
 2019年度　私立中学校文化祭一覧 （ＣＧ啓明館調べ）

＜神奈川県＞ 更新： 2019/4/26

文化祭の名称 日程 時間帯 チケット発行 備考

男子 浅野中学校 打越祭 9月7日（土）・8日（日）
7日　9：30～16：00
8日　9：00～16：00

×

栄光学園中学校 栄光祭 5月11日（土）・12日（日） 9：00～16：00 ×

鎌倉学園中学校 学園祭 6月15日（土）・16日（日） 10：00～15：00 ×

慶應義塾普通部 労作展 9月22日（日）・23日（祝・月） 10：00～16：30 ×

サレジオ学院中学校 サレジオ祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　10：30～16：30
22日　9：00～16：00

×

逗子開成中学校 開成祭 10月19日（土）・20日（日）
19日　9：00～17：00
20日　9：00～17：30

×

聖光学院中学校 聖光祭 4月27日（土）・28日（日） 9：00～16：30 ×

藤嶺学園藤沢中学校 藤嶺祭 6月15日（土）・16日（日） 10：00～15：00 ×

武相中学校 学園祭 9月29日（日） 9：00～15：00 ×

横浜中学校 横校祭 11月2日（土）・3日（祝・日） 9：00～15：00 ×

女子 神奈川学園中学校 文化祭　 9月21日（土）・22日（日） 9：00～16：00 ×

鎌倉女学院中学校 文化祭 9月28日（土）・29日（日）
28日 9:00～15:30
29日 9:00～15:00

○ 受験生入場可

鎌倉女子大学中等部 みどり祭 9月14日（土）・15日（日） 10：00～15：00 ×

カリタス女子中学校 マルグリット祭 9月22日（日）・23日（月）
22日　9：30～16：00
23日　9：30～15：30

○

函嶺白百合学園中学校 白百合祭 9月14日（土）・15日（日）
14日　9：30～15：00
15日　9：30～14：00

×

北鎌倉女子学園中学校 文化祭 10月12日（土）・13日（日）
12日　10：00～16：00
13日　10：00～15：30

○ 受験生入場可

相模女子大学中学部 相生祭 11月3日（祝・日）・4日（月）
3日　9：00～15：00
4日　10：00～15：00

× 要上履き

湘南白百合学園中学校 聖ポーロ祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　10：00～16：00
22日　9：30～15：00

○ 受験生入場可

聖セシリア女子中学校 聖セシリア祭 10月18日（金）・19日（土）・20日（日）
18日　9：00～12：00
19日　10：00～15：00
20日　10：00～15：00

× 隔年実施

清泉女学院中学校 清泉祭 9月21日（土）・23日（祝・月） 9：00～16：00 ○ 受験生入場可

聖ヨゼフ学園中学校 ヨゼフ祭 9月15日（日）・16日（祝・月）
15日　11：00～15：30
16日　9：00～15：00

× 受付で記名

洗足学園中学校 洗足祭 9月14日（土）・15日（日） 9：00～15：30 ○

捜真女学校中学部 捜真祭 9月21日（土）・23日（祝・月）
21日　9：30～16：15
23日　9：00～15：45

○
受験生入場可

要上履き

日本女子大学附属中学校 十月祭 10月5日（土）・6日（日）
5日　12：00～16：00
6日　9：00～15：00

×
要予約・ＨＰ

要上履き
フェリス女学院中学校 フェリス祭 11月2日（土）・4日（祝・月） 9：30～16：00 ○ 受験生入場可

聖園女学院中学校 聖園祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　9：30～15：30
22日　9：30～16：00

○

緑ヶ丘女子中学校 グリーン祭 9月21日（土） 9：30～15：00 ×

横浜共立学園中学校 秋桜祭 10月6日（土）・8日（祝・月）
6日　9：15～16：00
8日　9：15～15：00

○
受験生入場可

要上履き
横浜女学院中学校 なでしこ祭 11月4日（月）・5日（火） 10：00～15：00 ○ 要予約・電話/ＨＰ

横浜雙葉中学校 雙葉祭 10月12日（土）・13日（日）
12日　10：00～16：00
13日　9：00～16：00

○
保護者のみの場
合、要予約／ＨＰ

共学 青山学院横浜英和中学校 シオン祭 11月4日（月） 10：00～16：00 ×

アレセイア湘南中学校 平和祭 9月14日（土） 9：30～14：30 ×

神奈川大学附属中学校 くすのき祭 9月28日（土）・29日（日）
28日　10：00～16：00
29日　9：00～15：45

×

関東学院中学校 かんらん祭 9月23日（月） 9：00～15：00 ×

関東学院六浦中学校 六浦祭 10月25日（金）・26日（土） 9：00～16：00 ×

公文国際学園中等部 表現祭 10月19日（土）・20日（日） 10：00～15：00 ×

慶應義塾湘南藤沢中等部 文化祭 11月10日（土）・11日（日） ×

自修館中等教育学校 自修祭 10月19日（土）・20日（日） 9：30～15：30 ×

湘南学園中学校 学園祭 10月5日（土）・6日（日）
5日　9：30～15：10
6日　9：30～15：30

×

相洋中学校 相洋祭 9月7日（土）・8日（日）
8日　12：00～15：00
9日　9：00～15：00

×
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橘学苑中学校 橘花祭 9月28日（土）・29日（日） 10：00～15：00 ○ 受験生入場可、要上履き

中央大学附属横浜中学校 紅央祭 9月7日（土）・8日（日）
7日　9：30～15：00
8日　9：00～15：00

○ 受験生入場可

鶴見大学附属中学校 光華祭 11月2日（土）・3日（祝・日） 9：00～15：00 ×

桐蔭学園中等教育学校 学園文化祭 9月22日（日）・23日（祝・月） 9：00～16：00 ×

東海大学付属相模高校中等部 建学祭 10月5日（土）・6日（日）
5日　10：00～15：00
6日　10：00～14：30

× 要上履き

桐光学園中学校 輝緑祭 9月22日（日） 9：00～15：00 ×

日本大学中学校 桜苑祭 9月14日（土）・15日（日） 9：00～15：30 ×

日本大学藤沢中学校 日藤祭 6月15日（土）・16日（日）
15日　10：30～15：00
16日　9：00～15：00

×

法政大学第二中学校 二中文化祭 10月26日（土）・27日（日）
26日　13：00～16：00
27日　9：00～15：00

×

森村学園中等部 みずき祭 9月22日（日）・23日（祝・月） ○ 要予約・HP、要上履き

山手学院中学校 山手祭 9月28日（土）・29日（日） 10：00～15：00 ×

横須賀学院中学校 楠木祭 9月28日（土） 9：00～15：00 ×

横浜国立大学附属鎌倉中学校 合唱際 10月28日（月） 10：45～15：00 ×

横浜国立大学附属横浜中学校 学芸祭 非公開

横浜翠陵中学校 翠陵祭 11月2日（土）・3日（祝・日）
2日　11：00～15：00
3日　9：00～15：00

○ 受験生入場可

横浜創英中学校 創英祭 9月29日（土）・30日（日） 9：00～15：00 ○ 受験生入場可

横浜隼人中学校 隼輝祭 9月28日（土）・29日（日）
28日　10：00～15：00
29日　9：00～15：00

○ 受験生入場可

横浜富士見丘学園中等教育学校 文化祭 9月28日（土）・29日（日）
28日　12：00～16：00
29日　10：00～15：30

○
受験生入場可

要上履き

神奈川県立相模原中等教育学校 蒼碧祭 9月16日（土）・17日（日）
16日　10：00～15：30
17日　9：30～14：30

×

神奈川県立平塚中等教育学校 翠星祭 10月19日（土）・20日（日）
19日　12：00～15：00
20日　9：30～15：00

×

川崎市立川崎高校附属中学校 神無祭 10月14日（日） 公開日は14日のみ

横浜市立南高校附属中学校南高祭 9月7日（土）・8日（日） × 展示の部のみ公開

横浜サイエンスフロンティア高校附属中学校 蒼煌祭 9月14日（土）・15日（日）
14日　10：00～15：30
15日　9：30～15：00

×

＜東京都・その他（一部）＞

文化祭の名称 日程 時間帯 チケット発行 備考

男子 麻布中学校 文化祭 4月26日（金）・27日（土）・28日（日） 9：00～

開成中学校 開成祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　9：00～17：00
22日　9：00～16：30

×

攻玉社中学校 輝玉祭 9月22日（日）・23日（祝・月） 9：00～16：00 ×

駒場東邦中学校 文化祭 9月14日（土）・15日（日）
14日　9：00～18：00
15日　8：30～18：00

×

芝中学校 学園祭 9月14日（土）・15日（日） 9：30～15：00 ×

芝浦工業大学附属中学校 芝生祭 9月28日（土）・29日（日） 10：00～15：00 ×

世田谷学園中学校 獅子児祭 9月15日（日）・16日（祝・月） 10：00～16：00 ×

高輪中学校 高学祭 9月28日（土）・29日（日） 10：00～16：00 ×

筑波大学附属駒場中学校 文化祭 11月2日（土）・3日（日）・4日（月） 9：30～16：30 ×

東京都市大学付属中学校 柏苑祭 10月12日（土）・13日（日） 10：00～16：00 ×

本郷中学校 本郷祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　10：00～16：30
22日　9：00～16：00

×

明治大学付属中野中学校 櫻山祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　9：00～16：00
22日　9：00～14：00

×

早稲田中学校 興風祭 9月28日（土）・29日（日）
28日　9：00～16：30
29日　9：00～16：00

×

女子 桜蔭中学校 文化祭 9月28日（土）・29（日）
28日　9：00～16：00
29日　9：00～15：30

○ 受験生入場可

鷗友学園女子中学校 かもめ祭 9月14日（土）・15日（日）
14日　9：30～16：30
15日　9：00～15：30

○
要予約・ＨＰ
受験生入場可

大妻多摩中学校 欅祭 9月14日（土）・15日（日）
14日　10：00～16：00
15日　9：00～15：00

× 要上履き
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小野学園女子中学校 志ら梅祭 10月5日（土）・6日（日） 9：00～15：00 × 受験生入場可

恵泉女学園中学校 恵泉デー 11月4日（祝・月） 9：00～16：00 ○ 要予約・要上履き

香蘭女学校中等科 ヒルダ祭 10月12日（金）・13日（土）
12日　9：00～16：00
13日　9：00～15：00

× 受験生入場可

実践女子学園中学校 ときわ祭 9月21日（土）・22日（日） 9：00～16：00 ○ 受験生入場可

品川女子学院中等部 白ばら祭 9月22日（日）・23日（祝・月） 9：00～15：00 ○ 受験生入場可

頌栄女子学院中学校 コ・ラーナーズ・デイ 9月22日（日）・23日（祝・月）
22日　10：15～16：00
23日　10：00～16：00

○ 受験生入場可

女子学院中学校 マグノリア祭 10月12日（土）・14日（祝・月）
12日　9：30～17：00
14日　9：00～16：00

○ 受験生入場可

女子美術大学付属中学校 女子美祭 10月26日（土）・27日（日） 10：00～17：00 ×

玉川聖学院中等部 学院祭 9月14日（土）・16日（祝・月）
14日　10：00～16：00
16日　9：30～15：30

○ 受験生入場可

田園調布学園中等部 なでしこ祭 10月12日（土）・13日（日）
12日　9：30～16：30
13日　9：00～15：45

○ 受験生入場可

東京女学館中学校 創立131周年記念祭 11月9日（土）・10日（日）
9日　11：15～16：30
10日　9：00～16：30

○ 受験生入場可

東京女子学園中学校 梅香祭 9月21日（土）・22日（祝・日）
21日　10：00～15:00
22日　9：00～15:00

○ 受験生入場可

豊島岡女子学園中学校 桃李祭 11月2日（土）・3日（祝・日） 8：30～15：30 ○
受験生入場可

要上履き

不二聖心女子学院中学校 秋のつどい 11月2日（土） 9：00～14：30 ×

普連土学園中学校 学園祭 10月19日（土） 9：00～15：00 ○
受験生入場可

要上履き

山脇学園中学校 山脇祭 9月21日（土）・22日（日）
21日　9：10～15：30
22日　9：10～14：30

○ 受験生入場可

共学 青山学院中等部 中等部祭 11月9日（土）・10日（日）
10日　10：30～16：00
11日　12：30～16：00

×

桜美林中学校 桜空祭 9月22日（日）・23日（祝・月） 9：00～15：00 ×

慶應義塾中等部 展覧会 11月9日（土）・10日（日）
9日　12：00～16：30
10日　9：30～16：00

×

渋谷教育学園渋谷中学校 飛龍祭 9月13日（金）・14日（土）
13日　13：00～16：00
14日　9：00～／13：00～

○ 要予約/ＨＰ

成城学園中学校 文化祭 11月2日（土）・3日（祝・日） 10:00～15:00 ×

青稜中学校 青稜祭 9月22日（日） 10：00～15：00 ×

玉川学園中学部 玉川学園展 2020年2月29日（土）・3月1日（日） 9：00～15：00 × 入試相談は要予約/ＨＰ

多摩大学附属聖ヶ丘中学校 文化祭 9月14日（土）・15日（日）
14日　10：00～15：00
15日　9：00～15：00

× 見学ツアーは要予約

多摩大学目黒中学校 颯戻祭 9月14日（土）・15日（日） 10：00～15：00 ○ 受験生入場可

東海大付属高輪台高校中等部 建学祭 10月12日（土）・13日（日） 10：00～16：00 ×

東京都市大学等々力中学校 藍桐祭 9月28日（土）・29日（日） 10：00～16：00 ×

東京農業大学第一高校中等部 桜花祭 9月28日（土）・29日（日） 10：00～ × 受験生入場可

日本大学第三中学校 三黌祭 9月28日（土）・29日（日） 9：00～15：00 ×

文教大学付属中学校 白蓉祭 9月14日（土）・15日（日） 9：00～15：00 ×

明治大学付属明治中学校 紫紺祭 9月28日（土）・29日（日）
28日　10：00～16：00
29日　9：30～15：30

× 要上履き

八雲学園中学校 文化祭 10月5日（土）・6日（日） 10：00～16：00 ○ 受験生入場可

立正大学付属立正中学校 立正祭 9月28日（土）・29日（日） 9：00～15：00 ○ 受験生入場可・要上履き

早稲田実業学校中等部 いなほ祭 10月5日（土）・6日（日） 10：00～16：00 ×
※赤字は前年度の例

※黄色の塗りつぶしは初回掲出時からの変更点
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