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会場はこちら

急速に多様化した私立中学入試。2020年以降の大学入試で求められる力
の変化に対応し、社会で求められる力、それにつながる力を育てようとす
る私立中高一貫校の入試では、従来の「4科目･2科目」型の枠にとどまらな
い、新たな入試形態が続々と生まれてきました。そして来春 2019 年入試
に向けても、この動きはさらに広がっています。すでに中学受験の準備を
進めてきた子どもたちはもちろん、公立中高一貫校を志望する子どもた
ち、習い事やスポーツなど小学生時代に様々なことに打ち込んできた子ど
もたち、「考える」ことや「書くこと」「表現すること」が好きな子どもたちの
意欲や資質、可能性を見出してくれる、多様な入試形態が中学入試では導
入されるようになっているのです。そうした新たな入試を広く小学生と保
護者に紹介し、そのエッセンスを体験してもらうための、私立中学校によ
る集合イベントです。関心のあるご家庭の小学生と保護者に、ぜひご参加
をお勧めします！

◎会場アクセス（和洋九段女子） 



体験講座の部
●＝男子校、●●＝女子校、◎＝共学校

１時間目   14:30～15:30

思考力入試
●大妻中野 ～新思考力入試　～考えを広げる、文章で伝える～〈小6･5〉
●神田女学園 ～新思考力型入試～数学的なロジカルシンキングを用いて自分の考えを文章にしよう！〈小6･5〉
●十文字 ～思考力型入試の理科にチャレンジしよう！〈小6･5〉
●桐朋女子 ～入試で学べる！？　「口頭試問入試」とはいったい何か？〈小6･5〉
●日本大学豊山女子 ～豊山女子の思考力（プレゼン）型入試を体験してみよう！〈小6･5･4〉
●文京学院大学女子 ～スポーツサイエンス思考力入試～投げるを科学する～〈小6･5･4〉
◎かえつ有明 ～思考力型入試～「考える」ってナンダ？～大人は良く使うけど…〈小6〉
◎駒込 ～思考力STFM入試～「プログラミング入試」完全攻略ガイド！～何ができるかな？～〈小6･5〉
◎東京立正 ～思考力入試～考える入試って何だろう？～〈小6･5〉
◎宝仙学園共学部理数インター ～入試「理数インター」＆リベラルアーツ入試～答えのない学びに挑戦～〈小6･5〉

適性検査型入試
●京華 ～適性検査型入試攻略の大ヒント（理科分野）〈小6･5･4･3〉
●京華女子 ～適性検査攻略法－理数的な見方を身につけよう〈小6･5･4〉
●白梅学園清修中高一貫部 ～よい作文って何だろう？〈小6･5〉
●東京家政学院 ～身のまわりの「なぜ」を通してさまざまな工夫を発見しよう〈小6･5〉
●藤村女子 ～自分の考えを200字にまとめてみよう　～適性検査Ⅰ～〈小6･5〉
◎日本工業大学駒場 ～適性検査型入試～独自性あふれる作文を書くためには！〈小6･5〉

英語入試
●東京女子学園 ～英語入試対策～スピーキング対策はネイティブ先生との会話で！！〈小6･5･4･3〉
●和洋九段女子 ～新･英語コミュニケーション入試カンペキ対策講座〈小6･5〉
●和洋国府台女子 ～教科書を1年で5回！新しい英語教育『和洋ラウンドシステム』〈小6･5〉
◎工学院大学附属 ～“Think, Make, Share! ” 新商品開発のクリエイターになろう！〈小6･5･4〉
◎城西大学附属城西 ～英語技能入試～The English Entrance Challenge！〈小6･5〉
◎武蔵野東 ～イングリッシュ・エキスパート入試～体験！グループ面接〈小6･5･4〉
◎目白研心 ～英語スピーチ入試～“自分の気持ち”を英語で話してみよう！～〈小6･5〉

総合型入試
●共立女子 ～合科型論述入試～文章構成のコツをつかもう！〈小6〉
●光塩女子学院中等科 ～初見の問題でもこわくない！〈小6〉
●聖ドミニコ学園 ～総合型（思考力）入試～アクティブラーニングで楽しく記述対策！〈小6･5･4〉

得意科目選択型入試
◎文化学園大学杉並 ～算数特別入試～ピタゴラスギナミ　～算数の楽しみ考えよう！～〈小6･5･4〉

自己アピール（プレゼンテーション型）入試
●中村 ～ポテンシャル入試～表現の幅を広げよう　～その解答、本当にそれでいいのかな？～〈小6･小5〉



体験講座の部
●＝男子校、●●＝女子校、◎＝共学校

2時間目  15:45～16:45

さ
あ体

験
！

思考力入試
●大妻中野 ～思考力入試～新思考力入試～考えを広げる、文章で伝える～〈小6･5〉
●神田女学園 ～新思考力型入試～社会科的なクリティカルシンキングで自分の考えを文章にしよう！〈小6･5〉
●十文字 ～思考力型入試の社会にチャレンジしよう！〈小6･5〉
●白梅学園清修中高一貫部 ～「見方･考え方」表現入試（思考力入試）～課題の発見と解決のヒントを見つけるコツ〈小6･5〉
●日本大学豊山女子 ～思考力型入試～豊山女子の思考力（プレゼン）型入試を体験してみよう！〈小6･5･4〉
●文京学院大学女子 ～スポーツサイエンス思考力入試～投げるを科学する～〈小6･5･4〉
●和洋九段女子 ～PBL型入試～新･PBL型入試カンペキ対策講座〈小6･5〉
◎かえつ有明 ～思考力入試～「考える」ってナンダ？～大人は良く使うけど…〈小5〉
◎駒込 ～思考力 自己表現入試～合格のポイントを教えます！５ミリ方眼用紙の可能性を探ろう！〈小6･5〉
◎宝仙学園共学部理数インター ～入試「理数インター」＆リベラルアーツ入試～答えのない学びに挑戦～〈小6･5〉
◎目白研心 ～次世代スキル入試～思考力･推理力･判断力･表現力を確かめよう！〈小6･5〉

適性検査型入試
●京華 ～適性検査型入試攻略の大ヒント（社会分野）〈小6･5･4･3〉
●京華女子 ～適性検査攻略法－資料と「対話」しよう～資料をどう読み、どう考え、どう解くか？〈小6･5･4〉
●藤村女子 ～適性検査型入試～自分の考えを200字にまとめてみよう～適性検査Ⅰ～〈小6･5〉
●和洋国府台女子 ～適性検査型入試～サイコロに隠されたヒミツとは？！体験してわかる適性検査のコツ〈小6･5〉
◎城西大学附属城西 ～適性検査型入試～<適性検査Ⅱ>身近なところから考える社会〈小6･5〉
◎日本工業大学駒場 ～適性検査型入試～独自性あふれる作文を書くためには！〈小6･5〉

英語入試
●東京家政学院 ～英語入試～筆記もインタビューもこれでバッチリ！〈小6･5〉
●東京女子学園 ～英語入試～英語入試対策～スピーキング対策はネイティブ先生との会話で！！〈小6･5･4･3〉
●桐朋女子 ～英語入試～Creative English入試～聞く、考える、伝える、桐朋女子流英語入試～〈小6・5・4〉
●中村 ～グローバル入試って何だろう？～ネイティブ先生と楽しく合格対策～〈小6･5･4〉
◎文化学園大学杉並 ～英語特別入試～まるごとカナダ※〈小6･5･4〉※英語経験者対象
◎武蔵野東 ～イングリッシュ･エキスパート入試～体験！グループ面接〈小6･5･4〉

総合型入試
●共立女子 ～合科型論述入試～文章構成のコツをつかもう！〈小6〉
●聖ドミニコ学園 ～総合型（思考力）入試～アクティブラーニングで楽しく記述対策！〈小6･5･4〉

自己アピール（プレゼンテーション型）入試
◎東京立正 ～自己アピール入試～自己アピール入試（AO入試）～自分を知ってもらおう！～〈小6･5〉
◎八雲学園 ～未来発見入試～2/5「未来発見入試（英語1教科選択可）」～Round Squareから広がる未来へ！～〈小6･5〉

当フェスタの「体験講座の部」は、対象学年の小学生ならば、どなたでもご参加いただけます。
また「体験講座」、「講演の部」ともに、ご希望の時間帯のみご参加いただくこともできます。
ご参加には事前のWeb申し込みが必要です。フェスタ当日にもWeb申し込みは可能です。



時間帯

12:20~13:30

13:00~13:40

13:00~13:45

13:45~13:50

13:50~14:05

14:05~14:15

14:15~14:25

14:30~15:30

15:30~15:45

15:45~16:45

16:55~17:00

2時間目（60分） 

解散･講堂へ 

受講生も14:15まで
保護者と一緒に待機 
  

休憩･移動 
受講希望教室〈2時間目〉へ
 

時間帯
 
12:20~13:30
 
13:00~13:40

13:50~14:05

14:05~14:15

14:20~14:55

14:55~15:20

15:20~15:50

15:50~16:05

16:05~16:25

16:25~16:55

16:55~17:00

保護者
 
講堂にて昼食可
 
受け付け

多様化する私立中入試でわが子の力を発揮しよう！（15分）
首都圏模試センターから
進学塾から見た私立中の「新タイプ入試」（10分）
進学塾から
【思考力入試パネル】（35分）
●神田女学園
●大妻中野
●十文字
●桐朋女子
●日本大学豊山女子中
●文京学院大学女子中
◎かえつ有明

【英語入試①パネル】（25分）
●跡見学園
◎城西大学附属城西
◎東京立正
◎文化学園大学杉並
●女子聖学院

【適性検査型入試パネル】（30分）
●京華
●京華女子
●白梅学園清修
●東京家政学院
◎西武学園文理
◎日本工業大学駒場

【総合型入試パネル】（15分）
●共立女子
●光塩女子学院
●聖ドミニコ学園

【英語入試②パネル】（20分）
●東京女子学園
●和洋国府台女子
◎工学院大学附属
◎武蔵野東

【個性派オリジナル入試パネル】（30分）
●聖学院（3種類の思考力入試）

●中村
　　（ポテンシャル入試〈自己アピール型〉）

●和洋九段女子（PBL型入試）

◎駒込（思考力STEM入試）

◎目白研心（次世代スキル入試）
◎宝仙学園理数インター
　　 　  　　（入試「理数インター」）

講堂にて待機。親子合流

時間帯  
 

参加校･スタッフ

進学塾からの講演

◆コーディネーター
　本間教育研究所･本間勇人氏

◆コーディネーター
　しゅとcommu学校サポーター・
　市川理香氏

◆コーディネーター
　首都圏模試センター･山下 一

◆コーディネーター
　首都圏模試センター･山下 一

◆コーディネーター
　スタディエクステンション･
　鈴木裕之氏

副校長･宗像諭先生
教頭･諸橋隆男先生
稲田豊先生
校長･千葉裕子先生
校長･柳澤一恵先生
広報部部長・嶋田栄司先生
佐野和之先生

英語科･和田俊彦先生
入試企画部長･坂本純一先生
副校長・多田恵理子先生
入試広報部長･齋藤圭介先生
英語科･滝澤佳代子先生

校長･町田英幸先生
校長･塩谷耕先生
副校長･鈴木邦夫先生
校長･長尾宏先生
加藤潤先生
藤森啓先生

広報部主任･金井圭太郎先生
学校企画室長･佐野摩美先生
広報入試･田畑朝先生

教頭･落合裕子先生
英語科･直井一馬先生
英語科主任･中川千穂先生
英語科･岩田英明先生

21教育企画部長･児浦良裕先生
入学対策部部長･江藤 健先生
　

主幹教諭･本多ゆき先生
中学教頭･本田靖先生
校長･松下秀房先生
入試広報部長･中野望先生

小学生対象新入試体験講座 保護者対象新入試講演会（パネルディスカッション） 参加校･スタッフ（出演）

受験生･保護者とも講堂へ

開会～進行説明  
    

司会　首都圏模試センター
　　    

首都圏模試センター　北 一成

受験生  
 
講堂にて昼食可 
 
受け付け（ピロティ）

受講希望教室〈1時間目〉へ

1時間目（60分） 

当フェスタの「講演の部」は、中学受験に関心のある方は、どなたでもご参加いただけます。また「体験講座」、「講演の部」ともに、
ご希望の時間帯のみご参加いただくこともできます。ご参加には事前のWeb申し込みが必要です。フェスタ当日にもWeb申し込みは可能です。

講演の部 基調講演とパネルディスカッション13:45～16:50
●＝男子校、●＝女子校、◎＝共学校

◆コーディネーター
　本間教育研究所･本間勇人氏


