線「町田」よりバス 042（792）2891

麻生

町田

駒場

松が谷

山崎

学校

044（966）7766

※「予」・事前予約が必要です。詳しくは各学校にお問合せ下さい。 
※６月２６日現在。今後、各高校のＨＰで情報が更新されることがあります。 


