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荏田【青群祭】 二俣川看護福祉【f高祭】 保土ケ谷【一水祭】 上矢部【翔矢祭】 金井【金井祭】
9/8（金） 深沢【深高祭】 茅ケ崎北陵【文化祭】 鶴嶺【鶴嶺祭】 大磯【海鳴祭】 小田原東【文化祭】
愛川【愛高祭】 大和南【南翔祭】 大和東【東翼祭】
鶴見【鶴陵祭】 城郷【城峰祭】 港北【思港祭】 霧が丘【霧高祭】 荏田【青群祭】 市ケ尾【白鷺祭】
元石川【瑞穂祭】 瀬谷【瀬谷高祭】 瀬谷西【檜祭】 松陽【松陽祭】 旭【都筑祭】
二俣川看護福祉【f高祭】 光陵【光陵祭】 保土ケ谷【一水祭】 市立桜丘【桜高祭】 上矢部【翔矢祭】
市立戸塚【戸高祭】 金井【金井祭】 市立南【南高祭】 氷取沢【氷炎祭】 市立金沢【金高祭】
9/9（土） 横浜立野【立野祭】 住吉【羽月祭】 多摩【多摩高祭】 生田東【東陵祭】 麻生【鴻志祭】
麻生総合【嵐舞祭】 横須賀【体育祭】 逗子【グリーン祭】 七里ガ浜【七高祭】 深沢【深高祭】
藤沢西【西高祭】 湘南台【湘風祭】 茅ケ崎【茅高祭】 茅ケ崎北陵【文化祭】 鶴嶺【鶴嶺祭】
大磯【海鳴祭】 小田原東【文化祭】 愛川【愛高祭】 大和南【南翔祭】 大和東【東翼祭】
大和西【萌黄祭】 座間【文化祭】 座間総合【向日葵祭】 上溝南【上南祭】 橋本【欅翔祭】
鶴見【鶴陵祭】 城郷【城峰祭】 港北【思港祭】 霧が丘【霧高祭】 市ケ尾【白鷺祭】 元石川【瑞穂祭】
瀬谷【瀬谷高祭】 瀬谷西【檜祭】 松陽【松陽祭】 旭【都筑祭】 光陵【光陵祭】 市立桜丘【桜高祭】
市立戸塚【戸高祭】 市立南【南高祭】 氷取沢【氷炎祭】 市立金沢【金高祭】 横浜立野【立野祭】
9/10（日）
住吉【羽月祭】 生田【銀杏祭】 生田東【東陵祭】 麻生【鴻志祭】 逗子【グリーン祭】
七里ガ浜【七高祭】 藤沢西【西高祭】 湘南台【湘風祭】 茅ケ崎【茅高祭】 大和西【萌黄祭】
座間【文化祭】 座間総合【向日葵祭】 上溝南【上南祭】 橋本【欅翔祭】
9/15（金） 新栄【翌檜祭】 舞岡【桔梗祭】 逗葉【逗葉祭】 相模田名【相名祭】 相模原総合【楓祭】
市立東【東高祭】 市立横浜サイエンスフロンティア【蒼煌祭】 横浜翠嵐【体育祭】 新羽【飛翔祭】
川和【川和祭】 新栄【翌檜祭】 舞岡【桔梗祭】 横浜国際【YISフェスタ】 川崎【輝葉祭】
9/16（土）
百合丘【風音祭】 逗葉【逗葉祭】 湘南【体育祭】 相模原【相翼祭】 相模田名【相名祭】
弥栄【WE FESTIVAL】 相模原総合【楓祭】
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9/8（金） 大西学園【体育祭】
9/9（土）

中央大学附属横浜【紅央祭】 鵠沼【鵠輝祭】 向上【こゆるぎ祭】 立花学園【立花祭】 相洋【相洋祭】
函嶺白百合学園【白百合祭】 柏木学園【柏高祭】 相模女子大学高等部【体育祭】

9/10（日）

中央大学附属横浜【紅央祭】 鵠沼【鵠輝祭】 向上【こゆるぎ祭】 立花学園【立花祭】 相洋【相洋祭】
函嶺白百合学園【白百合祭】

9/16（土）

日本大学【桜苑祭】 横浜創学館【夕照祭】 鎌倉女子大学高等部【みどり祭】
アレセイア湘南【平和祭】

9/17（日）

日本大学【桜苑祭】 横浜創学館【夕照祭】 鎌倉女子大学高等部【みどり祭】
聖ヨゼフ学園【ヨゼフ祭】

9/18（月） 聖ヨゼフ学園【ヨゼフ祭】
9/22（金） 緑ヶ丘女子【グリーン祭】
9/23（土） 法政大学国際【オレンジ祭】 桐蔭学園【学園文化祭】 桐光学園【輝緑祭】 緑ヶ丘女子【グリーン祭】
9/24（日） 法政大学国際【オレンジ祭】 武相【学園祭】 桐蔭学園【学園文化祭】
9/28（木） 相洋【相洋祭】
9/29（金） 横浜学園【学園祭】 横須賀学院【楠木祭】

市立東【東高祭】 市立横浜サイエンスフロンティア【蒼煌祭】 新羽【飛翔祭】 川和【川和祭】
9/17（日） 横浜国際【YISフェスタ】 川崎【輝葉祭】 百合丘【風音祭】 藤沢清流【Festa清流】 相模原【相翼祭】
弥栄【WE FESTIVAL】

9/30（土）

白鵬女子【記念祭】 橘学苑【橘花祭】 横浜創英【創英祭】 鶴見大学附属【体育祭】
高木学園女子【高木祭】 横浜富士見丘学園【文化祭】 横浜隼人【隼輝祭】 横浜清風【清風祭】
山手学院【山手祭】 横浜学園【学園祭】 湘南学院【清湘祭】 横須賀学院【楠木祭】
平塚学園【体育祭】

9/18（月） 藤沢清流【Festa清流】

10/1（日）

白鵬女子【記念祭】 橘学苑【橘花祭】 横浜創英【創英祭】 高木学園女子【高木祭】
横浜富士見丘学園【文化祭】 横浜隼人【隼輝祭】 山手学院【山手祭】

9/22（金） 市立横須賀総合【横総祭】
9/23（土） 神奈川総合【翔鷗祭】 市立川崎総合科学【総科祭】 市立高津【積木祭】 市立横須賀総合【横総祭】
9/24（日） 神奈川総合【翔鷗祭】 市立川崎総合科学【総科祭】 市立高津【積木祭】 津久井【常磐祭】
9/29（金） 横浜清陵【清陵祭】 藤沢総合【翡翠祭】 大井【学校祭】
9/30（土）

横浜清陵【清陵祭】 柏陽【柏陽祭】 市立みなと総合【みなと総祭】 新城【城高祭】 大楠【楠祭】
藤沢総合【翡翠祭】 大井【学校祭】 神奈川総合産業【文化祭】

10/3（火） 武相【体育祭】
10/7（土） 横浜【横校祭】 東海大学付属相模【建学祭】
10/8（日） クラーク記念国際・横浜【紅葉祭】 横浜【横校祭】 星槎【体育祭】 東海大学付属相模【建学祭】
10/9（月） クラーク記念国際・横浜【紅葉祭】

柏陽【柏陽祭】 市立みなと総合【みなと総祭】 市立幸【文化祭】 新城【城高祭】 市立橘【橘花祭】
10/1（日）
神奈川総合産業【文化祭】

10/11（水） 慶應義塾【陸上運動会】

10/7（土） 横浜桜陽【桜陽祭】 横浜明朋【輝鳳祭】

10/14（土） 北鎌倉女子学園【文化祭】

10/8（日） 横浜桜陽【桜陽祭】
10/13（金） 横浜緑園【欅鴎祭】
10/14（土） 横浜緑園【欅鴎祭】 市立川崎【神無祭】
10/15（日） 市立川崎【神無祭】
10/20（金） 横須賀三浦・湘南地域新校【臨高祭】
10/21（土）

菅【飛翔祭】 向の岡工業【向友祭】 横須賀三浦・湘南地域新校【臨高祭】 平塚湘風【湘風祭】
平塚商業【東雲祭】 小田原城北工業【城北祭】 厚木北【若楓祭】

10/22（日）

鶴見総合【翔麗祭】 菅【飛翔祭】 向の岡工業【向友祭】 平塚商業【東雲祭】 小田原城北工業【城北祭】
厚木北【若楓祭】 横浜修悠館【修遊祭】

10/27（金） 金沢総合【翔総祭】 厚木商業【商楓祭】 相模向陽館【向陽祭】
10/28（土）

神奈川工業【文化祭】 白山【楓祭】 田奈【紅葉祭】 横浜旭陵【旭陵祭】 商工【商工祭】
市立横浜商業【Y校祭】 市立横浜総合【横総祭】 磯子工業【磯工祭】 金沢総合【翔総祭】
川崎工科【川工祭】 藤沢工科【藤工祭】 平塚工科【平工祭】 厚木商業【商楓祭】 相模向陽館【向陽祭】
相原【相陵祭】

神奈川工業【文化祭】 白山【楓祭】 田奈【紅葉祭】 横浜旭陵【旭陵祭】 商工【商工祭】
10/29（日） 市立横浜商業【Y校祭】 市立横浜総合【横総祭】 磯子工業【磯工祭】 川崎工科【川工祭】
藤沢工科【藤工祭】 平塚工科【平工祭】 相原【相陵祭】
11/2（木） 永谷【永陵祭】 大師【翔心祭】 平塚江南【江麗祭】
11/3（金）

岸根【岸高祭】 永谷【永陵祭】 大師【翔心祭】 海洋科学【海洋祭】 平塚江南【江麗祭】
厚木清南【SEINAN祭】 中央農業【秋輝祭】

11/4（土） 岸根【岸高祭】 横須賀工業【県須工祭】 平塚農業【平農祭】 中央農業【秋輝祭】
11/5（日） 横須賀工業【県須工祭】 平塚農業【平農祭】
11/11（土） 釜利谷【釜高祭】
11/12（日） 釜利谷【釜高祭】
11/18（土） 吉田島【文化祭】
11/19（日） 吉田島【文化祭】

10/15（日） 北鎌倉女子学園【文化祭】
10/21（土） 桐光学園【体育大会】
10/28（土）

慶應義塾【日吉祭】 法政大学第二【二高祭】 日本女子大学附属【もみじ祭】 藤沢翔陵【翔陵祭】
藤嶺学園藤沢【体育祭】 光明学園相模原【光明祭】

10/29（日）

慶應義塾【日吉祭】 法政大学第二【二高祭】 日本女子大学附属【もみじ祭】 藤沢翔陵【翔陵祭】
光明学園相模原【光明祭】

11/2（木）

清心女子【霜月祭】 横浜商科大学【グリーン祭】 関東学院【かんらんさい】
三浦学苑【ささりんどう祭】

11/3（金）

清心女子【霜月祭】 横浜商科大学【グリーン祭】 関東学院【かんらんさい】
三浦学苑【ささりんどう祭】 相模女子大学高等部【相生祭】 クラーク記念国際・厚木【晩秋祭】

11/4（土）

鶴見大学附属【光華祭】 横浜翠陵【翠陵祭】 秀英【翔英祭】 大西学園【学園祭】
相模女子大学高等部【相生祭】 クラーク記念国際・厚木【晩秋祭】

11/5（日） 鶴見大学附属【光華祭】 横浜翠陵【翠陵祭】
11/10（金） 旭丘【クローバー祭】
11/11（土） 星槎【文化祭】 旭丘【クローバー祭】
11/12（日） 星槎【文化祭】
12/16（土） 北海道芸術【Hokugei Art Collection 2017】
※見学には、予約やチケット、上履きなどが必要な学校もあります。

※新教育研究協会提供

一部編集部調べ

※開催日時などは、各学校のHPなどで必ず確認してください。
※一部の学校では、受験生と保護者の方しか入場できないことがありますので、詳しくは、各学校のHPなどでご確認ください。

