
区立中学校
オープンキャンパス
区内の小学生と保護者の皆さんに、各区立中学校の魅力・特徴を知っていただくための
オープンキャンパスを開催します。この機会にぜひお越しください。

令和 4年度

文京区教育委員会　学務課　☎5803‐1295　教育指導課　☎5803‐1300

9～11月の学校公開日

各区立中学校

授業公開は不要

期　　間

開催場所

申し込み

※日程・内容の詳細につきましては、各学校にお問い合わせください。

※裏面に（要予約）と記載されているものは、事前に
各学校にお問い合わせいただき、予約をお願いします。

（裏面の表のとおり）

第一中学校 第三中学校 第六中学校 第八中学校 第九中学校

第十中学校 文林中学校 茗台中学校 本郷台中学校 音羽中学校

印刷物番号：L0222008



区立中学校の魅力を伝えるため、9月から11月に各学校にて授業公開や学校説明会、
部活動体験等を行います。学校選択の際の参考としてぜひお越しください。

区立中学校　オープンキャンパス日程

文京区教育委員会　学務課　☎5803‐1295　教育指導課　☎5803‐1300
印刷物番号：L0222008

学　校　名 日　　程 内　　容

第一中学校
3811-7271

9/10（土） 授業公開 (8：30 〜 11：30)、学校説明会 (10：40 〜 11：30)
10/15（土） 授業公開 (8：30 〜 11：30)、個別相談会 (10：40 〜 11：30)

10/15（土）〜 10/21（金）【学校公開週間（授業・部活動公開）】（全日）
11/12（土） 授業公開 (8：30 〜 11：30)、個別相談会 (10：40 〜 11：30)

第三中学校
3814-2544

9/10（土） 授業公開 (8：40 〜12：10)、部活動体験（午前・要予約）、
学校説明会 (11：40 〜12：10)

10/15（土） 授業公開 (8：40 〜 12：05)、体験授業（午前・要予約）、
学校説明会 (11：40 〜 12：10) 

11/12（土） 授業公開 (8：40 〜 11：30）※いのちと心の授業、
学校説明会 (11：40 〜 12：10)

第六中学校
3814-6666

9/10（土） 授業公開（8：45 〜 11：35）、個別相談（8：45 〜 10：30）

10/15（土） 授業公開（8：45 〜 11：35）、学校説明会（10：45 〜）
個別相談（8：45 〜 10：15）

11/12（土） 授業公開（8：45 〜 11：35）※道徳授業地区公開講座、
個別相談（8：45 〜 10：00）

第八中学校
3821-7128

9/10（土） 授業公開 (8：30 〜 10：20)、部活動体験 (10：30 〜・要予約)

10/15（土） 授業公開 (8：30 〜 10：20)、学校説明会 (10：30 〜 11：00)、
部活動体験 (13：00 〜・要予約)

11/12（土） 授業公開 (8：30 〜 11：20)

第九中学校
3821-7178

9/10（土） 授業公開 (8：40 〜 10：30)※道徳授業地区公開講座

10/15（土） 授業公開 (8：40 〜 11：30）
学校説明会（11：50 〜 12：20）、個別相談 (9：00 〜 10：15)

11/12（土） 授業公開 (8：40 〜11：30)、個別相談 (9：00 〜10：15)、
学校説明会（11：50 〜 12：20）

第十中学校
3944-0371

9/10（土） 授業公開 (8：35〜 11：25)、部活動体験 (13：10 〜 14：40・要予約）
10/11（火）〜 10/14（金）【学校公開週間（授業・部活動公開）】（8：45 〜 17：00）

10/15（土） 授業公開 (8：20 〜11：00) ※道徳授業地区公開講座（10：10 〜 12：05）

11/12（土） 授業公開（8：35 〜 10：25）※いのちと心の授業（10：35 〜 11：25）、
授業体験 (10：45 〜 11：30・要予約 )、学校説明会 (11：40 〜 12：10)

文林中学校
3827-7671

9/10（土） 授業公開 (8：35 〜 10：25)、部活動体験 (11：00 〜 12：00)

10/15（土） 授業公開 (8：35 〜 10：25)、体験授業 (10：50 〜 11：20)、
学校説明会 (11：30 〜 12：10)

11/12（土） 授業公開 (8：35 〜 10：25)、部活動体験 (11：00 〜 12：00)

茗台中学校
3811-2969

9/10（土） 授業公開 (8：40 〜 11：30)、学校説明会 (11：00 〜 12：00)
10/15（土） 授業公開 (8：40 〜 10：30)、部活動体験 (10：50 〜 11：50・要予約)
11/12（土） 授業公開 (8：40 〜 10：30)、授業体験（10：50 〜 11：35・要予約）

本郷台中学校
3811-2571

9/10（土） 授業公開 (8：45 〜 11：35)

10/15（土） 授業公開 (8：45 〜 11：35)、学校説明会 (10：45 〜 11：45)、
部活動体験（午後・要予約）

11/12（土） 授業公開 (8：45 〜 11：35)

音羽中学校
3947-2771

9/10（土） 授業公開 (8：30 〜 11：20)、授業体験（要予約）、
部活動体験（14：00 〜・要予約）

10/15（土） 授業公開 (8：30 〜 11：20)、部活動体験（14：00 〜・要予約）、
学校説明会 (10：40 〜11：30)

11/12（土） 授業公開 (8：30 〜 11：20)
※日程及び内容は、令和4年6月時点での予定であり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、状況により、中止又は変更になることがございます。
※要予約と記載されているものは、事前に各学校にお問い合わせいただき、予約をお願いします。


