
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22日現在

大阪府 「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 茨木市 藍　野
072(627)1796

共 高 YouTube 10/21･22 あいの祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土)9/24(日)10/29(日)11/25(土)12/9(土)
要申込(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象の相談
会等に参加可

[入試相談会]学校ＨＰで案内

箕面市 アサンプション国際
072(721)3080

共 高 Instagram LINE Facebook 未定 学院祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土) 午前，9/2(土)9/16(土) 午後 要申込(WEB)
[入試対策ｾﾐﾅｰ]12/16(土) 午前･午後(2部制) 要申込(WEB)

有
実施予定あり
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/21(土) 午前，11/11(土)12/2(土) 午後 要申込(WEB)
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]10/25(水)11/21(火)12/8(金)12/21(木) 夕方 要申込(WEB)

箕面市 アサンプション国際
072(721)3080

共 中 Instagram Facebook LINE 未定 学院祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/13，6/17，9/2 午前，7/22 午後　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/4 午前･
午後，11/11 午前　[入試対策ｾﾐﾅｰ]12/2 午前　※すべて要申込(WEB)

有
実施予定あり
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/16(土) 午前，10/21(土) 午後 要申込(WEB)
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]10/25(水)11/21(火)12/8(金)12/21(木) 夕方 要申込(WEB)

東大阪市 アナン学園
06(6723)5511

共 高 Instagram 9/29･30 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/14(土)11/4(土)11/25(土) 9:30～ 要予約(WEB)
[入試対策講座]12/2(土)12/9(土) 9:30～ 要予約(WEB)

無 [夜間入試説明会]12/14(木) 17:30～ 自校 要予約(WEB)

大阪市 あべの翔学
06(6719)2801

共 高 LINE Instagram YouTube 11/2(木) 文化祭 検討中 検討中
[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/27(日)9/9(土)10/22(日)11/19(日)12/3(日)
12/17(日) 要申込

有
8/30(水) 10:30～ 自校講堂 要申込
※個別に案内状を送付

[入試説明会]8/27(日)10/22(日)11/19(日)12/3(日)12/17(日) 自校 要申込

大阪市 上　宮
06(6771)5701

共 高 Instagram 10/28(土) 文化祭 検討中 検討中 有
9/14(木) 10:30～ 自校講堂
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/30(土)10/21(土)11/18(土)12/2(土) 14:30～16:30 要申込(WEB)

大阪市 上宮学園
06(6771)5701

共 中 Instagram 10/28(土) 文化祭 検討中 検討中
[校内見学会]6/17(土)9/16(土) 10:40～･11:40～ 要申込(WEB)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/3(祝)11/23(祝) 9:00～12:00 要申込(WEB)

有
9/14(木) 10:30～ 自校講堂
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/2(土)10/7(土) 14:00～15:30，11/3(祝)11/23(祝) 10:00～11:30 要申込(WEB)

太子町 上宮太子
0721(98)3611

共 高 Instagram YouTube 9/1･2
上宮

(ｼﾞｮｳｸﾞｳ)祭

9/2
のみ

受･保
チケット制

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]Ⅰ8/26(土)，Ⅱ9/16(土)，Ⅲ10/14(土)
14:00～16:30 要予約

有
7/13(木) 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/3(祝)11/19(日)12/3(日) 10:00～12:00 自校 要予約
[過去問解説会]12/10(日) 14:00～16:00 自校 要予約

大阪市 英真学園
06(6303)2181

共 高 LINE Instagram Twitter 6/24(土) 学園祭 ×
[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/26(土) 10:00～･13:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]11/4(土) 13:30～

未定
[学校説明会]7/29(金)9/30(土)10/28(土)12/16(土) 11:00～
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]11月中旬～実施予定 19:00～20:00

茨木市 追手門学院
072(697)8185

共 高 Instagram Twitter Facebook 7/11(火) 文化祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･創造ｺｰｽ体験会]7/29(土) 有 9月中旬に実施予定 [入試説明会･創造ｺｰｽ説明会]10/21(土)11/18(土)12/2(土)

茨木市 追手門学院
072(697)8185

共 中 LINE Instagram Twitter 7/11(火) 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20，7/15，9/16　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]①10/14，②11/11，ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
会①10/21，②11/18 　[入試対策ｾﾐﾅｰ]12/9　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有 9月中旬に実施予定 [入試説明会]10/14(土)11/11(土) 自校 要予約(ＷＥＢ)

大阪市
追手門学院
大手前 06(6942)2235

共 高 YouTube LINE Instagram 9/16(土) 錦城文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/30(土) 要申込(WEB) 有
６月末頃(動画配信型)
※個別相談会実施

[入試説明会(動画配信あり)]9/30(土)11/11(土)12/9(土) 自校 要申込(WEB)

大阪市
追手門学院
大手前 06(6942)2235

共 中 YouTube LINE Instagram 9/16(土) 錦城文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/27 ｸﾗﾌﾞ体験会，7/1 授業体験会，9/2 14:30～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]
10/9，11/3，ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ会10/21･22，11/18･19　[入試直前ｾﾐﾅｰ］12/9

有
６月末頃(動画配信型)
※個別相談会実施

[入試説明会(動画配信あり)]7/1(土)9/2(土) 13:00～，10/9(祝)11/3(祝) 9:00～，12/9(土) 10:00～ 自校

大阪市 大　阪
06(6340)3031

共 高 9/26～28 文化祭 未定 未定
[さきどり講座体験会]6/17 14:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26，12/16 10:00～，
10/7，11/4 14:00～，11/26 10:00～･14:00～　※すべて要予約(ＷＥＢ)

有
7/20(木)9/22(金) 11:00～ 自校
要予約(ＷＥＢ)

[保護者対象学校説明会]6/10(土)9/2(土)11/11(土) 10:00～，11/18(土) 13:30～ 自校･ｵﾝﾗｲﾝ　[教育ﾌｫｰﾗﾑ]6/3，7/1，9/16，
10/28の各土曜 13:30～ 自校　[個別相談会]11/22(水)11/24(金) 19:00～，11/25(土) 14:00～ 自校　※すべて要予約(ＷＥＢ)

大阪市 大阪偕星学園
06(6716)0003

共 高 Instagram YouTube 9/29･30 文化祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/3(日)10/29(日)11/19(日) 要予約
※学校見学は随時受付 要予約(WEB･TEL)

有
9/15(金) 午前 ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅ大阪 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/3(日)12/17(日) 要予約

吹田市 大阪学院大学
06(6381)6661

共 高 Instagram YouTube 10/28(土) 学院祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)9/16(土)10/7(土) 10:00～，
10/21(土)11/11(土) 13:00～ 要予約

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]11/19(日)11/25(土)12/3(日)12/16(土) 10:00～ 大阪学院大学体育館 要予約
[週末相談会]12/9(土) 10:00～ 自校 要予約

大阪市 大阪学芸
06(6693)6301

共 高 Instagram YouTube 9/9(土) 文化祭 検討中 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/16(土)10/1(日)11/3(祝)11/26(日) 有
9/13(水) 午前 あべのﾊﾙｶｽ25階貸し会議
室　※個別に案内状を送付

[特別説明会(国際科･特技･看護ｺｰｽ説明会)]7/25(火) 自校 要申込
[入試説明会]9/16(土)10/1(日)11/3(祝)11/26(日) 自校 要申込　[大個別相談会]12/2(土) 自校 要申込

大阪市 大阪学芸高校附属
06(6693)6301

共 中 Instagram 9/9(土) 文化祭 検討中 検討中
[授業･ｸﾗﾌﾞ体験]6/17(土)9/16(土) 要申込　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/1(日)
11/3(祝)11/26(日)12/16(土) 10:00～ 要申込

有
9/13(水) 午前 あべのﾊﾙｶｽ25階貸し会議
室　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土)9/16(土) 10:00～ 自校 要申込
[入試説明会]10/1(日)11/3(祝)11/26(日)12/16(土) 10:00～ 自校 要申込

河内長野
市 大阪暁光

0721(53)5281
共 高 Instagram YouTube 9/29･30 文化祭 受･保 チケット制

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)8/19(土)10/22(日)11/19(日)
看護科10:00～･普通科14:00～ 要予約(当日参加も可)

有
10/2(月) 10:00～ 自校 要出欠確認
※個別に案内状を送付

[入試説明会･相談会]12/9(土) 看護科10:00～･普通科14:00～，12/16(土) 看護科･普通科10:00～ 自校
要予約(当日参加も可)

摂津市 大阪薫英女学院
06(6381)0335

女 高 Instagram Twitter 9/16･17 文化祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/10(土)7/29(土)8/27(日)9/30(土)10/29(日)
[留学ﾌｪｱ]7/17(祝)10/29(日)　※すべて要申込(WEB)

有
6/14(水) 10:30～ 自校，9/27(水)
10:30～　※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/11(土)11/26(日)12/17(日) 要申込(WEB)
[個別相談会]12/2(土)12/16(土)12/23(土) 要申込(WEB)，平日希望は電話申込

摂津市 大阪薫英女学院
06(6381)0335

女 中 Instagram Twitter 9/16･17 文化祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/20(土)8/27(日)10/21(土)　[留学ﾌｪｱ]7/17(祝)
10/29(日)　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/15(日)11/25(土)　※すべて要申込(WEB)

有
6/14(水) 10:30～ 自校，9/27(水)
10:30～　※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/23(祝)12/17(日) 要予約(WEB)
[個別相談会]12/2(土)12/16(土)12/23(土) 要申込(WEB)，平日希望は電話申込

守口市 大阪国際
06(6992)5931

共 高 9/9(土) 文化祭 検討中 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)9/30(土)10/28(土) 要予約(WEB) 有 ｵﾝﾗｲﾝ型で実施予定
[入試説明会]12/2(土) 要予約(WEB)
[国際ﾊﾞｶﾛﾚｱｺｰｽ対象個別相談会]4/22(土)5/27(土)6/10(土)7/1(土)8/26(土)9/16(土) 要予約(WEB)

守口市 大阪国際
06(6992)5931

共 中 9/16･17 文化祭 検討中 検討中
[授業体験会]7/22(土)　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/7(土)11/11(土)，手渡し会
10/14(土)　[ﾊﾛｳｨﾝﾌｪｽﾀ]10/21(土)　※すべて要予約(WEB)

有 ｵﾝﾗｲﾝ型で実施予定
[学校説明会＆見学会]5/20(土)8/26(土) 要予約(WEB)　[入試説明会]10/7(土)11/11(土) 要予約(WEB)
[個別相談会]4/22(土)5/27(土)6/3(土)6/10(土)7/1(土)11/25(土)12/16(土) 要予約(WEB)

大阪市 大阪産業大学附属
06(6939)1491

共 高 Instagram YouTube 11/1(水) 梧桐祭 ×
[学校見学会]7/31(月)～8/5(土)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/21(土)10/22(日)

有
9/7(木) 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]11/18(土)12/2(土)，ﾐﾆ9/16(土)10/7(土)11/4(土)　[入試説明会]12/16(土)

東大阪市 大阪商業大学
06(6781)3050

共 高 YouTube 9/21･22 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)10/14(土) WEB予約推奨(ｸﾗﾌﾞ体験は要予約)
[ﾃﾞｯｻﾝ講習会]10/14，11/4･18，12/2の各土曜 10:00～ 要予約

有
9/8(金)9/14(木) 10:30～ 自校 要予約(Ｔ
ＥＬ･ＦＡＸ)　※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/4(土)11/18(土)12/2(土) 14:00～ 自校 WEB予約推奨･当日受付あり　[ﾃﾞｻﾞｲﾝ美術ｺｰｽ説明会]12/9(土) 14:00～
自校 要予約　[入試相談ｳｨｰｸ]12/4(月)～12/9(土) 平日16:00～19:00，土曜13:00～17:00 当日受付

堺市 大阪商業大学堺
072(278)2252

共 高 10/1(日) 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/2(土)10/7(土) 予約なくても可(なるべくWEB登録) 有
7/11(火) 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/4(土) 14:00～，11/18(土) 19:00～，12/3(日) 10:00～･14:00～ 自校 予約なくても可
[相談会]11/25(土) 14:00～，12/9(土) 19:00～ 自校 予約なくても可

大阪市 大阪女学院
06(6761)4113

女 高 Instagram Twitter Facebook 10/28(土) 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/14(土)11/18(土) 14:30～ 要予約(ＷＥＢ) 有
6/12(月)9/25(月) 10:30～ ﾍｰﾙﾁｬﾍﾟﾙ
※詳細は学校ＨＰ参照

[説明会]5/13(土) 10:30～ 枚方，6/17(土) 10:15～ 生駒，6/24(土) 10:30～ 尼崎　[入試説明会]11/4(土) 14:30～，
12/9(土) 10:00～ 自校　[evening説明会]7/14(金)12/8(金) 18:30～ 梅田　※すべて要予約(ＷＥＢ)

大阪市 大阪女学院
06(6761)4451

女 中 Instagram Twitter Facebook 10/28(土) 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]小5･6対象5/27 10:00～，8/2614:30～，小4～6対象6/10
10:00～，小3･4対象7/8 10:00～　[ｷｬﾝﾊﾟｽNAVI(小2～4対象)]9/9 14:30～

有
6/12(月)9/25(月) 10:30～ ﾍｰﾙﾁｬﾍﾟﾙ
※詳細は学校ＨＰ参照

[説明会]5/13(土) 10:30～ 枚方，6/17(土) 10:15～ 生駒，6/24(土) 10:30～ 尼崎　[入試説明会]10/7(土)11/18(日)
12/2(土) 10:00～ 自校　[evening説明会]7/14(金) 18:30～ 梅田　※すべて要予約(ＷＥＢ)

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]

ア 大阪市 大阪信愛学院
06(6939)4391

共 高 Instagram YouTube Facebook 9/23(祝) 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26(土)9/30(土)10/28(土)11/18(土)
14:00～15:30 要予約(ＷＥＢ)

有
自校で実施予定
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/25(土) 14:00～15:30，12/3(日)12/10(日) 自校 要予約(ＷＥＢ)

大阪市 大阪信愛学院
06(6939)4391

共 中 Instagram YouTube 9/23(祝) 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/18(日)8/20(日)10/1(日)11/12(日) 要予約(ＷＥＢ) 有
自校で実施予定
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/18(日)8/20(日)10/1(日)11/12(日)のｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ内で実施 要予約(ＷＥＢ)

大阪市 大阪成蹊女子
06(6829)2510

女 高 Instagram LINE 9/16･17 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)8/19(土)9/30(土)10/28(土)
[ｸﾗﾌﾞ体験Day]10/14(土)　[入試問題解説]11/11(土)12/2(土)

有
7/21(金)9/2(土)
※個別に案内状を送付

[個別相談会]12/16(土)

大阪市 大阪星光学院
06(6771)0737

男 高 11/3(祝) ｽｸｰﾙﾌｪｱ 検討中 検討中 無 [入試説明会]10/14(土)11/11(土) 午後 自校2階会議室

大阪市 大阪星光学院
06(6771)0737

男 中 11/3(祝) ｽｸｰﾙﾌｪｱ 検討中 検討中 無 [入試説明会]10/14(土)11/11(土) 午後 自校講堂 要予約(WEB)

島本町 大阪青凌
075(754)7754

共 高 LINE YouTube 未定 青凌祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土)9/23(祝) 10:00～12:00 要申込(WEB) 有 個別に案内状を送付 [入試説明会]10/28(土)11/25(土)12/9(土) 14:00～16:00 要申込(WEB)

島本町 大阪青凌
075(754)7754

共 中 LINE YouTube 未定 青凌祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/21(日)8/6(日) 10:00～12:00，
7/1(土) 14:00～16:00 要申込(WEB)

有 個別に案内状を送付 [ﾌﾟﾚﾃｽﾄ＆入試説明会]10/1(日)11/11(土) 10:00～12:00，12/3(日) 9:30～12:30 要申込(WEB)

熊取町 大阪体育大学浪商
072(453)7001

共 高 Instagram LINE 9/29(金)
浪商祭

文化の部
×

[ｸﾗﾌﾞ体験会]5/20(土)5/27(土) 午後，8/26(土) 15:00～，
9/30(土)11/4(土) 14:00～

有
9/20大阪体育大，9/26ﾎﾃﾙｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝ
ｼｰ大阪堺，9/28ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山

[入試説明会]8/26(土)12/3(日) 13:30～，9/30(土)11/4(土) 13:00～ 自校，12/9(土) 10:00～ 和歌山県民文化会館，
ﾌﾟﾁ12/16･17(土日) 10:00～･13:30～ 自校　[個別相談会]11/25(土)12/10(日)12/16(土)12/17(日)，
12/23(土)～26(火) 10:00～，12/2(土) 12:00～，ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ11/24，12/1･15･22の各金曜 15:00～19:00 自校

守口市 大阪電気通信大学
06(6992)6261

共 高 9/30(土) 文化祭 未定 未定
[体験学習]7/29(土)9/16(土) 要予約
[体験入部]9/16(土) 自校･大阪電気通信大学施設 要予約

有
9/1(金) 11:00～ 自校剣道場 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/28(土)11/18(土)11/19(日) 10:00～，12/9(土) 14:00～ 自校 要予約

大東市 大阪桐蔭
072(870)1001

共 高 11/3(祝) 文化祭 未定 未定 有 個別に案内状を送付 [入試説明会･個別相談会]10/7(土)11/25(土) 10:00～12:00，10/28(土) 13:30～15:30 中高本館 申込不要

大東市 大阪桐蔭
072(870)1001

共 中 11/3(祝) 文化祭 未定 未定
[体験授業]小6対象6/3(土)，小4～6対象6/24(土)，小4･5対象9/9(土)
10:00～ 要申込(ＷＥＢ)･定員90名　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]12/2(土) 要申込(ＷＥＢ)

有 個別に案内状を送付 [入試説明会･個別相談会]8/26(土)9/30(土)10/28(土) 10:00～12:00，12/2(土) 10:30～12:00 中高本館 申込不要

大阪市 大阪夕陽丘学園
06(6771)9510

共 高 LINE YouTube 6/17(土) 文化祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)10/14(土) 14:00～ 予約不要 有
9/21(木) ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅ大阪
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/5(日)12/3(日) 13:00～，11/18(土)12/9(土) 14:00～ 予約不要
[入試個別相談会]12/17(日) ①9:00～10:30･②11:00～12:30･③13:00～14:30･④15:00～16:30 要予約(WEB)

藤井寺市 大阪緑涼
072(955)0718

共 高 Instagram LINE Twitter 10/1(日) 緑涼祭 受･保
不要[生徒
手帳持参]

[ｻﾏｰﾌｪｽﾀ]9/2(土) 9:00～15:00
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/23(祝)10/21(土)11/5(日) 9:00～13:00

有 9/12(火) 9:30～12:00 自校
[入試説明会]11/23(祝)12/3(日)12/10(日) 9:00～ 自校
[個別相談会]12/2(土) 11:00～14:00，12/16(土) 10:00～12:00 自校

大阪市 大　谷
06(6661)8400

女 高 LINE 9/30･10/1 文化祭 ○ 要
[学校見学会]5/27(土) 14:30～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26(土) 14:00～
[過去問題解説会]12/2(土) 14:30～　※すべて要申込(ＷＥＢ)

有
5/16(火) 自校，9/7(木) 大阪大谷大ﾊﾙｶｽｷｬ
ﾝﾊﾟｽ，9/12(火) 大阪新阪急ﾎﾃﾙ　要申込

[入試説明会]9/16(土)10/21(土)11/18(土) 14:30～15:30 自校 要申込(WEB)
[個別相談会]12/10(日) 午前 自校 要申込(WEB)

大阪市 大　谷
06(6661)0385

女 中 LINE 9/30･10/1 文化祭 ○ 要
[学校見学会]5/27(土) 14:30～16:30　[ｴﾝｼﾞｮｲ体験授業]7/8(土)
13:30～15:00　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/4(土) 午前 自校

有
5/16(火) 自校，9/7(木) 大阪大谷大ﾊﾙｶｽｷｬ
ﾝﾊﾟｽ，9/12(火) 大阪新阪急ﾎﾃﾙ　要申込

[入試説明会]9/16(土) 9:30～11:00，10/28(土) 14:30～16:00 自校　[ｺｰｽ説明会]医進6/3(土) 10:00～11:30，特進
6/10(土) 14:30～16:00，凛花9/2(土) 11:00～13:00 自校　[個別相談会]11/26(日)12/16(土) 9:30～12:00 自校

カ 大阪市 開　明
06(6932)4461

共 高 文化祭 [学校見学会]7/22(土)8/26(土) 10:40～11:40 要予約(WEB)
[入試説明会]10/14(土)11/4(土) 14:00～15:20 要申込(WEB)　※部活動見学･個別相談可
[入試個別相談会]12/9(土) 10:00～13:00 要予約(WEB)

大阪市 開　明
06(6932)4461

共 中 文化祭
[授業見学会]5/27，6/3･17，7/8･15，10/28 8:40～･9:20～･10:50～･11:30～
[放課後見学会]6/26･28，9/22，11/22 17:00～　※要申込(WEB)

[入試説明会]9/2(土)9/16(土)10/21(土)11/18(土) 14:00～15:20 要申込(WEB)
※校内見学･部活動見学･個別相談可

堺市 香ヶ丘リベルテ
072(238)7881

女 高 Instagram 11/3(祝) 学園祭 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/28，7/30，9/24，10/15，11/3･19，12/2･9･17
[学校見学]6/24(土) 10:00～　[夏の一日体験]8/20(日) 10:00～

未定 [入試相談会]11/11(土)11/18(土)11/25(土)，12/18(月)～12/22(金) 10:00～14:00 自校 要予約

茨木市 関西大倉
072(643)6321

共 高 9/30･10/1 文化祭 未定 未定 有
7/5(水) 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/21(土)10/28(土)11/11(土)11/25(土)12/9(土) 自校 要予約(WEB)

茨木市 関西大倉
072(643)6321

共 中 9/30･10/1 芸術祭･文化祭 未定 未定
[ｸﾗﾌﾞ体験会]6/10(土)　[授業体験会]7/29(土)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/5(日)，解説会11/11(土)　※すべて要予約(WEB)

有
7/5(水) 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/13(土)6/3(土)7/1(土) 自校 要予約(WEB)　[入試説明会]9/2(土)10/7(土) 自校 要予約(WEB)

交野市 関西創価
072(891)0011

共 高 LINE Instagram YouTube 実施しない
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22(土)9/18(祝)11/3(祝)
[学園生に聞いてみよう(ｵﾝﾗｲﾝ )]6/17(土)8/5(土)11/11(土)

有 7/7(金) 午前
[ｵﾝﾗｲﾝ入試説明会]9/23(祝)10/21(土) 要予約　[教職員によるｵﾝﾗｲﾝ相談]6/11(日)8/6(日)10/18(水)
11/12(日)12/8(金)　※10/18･12/8は夜(18:40～･19:20～予定)

交野市 関西創価
072(891)0011

共 中 LINE Instagram YouTube 実施しない
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22，9/18，11/3　[学園生に聞いてみよう(ｵﾝﾗｲﾝ )]6/24，8/5，
11/11　[万葉図書館を体感]5/20 要予約　[探究学習を体験]8/26 要予約

有 7/7(金) 午前
[ｵﾝﾗｲﾝ入試説明会]7/29(土)10/14(土) 要予約　[教職員によるｵﾝﾗｲﾝ相談]6/11(日)8/6(日)10/18(水)
11/12(日)12/8(金)　※10/18･12/8は夜(18:40～･19:20～予定)

高槻市 関西大学
072(684)4327

共 高 YouTube 11/10･11 葦葉祭
11/11

のみ
受･保

要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土) 10:20～ 関大高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB) 有
6/15(木) 10:30～ 高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/14(土) 13:30～ 関大高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB)
[入試(ｵﾝﾗｲﾝ)説明会]11/18(土) 13:45～ 要予約(WEB)　※校舎見学･個別相談等あり

高槻市 関西大学中等部
072(684)4326

共 中 YouTube 11/10･11 葦葉祭
11/11

のみ
受･保

要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土) 8:50～ 関大高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB)
[ｻｲｴﾝｽ体験]9/2(土) 13:30～ 関大高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB)

有
6/15(木) 10:30～ 高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/7(土) 13:30～ 関大高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約(WEB)
[入試(ｵﾝﾗｲﾝ)説明会]11/18(土) 9:00～ 要予約(WEB)　※校舎見学･個別相談等あり

吹田市 関西大学第一
06(6337)7750

共 高 9/17(日) 関一祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/9(土) 13:30～ 要予約(WEB) 無 [入試説明会]10/7(土)10/21(土) 13:30～ 関西大学100周年記念会館 要予約(WEB)

吹田市 関西大学第一
06(6337)7750

共 中 実施しない
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/27(土) 13:30～ 要予約(WEB)
[校内見学会]11/18(土) 13:30～ 要予約(WEB)

無 [入試説明会]9/2(土)9/30(土) 13:30～ 関西大学100周年記念会館 要予約(WEB)

大阪市 関西大学北陽
06(6328)5964

共 高 Instagram YouTube 9/30(土) 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 14:00～16:00 要申込 有 7/4(火) 10:00～11:30 自校 要申込
[入試説明会]10/28(土)11/18(土) 14:00～16:00 自校 要申込
[ﾐﾆ説明会]12/10(日) 9:00～9:45･11:00～11:45･13:00～13:45 自校 要申込

大阪市 関西大学北陽
06(6328)5964

共 中 Instagram YouTube 9/30(土) 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土) 14:00～16:30 要申込
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/11(土) 8:50～12:50 要申込

有 7/4(火) 10:00～11:30 自校 要申込
[入試説明会]10/21(土) 14:00～16:30 ｸﾗﾌﾞ体験あり，11/11(土) 8:50～9:40 自校 要申込　[ﾐﾆ説明会]5/14(日)7/2(日)
10/22(日) 8:40～9:20 自校 申込不要　[個別相談会]5/20(土)6/24(土)10/7(土)11/25(土) 14:00～17:00 自校 要申込

柏原市 関西福祉科学大学
072(976)1112

共 高 YouTube 9/16(土) 文化祭 未定 未定
[体験入学]7/22(土)10/22(日)11/19(日) 10:00～12:30
要予約　※7/22は保育のみ

有 8/30(水) 10:30～ 自校 要予約 [学校･入試説明会]8/27(日)11/5(日)12/3(日)12/17(日) 10:00～12:30 自校 要予約

箕面市
関西学院
千里国際 072(727)5070

共 高 Instagram Facebook YouTube 5/27(土) SOISﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 未定 未定
[見学会]6/10，9/2，10/21，11/11，12/16の各土曜 要予約
[ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ]10/21(土)10/28(土)

無
実施しないが，受験生･保護者対象の説明
会に参加可

[学校説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]5/20(土)10/14(土) 10:00～ 要予約　[入試説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]11/4(土) 10:00～ 要予約
※帰国生は個別相談可(高等部受け入れは帰国生のみ)

箕面市
関西学院
千里国際 072(727)5070

共 中 Instagram Facebook YouTube 5/27(土) SOISﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 未定 未定
[見学会]6/10，9/2，10/21，11/11，12/16の各土曜 要予約
[ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ]10/21(土)10/28(土)

無
実施しないが，受験生･保護者対象の説明
会に参加可

[学校説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]5/20(土)10/14(土) 10:00～ 要予約　[入試説明会(ｵﾝﾗｲﾝ)]11/4(土) 10:00～ 要予約
※帰国生は個別相談可

岸和田市 近畿大学泉州
072(479)1231

共 高 Instagram YouTube 9/14(木) 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)10/21(土) 13:40～　[Cozy見学会]7/1･22，
9/9，10/28，11/11の各土曜 10:00～　※すべて要予約

有 個別に案内状を送付
[学校説明会]6/17(土)9/30(土) 10:00～　[入試ﾎﾟｲﾝﾄ説明会]11/25(土) 10:00～，12/9(土) 14:00～
[個別受験相談会]12/8･15･22の各金曜 15:00～18:30，12/2･9･16･23の各土曜 9:00～16:00　※すべて自校･予約不要

東大阪市 近畿大学附属
06(6722)1261

共 高 YouTube 10/24(火) 近高祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/9(土) 午前の部･午後の部 高校校舎 要予約(ＷＥＢ) 有
7/6(木) 10:30～11:30 近畿大学実学ﾎｰ
ﾙ 要予約(ＷＥＢ)･先着順

[学校説明会]11/11(土) 10:00～11:20･12:40～14:00･15:00～16:20，
12/9(土) 10:00～11:20 近畿大学11月ﾎｰﾙ 要予約(ＷＥＢ)

東大阪市 近畿大学附属
06(6722)1261

共 中 YouTube 実施しない
[学校見学会･授業公開]5/20，6/10，10/21，11/18，12/9
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/14，解説会11/11　※すべて要申込(WEB)

有 6/20(火) 10:00～ ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅ大阪
[学校説明会]9/16(土)11/25(土) 14:30～，10/14(土) 9:00～ 自校，7/1(土) 18:00～ ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪　[特別説明会]医薬ｺｰ
ｽ7/1(土) 15:00～ ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ，9/9(土) 18:00～ あべのﾊﾙｶｽ，21世紀入試9/2(土) 14:30～ 自校　※10/14以外要申込(ＷＥＢ)
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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 大阪市 金蘭会
06(6453)0281

女 高 LINE Instagram Facebook 9/16(土) 蘭祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土)8/26(土)10/28(土)11/18(土) 14:30～16:30，
7/30(日) 10:00～12:00　[らんﾌｪｽ]9/23(祝) 10:00～12:00

有
6/22(木)9/27(水) 10:30～
※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/2(土)12/9(土)12/17(日)12/23(土) 14:00～16:00

大阪市 金蘭会
06(6453)0281

女 中 LINE Instagram Facebook 9/16(土) 蘭祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/27，6/24，7/22，8/20　[らんﾌｪｽ]9/23
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/14，11/12　[入試対策講座]10/21，11/18，12/9･17

有
6/22(木)9/27(水) 10:30～
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/14(土)11/12(日) 9:30～12:30

吹田市 金蘭千里
06(6872)0263

共 中 ﾌﾞﾛｸﾞ YouTube Facebook 10/1(日) 文化祭 受･保 要
[金蘭千里ｵｰﾌﾟﾝ模試]10/15(日) 8:35～ 要予約(WEB)
[きんらんせんりﾃﾞｰ]2/24(土) 14:00～ 要予約(WEB)

有
9/6(水) 12:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/24(土)9/16(土)12/2(土) 14:00～ 自校 要予約(WEB)

大阪市 建　国
06(6691)1231

共 高 LINE Instagram Facebook 9/16･17  建国文芸祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10，7/8，9/9，10/14，12/9の各土曜 15:00～17:00
[夏ﾌｪｽﾀ]8/19(土) 17:00～20:00　[秋ﾌｪｽﾀ]11/12(日) 10:00～15:00

有
6/21(水) 10:00～11:30
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/10，7/8，9/9，10/14，12/9の各土曜(ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ内にて実施)　[入試説明会]10/21(土)11/18(土)11/19(日)
12/2(土) 15:00～17:00　[個別相談会]12/4(月)～12/25(月) 平日17:00～20:00，土日9:00～17:00 要予約

大阪市 建　国
06(6691)1231

共 中 LINE Instagram Facebook 9/16･17  建国文芸祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10，7/8，9/9，10/14，12/9 15:00～17:00 [夏ﾌｪｽﾀ]8/19
17:00～20:00　[秋ﾌｪｽﾀ]11/12 10:00～15:00 [ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/18･25 9:00～

[学校説明会]6/10，7/8，9/9，10/14，12/9の各土曜(ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ内にて実施)
[個別相談会]12/4(月)～12/25(月) 平日17:00～20:00，土日9:00～17:00 要予約

堺市 賢明学院
072(241)1679

共 高 Facebook Instagram 9/15･16 秋麗祭 検討中 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/23(祝) 有
9/6(水) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/28(土)11/18(土)12/16(土) 12:00～

堺市 賢明学院
072(241)1679

共 中 Facebook Instagram 9/15･16 秋麗祭 検討中 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/23(祝) 有
9/6(水) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[授業体験＆入試説明会(小5･6対象)]5/27(土)6/24(土)　[個別進学相談会]10/21(土)
[ﾐﾆ入試説明会]11/18(土) 10:00～　[出願直前個別進学相談会]12/9(土)

大阪市 興　國
06(6779)8151

男 高 LINE Instagram Twitter 文化祭 ×
[KOKOKU 夏祭]8/19(土) 10:00～ 要申込(WEB)
[KOKOKU 体験ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]11/18(土) 13:00～ 要申込(WEB)

有
9/1(金) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会＆個別相談会]10/21(土)12/2(土)12/16(土) 13:00～ 要申込(WEB)
[個別相談会＆学校見学]6/17(土)7/15(土)9/16(土) 13:00～16:00 要申込(WEB)

大阪市 好文学園女子
06(6472)2281

女 高 LINE Instagram YouTube 9/30･10/1  好文明華祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土)8/17(木)8/18(金)8/19(土)9/16(土)
10/21(土)11/11(土)12/2(土)12/16(土)　[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/16(水)

有
9/13(水) 11:00～12:00 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[保護者向け学校説明会]10/14(土)11/25(土)12/9(土)
[個別相談会]9/2(土)10/7(土)10/28(土)11/18(土)12/10(日)12/23(土)12/24(日)

寝屋川
市 香里ヌヴェール学院

072(831)8452
共 高 Facebook 9/29･30 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/9(土)10/14(土)11/11(土) 13:30～ 要予約 有 個別に案内状を送付 [入試説明会]12/9(土) 自校 要予約

寝屋川
市 香里ヌヴェール学院

072(831)8452
共 中 Facebook 9/29･30 文化祭 未定 未定

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20(土)8/26(土) 13:30～ 要予約
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/29(日)11/23(祝) 要予約

有 個別に案内状を送付

高槻市 金光大阪
072(669)5211

共 高 Instagram YouTube 9/15･16 文化祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/19(土) 9:30～，10/14(土) 14:00～ 要申込(WEB)
※校内見学･部活動見学･相談は随時受付 要予約

有
8/29(火) 10:30～11:40 高槻市生涯学
習ｾﾝﾀｰ 要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]11/4(土)11/18(土)12/9(土)12/16(土) 13:00～ 自校 要申込(WEB)

高槻市 金光大阪
072(669)5211

共 中 Instagram YouTube 9/15･16 文化祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/21(日)7/9(日)8/26(土) 9:30～12:00 要申込(WEB)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]9/23(祝)11/3(祝)11/26(日) 9:30～12:00 要申込(WEB)

有
8/29(火) 10:30～11:40 高槻市生涯学
習ｾﾝﾀｰ 要予約　※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/21(日)7/9(日)8/26(土)9/23(祝)11/3(祝)11/26(日) 9:30～12:00 自校 要申込(WEB)

大阪市 金光藤蔭
06(6751)2461

共 高 LINE Instagram YouTube 11/1･2 藤蔭祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)9/17(日)10/22(日)11/5(日)
10:00～12:00 要申込

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]11/19(日)12/3(日)12/17(日) 10:00～12:00 自校生野ｷｬﾝﾊﾟｽ 申込不要
[個別相談会]7/29(土)9/30(土) 13:30～15:30 自校生野ｷｬﾝﾊﾟｽ 要申込　※ｴﾝｶﾚｯｼﾞ希望対象

八尾市 金光八尾
072(922)9162

共 高 Instagram 9/15･16 文化祭 受･保 不要
[ｽｸｰﾙﾂｱｰ]8/19(土) 10:00～･14:00～，9/2(土) 10:00～
要予約(WEB)　[学校見学]随時受付 要相談(TEL)

有
9/1(金) 10:30～ ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅ大阪
要予約(FAX等)　※個別に案内状を送付

[学校説明会･個別相談会]10/14(土)11/4(土) 14:00～，12/3(日) 9:00～ 自校 要予約(WEB)
[個別相談会]ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ12/6(水)～12/8(金) 16:00～19:00，ｻﾀﾃﾞｰ12/9(土) 9:00～16:00 自校 要予約(WEB)

八尾市 金光八尾
072(922)9162

共 中 Instagram 9/15･16 文化祭 受･保 不要
[学校見学･個別相談会]5/6(土)5/13(土)5/20(土) 要予約(WEB)
[学校見学＆食堂ﾗﾝﾁ体験]5/27(土) 9:40～･10:40～ 要予約(WEB)

有
9/1(金) 10:30～ ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅ大阪
要予約(FAX等)　※個別に案内状を送付

[学校説明会＆入学体験会]6/10(土) 13:30～ 要予約(WEB)

サ 堺市 堺リベラル
072(275)7688

女 高 Instagram 9/16(土) 学園祭 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/21(日)6/18(日)7/23(日)9/10(日)10/22(日)
11/5(日)11/23(祝)12/9(土)　[ﾘﾍﾞﾗﾙﾌｪｽﾀ]8/19(土) 要予約

未定
[相談会＆学園祭見学会]9/16(土) 10:00～14:00 要予約　[留学説明会]7/22(土) 10:00～ 要予約
[入試相談会]12/16(土) 10:00～14:00 要予約

堺市 堺リベラル
072(275)7688

女 中 Instagram 11/18(土)  文化発表会 ×
[ﾘﾍﾞﾗﾙﾌｪｽﾀ]5/20(土) 10:00～　[ﾌﾟﾚﾌﾟﾚﾃｽﾄ]7/30(日)，解説会
8/6(日) 9:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/1(日)11/5(日) 9:00～　※すべて要予約

有
6/6(火) 10:30～ 自校
※個別に案内状を送付

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/25(日)7/23(日)8/27(日)9/17(日)10/29(日)11/26(日)12/10(日) 10:00～

大東市 四條畷学園
072(876)1327

共 高 Instagram Tiktok YouTube
畷学祭
Fiesta

× 有
6/9(金)9/8(金) 10:30～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付(学校ＨＰで案内)

[学校説明会]先生がﾌﾟﾚｾﾞﾝ7/1，8/5，9/30，10/21，12/2の各土曜 10:00～･13:00～，＆個別相談会12/16(土) 10:00～，
生徒がﾌﾟﾚｾﾞﾝ7/22，8/26，9/16の各土曜 14:00～　[ｺｰｽ別説明会]11/4(土)11/25(土) 14:00～　※すべて要予約(ＷＥＢ)

大東市 四條畷学園
072(876)2120

共 中 Instagram Facebook YouTube 9/16･17 文化祭 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20(土)6/3(土)9/9(土)　[学校見学(体験授業)]8/26(土)
[ｸﾗﾌﾞ＆施設見学]6/17(土)　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/14，11/11 分析会10/21，11/18

有
6/9(金)9/8(金) 10:30～
来校型+ｵﾝﾗｲﾝも可

[学校･入試説明会]10/14，11/11 9:30～･15:30～　[入試説明会]12/2　[自己ｱﾋﾟｰﾙ･特待入試についての説明会]7/15，11/4
10:00～　[ﾌﾟﾁ学校説明会＆体験]5/10，6/21，7/12，10/27･31 11:00～･16:00～　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞﾌﾟﾁ学校説明会]9/27～9/29 17:30～

大阪市 四天王寺
06(6772)6201

女 高 9/16･17
塔影祭
文化祭

受･保 要[WEB] 有
6/21(水)9/8(金)2/28(水) 13:00～
自校講堂 ※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/16(日) 10:00～ 自校講堂 要申込(WEB)，Zoom配信併用
[入試説明会]11/4(土)12/9(土) 14:00～ 自校講堂 要申込(WEB)，Zoom配信併用

大阪市 四天王寺
06(6772)6201

女 中 9/16･17
塔影祭
文化祭

受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(小5･6対象]6/10(土) 午前 要申込(WEB)
[学校見学会(小5･6対象)]9/30(土) 午前 要申込(WEB)

有
6/21(水)9/8(金)2/28(水) 13:00～
自校講堂 ※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/15(土)7/16(日) 14:00～ 自校講堂 要申込(WEB)，Zoom配信併用
[入試説明会]11月中旬頃，11月下旬頃 14:00～ 自校講堂 要申込(WEB)，Zoom配信併用

藤井寺
市 四天王寺東

072(937)2855
共 高 9/15･16 文化祭 × 問い合わせが

あれば対応 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/2(土)9/30(土) 14:00～16:00 要申込(WEB) 有 個別に案内状を送付 [入試説明会]11/4(土)12/2(土)12/9(土) 14:00～16:00 自校 要申込(WEB)

藤井寺
市 四天王寺東

072(937)2855
共 中 9/15･16 文化祭 × 問い合わせが

あれば対応
[東の丸ごと体験ﾌｪｽﾀ]6/3 9:30～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/2･30 14:00～
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/11 9:30～，解説会11/18 14:00～　※すべて要申込(WEB)

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]10/7(土) 14:00～16:00，11/11(土) 9:40～10:40 自校 要申込(WEB)
[個別相談会]11/18(土) 14:00～16:00，12/9(土) 10:00～12:00 自校 要申込(WEB)

東大阪
市 樟　蔭

06(6723)8185
女 高 LINE Instagram Twitter 10/1(日) 若葉祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/19(土)11/11(土)　[ｸﾗﾌﾞ体験会]11/5(日)
[学校見学会]12/16(土)　[土曜見学会]毎週土曜

有 9/15(金) 自校 [学校説明会]7/17(祝)10/21(土)　[入試対策講座]12/3(日)

東大阪
市 樟　蔭

06(6723)8185
女 中 LINE Instagram Twitter 10/1(日) 若葉祭 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土)7/22(土)8/19(土)　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/9(祝)11/18(土)
[ｸﾗﾌﾞ体験会]11/4(土)　[土曜見学会]毎週土曜

有 9/15(金) 自校 [入試対策講座]12/3(日)

大阪市 常翔学園
06(6954)4436

共 高 Instagram 9/15･16 文化祭 受･保 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 午前 要申込(WEB) 有 6/16(金)9/1(金) 午前 ＯＩＴ梅田ﾀﾜｰ [入試説明会]10/7(土)11/4(土)12/2(土) 午後 要申込(WEB)

大阪市 常翔学園
06(6954)4436

共 中 Instagram 9/15･16 文化祭 受･保 不要
[授業見学会]5/26，6/17，8/30　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15　[Jﾃｽﾄ]2科10/21，3･
4科11/18(成績手渡し 10/27･28，11/24･25)　※すべて要申込(WEB)

有 6/16(金)9/1(金) 午前 ＯＩＴ梅田ﾀﾜｰ
[入試説明会]9/30(土) 午後，10/21(土)11/18(土) 午前　[学校説明会]6/11(日)7/23(日) 10:00～，7/7(金) 19:00～
OIT梅田ﾀﾜｰ　[個別相談会]5/7，6/25，10/9，11/5，12/3 9:00～，9/3 13:00～ OIT梅田ﾀﾜｰ　※すべて要申込(WEB)

枚方市 常翔啓光学園
072(807)6632

共 高 YouTube 9/1･2 啓光祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 14:00～16:00 要申込(ＷＥＢ)
[ｸﾗﾌﾞ見学会]10/28(土) 14:00～16：00

有
7/6(木) 自校，7/22(土) ＯＩＴ梅田ﾀﾜｰ
10:30～12:00 要申込(ＦＡＸ)

[学校説明会]10/14(土)12/2(土) 14:30～，11/25(土) 10:00～･14:30～，ﾐﾆ12/16(土) 9:30～ 自校 要申込(ＷＥＢ)
[個別相談会]9/15(金) 15:00～18:00 ﾎﾟｯﾌﾟﾀｳﾝ住道ｵﾍﾟﾗﾊﾟｰｸ，10/17(火) 10:00～18:00 くずはﾓｰﾙ南館 予約不要

枚方市 常翔啓光学園
072(807)6632

共 中 YouTube 9/2(土) 啓光祭 ○
[学校見学会]5/6，8/26，10/14　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/8　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]ﾁｬﾚﾝｼﾞ
9/9，ﾃｽﾄ会11/4　[ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ]11/11･18　※すべて要予約(WEB)

有
7/6(木) 10:30～ 自校 要申込
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土) 10:00～，9/9(土) 10:10～，11/4(土) 8:40～，ﾐﾆ12/16(土) 9:30～ 自校 要申込(ＷＥＢ)　[入試相談会(常翔学園と共催)]
7/16(日) 10:00～12:00 枚方 要申込(ＷＥＢ)　[個別相談会]9/15(金) 15:00～18:00 住道，10/17(火) 10:00～18:00 樟葉 予約不要

大阪市 城南学園
06(6702)9781

女 高 Instagram YouTube LINE 6/17(土) 文化祭
受･保[女
子のみ]

不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26 14:00～，9/9，10/15，11/19 10:00～，
部活動体験10/28 11:30～　[部活動体験]随時実施 要予約

有
9/3(日)9/5(火) 10:30～ 坂上記念ﾎｰﾙ
※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/9(土) 14:00～16:00，12/16(土) 10:00～12:00 坂上記念ﾎｰﾙ
[冬の個別相談会]12/18(月)～12/23(土) 9:00～16:00(随時来校)

大阪市 城南学園
06(6702)9766

女 中 Instagram YouTube LINE 6/17(土) 文化祭 受･保 不要
[体験学習会]5/20　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26，9/9，小4･5対象11/19　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ＆
解説会]11/3　[入試対策講座]12/2　[部活動体験]随時実施 要予約

無
[学校説明会＆公開授業]6/24(土) 9:30～11:30　[入試説明会＆公開授業]10/21(土) 9:30～11:30
[冬の個別相談会]12/18(月)～12/23(土) 9:00～16:00(随時来校)

大阪市 昇　陽
06(6461)0091

共 高 LINE YouTube Instagram 9/26(火) 文化祭 ×
[体験入学]9/16(土)10/7(土)10/21(土)11/11(土)12/9(土)
要予約(WEB)

有
10/2(月) 自校ｶﾄﾚｱﾎｰﾙ
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/25(土) 自校 要予約(WEB)

大阪市 昇　陽
06(6461)0091

共 中 LINE YouTube Instagram 9/26(火) 文化祭 ×
[城山農業体験]6/10(土)　[授業体験]7/29(土)9/9(土)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/21(土)11/25(土)

有
10/2(月) 自校
※個別に案内状を送付
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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]

サ 堺市 精　華
072(234)3391

共 高 LINE Instagram YouTube 9/23(祝) 文化祭 受･保 要
[ｸﾗﾌﾞ活動体験]8/19(土)9/16(土)10/14(土)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/28(土)11/11(土)

有 9/22(金) 堺市産業振興ｾﾝﾀｰ [入試説明会]11/26(日)12/9(土)　[個別相談会]12/2(土)　※その他，ｵｰﾋﾞﾀｰ説明会あり

河内長
野市 清教学園

0721(62)6828
共 高 LINE Instagram Twitter 9/16(土) SGﾌｪｽ 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/28(土) 説明会終了後に実施 要申込(WEB) 有

9/7(木) 10:00～ 自校ﾁｬﾍﾟﾙ 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/30，11/11･18･25 10:30～，10/28，12/16 14:30～ 自校　[進学相談会]10/22 河内長野市，10/29 堺市，
11/12･26 堺市･河内長野市，11/19 岸和田市･河内長野市 10:00～16:00　※すべて要申込(WEB)

河内長
野市 清教学園

0721(62)6828
共 中 LINE Instagram Twitter 9/16(土) SGﾌｪｽ 受･保 要

[体験入学(小4･5)]6/10(土)　[清教中模試(小6)]①7/17(祝)，②11/3(祝)，
成績懇談会①7/29･30，②11/23　※すべて要申込(WEB)

有
9/7(木) 10:00～ 自校ﾁｬﾍﾟﾙ 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]5/27(土)10/7(土)10/21(土) 10:30～，6/3(土) 10:30～･14:00～ 要申込(WEB)
[進学相談会]7/9(日)10/29(日) ﾋﾞｯｸﾞ･ｱｲ(堺市)，10/22(日) ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰﾙ(河内長野市) 10:00～16:00 要申込(WEB)

摂津市 星　翔
06(6381)0220

共 高 YouTube 11/10(金) 星翔祭 ×
[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/26(土)8/27(日) 要予約(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/29(日)11/25(土) 要予約(WEB)

有
10/3(火) ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/29(日)11/25(土)12/2(土) 自校 要予約
[入試説明会]12/9(土) 摂津市立ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ，12/17(日) 摂津市民文化ﾎｰﾙ 要予約

大阪市 清　風
06(6771)5757

男 高 9/9(土) 文化祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/15(日) 9:30～ 有 個別に案内状を送付 [入試説明会］8/26(土)11/18(土) 14:30～，10/15(日) 9:30～　[個別相談会]12/3(日) 10:00～

大阪市 清　風
06(6771)5757

男 中 9/9(土) 文化祭 受･保 要 有 個別に案内状を送付
[入試説明会･国際6か年ｺｰｽ相談会]9/16(土)10/14(土)11/11(土)12/9(土) 14:30～ 自校，9/30(土) 14:00～ 西宮･なで
しこﾎｰﾙ 要予約　[国際6か年ｺｰｽ説明会]5/20(土)6/24(土) 14:30～ ｵﾝﾗｲﾝ，7/15(土)11/4(土) 14:30～ 自校 要予約

高石市 清風南海
072(261)7761

共 高 9/1･2
文化･芸術

の日
受･保 要[WEB] 有

9/7(木) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土) 10:30～･14:00～ 要申込(WEB)
[入試説明会]9/30(土) 10:30～･14:00～，10/14(土)11/25(土)12/9(土) 14:00～ 要申込(WEB)

高石市 清風南海
072(261)7761

共 中 9/1･2
文化･芸術

の日
受･保 要[WEB] [ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(小6対象)]11/11(土) 要申込(WEB) 有

9/7(木) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/27(土)6/24(土) 10:30～ 要申込(WEB)
[入試説明会]9/16(土)11/18(土) 10:30～･14:00～ 要申込(WEB)

大阪市 清明学院
06(6673)8181

共 高 YouTube Instagram LINE 6/3(土) 文化祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/9(土)10/14(土) 要予約 有
9/1(金) 13:00～ 要予約
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/11(土)12/9(土) 自校 要予約　[個別相談会]11/25(土)12/17(日) 自校 要予約

池田市 宣　真
072(761)8801

女 高 Instagram LINE 9/26･27 なでしこ祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/8，8/5 10:00～･14:00～，9/9，10/21，11/25，12/16
10:00～　[まんが祭り]8/1(火)　[保育ﾌｪｽﾀ]11/18(土) 10:30～

有
9/4(月)9/5(火) 10:30～11:30 自校
要予約　※個別に案内状を送付

[なびげーとｷｬﾗﾊﾞﾝ]6/24(土) 川西(ｱｽﾃ市民ﾌﾟﾗｻﾞ)，6/25(日) 茨木(ｵｰｸｼｱﾀｰ)，7/15(土) 伊丹(東リいたみﾎｰﾙ)，
10/15(日) 宝塚(ｿﾘｵ1) 14:00～16:00　[入試説明会]11/4(土) 10:00～12:00

大阪市 相　愛
06(6262)0621

女 高 LINE Instagram YouTube 11/3(祝) 乙女祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3，7/29，9/16，10/21，12/23，3/23の各土曜 午後
[音楽科講習会]7/21～23，12/23･24　[認定ﾃｽﾄ]12/25　※すべて要予約

有
8/31(木) 午前 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会･高校入試対策講座]9/30(土)11/11(土)12/9(土)，直前対策講座1/6(土) 要予約
[音楽科受験ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ]6/10(土)10/21(土) 要予約

大阪市 相　愛
06(6262)0621

女 中 LINE Instagram YouTube 11/3(祝) 乙女祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3，7/29，9/16，10/21，12/23，3/23の各土曜 午後
要予約

有
8/31(木) 午前 自校
※個別に案内状を送付

[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/1(日)11/26(日)，ﾌﾟﾚﾃｽﾄ復習講座･成績懇談会10/7(土)12/2(土)，直前対策講座1/6(土) 要予約
※10/1，11/26は入試説明会あり　[音楽科進学ｺｰｽ受験ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ]6/10(土)10/21(土) 要予約

タ 豊中市 大商学園
06(6862)5223

共 高 LINE Twitter 9/15･16 文化祭 未定 未定 [ｸﾗﾌﾞ体験]9/24(日)　[授業体験]10/1(日)10/15(日) 有
未定
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/29(日)11/19(日)11/26(日)12/17(日) 10:00～ 自校　※その他，出張説明会も予定あり

大東市 太成学院大学
072(871)1921

共 高 Instagram 10/21(土) 文化祭 ○ 不要 [体験入学]8/26(土)10/14(土)11/11(土) 13:00～ 要予約 無
実施しないが，受験生･保護者対象の説明
会に参加可

[入試相談会･説明会]11/4(土)11/25(土)12/2(土) 13:00～ 自校 要予約
[個別相談会]7/29(土)9/9(土)10/28(土) 13:00～15:00 自校 要予約

高槻市 高　槻
072(671)0001

共 中 9/16･17 文化祭 未定 未定
[見学会]6/10(土)6/24(土) 14:00～，保護者対象7/6(木)7/14(金)
18:00～　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]11/11(土) 14:00～　※すべて要予約(WEB)

有
7/13(木) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/30(土)10/7(土)10/14(土)10/28(土) 14:00～，11/4(土) 10:30～･14:00～，
11/5(日) 10:00～ 要予約(ＷＥＢ)

大阪市 帝塚山学院
06(6672)1151

女 高 ９/8・9
学院祭 with
ふぇとだぁる

× [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/2(土) 午後 要予約 有 個別に案内状を送付 [入試説明会]10/14(土)12/2(土) 午後 自校 要予約

大阪市 帝塚山学院
06(6672)1151

女 中 ９/8・9
学院祭 with
ふぇとだぁる

× [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3(土) 9:15～13:00(8:45受付) 有 個別に案内状を送付 [入試説明会]9/2(土) 午後 自校 要予約

堺市 帝塚山学院泉ヶ丘
072(293)1416

共 高 LINE YouTube
Instagram
[開設予定]

9/20～22 泉ヶ丘祭 ×
[学校見学会(中3対象)]9/16(土)9/30(土)10/14(土) 10:00～
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/21(土) 14:00～　※すべて要申込(WEB)

未定
[入試説明会]12/2(土)12/9(土)12/16(土) 14:00～ 自校　[学校説明会(入試説明会のﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版)]12/19(火) 午後 自校
[個別相談会(中3対象)]11/23(祝)11/25(土)11/26(日) なかもず･和泉中央･泉大津･岸和田他で実施　※すべて要申込(WEB)

堺市 帝塚山学院泉ヶ丘
072(293)1416

共 中 LINE YouTube
Instagram
[開設予定]

9/21･22 泉ヶ丘祭 ×
[体験入学]6/3･10　[算数入試ﾄﾗｲｱﾙ(小6)]6/24　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(小6)]11/3，
ﾌﾟﾚﾃｽﾄ個別懇談会＆教科別質問会11/18　※すべて要申込(WEB)

未定
[校外学校説明会]5/11(木) 香芝，5/16(火) なかもず，5/19(金) 和泉中央，5/22(月) 天王寺 午前 ※ｵﾝﾗｲﾝ視聴可
[学校説明会]6/24(土) 9:30～ 自校　[入試説明会]9/9(土)9/16(土) 14:00～ 自校　※すべて要申込(WEB)

枚方市
東海大学付属
大阪仰星 072(849)7211

共 高 Instagram YouTube 10/1(日)
星河祭

(文化の部)
受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/21(土) 14:00～ 要予約 有 9/1(金) 10:30～ 枚方ﾋﾞｵﾙﾈ

[学校説明会]8/26(土) 14:00～ 要予約　[入試説明会]11/25(土) 14:00～ 要予約
[英数特進ｺｰｽ個別相談会]6/8(木)9/20(水) 18:00～ 要予約

枚方市
東海大学付属
大阪仰星 072(849)7211

共 中 Instagram YouTube 10/1(日)
星河祭

(文化の部)
受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土)10/21(土) 9:30～ 要予約
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]8/26(土) 10:00～，11/4(土) 8:50～ 要予約

有 9/1(金) 10:30～ 枚方ﾋﾞｵﾙﾈ
[入試説明会]9/9(土)11/18(土) 14:00～，11/4(土) 9:30～ 要予約
[英数特進ｺｰｽ個別相談会]6/8(木)9/20(水) 18:00～ 要予約

寝屋川
市 同志社香里

072(831)0285
共 高 11/4(土) 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/18(祝) 要予約 有 7月に実施予定 [入試説明会･個別相談会]9/18(祝) 午前 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽで実施(要予約)，10/21(土) 午後

寝屋川
市 同志社香里

072(831)0285
共 中 11/4(土) 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/5(祝)6/4(日)9/18(祝) 要予約 有 7月に実施予定 [入試説明会]9/18(祝) 午後 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽで実施(要予約)

ナ 大阪市 浪　速
06(6693)0965

共 高 9/17(日) 浪速祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/29(土)7/30(日) 要予約 有
9/6(水) 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/28(土)11/11(土)12/2(土)12/9(土) 14:00～ 自校 要予約
[個別相談会]11/25(土)，12/4(月)～12/23(土)　※12/10(日)をのぞく

大阪市 浪　速
06(6693)4031

共 中 9/17(日) 浪速祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)7/15(土) 要予約 有
5/11(木)9/6(水) 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]6/17(土)7/15(土)9/2(土)10/14(土)11/18(土)11/25(土) 自校 要予約
[個別相談会]12/4(月)～12/23(土)　※12/10(日)をのぞく

ハ 豊中市 梅　花
06(6852)0001

女 高 Twitter Facebook 梅花ﾀﾞｲｱﾘｰ 9/16(土) 梅花祭 受･保
要

[当日申込]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/10，7/8，8/27，10/1･28，11/11　[ﾙﾋﾞｰﾌｪｽﾀ]6/3･4
[ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ]6/18　[うめｺﾚ]9/23　[芸術発表会]11/23

有
6/13(火) ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ，
6/14(水)9/8(金)10/5(木) 自校

[入試説明会]11/23(祝)12/9(土)12/23(土)

豊中市 梅　花
06(6852)0001

女 中 Twitter Facebook 梅花ﾀﾞｲｱﾘｰ 9/16(土) 梅花祭 受･保
要

[当日申込]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/27，6/24，7/22，8/26，10/1･21
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/7，11/4，12/3　[ﾁｬﾚﾝｼﾞ講座(ﾌﾟﾚﾃｽﾄ解説･対策)]10/21

有
6/13(火) ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ，
6/14(水)9/8(金)10/5(木) 自校

高石市 羽衣学園
072(265)7561

共 高 LINE 6/9(金) 学園祭 ×
[運動部ｸﾗﾌﾞ体験]9/11(月)9/13(水)9/16(土) 放課後　[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]
9/30(土)11/11(土)12/2(土) 午後　[校内見学会]12/23(土) 午前

有
9/5(火)9/8(金) ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺，
9/15(金) 和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛 午前

[入試個別相談会]12/9(土) 午後，12/16(土) 午前

高石市 羽衣学園
072(265)7561

共 中 LINE 6/21(水)  演劇ｺﾝｸｰﾙ 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/27(土)10/14(土) 午前　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]8/26(土)
11/5(日)，入試対策ｾﾐﾅｰ11/25(土)　[校内見学会]12/23(土) 午前

有
9/5(火)9/8(金) ｱｺﾞｰﾗﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺，
9/15(金) 和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛 午前

[保護者対象入試説明会]8/26(土)11/5(日) 午後　[入試個別相談会]12/9(土) 午後，12/16(土) 午前
[春のﾐﾆﾐﾆｲﾍﾞﾝﾄ(新小6～4)]3/9(土) 午前

富田林
市 初芝富田林

0721(34)1010
共 高 Instagram 9/22･23  初富Festa! 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(ｸﾗﾌﾞ体験･見学会)]9/9(土) 14:00～
[最終学校見学会]12/16(土) 10:00～

有 9/7(木)10:30～ あべのﾊﾙｶｽ
[学校説明会]7/1(土) 中百舌鳥，7/8(土) 河内長野，9/2(土) 天王寺 10:00～　[学校説明会･授業体験]文系10/14(土)，
理系11/11(土) 14:00～ 自校　[学校説明会･入試対策講座]12/3(日) 10:00～ 自校　　※各回，入試説明･個別相談実施

富田林
市 初芝富田林

0721(34)1010
共 中 Instagram 9/22･23  初富Festa! 受･保 要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]ｸﾗﾌﾞ体験7/9(日)，授業体験9/3(日)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]①10/21(土)･②11/18(土)，返却会①10/29(日)･②11/25(土)

有
6/22(木) 自校，9/7(木) あべのﾊﾙｶｽ
10:30～

[学校説明会]5/27(土) 天王寺，6/4(日) 中百舌鳥，6/17(土) 河内長野，6/25(日) 和泉中央，7/29(土) 富田林 10:00～
[学校説明会･入試対策講座]9/30(土) 14:00～ 自校　[最終個別相談会]12/2(土) 9:00～　※各回，入試説明･個別相談実施

堺市 初芝立命館
072(235)6400

共 高 Instagram Facebook 6/2(金) 陵風祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/8(土) 13:30～
[英数入試体験]9/16(土)10/14(土) 10:00～

有
9/8(金) 自校，9/13(水) ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ7Ｆ会
議室B 10:30～

[学校説明会]6/3(土)9/9(土) 13:30～ ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ7階会議室B，7/1(土) 13:30～ 大阪富国生命ﾋﾞﾙ12階梅田ﾌｫｰﾗﾑ
[入試説明会]11/18(土) 10:30～･14:00～ 自校　[最終個別相談会]12/9(土) 10:00～ 自校

堺市 初芝立命館
072(235)6400

共 中 Instagram Facebook 実施しない
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/8(土) 9:30～　[国算入試体験]10/7(土) 10:00～
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/28(土)11/5(日)，ﾌﾟﾚﾃｽﾄ個別相談11/11(土)

有
6/14(水)9/13(水) ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ7Ｆ会議室
B，9/8(金) 自校 10:30～

[学校説明会]6/3(土)9/9(土) ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ7階会議室B，6/10(土) あべのﾊﾙｶｽ会議室25階，6/24(土) 千里中央ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ，
7/1(土) 大阪富国生命ﾋﾞﾙ12F 10:30～　[最終個別相談会]11/25(土) 10:00～ 自校

松原市 阪南大学
072(332)1221

共 高 LINE Instagram Twitter 未定 学園祭 未定 未定
[ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]8/26(土) 要申込
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]11/4(土) 要申込

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]10/21(土)11/25(土) 自校 要申込
[個別相談会]12/3(日)，12/4(月)～8(金)，12/11(月)～15(金) 自校 要申込
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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]

ハ
富田林
市 ＰＬ学園

0721(24)5132
共 高 9/2･3 学園祭 ○ 無

実施しないが，受験生･保護者対象の説明
会に参加可

[学校説明会]7/1(土)10/7(土) 自校

富田林
市 ＰＬ学園

0721(24)5132
共 中 9/2･3 学園祭 ○ 無

実施しないが，受験生･保護者対象の説明
会に参加可

[学校説明会]7/1(土)10/7(土) 自校

柏原市 東大阪大学柏原
072(972)1565

男 高 Instagram Facebook TikTok 11/24･25 柏高祭
11/25

のみ
受･保

要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/27(日)10/7(土)11/11(土) 10:00～12:00
[入試対策講座]12/23(土) 9:00～12:00　※すべて要予約

有
9/28(木) 10:30～ 自校大ﾎｰﾙ
※個別に案内状を送付

[入試説明会･個別相談会]11/18(土)12/2(土) 10:00～12:00 自校大ﾎｰﾙ 要予約

東大阪
市 東大阪大学敬愛

06(6782)2881
共 高 Instagram LINE YouTube 11/26(日) 敬愛祭 ○ 不要

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)9/30(土)10/28(土)11/19(日)
※10/28はｸﾗﾌﾞ体験あり

有 8/31(木) [入試説明会]12/10(日)12/17(日)

堺市 東大谷
072(289)8069

共 高 Instagram YouTube Facebook 9/25･27 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/16(日)7/29(土)8/20(日)8/27(日)9/17(日)
要予約

有 個別に案内状を送付
[入試説明会･個別相談会]10/22(日)10/28(土)11/11(土)11/19(日)11/26(日)12/2(土)12/17(日) 自校，
11/25(土) あべのﾊﾙｶｽ 要申込(WEB)　[個別相談]12/9(土)  要申込(WEB)　[個別相談ｳｨｰｸ]12/13(水)～12/19(火) 随時

大阪市 プール学院
06(6741)7005

女 高 Instagram Facebook 9/16(土) 文化祭 受･保 要
[芸術実技講習会]10/28(土)11/18(土) 14:00～，12/13(水)
15:30～ 要予約　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]11/3(祝) 9:30～ 要予約

有 9/7(木) 10:30～，9/12(火) 13:30～
[学校説明会]6/17(土)9/9(土) 14:00～　[夕方説明会]7/7(金)10/6(金) 18:00～　[入試説明会]11/25(土) 14:00～，
12/2(土) 9:30～　[個別相談会]12/9(土)12/13(水)12/16(土)12/21(木) 9:30～16:30　※すべて要予約

大阪市 プール学院
06(6741)7005

女 中 Instagram Facebook 9/16(土) 文化祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/6(土) 14:00～，9/23(祝)3/23(土) 10:00～ 要予約
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/15(日)11/11(土) 8:30～ 要予約

有 9/7(木) 10:30～，9/12(火) 13:30～
[学校説明会]6/3(土)9/2(土)2/24(土) 14:00～　[夕方学校説明会]7/7(金)10/6(金) 18:00～　[入試説明会]11/4(土)
14:00～　[個別相談会]12/9(土)12/13(水)12/16(土)12/21(木)12/23(土) 9:30～16:30　※すべて要予約

大阪市
ヴェリタス
城星学園 06(6941)5977

女 高 Instagram YouTube TikTok 11/5(日) 城星ﾌｪｽﾀ ○ チケット制
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20(土)6/24(土)10/14(土) 14:00～，8/26(土) 10:00～
[入試対策ｾﾐﾅｰ]12/2(土)12/9(土) 13:00～　※すべて要申込(WEB)

有
自校で実施予定あり
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/30(土)10/28(土)11/25(土) 14:00～，11/5(日･城星ﾌｪｽﾀ) 随時，
12/23(土) ｸﾘｽﾏｽ会終了後個別対応 要申込(WEB)

マ 箕面市 箕面学園
072(723)6551

共 高 LINE Instagram 11/3(祝) 文化祭 × [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]9/9(土)10/7(土)10/21(土)11/18(土) 有
実施予定あり
※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/9(土)12/16(土)

豊中市 箕面自由学園
06(6852)8110

共 高 LINE YouTube 5/31(水)
MJGﾌｪｽﾀ
文化の部

× [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22(土)9/2(土) 要予約(WEB) 有
6月，10/6(金) 自校 要予約(WEB)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/14(土)11/11(土) 自校 要予約(WEB)　[ｺｰｽ別説明会]6/17(土)7/8(土)9/16(土)10/28(土)11/4(土)
自校 要予約(WEB)　[個別相談会]12/2(土)12/9(土)12/16(土) 自校 要予約(WEB)

豊中市 箕面自由学園
06(6852)8110

共 中 LINE YouTube 11/11(土)
MJG

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
×

[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/10(土)11/18(土)　[ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ]7/22(土)3/20(祝)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/28(土)12/2(土)　※すべて要予約(WEB)

有
6月，10/6(金) 自校 要予約(WEB)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/20(土)7/9(日)11/4(土) 自校 要予約(WEB)　[入試説明会]9/30(土)12/2(土) 自校 要予約(WEB)

大阪市 明浄学院
06(6623)0016

女 高 Instagram Twitter 11/4(土) 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土)8/19(土)9/24(日)10/14(土)10/29(日)
11/25(土)　[入試対策講座]12/9(土)

有 9/13(水) 自校 [個別相談会]12/23(土) 自校

大阪市 明　星
06(6761)5606

男 高 Twitter Instagram 9/23(祝) 学園祭 受･保 要[ＷＥＢ] [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 14:00～ 要申込(WEB) 有
9/8(金)9/11(月) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/28(土)11/18(土)12/9(土) 14:00～ 自校 要申込(WEB)
[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会･個別相談会]6月･7月の毎週土曜 14:00～･15:30～ 要申込(WEB)

大阪市 明　星
06(6761)5606

男 中 LINE Twitter 9/23(祝) 学園祭 受･保 要[ＷＥＢ]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(小4･5対象)]8/27(日) 9:30～･14:00～ 要申込(WEB)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(小6対象)]11/4(土) 8:15集合 自校 要申込(WEB)

有
9/8(金)9/11(月) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]7/16(日) 10:00～･14:00～ 自校 要申込(WEB)　[入試説明会(小6対象)]10/7(土)12/2(土) 14:00～，
11/4(土) 8:30～ 自校 要申込(WEB)　[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会･個別相談会]6月･7月の毎週土曜 14:00～･15:30～ 要申込(WEB)

大阪市 桃山学院
06(6621)1181

共 高 YouTube 9/16(土) 文化祭 ○ 不要 [ｸﾗﾌﾞ見学･体験会]8/26(土) 14:00～16:30 要申込 有 6/9(金) 10:30～11:30 自校 要予約
[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]6/21(水) 18:30～ 阪急ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ(梅田)，7/20(木) 18:30～ 自校　[入試説明会]9/17(日) 10:00～ なでし
こﾎｰﾙ(西宮北口駅)，10/14(土) 14:30～，11/5(日)11/23(祝) 14:00～ 自校　※すべて要申込

大阪市 桃山学院
06(6621)1181

共 中 LINE YouTube 9/16(土) 文化祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]5/27(土)6/24(土) 14:30～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/11(土)
11/23(祝) 9:40～，解説会12/2(土) 14:00～　※すべて要申込

有 6/9(金) 10:30～11:30 自校 要予約
[入試説明会]5/13(土) 14:00～ あべのﾊﾙｶｽ，9/17(日) 10:00～ なでしこﾎｰﾙ(西宮北口駅)，10/7(土) 14:30～，
11/5(日)11/23(祝) 10:00～ 自校　[ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ説明会]7/20(木) 18:30～ 自校　※すべて要申込

ラ 豊中市 履正社
06(6864)0456

共 高 LINE Facebook 9/17(日) 文化祭 受･保 要 [特別体験授業DAY]8/5(土)10/21(土)11/4(土) 要申込(WEB) 有
実施予定あり
※個別に案内状を送付

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(学校説明･入試説明･個別相談･学校見学)]7/29，8/5･19，9/2，10/21，11/25 9:30～，8/26，9/9，10/7，
11/4･18，12/9 13:30～ 来校･ｵﾝﾗｲﾝ自由選択 要申込(WEB)　[個別相談会]12/16(土)12/25(月) 要申込(WEB)

豊中市 履正社
06(6864)0456

共 中 LINE Facebook 9/17(日) 文化祭 受･保 要
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ＆解答･解説会]ﾃｽﾄ①10/7(土)･②11/11(土)･③12/3(日)，解答･
解説会①10/14(土)･②11/18(土)･③12/9(土) 要申込(WEB･TEL)

有
実施予定あり(5月中に決定)
※個別に案内状を送付

[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/20(土)6/3(土)9/9(土)1/6(土)1/20(土) 10:00～，7/22(土)8/26(土) 9:30～，
10/7(土)11/11(土)12/3(日) 9:00～ ｵﾝﾗｲﾝ･来校の自由選択 要申込(WEB･TEL)

ワ 茨木市 早稲田摂陵
072(643)6363

共 高 Twitter Instagram YouTube 9/15･16 早摂祭 ○ チケット制 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土)7/15(土)8/26(土)10/7(土)11/4(土) 有
未定
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/18(土)12/9(土)12/16(土) 自校 要予約
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