
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

和歌山県 「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

和歌山市 開　智
073(461)8080

共 高 9/12･13  開智祭文化部門 未定 未定 有
8/25(金) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]9/2(土)12/9(土) 13:30～，11/23(祝) 14:00～ 自校，5/20(土) 有田川町，5/27(土) 御坊市，9/16(土) 阪南
市，10/14(土) 泉佐野市，11/4(土) 岸和田市 15:00～，11/10(金) あべのﾊﾙｶｽ(予定) 18:30～ 要予約(WEB)

和歌山市 開　智
073(461)8080

共 中 11/2･3 文化祭 未定 未定
[見学会(児童･保護者対象)]6/24(土) 10:00～
[体験会(小3～5対象)］8/19(土) 14:00～　※すべて要申込(WEB)

有
8/25(金) 10:00～ 自校
※個別に案内状を送付

[入試説明会]8/27(日)14:30～，11/23(祝)10:00～，12/2(土)13:30～ 自校，5/20(土) 有田川町，
5/27(土) 御坊市，9/16(土) 阪南市，10/14(土) 泉佐野市，11/4(土) 岸和田市 13:00～，
11/10(金) あべのﾊﾙｶｽ(予定) 18:30～ 要予約(WEB)

新宮市
近畿大学附属
新宮 0735(22)2005

共 高 未定
近大新宮祭
文化行事

未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/29(土) [学校説明会]7/5(水) 自校　[個別相談会]10/1(日) 自校

新宮市
近畿大学附属
新宮 0735(22)2005

共 中 未定
近大新宮祭
文化行事

未定 未定 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]7/30(日) [学校説明会]7/5(水) 自校　[個別相談会]10/1(日) 自校

和歌山市
近畿大学附属
和歌山

073(452)1161

共 高 Instagram YouTube 9/6･7
光雲祭
文化祭

× 要相談 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/16(日) 10:00～15:00 有
9/1(金) 10:30～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山
※個別に案内状を送付

[学校見学会･入試説明会]9/17(日) 10:00～12:30，10/7(土)10/28(土)11/11(土)12/9(土) 12:00～15:30 自校，
8/26(土) 有田川町地域交流ｾﾝﾀｰALEC，9/2(土) ｴﾌﾞﾉ泉の森ﾎｰﾙ，9/23(祝) 阪南市立文化ｾﾝﾀｰｻﾗﾀﾞﾎｰﾙ，
10/22(日) 南海浪切ﾎｰﾙ 9:00～

和歌山市
近畿大学附属
和歌山

073(452)1161

共 中 Instagram YouTube 9/6･7
光雲祭
文化祭

× 要相談 [ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]7/16(日) 10:00～15:00 有
9/1(金) 10:30～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山
※個別に案内状を送付

[学校見学会･入試説明会]9/17(日) 10:00～12:30，10/7(土)10/28(土)11/11(土)12/9(土) 12:00～15:30 自校，
8/26(土) 有田川町地域交流ｾﾝﾀｰALEC，9/2(土) ｴﾌﾞﾉ泉の森ﾎｰﾙ，9/23(祝) 阪南市立文化ｾﾝﾀｰｻﾗﾀﾞﾎｰﾙ，
10/22(日) 南海浪切ﾎｰﾙ 9:00～

高野町 高野山
0736(56)2204

共 高 LINE Instagram Twitter 10/28･29 南嶺祭 ○ 不要
[体験ｽｸｰﾙ･入寮]8/26･27，9/30･10/1，12/9･10の各土日
[公開授業]12/9(土)　※すべて要予約

有
9/5(火) 難波ｻﾃﾗｲﾄ，9/12(火) 和歌山
ﾋﾞｯｸﾞ愛 要予約　※個別に案内状を送付

[入試説明会]12/9(土)　[個別相談会]5/25(木)6/15(木)8/26(土)8/27(日)9/5(火)9/12(火)9/30(土)10/1(日)
10/28･29(土日･南嶺祭)12/9(土)12/10(日)　※すべて要申込，9月以外は行事と同時開催

和歌山市 智辯学園和歌山
073(479)2811

共 高 Instagram Facebook YouTube 10/16･17 文化祭 ×
[学校見学会]8/26(土) 13:00～　[智辯ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]9/9(土) ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌山
[中3ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ]10/7･28，11/25，12/16の各土曜
[入試ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ会]11/18(土)

有
6/9(金) 10:30～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土) ﾃｸｽﾋﾟｱ大阪(泉大津市)，6/24(土) ｴﾌﾞﾉ泉の森ﾎｰﾙ(泉佐野市)，7/1(土) 自校，9/16(土) 有田市文化福祉ｾﾝﾀｰ
(有田市)･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾊﾅﾖ(田辺市)，9/23(祝) 御坊商工会議所(御坊市)，9/30(日) ﾎﾃﾙいとう(岩出市)　※校外会場10:00～･自校9:30～
[入試説明会]11/18(土) 13:00～ 自校

和歌山市 智辯学園和歌山
073(479)2811

共 中 Instagram Facebook YouTube 10/16･17 文化祭 ×
[智辯ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ]9/9(土) 10:00～16:00 ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌山
[入試ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ会]10/21(土) 13:00～15:00 自校

有
6/9(金) 10:30～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山
※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/17(土) ﾃｸｽﾋﾟｱ大阪(泉大津市)，6/24(土) ｴﾌﾞﾉ泉の森ﾎｰﾙ(泉佐野市)，7/1(土) 自校，9/16(土) 有田市文化福祉ｾﾝﾀｰ
(有田市)･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾊﾅﾖ(田辺市)，9/23(祝) 御坊商工会議所(御坊市)，9/30(日) ﾎﾃﾙいとう(岩出市)　※校外会場10:00～･自校9:30～
[入試説明会]10/21(土) 13:00～ 自校

橋本市
初芝橋本(2024～
中学募集停止) 0736(37)5600

共 高 Instagram LINE 4/28(金) 若葉祭 ×
[学校見学会]7/15，9/16，10/14，11/18，12/16，2/17の各土曜 9:00～12:00
要予約　[ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)10/21(土) 9:30～12:30 要予約

有
6/15(木)9/6(水) 11:00～ 自校(ｵﾝﾗｲﾝ
視聴可) 要予約　※個別に案内状を送付

[入試説明会]11/11(土)12/9(土) 10:00～12:00 自校 要予約

和歌山市 和歌山信愛
073(424)1141

女 高 Instagram YouTube LINE 5/2(火) わかば祭 ×
[ﾌﾟﾁｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/10(土) 10:00～
[Shin-ai Summer Festa]7/29(土) 14:00～　[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]10/15(日)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ返却会･ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]10/21(土)　※すべて要申込(WEB)

有
9/4(月) 自校，9/7(木) 南海浪切ﾎｰﾙ
10:30～　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/11(日) 南海浪切ﾎｰﾙ，6/24(土) ｻﾗﾀﾞﾎｰﾙ，7/9(日) 海南nobinos　[入試・学校説明会]9/16(土) きびﾄﾞｰﾑ，
9/24(日) 南海浪切ﾎｰﾙ，10/1(日) 海南nobinos，10/14(土) ｴﾌﾞﾉ泉の森ﾎｰﾙ，11/11(土) 自校　[最終説明会]12/2(土) 自校
[個別相談会]12/16(土) 10:00～15:00 自校　※すべて要申込(WEB)，説明会は校外会場13:30～･自校14:00～

和歌山市 和歌山信愛
073(424)1141

女 中 Instagram YouTube LINE 5/2(火) わかば祭 ×
[信愛ﾌｪｽﾀ]5/13(土) 14:00～，5/14(日) 9:30～ 要申込(WEB)
[ﾌﾟﾁｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]6/17(土) 10:00～12:00 要申込(WEB)
[ﾌﾟﾚﾃｽﾄ]9/9(土)10/15(日) 8:30～12:30 要申込(WEB)

有
9/4(月) 自校，9/7(木) 南海浪切ﾎｰﾙ
10:30～　※個別に案内状を送付

[学校説明会]6/11(日) 南海浪切ﾎｰﾙ，6/24(土) ｻﾗﾀﾞﾎｰﾙ，7/9(日) 海南nobinos　[入試・学校説明会]9/16(土) きびﾄﾞｰﾑ，
9/24(日) 南海浪切ﾎｰﾙ，10/1(日) 海南nobinos，10/14(土) ｴﾌﾞﾉ泉の森ﾎｰﾙ，11/11(土) 自校　[最終説明会]12/9(土) 自校
[個別相談会]12/16(土) 10:00～15:00 自校　※すべて要申込(WEB)，説明会は10:00～(12/9は14:00～)

日高川町 和歌山南陵
0738(53)0316

共 高 Instagram 10/6･7
南陵祭

文化の部
10/7
のみ○

不要 [ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ]8/26(土)9/16(土)10/21(土) 10:00～ 予約不要 無 [入試説明会]12/9(土) 10:00～ 自校 予約不要

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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