
2023年度　私立中学･高校　学校行事日程・学校説明会開催情報

2023年5月9日現在

京都府 「見学」欄に記載されている『受･保』は『受験希望者およびその保護者』の略です。 (株)育伸社　入試情報課
学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日

ア 京都市 大　谷
075(541)1312

共 高 LINE 9/9(土) 学園祭 ○ 要
[ｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝ]7/29(土)9/23(祝) 9:00～　[学園祭見学]9/9(土)
9:00～ 午前･午後(２部制の予定)　※すべて要申込(WEB)

有
5/16(火)8/29(火) 10:30～11:40
自校講堂 要予約

[学校説明会]6/24(土)10/7(土)11/4(土) 9:30～ 自校
[入試説明会]12/2(土) 14:00～ 自校　※すべて要申込(WEB)

京都市 大　谷
075(541)1312

共 中 LINE 9/9(土) 学園祭 ○ 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/8，8/19 9:30～，小5以下対象11/4 14:00～，小学生対象
2024/3/23 9:30～　[谷験ﾃｽﾄ]K･T10/21，K12/2　※すべて要申込(WEB)

有
5/16(火)8/29(火) 10:30～11:40
自校講堂 要予約

[学校説明会]6/3(土)9/30(土) 9:30～，10/21(土) 9:00～ 自校
[入試説明会]12/2(土) 9:00～ 自校　※すべて要申込(WEB)

カ 京都市 華頂女子
075(541)0391

女 高 Instagram LINE Facebook 9/13･14 文化祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3，7/29，9/30 9:30～　[個別入試相談会･ｷｬﾝﾊﾟｽ見学
会]12/9･16･23･25～27，1/5･6 9:00～15:00　※すべて要予約(WEB)

有 7/10(月) 9:30～ 自校 要予約(WEB)
[学校説明会]7/8(土)9/9(土) 13:00～　[入試説明会]11/4(土) 14:00～，12/2(土) 9:30～　[個別進学相談会]5/6･20，
6/17，7/15，8/17～19･26，10/7･21･28，11/11･25 土曜9:00～12:00･平日9:00～16:00　※すべて自校･要予約

京都市 京都外大西
075(321)0712

共 高 文化祭
[学校説明会]6/25(日)9/10(日)10/29(日) 10:00～12:00 京都外国語大学森田記念講堂　[校外説明会]8/26(土) 山科ｱｽ
ﾆｰ(高槻･長岡京市でも実施予定あり)　[入試相談会]12/9(土) 京都外国語大学森田記念講堂　※すべて要予約(WEB)

福知山市 京都共栄学園
0773(22)6241

共 高 文化祭
[学校説明会(授業体験･ｸﾗﾌﾞ体験)]7/30(日)8/26(土) 10:00～ 要申込(WEB)
[進学相談会]6/17(土) 9:30～ 要申込(WEB)

福知山市 京都共栄学園
0773(22)6241

共 中 文化祭 [ｻﾏｰｽｸｰﾙ(授業体験)]8/4(金)8/5(土) 8:50～ 要申込(WEB)
[学校説明会(個別相談会)]6/3(土) 9:30～ 要申込(WEB)
[学校説明会(授業見学･入試説明)]7/15(土) 10:00～ 要申込(WEB)

宮津市 京都暁星
0772(22)2560

共 高 6/25(日) 文化祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]Ⅰ7/29(土)8/20(日)，Ⅱ10/15(日) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会]11/12(日)　[入試説明会]1/6(土)

宇治市 京都芸術
0774(32)7012

共 高 YouTube Instagram Twitter 11/3～5 黎明祭 ○ 不要
[美術体験教室]6/17，8/5，10/14　[ﾃﾞｯｻﾝ講習会]7/22，11/11
[個別ﾃﾞｯｻﾝ指導･見学]11/18･25，12/2･9･16･23　※すべて要予約

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[学校説明会･入試説明会･個別相談会]11/3(祝)～5(日) 9:00～15:00，1/6(土) 9:00～16:00 予約不要　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･入試説明会]
11/3(祝)～5(日) 9:00～15:00 予約不要　[個別相談会]11/18･25，12/2･9･16･23の各土曜 9:00～16:00 要予約

京都市 京都光華
075(325)5255

女 高 LINE Instagram Twitter 9/8･9 おおきに祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24(土)7/30(日)9/30(土)，ﾐﾆ9/9(土･文化祭)
11/12(日)　[ｸﾗﾌﾞ体験会]5/27(土)8/5(土)　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
10/11(水) 午前の予定 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/4(土) 午前，12/2(土)12/9(土) 午後　[ﾅｲﾄ説明会]8/18(金)10/20(金)11/24(金)
[個別入試相談会]11/18(土)12/16(土)，12/18(月)～12/22(金)　※すべて要予約(ＷＥＢ)

京都市 京都光華
075(325)5234

女 中 LINE Instagram Twitter 9/8･9 おおきに祭 未定 未定
[授業体験会]5/6，6/3　[ｸﾗﾌﾞ体験会]5/27，8/5　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24，
7/30　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/14･15，12/2　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
6/7(水) 午前の予定 自校
※個別に案内状を送付

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ＆入試説明会]7/30(日) 午前　[入試説明会＆文化祭見学会]9/9(土) 午後　[個別相談会]11/18(土)
[入試対策ｾﾐﾅｰ]12/9(土)12/16(土) 午後　※すべて要予約(WEB)

精華町 京都廣学館
0774(93)0518

共 高 LINE Instagram Twitter 9/28･29 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/13(土)6/17(土)9/16(土)10/21(土) 10:00～
12:00 30組限定　※学校説明･検定対策講座･個別相談

有 7/11(火) 自校
[入試説明会]11/18(土)12/10(日)
[毎日開催選べる個別相談]～6/30(金) 自校･ｵﾝﾗｲﾝ 要予約(WEB)

京都市 京都国際
075(525)3535

共
高
中

Twitter YouTube Instagram 10/7(土) 文化祭 〇 不要
[学校見学会]6/17(土)9/16(土) 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)
7/23(日)8/19(土)8/20(日) 10:00～　※すべて要予約

有
7/10(月) 10:30～ 自校 要予約
(要望があれば随時実施)

[入試説明会]12/9(土) 10:00～12:00 自校 要予約
[Ｋ.Ｋ.Ｆ.(京都国際金曜ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ個別見学･相談会)]毎月最終金曜日 16:00～20:00の時間内自由参加 予約不要

京都市 京都産業大学附属
075(279)0001

共 高 YouTube 9/21･22 文化祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24(土) 午後 要予約(WEB) 有
8月末頃 自校 要予約(ＷＥＢ･ＦＡＸ･ＴＥＬ)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/9(土)10/7(土)11/4(土)12/9(土) 午後 自校 要予約(ＷＥＢ)

京都市 京都産業大学附属
075(279)0001

共 中 YouTube 9/21･22 文化祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 午前 要予約(WEB) 有
8月末頃 自校 要予約(ＷＥＢ･ＦＡＸ･ＴＥＬ)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/9(土)10/7(土)11/4(土)12/9(土) 午前 自校 要予約(ＷＥＢ)

宇治市 京都翔英
0774(23)2238

共 高 Twitter Instagram YouTube 9/19･22 翔英祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20(土)6/17(土)7/15(土)9/16(土)10/14(土)
9:30～　[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/2(水) 9:30～　※すべて要予約(WEB･TEL)

有
10月上旬 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/4(土)12/2(土)1/13(土) 9:30～ 自校 要予約(WEB･TEL)

京都市 京都女子
075(531)7358

女 高 9/15･16 文化祭 未定 未定
[学校説明会]5/27(土)7/22(土)10/7(土)11/4(土)12/16(土) 14:00～16:00
[入試説明会]10/21(土)11/25(土) 14:00～16:00

京都市 京都女子
075(531)7358

女 中 9/15･16 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/13(土)6/3(土) 14:00～16:00
[京女ｵｰﾌﾟﾝ模試]10/28(土) 9:00～11:30

未定
[学校説明会]7/15(土)7/29(土)11/18(土)3/9(土) 14:00～16:00　※7/15は小6，7/29は小5以下対象
[入試説明会]9/30(土) 14:00～16:00，10/29(土) 9:00～10:30

京都市 京都精華学園
075(771)4181

共 高 Twitter Facebook 未定 文化祭 未定 未定
[ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ]5/27 午前，10/7 午後　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/30，9/23 10:00～･
13:30～，10/14 10:00～　[ﾃﾞｯｻﾝ講習会]特別8/19，実技10/7，11/18

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]11/11(土) 9:30～･14:30～，12/2(土) 9:30～ 自校
[個別相談会]12/9(土)12/10(日)12/16(土)12/17(日)1/6(土)，ﾃﾞｯｻﾝ実技12/9(土)1/6(土) 10:00～15:00 自校

京都市 京都精華学園
075(771)4181

共 中 Twitter Facebook 未定 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/30(日)9/23(祝) 10:00～･13:30～ 有 個別に案内状を送付
[入試説明会]10/22(日) 9:30～，11/11(土) 13:30～ 自校
[個別相談会]12/9(土)12/10(日)12/16(土)12/17(日)1/6(土)，ﾃﾞｯｻﾝ実技1/6(土) 10:00～15:00 自校

南丹市 京都聖カタリナ
0771(62)0163

共 高 Instagram 9/15･16 学園祭
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 9:30～，9/30(土) 10:00～，
ﾐﾆ7/29(土)10/28(土) 10:00～11:30

[入試説明会]10/14(土)12/2(土)12/23(土) 10:00～12:00，
11/4(土) 10:00～12:00 自校，18:00～19:30 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都(予定)

京都市 京都成章
075(332)4830

共 高 6/8･9 文化祭 ×
[学校見学会]6/24，7/1，11/3･25 10:00～　[授業見学]9/9，10/7
10:00～　[授業体験]9/16，10/14 10:00～　※すべて要申込

有 個別に案内状を送付 [学校説明会]7/16(日)9/24(日)10/29(日)11/19(日) 11:00～･14:00～ 申込不要　※校内施設見学可

京都市 京都聖母学院
075(645)8103

女 高 校長ﾌﾞﾛｸﾞ
(vimeo)

SEIBOLIFE
(公式ﾌﾞﾛｸﾞ) LINE 9/16・17 学院祭 未定 [ｸﾗﾌﾞ体験会]9/30(土) 14:00～ 要申込(WEB)，当日も可 有 個別に案内状を送付

[学校説明会＆学校見学会]5/27(土) 14:00～　[生徒による学校説明会]7/22(土) 14:00～　[入試説明会＆個別相談会]10/28(土)
14:00～　[入試説明会＆HAPPY CHRISTMAS]12/9(土) 14:00～　※すべて要申込(WEB)，当日も可

京都市 京都聖母学院
075(645)8103

女 中 校長ﾌﾞﾛｸﾞ
(vimeo)

SEIBOLIFE
(公式ﾌﾞﾛｸﾞ) LINE 9/16・17 学院祭 未定

[ｸﾗﾌﾞ体験会]6/17(土) 14:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/14(土)10/15(日)
11/18(土)11/19(日)　※すべて要申込(WEB)，体験会は当日も可

有 個別に案内状を送付
[学校説明会＆学校見学会]5/13(土) 14:00～　[学校説明会＆授業体験会]7/15(土) 14:00～　[入試説明会＆個別相談会]9/9(土)
14:00～　[入試説明会＆HAPPY CHRISTMAS]12/16(土) 15:00～　※すべて要申込(WEB)，当日も可

京都市
京都先端科学大学
附属 075(461)5105

共 高 9/15･16 文化祭 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土)7/22(土)8/26(土)9/23(祝)11/3(祝)
12/9(土) 9:30～ 要申込(WEB)　※8/26は部活動体験あり

有
5/24(水) 10:00～11:15
※個別に案内状を送付

[平日夕刻の個別相談会]9/11(月)～12/20(水)の月･水･金 17:00～ 各回組数限定 要申込(WEB)

京都市
京都先端科学大学
附属 075(461)5105

共 中 9/15･16 文化祭 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/13，6/17，7/1･22，9/23，10/7,11/3,12/9 10:00～
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(小６)]3科11/11，適性2科11/25 9:00～　※すべて要申込(WEB)

有
5/24(水) 10:00～11:15
※個別に案内状を送付

[保護者対象説明会]11/11(土)11/25(土) 9:00～ 要申込(WEB)
[平日夕刻の個別相談会]6/21～7/26の水曜，9/11～12/20の月･水･金 17:00～ 各回組数限定 要申込(WEB)

京都市 京都橘
075(623)0066

共 高 橘の風(HP
内ﾌﾞﾛｸﾞ)

Instagram Twitter 未定 橘祭 未定 未定
[授業見学会]6/3，9/30 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24，10/15，11/4 13:30～
[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会(土曜)]9/16，10/7，11/18･25，12/9･16，1/20 10:00～

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]10/15(日)11/4(土) 13:30～16:00 自校
[入試直前説明会]12/2(土) 14:00～16:00 自校

京都市 京都橘
075(623)0066

共 中 橘の風(HP
内ﾌﾞﾛｸﾞ)

Instagram Twitter 未定 橘祭 未定 未定
[ﾄﾞﾘｰﾑｽｸｰﾙ]5/27　[授業見学会]6/3，9/30 10:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24，
10/15 9:30～　[判定ﾃｽﾄ]11/4 8:45～，返却会11/11 9:00～

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]11/4(土) 8:45～11:40 自校
[ﾐﾆ学校説明会]9/16(土)10/7(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土)12/9(土)12/16(土) 10:00～11:30 自校

向日市 京都西山
075(934)2480

共 高 LINE Instagram Twitter 9/21･22 西山ﾌｪｽﾀ ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/1(土)7/29(土)9/16(土)11/11(土) 10:00～12:00
要予約(WEB)　※7/29はｸﾗﾌﾞ体験会あり

未定 [学校相談会]11/18(土)11/26(日)12/2(土)12/16(土) 9:30～12:00 自校 要予約

見学会･オープンスクール･体験入学
塾の先生を対象

所在地 学校名 問い合わせ先
性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

『受験生向けに発信しているSNS【オススメ順】』

を掲載しています！

日程はすべて予定です。学校行事および説明会の日程が変更されたり，調査後に塾の先生を対象とした説明会が決定されることが多々ありますので，

訪問される前に必ず学校ＨＰ･お電話で実施の有無を確認してください。
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学園祭･文化祭 受験生･保護者を対象

1 2 3 開催日 名称 見学 予約 有無 説 明 会 実 施 予 定 日 説 明 会 実 施 予 定 日
見学会･オープンスクール･体験入学

塾の先生を対象
所在地 学校名 問い合わせ先

性
別

中
高

受験生向けに発信しているSNS[ｵｽｽﾒ順]

カ 京都市 京都文教
075(771)6155

共 高 Twitter Instagram 9/9･10
Buｎkyo Sun

Festival
受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/11，9/16，11/3，mini11/10･17　[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学
会]7/8，ﾌﾟﾁ10/14　[特進ｺｰｽ体験会]9/30

有
9/21(木)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/2(土) 9:30～12:30･14:00～17:00，12/9(土) 9:30～12:30
[個別相談会Week]12/16(土)12/23(土) 9:00～16:30，12/18(月)～12/22(金) 16:00～19:00

京都市 京都文教
075(771)6155

共 中 Twitter Instagram 9/9･10
Buｎkyo Sun

Festival
受･保 要

[見学会]5/13，7/22　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/11，9/16，11/3，mini 11/10･17
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/7，11/12　[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会]7/8，ﾌﾟﾁ10/14　※要申込

有
9/21(木)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/25(土) 9:30～12:30 要申込
[個別相談会Week]12/16(土)12/23(土) 9:00～16:30，12/18(月)～12/22(金) 16:00～19:00 要申込

京都市 京都明徳
075(331)3361

共 高 Instagram その他 YouTube 9/29･30 学園祭
9/30の
み中学生

要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17，7/29，9/16，10/14，11/11，12/9の各土曜，8/27(日)
[ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ]6/30，9/8，10/5･31，11/8･24･30　[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/2･18

有
7/5(水)
※個別に案内状を送付

[個別相談会]12/16(土)，12/11(月)～12/20(水)の平日 要予約(TEL)

京都市 京都両洋
075(841)2025

共 高 Instagram Twitter YouTube 9/1･2 両洋ﾌｪｽﾀ ×
[学校見学会]6/24(土) 10:00～12:00　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(日)
10/7(土)11/3(祝) 10:00～14:00　※すべて要予約(WEB)

未定
[入試説明会]11/18(土) 10:00～12:00･14:30～16:30，12/2(土)12/16(土) 10:00～12:00 自校 要予約(ＷＥＢ)
[入試相談会]12/19(火)12/20(水)12/21(木) 17:00～19:00 自校 要予約(ＷＥＢ)

タ 京都市 同志社
075(781)7121

共 高 9/28～10/2 岩倉祭 要相談 要相談 [学校見学]随時受付 要予約(TEL) 有 6/14(水) 10:30～ 自校ｸﾞﾚｲｽﾁｬﾍﾟﾙ [入試説明会]10/7(土) 10:00～･13:30～ 自校ｸﾞﾚｲｽﾁｬﾍﾟﾙ

京都市 同志社
075(781)7253

共 中 Facebook YouTube 未定 学園祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｲ2024]6/3(土) 要予約(WEB)
[秋のｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]11/11(土) 要予約(WEB)

無 [学校(入試)説明会]10/14(土)10/22(日) 要予約(WEB)

京田辺市 同志社国際
0774(65)8911

共 高 9/20～22 学園祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土) 無 [学校入試説明会]7/15(土)8/5(土)9/30(土) 自校　[帰国生対象学校･入試説明会]7/22(土)8/5(土)

京田辺市 同志社国際
0774(65)8911

共 中 9/20～22 学園祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土) 無 [学校入試説明会]7/15(土)8/5(土)9/30(土) 自校　[帰国生対象学校･入試説明会]7/22(土)8/5(土)

京都市 同志社女子
075(251)4305

女 高 9/30(土)  文化祭･ﾊﾞｻﾞｰ 受･保 要[WEB] [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 13:30～16:00 要予約(WEB) 有 7/12(水) 10:30～11:30 要申込(ﾒｰﾙ) [入試説明会]10/14(土) 13:30～15:30 要予約(WEB)　[入試相談会]9/30(土･文化祭) 9:30～14:30 要予約(WEB)

京都市 同志社女子
075(251)4305

女 中 9/30(土)  文化祭･ﾊﾞｻﾞｰ 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 10:00～･13:30～ 要申込(WEB)
[学校見学会(小5以下対象)]11/11(土) 10:00～･13:30～ 要申込(WEB)

有 7/12(水) 10:30～11:30 要申込(ﾒｰﾙ)
[入試説明会]9/9(土) 10:00～12:00･13:30～15:30，10/14(土) 10:00～12:00 要予約(WEB)　[入試相談会]9/30(土･文
化祭) 9:30～14:30 要予約(WEB)　[出願前最終個別相談会(小6対象)]12/9(土) 9:30～15:30 要予約(WEB)

ナ 舞鶴市 日　星
0773(75)0452

共 高 LINE Instagram 9/28･29 日星祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24(土)7/29(土)9/16(土)10/21(土)11/11(土)
午前 要申込(WEB)

有 個別に案内状を送付 [入試相談会]11/25(土)12/9(土) 午前 自校 要申込(WEB)

京都市 ノートルダム女学院
075(771)0570

女 高 Facebook Instagram YouTube 9/16(土) 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 9:30～，7/29(土)10/21(土)11/4(土)
14:00～ 要予約

[入試説明会]12/9(土) 14:00～ 自校 要予約　[ﾐﾆ学校説明･個別相談会]12/16(土) 自校 要予約

京都市 ノートルダム女学院
075(771)0570

女 中 Facebook Instagram YouTube 9/16(土) 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 14:00～，7/29(土) 9:30～ 要予約
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/7(土)11/11(土) 午前 自校 要予約

[保護者対象入試説明会]10/7(土)11/11(土) 午前 自校 要予約 ※ﾌﾟﾚﾃｽﾄと同時開催
[ﾐﾆ学校説明･個別相談会]12/16(土) 自校 要予約

ハ 京都市 花　園
075(463)5221

共 高 LINE 9/28･29 花園祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24(土)9/16(土)12/9(土)
9:00～ 要申込(WEB)

有 7/6(木) 自校
[入試説明会]9/23(祝)10/28(土)11/11(土)11/25(土) 9:00～ 自校 要申込(WEB)
[入試相談会]12/17(日)12/23(土) 10:00～ 自校 要申込(WEB)

京都市 花　園
075(463)5221

共 中 LINE 9/28･29 花園祭 未定 未定
[OCEAN Kids]4/29(祝)5/27(土)6/17(土)7/15(土)9/9(土)
11/23(祝)　[ｵｰﾌﾟﾝﾃｽﾄ]10/7(土)11/4(土)　※すべて要申込(WEB)

有
未定
※個別に案内状を送付

[入試説明会･相談会]10/21(土)11/18(土)12/10(日)12/16(土) 要申込(WEB)

京都市 東　山
075(771)9121

男 高 9/29･30 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24　[運動ｸﾗﾌﾞ体験会]7月下旬～8月　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]
9/23･24　[京大入試問題に挑戦]10/21 ※すべて要申込(WEB)

[入試説明会･個別相談会]11/3(祝) 10:00～12:00 ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津，11/12(日) 10:00～12:00，
11/25(土) 13:30～15:30 自校 要申込(WEB)　[個別相談会]12/9(土) 9:30～12:00 自校 要申込(WEB)

京都市 東　山
075(771)9121

男 中 9/29･30 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/1(土) 10:40～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/21(土) 10:00～
[ﾌﾟﾚ入試]11/11(土) 9:00～　※すべて要申込(WEB)

[入試説明会･個別相談会]11/3(祝) 10:00～ ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津，11/25(土) 10:00～ 自校 要申込(WEB)　[ﾌﾟﾚ入試申込保
護者対象入試説明会]11/11(土) 9:30～ 自校 申込不要　[個別相談会]12/9(土) 9:30～12:00 自校 要申込(WEB)

福知山市 福知山淑徳
0773(22)3763

共 高 Instagram YouTube 11/11(土) 淑徳祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(日)8/20(日)10/1(日) 9:30～12:00，
12/2(土) 10:00～12:00

無 要望があれば随時実施 [個別相談会]6月･9月･11月の土曜 9:30～17:00 自校 要予約

福知山市 福知山成美
0773(22)6224

共 高 Instagram Twitter YouTube 9/27～29 成美祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)8/19(土)9/9(土) 有 個別に案内状を送付 [進学相談会]9/9(土)10/14(土)11/11(土)12/2(土)1/6(土)

京都市 平安女学院
075(414)8101

女 高 文化祭
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 9:30～12:00，
8/19(土)9/23(祝) 要申込(WEB)

[学校説明会]10/14(土)11/3(祝)11/18(土) 要申込(WEB)　[相談会]個別5/13(土)7/1(土)7/8(土)7/15(土)7/22(土)，
入試11/25(土)12/9(土)12/16(土)12/23(土) 9:30～11:30･14:00～16:00(随時受付) 申込不要

京都市 平安女学院
075(414)8101

女 中 文化祭
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 9:30～12:00，
8/19(土)9/23(祝) 要申込(WEB)

[学校説明会]5/20(土)10/14(土)11/3(祝)11/18(土) 9:00～10:30 要申込(WEB)　[相談会]個別5/13(土)7/1(土)7/8(土)
7/15(土)7/22(土)，入試11/25(土)12/9(土)12/16(土)12/23(土) 9:30～11:30･14:00～16:00(随時受付) 申込不要

ラ 京都市 洛　星
075(466)0001

男 中 9/15～17 文化祭 未定 未定
[学校見学会]7/29(土)7/30(日)8/19(土)8/20(日) 9:00～･11:00～･
13:30～･15:30～ 要予約(WEB)　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]11/11(土)

無 [入試説明会(ｵﾝﾗｲﾝ配信)]10/1(日)～10/15(日)　※詳細は学校HPに掲載

京都市 洛　南
075(681)6511

共 高 10/6･7 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 10:00～15:30，10/14(土) 11:30～15:30
要予約(WEB)　[学校見学会]8/5(土)8/19(土) 要予約(WEB)

無 [入試説明会]10/14(土) 10:00～11:30，12/2(土) 14:00～16:00 要予約(WEB)

京都市 洛南高校附属
075(672)2661

共 中 10/6･7 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 10:00～15:30，10/14(土) 11:30～15:30
要予約(WEB)　[学校見学会]8/5(土)8/19(土) 要予約(WEB)

無 [入試説明会]10/28(土) 14:00～16:00 要予約(WEB)

京都市 洛陽総合
075(802)0394

共 高 LINE Instagram Twitter 11/1･2 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/24(土)7/29(土)9/16(土)12/16(土) 10:00～，
11/18(土)10:00～･13:30～ 要予約(ＷＥＢ)

有 個別に案内状を送付 [夜の学校相談会]10/13(金)10/20(金)10/27(金) 18:30～19:30 自校 要予約(ＷＥＢ)

長岡京市 立命館
075(323)7111

共 高 公式ｱﾌﾟﾘ Instagram 9/23･24 文化祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24(土)　[中3対象ﾓﾃﾞﾙｸﾗﾌﾞ体験]6/3，8/1，8/26
[ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝDay]8/26(土)　※すべて要予約(WEB)

有 6/27(火) 10:00～ 自校 要予約
[学校説明会･入試相談会]5/28(日) 西宮ﾌﾟﾚﾗﾎｰﾙ，10/7(土)11/18(土) 自校 要予約(WEB)
[Decision-making Day(最終相談会)]12/10(日) 自校 要予約(WEB)

長岡京市 立命館
075(323)7111

共 中 公式ｱﾌﾟﾘ Instagram 9/23･24 文化祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/24(土)　[ｸﾗﾌﾞ体験]6/3(土)
[ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝDay]8/26(土)　※すべて要予約(WEB)

有 6/27(火) 10:00～ 自校 要予約
[学校説明会･入試相談会]5/28(日) 西宮ﾌﾟﾚﾗﾎｰﾙ，10/7(土)11/18(土) 自校 要予約(WEB)
[Decision-making Day(最終相談会)]12/10(日) 自校 要予約(WEB)

宇治市 立命館宇治
0774(41)3000

共 高 YouTube Twitter 9/23(祝) 興風祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 13:30～　[夏のOPEN SATURDAY]
8/5(土) 9:30～･11:30～･14:00～　※すべて要申込(WEB)

有
自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会･入試相談会･学校見学会]10/7(土)10/28(土) 13:00～16:30 自校 要申込(WEB)

宇治市 立命館宇治
0774(41)3000

共 中 YouTube Twitter 9/23(祝) 興風祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/17(土) 9:30～　[夏のOPEN SATURDAY]
7/29(土) 9:30～･11:30～･14:00～　※すべて要申込(WEB)

有
自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会･入試相談会･学校見学会]9/30(土)10/21(土) 13:00～16:30 自校 要申込(WEB)

京都市 龍谷大学付属平安
075(361)4231

共 高 公式ｱﾌﾟﾘ 9/8･9 文化祭 ×
[ｸﾗﾌﾞ体験]6月中
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/23(祝) 10:00～16:00 要予約(WEB)

有
6/2(金) 10:00～･14:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/9(日) 14:00～16:00　[入試説明会]10/15(日) 9:30～･13:30～，withｺｰｽ別説明会11/19(日) 10:00～，
12/10(日) 13:30～　※すべて要予約(WEB)

京都市 龍谷大学付属平安
075(361)4231

共 中 公式ｱﾌﾟﾘ 9/8･9 文化祭 ×
[ｸﾗﾌﾞ体験]6/17　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/9，9/23，3/10
[ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾃｽﾄ(ﾌﾟﾚﾃｽﾄ)]11/4，返却&解説11/11

有
6/2(金) 10:00～･14:00～ 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/15(日) 11:30～13:30，12/2(土) 14:30～16:00
[個別相談会]12/10(日) 10:00～12:00
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