
21世紀に広げよう、私立中高一貫教育

私立中学合同相談会

10：00～16：00
※詳細はホームページにて3月にお知らせします。

http://www.mugendai-shigaku.com
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小野学園女子中学校［2020年 共学化予定］
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東京都市大学付属中学校

本郷中学校

世田谷学園中学校
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聖学院中学校

成城中学校

京華中学校

桐光学園中学校

目黒日本大学中学校

細田学園中学校

鶴見大学附属中学校

立正大学付属立正中学校

かえつ有明中学校

順天中学校

東京成徳大学中学校

文教大学付属中学校

参加校

入 場 無 料

日

会場▶立正大学
　品川キャンパス

交通アクセス
JR「大崎駅」より徒歩5分

多数イベント開催！

東京都品川区大崎4-2-16

協賛： （株）インターエデュ・ドットコム／（株）梁プランニング

立正大学 品川キャンパス



参加校のご案内
小野学園女子中学校［2020年 共学化予定］
〒140-0015　東京都品川区西大井1-6-13
TEL.03-3774-1151　FAX.03-3774-1297
http://onogakuen-jyoshi.jp/
Access
JR京浜東北線、東急大井町線、りんかい線「大井町駅」徒歩12分。
JR総武線快速・横須賀線、湘南新宿ライン「西大井駅」徒歩6分。

かえつ有明中学校
〒135-8711　東京都江東区東雲2-16-1　
TEL.03-5564-2161　FAX.03-5564-2162
http://www.ariake.kaetsu.ac.jp/
Access
りんかい線「東雲駅」徒歩8分、東京メトロ有楽町線「豊洲駅」よりバス
「都橋住宅前」徒歩2分、東京メトロ有楽町線「辰巳駅」より徒歩18分

京華中学校
〒112-8612　東京都文京区白山5-6-6
TEL.03-3946-4451　FAX.03-3946-7219
http://www.keika.ed.jp
Access
都営地下鉄三田線「白山駅」徒歩3分、東京メトロ南北線「本駒込
駅」徒歩8分、東京メトロ千代田線「千駄木駅」徒歩18分、都営地下
鉄大江戸線「春日駅」より乗換1駅

麴町学園女子中学校
〒102-0083 　東京都千代田区麹町3-8
TEL.03-3263-3011　FAX.03-3265-8777
http://www.kojimachi.ed.jp/
Access
東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩1分、東京メトロ半蔵門線「半蔵
門駅」徒歩2分、JR・地下鉄「市ヶ谷駅」徒歩10分、JR・地下鉄「四
ツ谷駅」徒歩10分

佼成学園中学校
〒166-0012　東京都杉並区和田2-6-29　
TEL.03-3381-7227 　FAX.03-3380-5656
http://www.kosei.ac.jp/boys/
Access
東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」徒歩5分、JR「渋谷駅」「阿佐ヶ谷駅」京王
線「代田橋駅」「笹塚駅」よりバス「和田堀橋」徒歩2分、JR「中野駅」「新宿
駅西口」、井の頭線「永福町駅」よりバス「佼成会聖堂前」徒歩1分

芝中学校
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-37
TEL.03-3431-2629（代表）　FAX.03-3578-1212
http://www.shiba.ac.jp/
Access
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩5分、都営地下鉄三田線「御成門駅」徒歩
７分、都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」徒歩10分、都営地下鉄浅草線・大江
戸線「大門駅」徒歩15分、JR・東京モノレール「浜松町駅」徒歩18分

順天中学校
〒114-0022　東京都北区王子本町1-17-13
TEL.03-3908-2966　FAX.03-3908-2691
http://www.junten.ed.jp/
Access
JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子駅」徒歩3分、都電荒川線
「王子駅前駅」徒歩3分

聖学院中学校
〒114-8502  東京都北区中里3-12-1
TEL.03-3917-1121  FAX.03-3917-1438
http://www.seig-boys.org/
Access
JR山手線「駒込駅」東口徒歩5分、
東京メトロ南北線「駒込駅」3出口より徒歩7分

成城中学校
〒162-8670　東京都新宿区原町3-87
TEL.03-3341-6141～4　FAX.03-3341-3165
http://www.seijogakko.ed.jp/
Access
都営大江戸線「牛込柳町駅」徒歩1分

世田谷学園中学校
〒154-0005　東京都世田谷区三宿1-16-31
TEL.03-3411-8661　FAX.03-3487-9113
http://www.setagayagakuen.ac.jp/
Access
田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩10分、JR渋谷駅よりバス「三宿」徒
歩5分、井の頭線「池ノ上駅」徒歩20分、小田急線「下北沢駅」徒歩
25分

高輪中学校
〒108-0074　東京都港区高輪2-1-32　
TEL.03-3441-7201　FAX.03-3441-6699
http://www.takanawa.ed.jp/
Access
都営地下鉄浅草線・京浜急行線「泉岳寺駅」徒歩3分、都営地下鉄
三田線・東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩5分

玉川聖学院中等部
〒158-0083　東京都世田谷区奥沢7-11-22
TEL.03-3702-4141 　FAX.03-3702-8002
http://www.tamasei.ed.jp
Access
東急東横線「自由が丘駅」徒歩6分、東急大井町線「九品仏駅」徒歩
3分

鶴見大学附属中学校
〒230-0063　神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-2-1
TEL.045-581-6325　FAX.045-581-6329
http://www.tsurumi-fuzoku.ed.jp/
Access
JR「鶴見駅」徒歩15分、京浜急行「花月園前駅」徒歩10分、JR・東
急「菊名駅」よりバス、東急「綱島駅」よりバス「亀甲山」下車徒歩7分

東京女子学園中学校
〒108-0014　東京都港区芝4-1-30　
TEL.03-3451-0912 　FAX.03-3451-0902
https://www.tokyo-joshi.ac.jp/
Access
JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩5分、都営地下鉄浅草線・三田
線「三田駅」徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」徒歩10分

東京成徳大学中学校
〒114-8526　東京都北区豊島8-26-9
TEL.03-3911-7109　FAX.03-3911-3747
http://www.tokyoseitoku.jp
Access
東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩5分、JR京浜東北線「東十条駅」
徒歩15分、JR京浜東北線「王子駅」よりバス「王子五丁目」徒歩5分

桐光学園中学校
〒215-8555   神奈川県川崎市麻生区栗木3-12-1　
TEL.044-987-0519 　FAX.044-989-6625
http://www.toko.ed.jp/
Access
小田急多摩線「栗平駅」徒歩12分
小田急多摩線「黒川駅」、京王相模原線「若葉台駅」よりスクールバ
スも運行

トキワ松学園中学校
〒152-0003　東京都目黒区碑文谷4-17-16
TEL.03-3713-8161　FAX.03-3793-2562
http://www.tokiwamatsu.ac.jp/
Access
東急東横線「都立大学駅」徒歩8分、東急東横線「学芸大学駅」徒歩
12分、東急・JR「目黒駅」・JR「大森駅」・京王線「新代田駅」よりバス

獨協中学校
〒112-0014　東京都文京区関口3-8-1
TEL.03-3943-3651　FAX.03-3943-9119
http://www.dokkyo.ed.jp/
Access
東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩約8分、有楽町線「江戸川橋
駅」徒歩約10分、東京メトロ副都心線「雑司が谷駅」徒歩約16分

普連土学園中学校
〒108-0073　東京都港区三田4-14-16
TEL.03-3451-4616　FAX.03-3453-2028
http://www.friends.ac.jp/
Access
JR「田町駅」徒歩8分、都営地下鉄浅草線・三田線「三田駅」徒歩7
分、東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金高輪駅」徒歩10分

文教大学付属中学校
〒142-0064　東京都品川区旗の台3-2-17
TEL.03-3783-5511　FAX.03-3783-1362
http://www.bunkyo.ac.jp/jsh/
Access
東急大井町線・池上線「旗の台駅」徒歩3分、東急大井町線「荏原
町駅」徒歩3分、都営地下鉄浅草線「中延駅」徒歩8分

本郷中学校
〒170-0003　東京都豊島区駒込4-11-1　
TEL.03-3917-1456  　FAX.03-3917-0007
http://www.hongo.ed.jp/
Access
JR山手線・都営三田線「巣鴨駅」徒歩3分、
JR山手線・東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩7分

八雲学園中学校
〒152-0023　東京都目黒区八雲2-14-1　
TEL.03-3717-1196 　FAX.03-3717-1197
http://www.yakumo.ac.jp
Access
東急東横線「都立大学駅」徒歩7分

『夢限大』ホームページ

共学校

立正大学付属立正中学校
〒143-8557　東京都大田区西馬込1-5-1
TEL.03-6303-7683　FAX.03-3775-1356　
http://www.rissho-hs.ac.jp/
Access
都営地下鉄浅草線「西馬込駅」徒歩5分、東急大井町線「中延駅」よ
りバス、JR「大森駅」よりバス、JR「大崎駅」よりスクールバス、JR「川
崎駅」～JR「五反田駅」間に路線バスあり

共学校

細田学園中学校 [2019年4月 中学校新規開校]
〒 353-0004 埼玉県志木市本町2-7-1
TEL：048-471-3255　FAX：048-472-6905
https://hosodagakuen.jp
Access
東武東上線・東京メトロ有楽町線「志木駅」徒歩12分またはバス5分、
JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩23分、JR「浦和駅・中浦和駅」～東武
東上線「志木駅」間に路線バスあり

共学校女子校

女子校

女子校

女子校

女子聖学院中学校
〒114-8574　東京都北区中里3-12-2
TEL.03-3917-2277 　FAX.03-3917-3680
http://www.joshiseigakuin.ed.jp
Access
JR山手線「駒込駅」東口徒歩7分、東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩
8分、JR京浜東北線「上中里駅」徒歩10分

女子校

共学校

共学校

女子校京華女子中学校
〒112-8613 東京都文京区白山5-13-5
TEL.03-3946-4434　FAX.03-3946-4315
http://www.keika-g.ed.jp
Access
都営三田線「千石駅」A2出口徒歩5分、メトロ南北線「本駒込駅」1
番出口徒歩8分、JR山手線「巣鴨駅」徒歩15分、メトロ千代田線「千
駄木駅」団子坂出口徒歩18分

女子校

共学校 共学校

男子校

男子校 男子校

東京都市大学付属中学校
〒157-8560　東京都世田谷区成城1-13-1
TEL.03-3415-0104　FAX.03-3749-0265
http://www.tcu-jsh.ed.jp/
Access
小田急線「成城学園前駅」徒歩10分、東急田園都市線「二子玉川
駅」よりバス20分「東京都市大学付属中高前」下車すぐ

男子校共学校

男子校

共学校

男子校

共学校

目黒日本大学中学校
〒153-0063　東京都目黒区目黒1-6-15
TEL：03-3492-3388　FAX：03-5759-7584
https://www.hinode-s.ed.jp/junior/
Access
JR山手線・東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線・東急目黒線「目黒
駅」徒歩5分、JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「恵比寿駅」徒歩
15分

共学校

共学校男子校

男子校

男子校

男子校

お問い合わせ

http://www.mugendai-shigaku.com
【普連土学園中学校　池田】TEL.03-3451-4616
【順天中学校　栗原】TEL.03-3908-2966　　


