
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16日現在

奈良県 「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

奈良市 育英西
0742(47)0688

女 高 Instagram Twitter Facebook 9/6(水)
西校祭

文化行事
受･保 要 [高校体験会]8/26(土) 13:30～15:30 有

7/6(木) 10:30～11:50 奈良ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ，
9/26(火) 10:30～11:50 自校

[入試説明会]10/14(土)11/11(土)12/10(日) 13:30～15:30
[入試相談会]12/19(火)～12/21(木) 9:00～16:00

奈良市 育英西
0742(47)0688

女 中 Instagram Twitter Facebook 9/6(水)
西校祭

文化行事
受･保 要

[学校見学会]5/13(土) 9:30～11:30　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/11(日) 9:30～･
13:30～　[中学体験会]7/16(日) 9:30～11:30　※すべて要予約

有
7/6(木) 10:30～11:50 奈良ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ，
9/26(火) 10:30～11:50 自校

[入試説明会]10/14(土)11/11(土)12/10(日) 9:30～12:00 自校 要予約
[入試相談会]12/19(火)～12/21(木) 9:00～16:00 自校 要予約

橿原市 橿原学院
0744(27)3242

共 高 Instagram YouTube 10/21･22 三橿祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/6･19 9:00～　[美術科体験入学]8/6･19 13:00～
[美術実技講習会]9/2･30，11/25 9:00～，10/29 13:00～　※すべて要予約

検討中 [入試説明会]10/29(日)11/4(土) 10:00～ 自校 要予約

橿原市
聖心学園
中等教育学校 0744(27)3370

共 中 Facebook Instagram 10/21･22 聖華祭 受･保 要[WEB] [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/15(土)10/7(土)　要予約(WEB) 有
9/8(金) 10:00～11:30 ｵﾝﾗｲﾝ
要予約(WEB)

[学校説明会]5/13(土)～6/24(土)の毎週土曜 9:30～11:00 自校　要予約(WEB)
[入試説明会]9/16(土) 10:00～11:30 自校　要予約(WEB)

五條市 智辯学園
0747(22)3191

共 高 Instagram YouTube 9/13･14 文化発表会 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･進学相談会]11/11 12:00～
[個別見学会]春･夏･秋

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]10/14(土) 10:00～ 自校　[地区別説明会]5/13(土) ｷｯｸｽ(河内長野)，5/21(日) 中央公民館(葛城)，
5/27(土) ﾎﾃﾙいとう(岩出)，5/28(日) ﾐｸﾞﾗﾝｽ(橿原) 10:00～　[進路相談会]12/3(日) 13:30～ ﾐｸﾞﾗﾝｽ(橿原)

五條市 智辯学園
0747(22)3191

共 中 Instagram YouTube 9/13･14 文化発表会 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･進路相談会]11/11(土) 12:00～　[体験授業]6/17(土)
9:30～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ(小6対象)]10/14(土) 9:30～ 自校･別会場

有 個別に案内状を送付
[入試説明会]9/16(土) 10:00～ 自校　[地区別説明会]5/13(土) ｷｯｸｽ(河内長野)，5/21(日) 中央公民館(葛城)，
5/27(土) ﾎﾃﾙいとう(岩出)，5/28(日) ﾐｸﾞﾗﾝｽ(橿原) 10:00～

香芝市
智辯学園
奈良カレッジ 0745(79)1111

共 高 Instagram 9/16(土) 文化発表会 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/3(土)7/1(土)9/16(土)11/25(土) 9:30～12:00 要
予約(WEB)　※ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ見学会実施予定あり

有
6/21(水)6/29(木) 10:00～12:00
※個別に案内状を送付

[入試説明会]7/22(土) 10:00～12:00 自校 要予約(WEB)

香芝市
智辯学園
奈良カレッジ 0745(79)1111

共 中 Instagram 9/16(土) 文化発表会 受･保 要[WEB]
[ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]6/3(土)7/1(土) 9:30～12:00 要予約(WEB)　※両日体
験授業あり，ほかにﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ見学会実施予定あり

有
6/21(水)6/29(木) 10:00～11:30
※個別に案内状を送付

[入試説明会]7/22(土) 10:00～12:00 自校 要予約(WEB)　[入試直前対策講座]11/25(土) 9:30～12:00 自校 要予約
(WEB)

奈良市 帝塚山
0742(41)4685

別 高 4/27･28 学園祭 × [見学会]随時実施 要予約(平日9:00～17:00にTEL) 有
9/8(金) 10:00～ 自校 要予約(TEL)
※個別に案内状を送付

[入試説明会]10/22(日)11/26(日) 13:30～ 学園講堂 要予約

奈良市 帝塚山
0742(41)4685

別 中 11/20･21 文化祭 ×
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(小5･6対象)]8/20(日) 午前 人数制限あり
要予約(WEB)　※申込多数の場合は抽選

有
9/8(金) 10:00～ 自校 要予約(FAX)
※個別に案内状を送付

[学校説明会]5/27(土) 京都経済ｾﾝﾀｰ，6/3(土) 西宮神社会館，7/8(土) 堺市民芸術文化ﾎｰﾙ 14:00～
[入試説明会]9/9(土) 13:30～ ﾋﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ，　9/16(土) 14:00～ 京都JAﾋﾞﾙ，
9/24(日)10/22(日)11/26(日) 9:30～ 自校講堂，10/7(土) 13:30～ あべのﾊﾙｶｽ　※すべて要予約(WEB)･先着順

天理市 天　理
0743(63)7691

共 高 天高祭 × [ﾐﾆｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/16(土) 14:00～16:30 予約不要 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)11/18(土) 13:30～15:30 自校 予約不要

天理市 天　理
0743(63)7673

共 中 Instagram 10/27(金) 音楽会 受･保 不要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]9/9(土) 午前
※詳細は決まり次第，学校HPで案内

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]11/4(土) 午前 自校　※詳細は決まり次第，学校HPで案内

奈良市
東大寺学園(2024～高
校募集停止) 0742(47)5511

男 中 9/9･10 菁々祭 希望者 検討中 [学校見学会]8/6(日)8/26(土)8/27(日) 10:00～･14:00～ 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]10/19(木)10/20(金) 14:00～，10/21(土)11/4(土) 10:00～･14:00～ 要予約

奈良市 奈良育英
0742(26)2845

共 高 Facebook 9/16(土)  菫咲(ｷﾝｼｮｳ)祭 受･保 要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(授業･ｸﾗﾌﾞ体験)]10/21(土) 午後 要予約(WEB)
[入試説明会]12/9(土) 14:00～ 奈良県ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ，12/10(日) 午後 自校　[専願者集会]11/26(日) 午後 自校
[国際理解Gｺｰｽ]説明会5/13(土)6/17(土)，体験会7/24(日) 午前
[個別相談会･校舎見学会]12/23(土) 9:30～　※すべて要予約(WEB)

奈良市 奈良育英
0742(26)2845

共 中 Facebook 9/16(土)  菫咲(ｷﾝｼｮｳ)祭 受･保 要
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(授業体験)]10/21(土)
[学校見学]5/13(土)6/17(土)　[授業･ｸﾗﾌﾞ体験]6/24(土)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/11(土)12/10(日)　※すべて要予約(WEB)

[入試説明会]11/11(土)12/10(日) 午前 自校　[専願者集会]11/26(日) 午前 自校　※すべて要予約(WEB)

大和郡山
市 奈良学園

0743(54)0351
共 高 ＮＧ祭 [入試説明会]11/11(土) 10:00～11:30 自校 要申込(WEB)

大和郡山
市 奈良学園

0743(54)0351
共 中 ＮＧ祭

[学校見学会]5/27(土)6/3(土)6/17(土)6/24(土)14:00～，
7/8(土)8/26(土) 10:00～･13:30～ 要申込(WEB)

[入試説明会]10/7(土)11/11(土) 14:00～15:30 自校 要申込(WEB)

奈良市 奈良学園登美ヶ丘
0742(93)5111

共 中 YouTube Facebook LINE 8/27(日) 尚志祭 検討中 検討中
[学校見学会]5/20(土) 14:00～　[ｸﾗﾌﾞ体験会]6/17(土) 14:00～
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]11/18(土)，返却解説会11/25(土)　※すべて要予約(WEB)

有
実施日時検討中
※個別に案内状を送付

[学校見学会･入試説明会]9/30(土)10/28(土)11/25(土) 14:00～16:00 自校
[校外説明会]10/4(水)11/2(木) ﾊﾟｰｸｽﾀﾜｰ(難波)，10/18(水) 京田辺市商工会館(京田辺) 10:00～11:30
※すべて要予約(WEB)

奈良市 奈良女子
0742(33)3601

女 高 Instagram YouTube 9/23(祝) 文化祭 ×
[体験入学]8/19(土)11/11(土)12/9(土) 10:00～12:00
要予約(WEB･TEL)

有
9/13(水) 10:00～12:00 自校 要予約
(FAX･TEL)　※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/2(土)12/17(日) 10:00～12:00 自校　[個別相談会]5/13(土)6/10(土)7/8(土)，7/25(火)～7/28(金)，
9/2(土)10/14(土)11/18(土)，12/18(月)～12/22(金) 10:00～12:00 自校　※すべて要予約(WEB･TEL)

奈良市 奈良大学附属
0742(41)8840

共 高 9/8･9
山陵

(ﾐｻｻｷﾞ)祭
未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/30(日)8/26(土) 有 9月中旬頃 [入試説明会]10/22(日)11/18(土) 自校　[個別相談会]12/10(日) 自校

大和高田
市 奈良文化

0745(22)8315
女 高 Instagram 9/22(金) 文化祭 検討中 検討中 [学校体験見学会]8/26(土) 要予約(WEB)

河合町 西大和学園

0745(73)6565

共 高 9/9(土) 清栄祭 受･保
[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土) 9:00～11:00
[合格に向けて，入試直前，ｲﾛｲﾛ体験する会]12/28(木) 9:00～16:30

[東大･京大･国公医ｺｰｽ学校説明会]6/3(土) 10:00～，7/2(日) 12:00～ 自校，6/11(日) 13:00～ 千里朝日阪急ﾋﾞﾙ4F，
6/25(日) 13:00～ 大阪富国生命ﾋﾞﾙ12F　[入試説明会]10/14(土)11/25(土) 9:30～･12:00～，
12/3(日) 10:00～･14:00～ 自校
[学校･入試説明会＆個別相談会]12/9･16･23 説明10:00～11:30，個別相談10:00～12:30 自校

河合町 西大和学園

0745(73)6565

別 中 9/9(土) 清栄祭 受･保

[学校説明会]6/4 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都4F，6/11 千里朝日阪急ﾋﾞﾙ4F，6/17 ﾌｪﾆｰﾁｪ堺，6/18 神戸国際会館ｾﾐﾅｰﾊｳｽ9F，
6/25 大阪富国生命ﾋﾞﾙ12F 10:00～，6/10 10:00～，7/2 9:30～･14:30～ 自校
[21世紀型特色入試説明会]5/17～19，6/10･14～16，9/16，10/12･13，11/9 自校
[入試説明会]9/30，10/1･9，11/11 自校　[ﾀﾞﾒ押し説明会]11/9･10･16･17，12/3 自校(11/16は18:00～梅田でも実施)

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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