
 

 

                               

 

 

～学校説明会が始まる その２～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道標～みちしるべ～ 

松戸市立六実中学校 

第３学年・進路通信 

NO. ６ 

令和２年6月1０日  

 

日 私立高校見学・説明会　１ 6/5現在

高校名 県 内容 開催日 申し込み方法 申し込み期限・備考
見学 7/24㊎.25㊏.26㊐,8/21㊎.22㊏.23㊐ 予約不要
説明 10/3㊏,　11/3㊗.　23㊗ 個人申込　WEB 10月英会話AM開催、11月過去問解説AM開

ダイジェスト 12/12㊏ 個人申込　WEB

説明 5/30㊏,10/17㊏,11/14㊏,12/5㊏ 個人申込　WEB

公開キャンパス 6/21㊐,7/19㊐8/10㊊ 8/30㊐ 個人申込　WEB

個別相談 11/7㊏. 28㊏, 12/25㊎. 26㊏ 個人申込　WEB

説明 10/17.24, 11/6.7.14.21.28, 12/5 個人申込　WEB

体験 7/31㊎,　8/1㊏.28㊎.29㊏ 個人申込　WEB

説明 8/22.29,9/26,10/3.24.31,11/14.23 予約不要
授業体験 8/1㊏．4㊋ 個人申込　WEB

個別相談 12/25㊎ 予約不要
流通経済大付属柏高等学校 千葉 説明 7/28,8/22,9/19,10/3.24,11/7.14.21 個人申込　WEB

説明 7/26㊐， 8/22㊏. 30㊐ 予約不要
入試説明 9/26㊏,10/18㊐,11/8㊐.22㊐ 予約不要
公開キャンパス 8/23㊐ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始
説明 6/27㊏, 7/26㊐， 8/23㊐ 予約不要
入試説明 10/18㊐.25㊐,11/3㊗.21㊏,12/13㊐ 個人申込　WEB 12/13はミニ説明会
部活体験 6/20㊏,7/11㊏,9/19㊏, 10/17㊏ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始
夏･寮体験 7/26㊐， 8/23㊐ 個人申込　WEB 参加費8000円
説明 10/3㊏,11/14㊏.28㊏,12/5㊏ 個人申込　WEB

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 8/23㊐.　29㊏ 個人申込　WEB

ナイト見学 9/11㊎ 個人申込　WEB

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 8/22㊏,　9/26㊏ 個人申込　WEB

説明 9/26㊏,　11/14㊏.　21㊏ 予約不要
ミニ見学 11/28㊏ 個人申込　WEB

説明 7/22㊌， 9/5㊏ 個人申込　WEB

ミニ説明 7/27㊐～31㊎ 個人申込　WEB 定員制
国際教養体験 10/24㊏ 個人申込　WEB

授業公開 11/21㊏ 個人申込　WEB

入試説明 10/3㊏.24㊏,11/7㊏.21㊏,12/5㊏ 個人申込　WEB

ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明 9/25㊎,10/15㊍,11/11㊌,12/8㊋ 個人申込　WEB 定員制
公開キャンパス 8/22㊏.　23㊐ 個人申込　WEB

説明 10/3㊏ 個人申込　WEB 9時～、11時半～
見学 7/25㊏,　8/21㊎ 個人申込　WEB

部活体験・苦手克服 8/19㊌．20㊍ 個人申込　WEB

英語科ﾚｯｽﾝ 10/3㊏ 個人申込　WEB

説明 11/7㊏.　21㊏.　 28㊏ 個人申込　WEB

個別相談 10/24㊏.31㊏,11/30㊊～12/5㊏ 個人申込　WEB

体験 8/1㊏．21㊎ 個人申込　WEB

説明 10/17.24.31, 11/7.14.21.28 個人申込　WEB 11/14授業公開
見学・体験 8/19㊌．20㊍ 個人申込　WEB 変更の可能性有
説明 10/17㊏. 24㊏ 個人申込　WEB 変更の可能性有
入試説明 11/14㊏.21㊏.28㊏ 個人申込　WEB 変更の可能性有
英和ｸﾘｽﾏｽ 12/19㊏ 個人申込　WEB 一般公開日

あずさ第一高校(柏) 千葉 個別相談会 6/13㊏. 27㊏.7/11㊏ 個人申込　WEB、☎ 受付12時30分
オンラ イ ン入試個別説明会 ６月実施（水・木・金・土・日）11：00〜13：00、14：00〜16：00 予約不要
学校説明会 10/17㊏. 31㊏.11/14㊏.21㊏.28㊏ 予約不要
学校見学会 6 /28㊐、7/25㊏、26㊏、8/23㊐ 予約不要
学校説明会 10/１１、 10/25,11/３．11/28 予約不要
個別相談 12/6　8：30～受付　9：30開始～12：00 予約不要
説明 6/20, 7/11, 8/1.210, 10/24，11/28 個人申込　WEB 11/14授業公開
ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 7/25㊍, 8/22㊏ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始
個別相談 11/14㊏.21㊏，12/5㊏ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始

千葉英和高等学校 千葉

東洋大学京北高等学校 東京

日本大学習志野高等学校 千葉

植草学園大附属高等学校 千葉

桜林高等学校 千葉

昭和学院高等学校 千葉

和洋国府台
　　　女子高等学校

千葉

東京学館浦安高等学校 千葉

二松學舎大学附属
　　柏高等学校

千葉

芝浦工業大学
　　　柏高等学校

麗澤高等学校 千葉

千葉

専修大学松戸高等学校

　　　ヴェリタス

光英VERITAS高等学校

旧　聖徳大附属女子高等学校

千葉

千葉

我孫子二階堂高等学校 千葉

修徳高校 東京

共栄学園高等学校 東京



 

 

 

私立高校見学・説明会　２
高校名 県 内容 開催日 申し込み方法 申し込み期限・備考

公開キャンパス 8/29㊏ 個人申込　WEB

説明 10/17㊏, 11/11㊌. 28㊏ 個人申込　WEB

入試相談 10/17㊏, 11/28㊏，12/12㊏ 個人申込　WEB

説明 9/5, 10/3.24, 11/7.21.22，12/5 個人申込　WEB 6月～予約開始
見学 8/7㊎. 16㊐. 24㊌ 予約不要
ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 8/22㊏ 予約不要
部活動公開 8/22㊏.26 個人申込　WEB  6月～予約開始
授業公開 6/13㊏，10/10㊎ 予約不要

関東第一高等学校 東京 説明 6/6,7/28,8/5,9/5.12.26,10/3.10.17.24,11/7.14他 個人申込　WEB

見学 7/25㊏,　8/8㊏, 22㊏ 個人申込　WEB、☎

入試説明 11/7㊏.28㊏,　12/5㊏ 個人申込　WEB、☎

個別相談 11/29㊏,　12/6㊐.12㊐，1/9㊐ 個人申込　WEB、☎

ｻｯｶｰGK体験 未定 中学校申込 先着順で締切
見学 7/4㊏,　　8/22㊏ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始
入試説明・個別相談 10/3㊏.31㊏, 11/21㊏,12/5㊏ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始

公開キャンパス 7/25㊏ 個人申込　WEB

説明 9/12㊏, 10/3㊏.24㊏, 11/14㊏.28㊏ 個人申込　WEB

個別相談 12/5㊏ 個人申込　WEB

説明 7/26㊐, 8/22㊏,10/24㊏,11/22㊏ 予約不要
生徒主催説明 11/14㊏ 個人申込　WEB

昭和鉄道高等学校 東京 説明・個別相談 6/7,7/23,8/10.22,10/18,11/3.15 予約不要
見学 8/1㊏. 2㊐. 8㊏. 9㊐ 個人申込　WEB １ｹ月前～予約開始

部活動体験 8/1㊏ 個人申込　WEB 硬式野球は別日程
入試説明 10/18㊏，11/1㊏.15㊐ 個人申込　WEB

見学 7/19㊐.23㊍.31㊎, 8/1㊏ 個人申込　WEB

部活動体験 9/6㊐ 個人申込　WEB 硬式野球は8/1.22
入試説明 10/18㊏.25㊐，11/14㊏ 個人申込　WEB

見学・部体験 7/25㊏，8/1㊏. 22㊏ 個人申込　WEB　FAX 部体験は同意書必要

選抜授業見学 10/3㊏. 17㊏ 個人申込　WEB　FAX

入試説明 10/24㊏, 11/7㊏. 15㊐ 個人申込　WEB　FAX

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 7/23㊍, 8/1㊏.2㊐.25㊋ 個人申込　WEB

入試説明 10/10㊏. 24㊏，11/21㊏ 個人申込　WEB

個別相談 10/30㊎, 11/25㊌～27㊎, 12/4㊎ 個人申込　WEB

入試説明 9/12㊏，11/7㊏. 28㊏ 予約不要
公開授業 10/10㊏ .　11㊐ 予約不要 紫峰祭 内で開催
体験 7/19㊐，8/23㊐ 個人申込　WEB

入試説明 10/17㊏，11/23㊗ 個人申込　WEB

単願説明 11/14㊏ 個人申込　WEB

説明 7/12㊐，9/20㊐ 個人申込　WEB、☎ 体験レッスン有
音楽基礎講座 6/27,7/18,9/12,10/24,11/21,12/12 個人申込　WEB、☎ 聴音、個別指導有
学校説明会 7・13　９．７　９２２ 予約不要
入試説明会 １０２０　１１９ 予約不要
ナイト説明会 ８２２　９２７ 予約不要 19：00～20：00
公開キャンパス8/22㊏ 8/22㊏ 個人申込　WEB、☎

ミニ公開ｷｬﾝﾊﾟｽ 5/23, 6/20, 7/11, 9/19, 10/10, 11/8他個人申込　WEB、☎ 個人申込　WEB、☎

模擬試験 10/25㊐,　11/15㊐,　12/13㊐ 個人申込　WEB、☎ 5000円、6週前から受付

公開キャンパス 8/10㊏ 個人申込　WEB、☎ 無料送迎バス有
ミニ公開ｷｬﾝﾊﾟｽ 5/10, 6/14, 7/5, 9/6, 10/17, 11/8他 個人申込　WEB、☎

日本航空高等学校 山梨

日本航空高等学校石川 石川

春日部共栄高等学校 埼玉

江戸川学園
　取手高等学校

茨城

茨城

つくば秀英高等学校

武蔵野音楽大学附属高校

茨城

埼玉

土浦日本大学高等学校

常総学院高等学校

茨城

茨城

茨城

霞ヶ浦高等学校

安田学園高等学校 東京

中央大学高等学校 東京

東洋大附属
　　　牛久高等学校

岩倉高等学校 東京

正則学園高等学校 東京

十文字高等学校 東京

東京足立学園高等学校


