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聖イグナチオ教会
新　宿　通　り

12号館

正門
上智大学

参加校 ●＝男子校、●＝共学校、●＝女子校

カトリック教育に関心を持つ方であれば、どなたでも参加できます。
低学年のお子さまをお持ちの皆さまも、ぜひご参加ください。
（事前のお申し込みは不要です。直接会場にお越しください）

カトリック小学校・中学校・高校・高専が集まります。

実施日・開催時間・会場

2014年6月8日（日）
10:00～14:30

個別相談参加校 （個別相談10:00～ 14:30）
　※　 ＝小学校個別相談参加、 　 ＝小学校資料参加

●栄光学園　 ●暁星　　 ●サレジオ　　 ●サレジオ学院

●函館ラ･サール  ●サレジオ工業高等専門  ●東星学園

●浦和明の星女子　●カリタス女子　　●函嶺白百合学園

●光塩女子学院　　 ●晃華学園　 　●湘南白百合学園　

●白百合学園　   ●聖心女子学院　  ●聖セシリア女子　

●聖ドミニコ学園　　 ●星美学園　　 ●聖ヨゼフ学園　

●仙台白百合学園　  ●田園調布雙葉　　  ●東京純心女子

●不二聖心女子学院　　●雙葉　　　●聖園女学院

●目黒星美学園  　　●横浜雙葉

資料参加校　※　 ＝小学校資料参加
●静岡聖光学院　●聖光学院　●愛光　●静岡サレジオ　●上智福岡

●聖パウロ学園　　●宇都宮海星女子学院　　●静岡雙葉

●札幌聖心女子学院　　●清泉女学院　　　●長野清泉女学院　

●浜松海の星　　●盛岡白百合学園

JR 中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線 /四ッ谷駅　麹町口・赤坂口か
ら徒歩５分。
フェア当日は大学の安全管理規定により「北門」は開門できません。
大学への入場は「正門」からとなりますので、あらかじめご了承ください。

上智大学四谷キャンパス 12号館

● お問い合わせ

「カトリック学校フェア2014」開催事務局〈晃華学園〉TEL 042-482-8952（担当 安東）

   401教室  402教室  502教室  203教室

       

 10:00～ 10:15     暁星中高合唱部 

 10:20～ 10:35 聖ドミニコ学園 雙葉  暁星  

 10:40～ 10:55 目黒星美 白百合学園 サレジオ学院    

 11:00 ～ 11:15 聖ヨゼフ学園 晃華学園 函館ラ･サール 

 11:20～ 11:35 聖園女学院 光塩女子学院 サレジオ高専 

 11:40 ～ 11:55 湘南白百合学園 浦和明の星女子 東星学園 

 12:00～１2:15     東星少年少女合唱団 

 12:15 ～ 13:00     学校長座談会※    

 13:05～ 13:20 横浜雙葉 星美学園    

 13:25～ 13:40 カリタス女子 田園調布雙葉小   

 13:45～ 14:00 東京純心女子 聖心女子学院   

＊なお、上記プログラムはいずれも予定です。一部変更になる場合があります。

C A T H O L I C  S C H O O L  F A I R

カトリック学校フェア2014

（体験授業）（ミニ説明会・イベント）

ミニ説明会・イベント タイムテーブル

カトリック学校フェア2014

※学校長座談会：雙葉・光塩女子学院・カリタス女子・目黒星美学園

「よろず相談
コーナー」も
あります

10:20 ～ 10:55
「ロボットで遊ぼう」
サレジオ高専

11:20～ 11:55
「DNAの抽出」
理科チーム

13:05～ 13:40
「DNAの抽出」
理科チーム



暁星中学･高等学校

〒102-8133
東京都千代田区
富士見1-2-5
TEL　03-3262-3291
http://www.gyosei-h.ed.jp/

サレジオ学院中学校高等学校

〒224-0029
神奈川県横浜市
都筑区南山田3-43-1
TEL　045-591-8222
http://www.salesio-gakuin.ed.jp/

カリタス女子中学高等学校

〒214-0012
神奈川県川崎市
多摩区中野島4-6-1
TEL　044-911-4656
http://www.caritas.ed.jp/

目黒星美学園中学高等学校

〒157-0074
東京都世田谷区
大蔵2-8-1
TEL　03-3416-1150
http://www.meguroseibi.ed.jp/

横浜雙葉中学高等学校

〒231-8653
神奈川県横浜市
中区山手町88
TEL　045-641-1004
http://www.yokohamafutaba.ed.jp/

東星学園中学校･高等学校

〒204-0024
東京都清瀬市
梅園3-14-47
TEL　042-493-3203
http://www.tosei.ed.jp/h_tosei/top/

聖ドミニコ学園中学高等学校

〒157-0076
東京都世田谷区
岡本1-10-1
TEL　03-5716-4646
http://www.dominic.ed.jp/

星美学園中学校･高等学校

〒115-8524
東京都北区
赤羽台4-2-14
TEL　03-3906-0054
http://www.jsh.seibi.ac.jp/

聖ヨゼフ学園中学校･高等学校

〒230-0016
神奈川県横浜市
鶴見区東寺尾北台11-1
TEL　045-581-8808
http://www.st-joseph.ac.jp/

東京純心女子中学校･高等学校

〒192-0011
東京都八王子市
滝山町2-600
TEL　042-691-1345
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/

聖園女学院中学校･高等学校

〒251-0873
神奈川県藤沢市
みその台1-4
TEL　0466-81-3333
http://www.misono.jp/

仙台白百合学園中学･高等学校

〒981-3205
宮城県仙台市
泉区紫山一丁目２番１
TEL　022-777-5777
http://www.sendaishirayuri.net

晃華学園中学校高等学校

〒182-8550
東京都調布市
佐須町5-28-1
TEL　042-482-8952
http://www.kokagakuen.ac.jp/

聖セシリア女子中学校･高等学校

〒242-000
神奈川県大和市
南林間3-10-1
TEL　046-274-7405
http://www.cecilia.ac.jp/

湘南白百合学園中学･高等学校

〒251-0034
神奈川県藤沢市
片瀬目白山4-1
TEL　0466-27-6211
http://www.shonan-shirayuri.ac.jp/

雙葉中学校･高等学校

〒102-8470
東京都千代田区
六番町14-1 
TEL  03-3261-0821
http://www.futabagakuen-jh.ed.jp/

聖パウロ学園高等学校
〒192-0154
東京都八王子市下恩方町2727
TEL　042-651-3893
http://st-paul.ed.jp/

〒247-0071
神奈川県鎌倉市
玉縄4-1-1
TEL　0467-46-7711
http://ekh.jp/ 

長野清泉女学院中学･高等学校
〒380-0801
長野県長野市箱清水1-9-19
TEL　026-234-2301
http://www.seisen.ed.jp/

不二聖心女子学院中学校･高等学校

〒410-1126
静岡県裾野市
桃園198
TEL  055-992-0213
http://www.fujiseishin-jh.ed.jp/

浜松海の星高等学校
〒432-8018
静岡県浜松市中区蜆塚3-14-1
TEL　053-454-5376
http://www.uminohoshi-h.ed.jp/

上智福岡中学高等学校
〒810-0032
福岡県福岡市中央区輝国1-10-10
TEL　092-712-7181
http://www.sophia-fukuoka.ed.jp/ 

盛岡白百合学園中学高等学校
〒020-0004
岩手県盛岡市山岸四丁目29-16
TEL　019-661-6330
http://morioka-shirayuri.morioka.iwate.jp/junior/

函館ラ･サール中学校･高等学校

〒041-8765
北海道函館市
日吉町1-12-1
TEL　0138-52-0365
http://www.h-lasalle.ed.jp 

静岡聖光学院中学･高等学校
〒422-8021
静岡県静岡市駿河区小鹿1440
TEL　054-285-9136
http://www.s-seiko.ed.jp/ 

静岡雙葉高等学校･中学校
〒420-8628
静岡県静岡市葵区追手町10-71
TEL　054-255-0305
http://www.shizuoka-futaba.ac.jp/ 

札幌聖心女子学院中学校･高等学校
〒064-8540
北海道札幌市中央区宮の森2条16-10-1
TEL　011-611-9231
http://www.spr-sacred-heart.ed.jp/ 

光塩女子学院中等科高等科

〒166-0003
東京都杉並区
高円寺南2-33-28
TEL　03-3315-1911
http://www.koen-ejh.ed.jp/

浦和明の星女子中学･高等学校

〒336-0926
埼玉県さいたま市
緑区東浦和6-4-19
TEL　048-873-1160
http://www.urawa-akenohoshi.ed.jp/

聖光学院中学校･高等学校
〒231-8681
神奈川県横浜市中区滝之上100
TEL　045-621-2051
http://www.seiko.ac.jp/

サレジオ中学校

〒187-0021
東京都小平市
上水南町4-7-1
TEL  042-321-0312
http://www.salesio.ac.jp/jh_menu.html 

清泉女学院中学高等学校
〒247-0074
神奈川県鎌倉市城廻200
TEL　0467-46-3171
http://www.seisen-h.ed.jp/

サレジオ工業高等専門学校

〒194-0215
東京都町田市
小山ヶ丘4-6-8
TEL  042-775-3020
http://www.salesio-sp.ac.jp/

静岡サレジオ中学校･高等学校
〒424-8624
静岡県静岡市清水区中之郷3-2-1
TEL　054-345-2296
http://www.ssalesio.ac.jp/hiju/ 

カトリック学校フェア2014
資料参加校

女子校

男子校

男子校

栄光学園中学･高等学校

男子校

男子校 共学校

女子校

函嶺白百合学園中学高等学校

〒250-0408
神奈川県足柄下郡
箱根町強羅1320
TEL　0460-87-6611
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/mh/

女子校 女子校

女子校

女子校

女子校

共学校

女子校

女子校

聖心女子学院中等科･高等科

〒108-0072
東京都港区
白金4-11-1
TEL　03-3444-7671
http://www.tky-sacred-heart.ed.jp/

女子校

白百合学園中学高等学校

〒102-8185
東京都千代田区
九段北2-4-1
TEL　03-3234-6661
http://www.shirayuri.ed.jp/

女子校

女子校 女子校 女子校

女子校

女子校女子校

男子校

田園調布雙葉中学高等学校

女子校

女子校 女子校 女子校

愛光中学･高等学校
〒791-8501
愛媛県 松山市衣山5-1610-1
TEL　089-922-8980
http://www.aiko.ed.jp/ 

宇都宮海星女子学院中学校･高等学校
〒321-3233
栃木県宇都宮市上籠谷町3776
TEL　028-667-0700
http://www.u-kaisei.ed.jp/

〒158-8511
東京都世田谷区
玉川田園調布1-20-9
TEL　03-3721-5484（事務局）
http://www.denenchofufutaba.ed.jp/　

共学校

共学校共学校 男子校 男子校

共学校

女子校

女子校

女子校 女子校

女子校

女子校

カトリック学校フェア2014
中学・高校・高専参加校


