
 

 

 
 

これから行われる私立高校説明会の一覧です 
 

男子校 入試説明会日時等 備考 

大阪星光学院 7/25㈯14:00～ 上履き持参、駐車場なし 

興國 

10/10㈯･12/5㈯･12/23(水･祝)13:00～(説明会･体験学習･施設案内)、 

体験型オープンキャンパス「KOKOKU夏祭」8/22㈯10:00～ 

「KOKOKU 体験フェスティバル」11/14㈯13:00～ 

 

清風 

9/26㈯･10/24㈯･11/28㈯14:30～ 

個別相談会 9/11㈮･9/12㈯10:00～15:00(文化祭･自由見学)、 

12/6㈰10:00～15:00 

事前申込み不要、上履き不要 

駐輪・駐車場なし 

東大阪大学柏原 
10/4㈰･11/1㈰･12/6㈰･12/20㈰10:00～12:00 

個別相談会 12/13㈰9:00～12:00 

当日受付可、上履き不要 

駐車場あり 

明星 
11/7㈯･12/5㈯14:00～15:45 事前申込み不要、上履き不要 

駐輪・駐車場なし 

 

女子校 入試説明会日時等 備考 

大阪薫英女学院 

11/7㈯･11/29㈰･12/6㈰10:00～12:00 

薫英フェア8/23㈰10:00～15:00 

オープンキャンパス7/20(月･祝)10:00～12:00、9/27㈰14:00～16:00 

文化祭 9/19㈯･9/20㈰10:00～14:00 

詳細・申込みはホームページ 

大阪国際滝井 

12/6㈰･12/12㈯10:00～12:00 

オープンスクール8/29㈯･10/24㈯･11/21㈯10:00～12:00 

個別入試相談会 12/1㈫～12/22㈫10:00～16:00※日曜は除く 

要事前申込み 

大阪女学院 

11/7㈯13:30～15:00、12/5㈯9:30～11:00 

オープンキャンパス10/17㈯13:00～16:00(中3対象) 

保護者のためのevening説明会 

7/31㈮18:30～20:30(堺市産業振興センタ－) 

8/6㈭･12/14㈪18:30～20:30(アクセス梅田フォ－ラム) 

校外イベント 

オープンキャンパスは 

要事前申込み(web) 

上履き不要、駐車場なし、 

説明会終了後個別相談受付 

大阪信愛女学院 

10/24㈯･11/28㈯･12/13㈰14:00～15:30 

オープンキャンパス7/26㈰･8/23㈰･11/14㈯9:00～13:00 

個別相談会12/5㈯･12/19㈯13:00～16:00 

オープンキャンパスは 

要事前申込み、上履き不要 

駐車場なし 

大阪成蹊女子 

6/27㈯･9/26㈯･10/24㈯･11/7㈯13:30～16:00 

11/28㈯･12/12㈯･12/19㈯13:30～16:00 

8/22㈯10:00～12:30 

事前申込み不要、上履き持参 

大阪聖母女学院 

9/19㈯･10/3㈯･11/28㈯･12/12㈯ 

(9/19･10/3はオープンスクールあり) 

聖母祭 9/12㈯、授業体験 11/14㈯･11/28㈯ 

クリスマス in 聖母 12/22㈫ 

要事前申込み 

授業体験は上履き持参 

駐車場なし 

金蘭会 

11/14㈯13:30～16:00、12/12㈯10:00～12:00 

オープンキャンパス9/26㈯14:00～17:00 

体験スクール10/25㈰10:00～13:00 

授業見学会10/3㈯･11/7㈯10:00～12:00 

教育講演会10/17㈯･11/14㈯14:00～15:30 

オープンキャンパス 

体験スクール 

授業見学会は要事前申込み 

駐車場なし 

好文学園女子 

12/13㈰･12/20㈰14:00～16:00 

夏の体験会8/20㈭･8/21㈮10:00～16:00 

オープンスクール10/24㈯･11/14㈯･11/28㈯14:00～16:00 

個別相談会(特進･看護･標準)11/7㈯10:00～15:00 

最終個別相談会12/26㈯･12/27㈰10:00～15:00 

要事前申込み 

(ホームページ、電話、 

        FAX、メ－ル) 

上履き不要 

駐車場なし 

四天王寺 
7/26㈰10:00～12:00、11/7㈯14:00～16:00(説明会後、校内見学) 事前申込み不要、上履き不要 

駐車場なし 

樟蔭 

10/31㈯14:00～16:30 

オープンスクール8/29㈯･11/29㈰9:30～16:30 

フ－ドスタディコ－ス特別講座11/23(月･祝)10:00～12:30 

入試対策講座 12/12㈯14:00～16:30 

個別相談会 12/26㈯10:00～12:00 

オープンスクール 

フ－ドスタディコ－ス 

特別講座・入試対策講座は 

要事前申込み、上履き不要 

駐車場なし 

城星学園 

10/31㈯･11/21㈯14:00～ 

オープンスクール6/13㈯･6/27㈯･8/29㈯10:00～ 

7/18㈯･10/3㈯14:00～、入試個別相談会12/6㈰13:00～ 

入試対策セミナ－12/12㈰14:00～ 

要事前申込み、上履き持参 

駐車場なし 

相愛 

11/7㈯･11/28㈯午後(午前に入試対策講座) 

オープンスクール8/29㈯･10/24㈯、学校見学会12/23(水･祝)10:00～ 

ワンポイントレッスン&音楽科説明会 10/31㈯12:00～ 

要事前申込み、上履き不要 

駐車場なし 

プール学院 

11/14㈯14:00～16:30 

12/12㈯10:00～12:00･13:00～16:00(入試対策講座あり) 

12/19㈯14:00～15:30 

オープンスクール10/24㈯10:00～15:00 

芸術実技講習会10/24㈯11:00～12:30、11/14㈯15:00～16:30 

12/12㈯14:00～15:30、12/18㈮15:00～16:30 

キャンドルライトサ－ビス 12/19㈯16:00～18:00 

入試説明会以外は 

要事前申込み、上履き持参 

駐車場なし 

明浄学院 

10/10㈯･11/7㈯･11/28㈯･12/5㈯･12/12㈯14:00～ 

体験入学 8/22㈯･10/24㈯13:30～ 

吹奏楽部体験入学 11/15㈰･11/23㈪13:00～ 

体験入学は要事前申込み 

上履き持参、駐車場なし 

※裏面に共学校の内容を載せています。詳細は各学校のホームページを参照してください。 
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共学校 入試説明会日時等 備考 

藍野 

10/17㈯14:00～、学校説明会と看護実習説明会11/7㈯14:00～ 

オープンスクール7/18㈯13:30～、9/19㈯14:00～ 

入試対策講座 11/28㈯･12/13㈰14:00～(両日とも同一内容) 

要事前申込み、駐車場なし 

上宮 
9/26㈯･10/17㈯･11/21㈯･12/5㈯15:00～16:00 

(終了後、個別相談会あり) 

事前申込み不要、上履き持参 

駐車場なし 

英真学園 

オープンスクール&保護者対象入試説明会 

11/7㈯･11/21㈯14:00～(受付13:00) 

学校見学会8/22㈯･12/19㈯10:00～15:00(すべて個別相談あり) 

オープンスクール(体験学習)は 

要事前申込み、上履き持参 

駐車場なし 

追手門学院大手前 10/10㈯･11/14㈯･12/12㈯14:00～、オープンスクール9/5㈯14:00～ 要事前申込み 

大阪 

9/13㈰･10/17㈯･11/14㈯･12/5㈯･12/12㈯14:00～16:30 

(受付13:00～、10/17･11/14･12/5は説明会後に 

ビジュアル･マンガデザイナー選択の実技講習あり) 

実技講習は要事前申込み、 

上履き持参、駐車場なし 

大阪偕星学園 
12/6㈰･12/20㈰10:00～、サマーフェスタ8/22㈯10:00～ 

オープンスクール 10/24㈯･11/14㈯10:00～ 

事前申込み不要、上履き不要 

駐車場なし 

大阪学院大学 

11/21㈯･12/6㈰･12/12㈯･12/20㈰10:00～12:00 

オープンスクール(授業体験会･クラブ体験会) 

8/30㈰･10/25㈰･11/14㈯10:00～･13:00～ 

入試説明会は事前申し込み不要 

上履き不要 

大阪国際大和田 
11/14㈯･12/6㈰10:00～12:00 

オープンスクール9/27㈰10:00～12:00 

オープンスクールは要事前申込み

上履き持参、駐車場なし 

大阪産業大学附属 
10/3㈯･11/14㈯･12/5㈯14:30～ 

オープンスクール 10/24㈯14:00～17:00、10/25㈯9:00～14:00 

オープンスクールは要事前申込み

駐車場なし 

大阪商業大学 

11/7㈯･11/21㈯･12/12㈯14:00～16:00 

オープンスクール8/29㈯･10/24㈯10:00～13:00 

デッサン講習会10/24㈯･11/7㈯･11/21㈯･12/12㈯10:30～約2時間、 

デザインコ－ス説明会12/19㈯14:00～15:00 

オープンスクールの 

クラブ体験・デッサン講習会参加は 

要事前申込み、上履き持参 

駐車場なし 

大阪電気通信大学 

中学生保護者向け募集説明会 

10/17㈯･11/8㈰･11/28㈯･12/12㈯10:00～12:00 

体験入部 7/11㈯9:30～(昼食あり) 

体験学習 7/11㈯･9/26㈯9:30～(昼食あり) 

体験入部・学習は要事前申込み 

上履き不要、駐車場なし 

大阪桐蔭 
10/4㈰･11/23(月･祝)14:30～(説明会終了後、個別相談会実施) 事前申込み不要 

JR 住道駅より送迎バスあり 

大阪夕陽丘学園 

11/7㈯･11/14㈯･11/28㈯･12/12㈯14:00～16:00 

体験入学 6/13㈯･10/24㈯14:00～16:00 

事前申込み不要 

体験入学は講座によっては 

体操服･運動靴持参、駐車場なし 

開明 10/10㈯･11/7㈯14:00～15:30、入試個別相談会 12/5㈯10:00～13:00 事前申込み不要、駐車場なし 

関西大学第一 
10/17㈯･10/31㈯13:30～ 

オープンキャンパス･部活動見学 9/26㈯13:00～ 

事前申込み不要、上履き不要、 

駐車場なし 

関西福祉大学金光

藤蔭 

11/14㈯･11/28㈯･12/12㈯･12/20㈰10:00～12:00 

オープンスクール 8/29㈯･10/11㈰･10/24㈯10:00～12:00 

オープンスクールは要事前申込み

上履き持参、駐車場なし 

近畿大学附属 
11/7㈯･12/12㈯14:00～15:30 

オープンスクール 9/12㈯14:00～16:30 

オープンスクール以外の会場は 

近畿大学 11 月ホ－ル 

金光大阪 
オープンスクール7/11㈯･8/29㈯9:30～11:30 

学校説明会 10/17㈯･11/7㈯･11/21㈯･12/5㈯･12/12㈯14:00～16:00 

オープンスクールは要事前申込み

上履き・筆記用具持参、駐車場なし 

四條畷学園 

7/25㈯･9/26㈯･10/31㈯･11/28㈯10:00～(受付9:30～) 

クラブ体験デ－10/17㈯10:00～(受付9:30～) 

コ－ス説明会11/14㈯14:00～、個別相談会12/12㈯10:00～ 

事前申込み不要、上履き不要、 

駐車場なし 

樟蔭東 
オープンキャンパス8/29㈯･9/19㈯･10/24㈯･11/21㈯10:00～ 

サポ－ト講座(入試対策)12/5㈯･12/12㈯10:00 

事前申込み不要、駐車場なし 

近鉄八戸ノ里駅より送迎バスあり 

常翔学園 

10/10㈯･11/14㈯14:00～OITホ－ルおよび本校 

12/5㈯14:00～総合体育館および本校 

(入試説明会終了後に施設見学･個別相談) 

オープンスクール 8/29㈯9:00～･14:00～ 

オープンスクールは 

要事前申込み(web) 

上履き・下靴袋持参、駐車場なし 

常翔啓光学園 

学校説明会8/22㈯･11/8㈰･12/6㈰14:30～ 

オープンキャンパス9/26㈯14:30～ 

学校見学会 12/12㈯10:00～･14:00～、12/19㈯14:00～ 

要事前申込み 

(学校見学会は申込み不要) 

上履き・下靴袋持参、駐車場なし 

昇陽 
11/28㈯9:00～ 

体験入学 10/3㈯･10/17㈯･10/31㈯･11/14㈯･12/5㈯9:00～ 

要事前申込み、駐車場なし 

星翔 

8/22㈯･11/14㈯･12/12㈯13:30～15:00 

10/24㈯･12/5㈯･12/19㈯10:30～12:00 

サマースクール 8/22㈯10:30～13:00 

オープンスクール 11/14㈯10:30～13:00 

サマースクールのみ要事前申込み

上履き不要 

駐車場あり（台数制限あり） 

太成学院大学 

説明会･相談会および新校舎の見学会 

7/18㈯･11/14㈯･12/5㈯･12/12㈯13:00～ 

体験授業 8/29㈯･10/17㈯･11/7㈯13:00～ 

要事前申込み 

上履き(スリッパ等)・下靴袋持参 

東海大学付属仰星 
11/7㈯14:00～、11/28㈯9:30～、オープンスクール 10/24㈯14:00～ オープンスクールは要事前申込み

上履き持参、駐車場あり 

同志社香里 
6/7㈰13:00～16:00、9/20㈰13:00～、11/14㈯14:30～ 

(6/7･9/20 はオープンキャンパスあり) 

上履き持参、駐車場なし 

東大阪大学敬 

12/6㈰･12/20㈰10:00～、オープンスクール9/19㈯14:30～ 

10/17㈯･11/14㈯10:00～ 

文化祭オープンスクール11/23(月･祝)11:00～、 

受験生集中講座 12/25㈮･12/26㈯9:00～ 

受験生集中講座は要事前申込み 

長尾谷 

6/13㈯･6/27㈯･7/11㈯･9/5㈯･9/12㈯･9/19㈯･10/17㈯･10/31㈯･

11/7㈯･11/21㈯･12/12㈯･12/19㈯･1/16㈯･2/6㈯･2/13㈯･2/20㈯･

3/5㈯･3/12㈯･3/19㈯13:00～ 

－ 

※すべての学校を掲載していません。ここに載っている以外の学校で知りたい情報があれ

ば、各学校のホームページを参照してください。申し込みは柗本までお願いします。 


