
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23日現在

兵庫県 「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 神戸市 愛徳学園
078(708)5353

女 高 Instagram Facebook LINE 11/3(祝) 学園祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 要予約　[学校見学会]5/27，9/2･30，10/14，
11/25，12/8･9･11～13･15 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]6/10(土)10/21(土) 自校 要予約　[入試説明会]12/2(土) 要予約

神戸市 愛徳学園
078(708)5353

女 中 Instagram Facebook LINE 11/3(祝) 学園祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)　[学校見学会]5/27，9/2･30，10/14，11/25，
12/8･9･11～13･15　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/5，解説会11/18　※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]6/10(土)10/21(土) 自校 要予約

芦屋市 芦屋学園
0797(31)0666

共 高 LINE Instagram 10/28･29 芦屋学園祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)9/9(土)10/7(土) 10:00～11:30
[国際文化科ｵｰﾌﾟﾝｸﾗｽ]10/14(土) 10:00～12:00　※すべて要予約

有
6/7(水)芦屋ﾗﾎﾟﾙﾃﾎｰﾙ，10/5(木)西宮北口なでし
こﾎｰﾙ 10:30～ 要予約　※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/11(土)12/2(土)12/16(土) 10:00～12:00 自校 要予約
[学校見学･相談会]5/13，6/3･17，7/22，9/16，10/14，11/4，12/9の各土曜 10:00～12:00 自校 要予約

芦屋市 芦屋学園
0797(31)0666

共 中 LINE Instagram 10/28･29 芦屋学園祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]5/13(土)6/3(土)6/17(土)7/22(土)9/16(土)
10:00～11:30 要予約

有
6/7(水)芦屋ﾗﾎﾟﾙﾃﾎｰﾙ，10/5(木)西宮北口なでし
こﾎｰﾙ 10:30～ 要予約　※個別に案内状を送付

[入試説明会･ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/14(土)11/4(土)12/9(土) 10:00～12:00 要予約
[学校見学･相談会]7/29(土)9/9(土)10/7(土)11/11(土)12/2(土)12/16(土) 10:00～12:00 要予約

神戸市 育　英
078(611)6001

共 高 6/17･18 育英祭 × [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]7/29(土)7/31(月) 午前･午後 要予約(WEB) 有 個別に案内状を送付 [入試説明会]10/22(日)11/25(土)11/26(日)12/9(土)12/10(日) 午前･午後 自校 要予約(WEB)

市川町 市　川
0790(26)0751

共 高 Instagram YouTube 11/21･22 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･入試説明会]8/27(日)11/3(祝)12/2(土)12/17(日)
9:00～12:30 要予約(WEB)

無 要望があれば随時実施
[個別入試教育相談]7/29(土)9/23(祝)10/15(日)11/19(日)12/10(日) 9:00～12:30 自校 要予約(WEB)
※平日は15:30～17:00まで随時対応

宝塚市 小林聖心女子学院
0797(71)7321

女 中 Instagram YouTube Twitter 4/29(祝) 学院祭 ○ 要
[学校公開]5/20(土) 9:30～ 要申込(WEB)　[ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙ]12/21(木)
13:30～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]3/23(土) 9:30～ 要申込(WEB)

無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[入試説明会]10/28(土)11/11(土) 9:30～12:00 自校 要申込(WEB)
[個別相談会(小4～6対象)]土曜･月曜に随時実施 要申込(WEB)

カ 西宮市 関西学院
0798(51)0975

共 高 Instagram 11/3(祝) 文化祭 ○ 不要 [ｸﾗﾌﾞ体験会]8/26(土) 9:00～ 自校 要予約(WEB) 無 [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]7/15(土)9/16(土)11/18 9:00～ 自校 要予約(WEB)

西宮市 関西学院
0798(51)0988

共 中 Instagram YouTube 11/3(祝) 文化祭 ○ 不要 無 [学校説明会]6/24(土) 9:30～12:00･13:30～16:00，9/9(土)9/30(土) 9:10～11:40 要予約(WEB)

豊岡市 近畿大学附属豊岡
0796(22)4305

共 高 Instagram Facebook YouTube 9/14･15 近梅祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)7/30(日)10/28(土)11/4(土) 有 7月初旬に実施予定 [WEB個別相談会]随時学校ＨＰに掲載

豊岡市 近畿大学附属豊岡
0796(22)4305

共 中 Instagram Facebook YouTube 9/14･15 近梅祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)7/30(日)10/28(土)11/4(土)
[近中模試]11/25(土)

有 7月初旬に実施予定 [WEB個別相談会]随時学校ＨＰに掲載

神戸市 啓明学院
078(741)1501

共 高 Instagram 11/11(土) 明星祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]7/29(土) 9:30～13:00 要予約(WEB) 無 [学校説明会]9/30(土)10/28(土)11/18(土) 9:30～11:00 自校ﾁｬﾍﾟﾙ 要予約(WEB)

神戸市 啓明学院
078(741)1501

共 中 Instagram 11/11(土) 明星祭 受･保 要
[学校見学会]5/27(土)6/3(土)6/17(土)6/24(土) 9:30～11:00
要予約(WEB)

無 [学校説明会]10/7(土)10/21(土)11/25(土) 9:30～11:00 自校ﾁｬﾍﾟﾙ 要予約(WEB)

姫路市 賢明女子学院
079(223)8456

女 高 Instagram 9/16(土) 学院祭 受･保 未定
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/26(土) 13:30～15:30 要予約
[賢明見学Day]毎月土曜 9:30～･11:00～ 要予約

有
6/9(金) 10:00～11:30 自校
要予約(ﾒｰﾙ)　※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/2(土) 13:30～15:30 自校 要予約

姫路市 賢明女子学院
079(223)8456

女 中 Instagram 9/16(土) 学院祭 受･保 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/8(土) 9:30～12:00 要予約
[賢明見学Day]毎月土曜 9:30～･11:00～ 要予約

有
6/9(金) 10:00～11:30 自校
要予約(ﾒｰﾙ)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]8/26(土) 9:30～11:30 自校 要予約　[入試説明会]9/30(土)10/29(日) 9:30～11:30 自校 要予約

西宮市 甲子園学院
0798(65)6100

女 高 Instagram Facebook YouTube 9/16(土) 文化祭
○[保護者
以外の男
性不可]

不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土)9/2(土)10/14(土)11/18(土) 10:00～
予約不要

有
9/27(水) 10:00～ 自校　※個別に案内状
を送付(要望があれば随時実施)

[入試説明会]12/2(土)12/9(土) 10:00～ 自校 予約不要　[入試個別相談会]12/16(土) 10:00～ 自校 予約不要
[EVENING個別説明会]11/10(金)11/17(金)11/24(金) 18:00～ 自校 要予約

西宮市 甲子園学院
0798(65)6100

女 中 Instagram Facebook YouTube 9/16(土) 文化祭
○[保護者
以外の男
性不可]

不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土)9/2(土)10/14(土)11/18(土) 10:00～ 予約不
要　[入試対策講座]8/5(土)11/18(土) 10:00～ 予約不要

有
9/27(水) 10:00～ 自校　※個別に案内状
を送付(要望があれば随時実施)

[EVENING個別説明会]11/10(金)11/17(金)11/24(金) 18:00～ 自校 要予約
[個別相談会]毎週土曜日 要予約

芦屋市 甲　南
0797(31)0551

男 高 Instagram
[6月公開]

10/1(日) 文化祭 受･保 要 有
7/7(金) 10:30～12:00 ｵﾝﾗｲﾝ(Zoom)
要申込(WEB)

[入試説明会]11/4(土) 10:00～12:00 要予約

芦屋市 甲　南
0797(31)0551

男 中 Instagram
[6月公開]

10/1(日) 文化祭 受･保 要 有
7/7(金) 10:30～12:00 ｵﾝﾗｲﾝ(Zoom)
要申込(WEB)

[入試説明会]6/24(土)9/9(土)10/7(土) 14:00～16:00 自校，12/2(土) 14:00～15:30 甲南大学岡本ｷｬﾝﾊﾟｽ 要予約

神戸市 甲南女子
078(411)2531

女 中 YouTube 4/23(日) 文化祭 受･保 要[ＷＥＢ] 有
6/21(水) 午前 自校 要予約
※個別に案内状を送付(ＨＰでも案内)

[学校説明会]6/18(日)9/24(日)11/19(日) 午前 自校 要予約(WEB)
[個別相談会(小6限定)]12/2(土) 午後 自校 要予約(WEB)

神戸市 神戸海星女子学院
078(801)5601

女 中 5/3(祝) 学院祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 要予約 [学校説明会]10/7(土)11/4(土) 講堂 要予約

神戸市 神戸学院大学附属
078(302)2016

共 高 Instagram YouTube 10/14(土) 学院祭 受･保 チケット制
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/26(土)8/27(日) 9:00～11:30･9:30～12:00
要予約(WEB)

有
5/24(水)10/4(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/29(日)11/5(日)11/26(日) 10:00～12:00 自校 要予約(WEB)
[入試直前説明会]12/3(日)12/10(日) 10:00～12:00 自校 要予約(WEB)

神戸市 神戸学院大学附属
078(302)2016

共 中 Instagram YouTube 10/14(土) 学院祭 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/9(日) ①9:00～11:30･②9:30～12:00 要予約(WEB)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ＆学校説明会]ﾃｽﾄ11/3(祝)，解説11/23(祝) 要予約(WEB)

有
5/24(水)10/4(水) 自校
※個別に案内状を送付

[学校説明会]9/10(日)10/9(祝) 9:30～11:00 自校 要予約(WEB)
[個別説明会]5/5(祝)5/13(土) ①8:30～･②9:30～･③10:30～･④11:30～･⑤12:30～ 自校 要予約(WEB)

神戸市 神戸弘陵学園
078(593)3535

共 高 Instagram Twitter YouTube 9/29(金) 弘陵祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]8/26(土)9/16(土)10/28(土)11/25(土) 有 9/21(木) 自校 [入試説明会]12/2(土)12/9(土)1/13(土)

神戸市 神戸国際
078(731)4665

女 高 LINE Instagram YouTube 実施しない
[授業見学週間]9/25～29 月木9:00～16:20･火水金9:00～15:20
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]11/11 10:00～　※すべて要予約(WEB)

有
4/20(木)9/21(木) 11:00～12:30
自校 要予約

[学校説明会]9/9(土)10/28(土) 11:00～，12/2(土) 10:00～，ﾐﾆ5/27，7/8，9/2･30の各土曜 10:：00～　[ﾅｲﾄ説明会]6/23･30，
7/7･14，9/29，10/13，11/10の各金曜，11/2(木) 18:00～　[個別相談会]12/9(土)12/23(土) 10:00～　※すべて要予約(WEB)

神戸市 神戸国際
078(731)4665

女 中 LINE Instagram YouTube 5/13(土) 文化祭 ○ 要
[授業体験会]6/3，7/1　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29･31，8/4･26　[授業見学週
間]9/25～29　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/21，解説会11/18　※すべて要予約(WEB)

有
4/20(木)9/21(木) 11:00～12:30
自校 要予約

[学校説明会]5/13，6/3･17，7/1，ﾐﾆ5/27，7/8，9/2･30　[保護者のための学校説明会]7/13，10/5　[ﾅｲﾄ説明会]6/23･30，
7/7･14，9/29，10/13，11/10の各金曜，11/2(木)　[入試説明会]9/9，10/28，11/25　※すべて要予約(WEB)

神戸市 神戸国際大学附属
078(707)1001

共 高 10/7(土) 高校祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/1(火)8/3(木)11/3(祝) 9:30～12:00 要予約(WEB)
[学校見学会]6/24(土)9/23(祝) 9:30～12:00 要予約(WEB)

無 [入試説明会]10/14(土)11/18(土)12/9(土) 要予約(WEB)，不登校生対象11/11(土)12/10(日) 予約不要 9:30～12:00

西宮市 神戸女学院
0798(51)8570

女 中 9/16(土) 文化祭
[学校見学会(小6対象)]5/20(土)　[ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会]11/3(祝)11/4(土)
※詳細は学校ＨＰに掲載

無 [保護者対象入試説明会]9/26(火)　※詳細は学校ＨＰに掲載

神戸市 神戸星城
078(741)1860

共 高 Instagram LINE YouTube 5/11･12 星城祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29，8/26，10/14･21･28，11/11･25，12/2･9の各土
曜 要予約(WEB)　※個別相談あり

有
9/15(金) 11:00～12:30 自校
要予約

[ｵﾝﾗｲﾝ個別相談会]実施予定あり

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 神戸市 神戸第一
078(242)4811

共 高 Facebook Instagram 実施しない [体験入学]10/21(土) 無
[学校見学会]本校8/26(土)11/11(土)11/19(日)12/2(土)12/10(日)，
西ｷｬﾝﾊﾟｽ 8/6(日)9/3(日)10/21(土)11/19(日)，ﾅｲﾀｰ7/26(水)

神戸市 神戸常盤女子
078(691)0561

女 高 文化祭 学校のホームページでご確認ください 学校のホームページでご確認ください

神戸市 神戸野田
078(731)8015

共 高 LINE 6/9･10 アカシア祭
○[一部

制限あり]
チケット制

[ｻﾏｰｽｸｰﾙ]7/29 午前･午後　[特進の夕学(体験授業)]11/10(金)
[入試対策ｾﾐﾅｰ]12/10(日) 午前･午後　※すべて要予約

有
7/5(水) 三宮会場，7/7(金) 加古川ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃ
ﾙ 10:30～ 要予約　※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/21(土)11/5(日)11/26(日)12/2(土) 午前･午後 自校 要予約(WEB)

神戸市 神戸山手女子
078(341)2133

女 高 Instagram YouTube 9/30(土) 文化祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(日)9/23(祝) 14:00～，11/3(祝) 10:00～ 要予約
[きてみてﾔﾏﾃ体験講座]6/17，7/29，8/5，10/7，12/2の各土曜 10:00～ 要予約

有
5/18(木) 関西国際大学尼崎ｷｬﾝﾊﾟｽ，
9/8(金) 自校 13:00～ 要申込(WEB)

[入試説明会]11/25(土)12/2(土) 14:00～，11/26(日)12/3(日)12/9(土) 10:00～ 自校 要予約
[個別相談会]12/16(土)12/17(日) 10:00～12:00 自校 要予約

神戸市 神戸山手女子
078(341)2133

女 中 Instagram YouTube 9/30(土) 文化祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(日)9/23(祝) 10:00～，11/3(祝) 14:00～ 要予約
[きてみてﾔﾏﾃ体験講座]6/17，7/29，8/5，10/7，12/2の各土曜 10:00～ 要予約

有
5/18(木) 関西国際大学尼崎ｷｬﾝﾊﾟｽ，
9/8(金) 自校 13:00～ 要申込(WEB)

[入試説明会]10/7(土)11/18(土)11/25(土)12/2(土) 10:00～11:30 自校 要予約
[個別相談会]12/16(土)12/17(日) 10:00～12:00 自校 要予約

神戸市 神戸龍谷
078(241)0076

共 高 6/9(金) 神龍祭 × [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/26(土) 有 7/6(木) [学校説明会]10/29(日)11/5(日)11/11(土)11/26(日) 自校　[入試説明会]12/9(土) 自校

神戸市 神戸龍谷
078(241)6417

共 中 神龍祭
[Open School]6/24 10:00～　[学校見学会]10/7 10:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]
10/28，11/25 9:30～　[文化発表会]11/18 10:00～　※すべて要予約

[入試説明会]10/28(土)11/25(土) 9:30～12:00 青谷学舎 要予約　[留学帰国報告会･学校公開]9/17(日) 10:00～12:00

西宮市 甲陽学院
0798(33)5012

男 中 11/3(祝)  音楽と展覧の会 未定 未定 [校舎見学会]8/5(土) 無
実施しないが，受験生･保護者対象説明会
に参加可

[入試説明会]9/16(土)10/14(土)11/11(土) 自校

サ 神戸市 彩星工科
078(575)0230

男 高 Instagram YouTube Facebook 11/2･3 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/25(火)8/26(土)9/23(祝)10/21(土)11/25(土)
要予約

無 [入試説明会]12/9(土) 自校 予約不要

三田市 三田学園
079(564)2291

共 高 LINE Instagram 10/28(土) 桜陵祭 ○ 不要 有 9/6(水) 10:00～ 自校会議室
[入試説明会]10/7(土)11/11(土)12/2(土) 12:30～ 自校図書情報棟 要予約
[ﾐﾆ説明会･個別相談会]5/14，6/11，7/9，9/3，10/8，11/12，12/10，2/25の各日曜 8:40～･10:00～ 自校桜陵館 要予約

三田市 三田学園
079(564)2291

共 中 LINE Instagram 10/28(土) 桜陵祭 ○ 不要
[学校見学会]6/17(土) 10:00～・14:30～ 要予約
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]小4･5対象8/5(土)，小6対象8/6(日) 9:00～ 要予約

有 9/6(水) 10:00～ 高校会議室
[入試説明会]9/9(土)10/21(土)11/18(土) 14:00～ 三田学園小寺ﾎｰﾙ 要予約
[ﾐﾆ説明会･個別相談会]5/14，6/11，7/9，9/3，10/8，11/12，12/10，2/25の各日曜 8:40～･10:00～ 自校桜陵館 要予約

三田市 三田松聖
079(568)1001

共 高 LINE Instagram YouTube 6/16･17
松聖祭

文化の部
× [学校見学会]7/29(土)8/5(土) 10:00～12:00 要予約(WEB) 有

9/5(火) 10:00～11:00 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/18(土)11/25(土)12/2(土)12/9(土)12/16(土) 10:30～12:00 自校 要予約(WEB)
[個別相談会]9/23(祝)10/7(土)10/14(土)10/28(土)11/4(土)11/11(土) 9:00～15:00 自校 要予約(WEB)

神戸市 夙　川
078(578)7226

共 高 6/17･18 文化祭 未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/5(土)8/27(日) 10:00～12:00 要申込(WEB) 有 個別に案内状を送付
[入試説明会･見学会]11/3(祝) 14:00～16:00，11/4(土)11/12(日)11/25(土)12/10(日) 10:00～12:00 自校
要予約(WEB)

神戸市 夙　川
078(578)7226

共 中 6/17･18 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/23(祝)10/22(日) 10:00～12:10 要予約(WEB)
※来場参加またはZoom参加

有 個別に案内状を送付
[学校説明･入試報告会･見学会]5/27(土)6/10(土) 14:00～16:00　[学校説明会･見学会]9/16(土) 10:00～12:00
[学校説明･入試説明会･見学会(小6対象)]12/2(土) 10:00～12:00　※すべて要予約(WEB)，来場参加またはZoom参加

姫路市 淳心学院
079(222)3581

男 中 淳心祭
[淳心探検隊]5/13(土)5/20(土)5/27(土)6/10(土)6/17(土)
7/1(土)7/8(土) 10:00～11:30 要申込(WEB)

[学校説明会]6/3(土)6/24(土) 10:45～13:30 自校心城館 要申込(WEB)

神戸市 松　蔭
078(861)1105

女 高 LINE Instagram Twitter 4/29(祝) 文化祭 ○
[授業見学会]6/10(土) 10:00～12:30
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]8/26(土) 10:00～12:30

有 9/20(水) 10:30～12:00
[説明会]9/16(土)11/4(土)12/2(土)12/10(日) 10:00～12:30　[外部会場説明会]10/1(日)10/9(祝)10/22(日)
10/29(日) 9:30～12:00，11/3(祝) 10:00～12:00　[個別相談会]12/23(土) 10:00～12:00

神戸市 松　蔭
078(861)1105

女 中 LINE Instagram Twitter 4/29(祝) 文化祭 ○
[授業見学会]6/24　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/12，個別ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ会
11/25　[英語面接練習会]12/9･16　[課題図書ﾌﾟﾚｾﾞﾝ練習会]12/16

有 9/20(水) 10:30～12:00
[説明会]6/11(日)10/8(日) 9:30～，9/9(土)10/28(土) 10:00～　[課題図書ﾌﾟﾚｾﾞﾝ入試説明会]9/16(土)12/2(土) 10:30～
[外部会場説明会]10/1(日)10/9(祝)10/22(日)10/29(日) 9:30～，11/3(祝) 10:00～　[個別相談会]12/23(土)

神戸市 神港学園
078(241)3135

共 高 YouTube Instagram Twitter 6/17(土) 文化祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]4回実施予定 10:00～ 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

[入試説明会]11/25(土)12/10(日) 10:00～ 自校体育館 要予約

神戸市 親和女子
078(854)3800

女 高 Instagram 5/3(祝) 文化祭 ○
要

[当日可]
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]10/7(土)
[見学会]2学期以降，学期中の土曜予定

有 個別に案内状を送付 [入試説明会]9/17(日)10/22(日)11/26(日)12/2(土)

神戸市 親　和
078(854)3800

女 中 Instagram 5/3(祝) 文化祭 ○
要

[当日可]
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(日)
[見学会]学期中の土曜予定

有 個別に案内状を送付 [入試説明会]7/8(土)9/17(日)10/22(日)

神戸市 須磨学園
078(732)1968

共 高 Facebook YouTube 6/17･18 文化祭 未定 未定 有 個別に案内状を送付 [説明会]10/22(日)10/28(土)10/29(日)11/3(祝)11/4(土)11/12(日)11/25(土)12/2(土)

神戸市 須磨学園
078(732)1968

共 中 Facebook YouTube 6/17･18 文化祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(来場型･Zoom型)]9/17(日)10/15(日) 10:00～12:10
要予約(WEB)

有 個別に案内状を送付
[学校説明･入試報告･見学会]来場型5/27(土)，来場型･Zoom型6/10(土) 10:00～　[学校説明会･見学会]来場型･Zoom型9/9(土) 10:00～
[学校説明･入試説明会･見学会(小6対象)]11/18(土) 来場型･Zoom型10:00～･来場型14:00～　※すべて要予約(WEB)，個別相談あり

洲本市 蒼　開
0799(22)2552

共 高 9/22(金) 文化祭 受･保 未定
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/5(土) 9:30～ 要予約
[授業見学会]11/11(土) 11:30～ 要予約

有
6/13(火) 10:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/7(土)12/2(土) 14:00～，11/11(土) 9:30～ 自校 要予約　[地区相談会]6/17(土)明石市･淡路市，
6/18(日) 洲本市･南あわじ市，7/22(土)10/15(日)11/19(日) 明石市，9/30(土) 舞子･北淡，10/1(日) 洲本市･福良

洲本市 蒼　開
0799(22)2551

共 中 9/22(金) 文化祭 受･保 未定
[体験学習]5/27(土) 9:30～ 要予約
[授業見学会]11/11(土) 11:30～ 要予約

有
6/13(火) 10:00～ 自校 要予約
※個別に案内状を送付

[学校説明会]10/7(土)11/4(土) 10:00～，11/25(土) 5年以下10:00～･6年13:30～ 自校 要予約　[地区相談会]6/17(土)明石市･淡路市，
6/18(日) 洲本市･南あわじ市，7/22(土)10/15(日)11/19(日) 明石市，9/30(土) 舞子･北淡，10/1(日) 洲本市･福良

尼崎市 園田学園
06(6428)2242

女 高 Instagram LINE
9/5，

9/15･16
文化祭 受･保 要,ﾁｹｯﾄ制 [夏休み体験入学]7/29(土) 無 要望があれば随時実施 [ｺｰｽ説明会]8/26(土)　[入試説明会･ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/21(土)11/11(土)12/2(土)12/9(土)

尼崎市 園田学園
06(6428)2242

女 中 Instagram LINE
9/5，

9/15･16
文化祭 受･保 要,ﾁｹｯﾄ制 [夏休み体験入学]7/29(土) 無 要望があれば随時実施 [入試説明会･ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/21(土)11/11(土)

タ 神戸市
滝　川
（2024～共学） 078(732)1625

男 高 準備中 6/17･18 滝川祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/27(日) 10:00～12:00 有
7/11(火) 13:00～ 自校講堂 要予約
※ｵﾝﾗｲﾝ型･来校型併用

[入試説明会]9/9(土)11/4(土)11/12(日)12/2(土)12/9(土) 10:00～ 自校　[地区別説明会]10/7(土) 姫路商工会議所，
10/14(土) なでしこﾎｰﾙ(西宮北口駅) 10:00～　[個別相談会]7/24(月)～28(金) 17:00～20:00， 12/10(日) 9:00～15:00 自校

神戸市
滝　川
（2024～共学） 078(732)1625

男 中 準備中 6/17･18 滝川祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 10:00～
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/28(土) 9:00～，解説会(Zoom)11/11(土) 10:00～

有
7/11(火) 13:00～ 自校講堂 要予約
※ｵﾝﾗｲﾝ型･来校型併用

[学校説明会]5/20，9/9 10:00～，7/18 18:00～ 自校　[入試説明会]10/28 9:15～，11/18･25 10:00～ 自校，Ｚｏｏｍ11/11 10:00～　[地区別説
明会]10/7 姫路商工会議所，10/14 なでしこﾎｰﾙ(西宮北口駅) 10:00～　[個別相談]7/24～28 17:00～20:00， 12/10 9:00～15:00 自校

神戸市 滝川第二
078(961)2381

共 高 Twitter Facebook YouTube 5/12･13 滝二祭
5/13
のみ

受･保
要

[授業見学会(Fｺｰｽ)]7月以降組数限定実施 要申込(WEB)
[重点部活動体験会(Cｺｰｽ)]7月～ 要申込(WEB) ※事前にWEB視聴

有
8/23(水) 10:30～ ｵﾝﾗｲﾝ視聴可
要申込

[入試説明会]11/11(土)12/9(土) 10:00～12:00 自校(ｵﾝﾗｲﾝ視聴可) 申込不要
[ｵﾝﾗｲﾝﾅｲﾄ個別相談会]5/26(金)6/23(金) 19:00～21:00　[夕方ﾎｰﾑﾙｰﾑ説明会]7月に実施予定 17:00～18:30 組数限定

神戸市 滝川第二
078(961)2381

共 中 Twitter Facebook YouTube 5/12･13 滝二祭
5/13
のみ

受･保
要

[ｽﾍﾟｼｬﾙｻﾀﾃﾞｰﾂｱｰ]5/27(土)6/17(土)7/15(土) 要申込(WEB)
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7月下旬以降夏季休暇中に実施予定 要申込(WEB)

有
7/12(水) 10:30～ ｵﾝﾗｲﾝ視聴可
要申込

[入試説明会]10/28(土)11/25(土) 10:00～12:00 自校(ｵﾝﾗｲﾝ視聴可) 申込不要
[ｵﾝﾗｲﾝﾅｲﾄ個別相談会]5/26(金)6/23(金) 19:00～21:00　[夕方ﾎｰﾑﾙｰﾑ説明会]7月に実施予定 17:00～18:30 組数限定

姫路市
東洋大学附属
姫路 079(266)2626

共 高 6/16(金) 東洋祭 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)8/27(日) 10:00～ 要予約(WEB) 有
9/5(火) 10:00～ 自校 要予約　※個別に
案内状を送付，ｵﾝﾗｲﾝ型･来校型併用

[入試説明会]10/22(日)11/12(日)12/9(土) 10:00～ 自校 要予約(WEB)　[姫路駅前入試相談会]12/15(金) 要予約
[入試直前個別相談会]12/25(月) 自校 要予約

姫路市
東洋大学附属
姫路 079(266)2626

共 中 6/16(金) 東洋祭 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(日) 10:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/19(日) 8:50集合(入試
説明会同時開催)，報告会12/2(土) 10:00～　※すべて要予約

有
6/22(木) 10:00～ 自校 要予約(当日も
可)　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/24(土)9/23(祝) 10:00～ 自校 要予約(当日も可)　[姫路駅前入試相談会]12/15(金) 18:00～ 要予約
[入試直前個別相談会]12/25(月) 自校 要予約(当日も可)　[授業見学会･説明会]9/2(土) 9:30～ 自校 要予約(当日も可)

ナ 神戸市 灘
078(411)7234

男 高 5/2･3 文化祭 ○ 不要 無 [入試説明会]9/30(土)10/7(土)11/4(土) 10:00～12:00･14:00～16:00予定 自校 要予約　※校内見学あり

神戸市 灘
078(411)7234

男 中 5/2･3 文化祭 ○ 不要 無 [入試説明会]9/30(土)10/7(土)11/4(土) 10:00～12:00･14:00～16:00予定 自校 要予約　※校内見学あり
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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]

ナ 西宮市 仁川学院
0798(51)3621

共 高 9/23(祝) 学院祭 検討中 検討中 [ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]7/23(日)8/26(土) 10:00～12:00 要予約 有 個別に案内状を送付
[入試説明会]10/21(土)11/4(土)11/11(土)12/2(土)12/9(土)12/16(土) 10:00～12;00，
12/9(土) 14:00～16:00 要予約

西宮市 仁川学院
0798(51)3410

共 中 9/23(祝) 学院祭 検討中 検討中
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/18(日) 10:00～12:00，8/26(土) 14:00～16:00 要予
約　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/23(祝) 8:00～12:00 要予約

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]7/9(日) 10:00～，10/14(土) 14:00～，11/23(祝) 9:00～ 要予約　※10/14は希望者対象に授業体験会実施
[学校見学･相談会]5/10(水)～12(金)，9/12(火)～14(木) 10:30～16:30 要予約　[入試直前相談会]12/9(土) 9:00～12:00

ハ 高砂市 白　陵
079(447)1675

共 高 9/23(祝) 白陵祭 未定 未定 [学校説明会]5/27(土) 10:00～ 自校　[入試説明会]10/7(土)10/28(土) 10:00～ 自校

高砂市 白　陵
079(447)1675

共 中 9/23(祝) 白陵祭 未定 未定 [学校説明会]5/27(土) 10:00～ 自校　[入試説明会]10/7(土)10/28(土) 10:00～ 自校

姫路市 日ノ本学園
079(232)5578

共 高 10/5･6 学園祭 未定 未定
[ｵｰﾌﾟﾝﾊｲｽｸｰﾙ]7/1(土)10/14(土) 10:00～12:00，12/9(土) 10:00～
12:00･14:00～16:00

有 9/13(水) 10:00～ 自校 要予約
[入試説明会]12/16(土) 10:00～12:00･14:00～16:00 自校
[個別相談]11/18(土) 10:00～12:00，12/2(土)12/9(土)12/23(土) 10:00～12:00･14：00～16:00 自校 要予約

宝塚市 雲雀丘学園
072(759)1300

共 高 LINE Instagram 9/1･2 雲雀祭 検討中 検討中 有
9/12(火) 10:30～12:30 自校文化館
※個別に案内状を送付

[学校説明会(中3対象)]9/30(土)10/21(土) 自校　[入試説明会(中3対象)]11/25(土) 自校　[校外説明会]5/20(土) 千里中央ﾗｲﾌｻｲ
ｴﾝｽｾﾝﾀｰ，5/28(日) 西宮ﾌﾟﾚﾗﾎｰﾙ　※ｴﾌﾞﾘｰ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ説明会(学校説明･学校見学･個別相談会)を月･水･木･土を中心に開催

宝塚市 雲雀丘学園
072(759)1300

共 中 LINE Instagram YouTube 9/1･2 雲雀祭 検討中 検討中 有
9/12(火) 10:30～12:30 自校文化館
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/24(土)7/15(土)8/26(土)9/30(土) 自校　[入試説明会]11/3(祝) 自校　[校外説明会]5/20(土) 千里中央ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
ｾﾝﾀｰ，5/28(日) 西宮ﾌﾟﾚﾗﾎｰﾙ　※ｴﾌﾞﾘｰ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ説明会(学校説明･学校見学･個別相談会)を月･水･木･土を中心に開催

姫路市 姫路女学院
079(224)1711

女 高 Instagram Twitter １０/5・6 文化祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土)8/5(土)10/28(土)11/23(祝) 有 10/19(木) [入試説明会]12/2(土)12/9(土)

姫路市 姫路女学院
079(224)1711

女 中 Instagram Twitter １０/5・6 文化祭 ○ 不要 有 5/26(金) [学校説明会]6/17(土)9/2(土)10/14(土)　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ･入試説明会]11/4(土)11/18(土)

神戸市
兵庫大学附属
須磨ノ浦 078(735)7111

女 高 LINE 11/3(祝)
生活発表
とバザー

受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/22(土)8/26(土)11/11(土)11/26(日) 午前 要予約 有
10/25(水) 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/2(土)12/9(土)12/16(土) 要予約

西宮市 報徳学園
0798(51)3021

男 高 Instagram 10/29(日) 学園祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]授業体験7/22，ｸﾗﾌﾞ9/9，学校紹介10/7 要申込(WEB) 有 個別に案内状を送付
[学校説明会(中3対象)]11/4(土) 10:00～12:00，11/26(日) 選抜特進･特進対象10:00～12:00･進学対象14:00～16:00 大谷記
念講堂　[個別相談会]10/29(日･学園祭) 10:00～12:00 校舎1階　[平日個別相談会]12月上旬　※すべて要申込(WEB)

西宮市 報徳学園
0798(51)3021

男 中 Instagram 10/29(日) 学園祭 ○ 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]国際教育体験6/3，授業体験7/22，11/25，理科実験8/2･
4，ｸﾗﾌﾞ体験9/30　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/12　※すべて要申込(WEB)

有 個別に案内状を送付
[保護者対象説明会(小6対象)]11/12(日) 9:00～ 大谷記念講堂　[入試説明会･ﾌﾟﾚﾃｽﾄ解説(小6対象)]11/25(土) 10:00～ 大谷記念
講堂　[個別相談会]10/29(日･学園祭) 10:00～12:00 校舎1階　[平日個別相談会]12月上旬　※すべて要申込(WEB)

マ 西宮市
武庫川女子大学
附属 0798(47)8102

女 高 Instagram Facebook Twitter 5/2･3
武庫川

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
○ 要

[建築学部見学会(中3)]5/13 10:00～　[施設･授業見学会]5/20 9:30～
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10，9/16 9:45～　[大見学会(中3)]9/23 10:00～

有 7/4(火)9/6(水)
[入試説明会]9/16(土) 見学9:45～･説明12:30～･部活動体験14:00～，11/12(日) 説明9:00～･10:00～･個別相談9:00～12:00
[募集要項説明会]12/9(土) 説明12:00～･個別相談13:00～15:00　[個別相談会]5/14，8/27，9/3，10/7

西宮市
武庫川女子大学
附属 0798(47)8102

女 中 Instagram Facebook Twitter 5/2･3
武庫川

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
○ 要

[建築学部見学会(小6)]5/13 10:00～
[施設･授業見学会]5/20 9:30～　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10，9/30 9:45～

有 7/4(火)9/6(水)
[入試説明会]7/15(土) 説明10:00～･施設見学11:30～，9/30(土) 見学9:45～･説明12:30～･部活動体験14:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ･入試説明
会]11/4(土) 9:30～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ会]11/23(祝)～26(日)　[募集要項説明会]12/9(土) 説明会13:45～･個別相談会13:00～15:00

ヤ 尼崎市 百合学院
06(6491)6298

女 高 Instagram LINE 9/9(土)
文化活動
発表会

受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/22(土)9/23(祝) 9:30～，10/15(日) 13:30～
[ｸﾗﾌﾞ体験会]8/5(土)8/26(土) 9:00～　※すべて要予約

有
5/31(水)10/24(火) 10:30～12:00
※個別に案内状を送付

[学校説明会]11/11 9:30～11:30，12/9 14:00～16:00 要予約　[夕方立ち寄り説明会(個別)]5/11，6/30，9/7，10/4，
11/17 18:00～20:00 要予約　[個別説明会]10/28，11/25，12/2 10:00～12:30 予約不要，12/15･16 9:00～ 要予約

尼崎市 百合学院
06(6491)6298

女 中 Instagram LINE 9/9(土)
文化活動
発表会

受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/3 9:30～，7/22，9/23 14:00～，10/15 13:30～　[ｸﾗﾌﾞ体
験会]8/5･26 9:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/15，11/4 9:45～　※すべて要予約

有
5/31(水)10/24(火) 10:30～12:00
※個別に案内状を送付

[夕方立ち寄り説明会(個別)]5/11，6/30，9/7，10/4，11/17 18:00～ 要予約　[個別説明会]10/28，11/25，12/2 10:00～
予約不要，12/15 ，12/16 9:00～ 要予約　[学校説明会]3/24(日) 10:00～ 要予約

ラ 神戸市 六甲学院
078(871)4161

男 中 Instagram Twitter YouTube 9/23･24 文化祭 ○ 不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/23(日)8/20(日) 9:30～ 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]5/27(土) 10:00～，6/24(土) 14:00～ 要予約
[入試説明会]10/7(土) 10:00～，10/28(土)11/11(土) 14:00～ 要予約
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