
 

 

 

 

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 10/14㈯･11/11㈯14:30～16:00 上履き持参、駐車場なし 

興國 

学校説明会 10/7㈯･12/2㈯･12/23(土･祝)13:00～ 

KOKOKU 夏祭 8/27㈰10:00～ 

KOKOKU 体験フェスティバル 11/11㈯13:00～ 

個別相談会 7/15㈯･8/5㈯･10/21㈯･11/18㈯13:00～ 

要事前申込み(ホームペー

ジ･電話)、上履き持参、

駐車場なし 

清風 

9/30㈯･10/28㈯･11/25㈯14:30～ 

個別相談会 9/8㈮･9/9㈯10:00～15:00(文化祭･自由見学)、12/3㈰

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 

10/1㈰･11/5㈰･12/3㈰･12/17㈰10:00～12:00 

個別相談会 12/9㈯13:00～16:00 

入試対策勉強会 12/23(土･祝)9:00～12:00 

勉強会は要事前申込み、

上履き持参、駐車場あり 

明星 11/11㈯･12/2㈯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 

留学フェア 7/23㈰･11/3(金･祝)10:30～12:30、オープンキャンパス

8/27㈰･10/1㈰14:00～16:00、10/29㈰10:00～ 12:00、文化祭(学校

見学会)9/16㈯･9/17㈰10:00～14:00、薫英フェア 9/23(土･祝)10:30～

12:30、入試説明会 11/19㈰･12/3㈰･12/17㈰10:00～12:00、個別相談

会 (予約制 )6/5㈪～6/10㈯･ 7/24㈪～8/5㈯･12/4㈪～12/23(土･

祝)10:00～18:00 

個別相談会はいずれも要事

前申込み、上履き不要、駐

車場なし 

大阪国際滝井 

12/2㈯14:30～16:30、12/3㈰･12/9㈯10:00～12:00、オープンスク

ール 9/2㈯･10/21㈯･ 11/18㈯･11/25㈯14:30～16:30(11/18 は大阪

国際大学守口キャンパスで実施)、個別入試相談会 12/12㈫～12/16㈯、

クラブ体験はホームページで日時･場所を確認 

要事前申込み(ホームペー

ジ 

･FAX･電話･メール･申込葉

書)、駐車場なし 

大阪女学院 

11/4㈯14:30～16:00、12/16㈯15:00～16:00、オープンキャンパス

10/14㈯･12/2㈯ 13:00～16:00(中 3 対象)、保護者のための evening 説

明会 7/28㈮あべのハルカス･8/25㈮アクセス梅田フォーラム･12/11㈪ア

クセス梅田フォーラム(すべて 18:30～20:30) 

オープンキャンパス･保護

者のための evening 説明

会は要事前申込み(web) 

上履き不要、説明会終了

後個別相談受付 

大阪信愛女学院 
10/21㈯･11/18㈯･12/10㈰14:00～15:30 

オープンキャンパス 8/27㈰･11/3(金･祝)9:00～12:00、9/30㈯14:00 

オープンキャンパスは要

事前申込み、駐車場なし 

大阪成蹊女子 
6/24㈯･9/30㈯･10/28㈯･11/11㈯･11/25㈯･12/2㈯･12/16㈯13:30～

16:00、8/22㈫ 10:00～12:30 

事前申込み不要、上履き･

下靴袋持参、駐車場なし 

金蘭会 

11/25㈯･12/16㈯14:00～16:00、12/9㈯10:00～12:00 

コース見学会 6/3㈯･8/26㈯10:00～12:00 

オープンスクール 6/17㈯･9/30㈯･10/28㈯14:00～16:30 

コース見学会･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 

好文学園女子 

12/10㈰･12/17㈰10:00～12:00、オープンスクール 7/1㈯･9/16㈯･

10/21㈯･11/4㈯･11/18㈯ 14:00～16:00、夏フェス 8/22㈫14:00～

16:00 、夏の体験会 7/28 ㈮ ･ 7/29 ㈯ ･ 8/23 ㈬ ･ 8/24 ㈭ 10:00 ～

16:00(7/28･7/29はマンガ)、個別相談会 12/2㈯･12/23(土･祝)～12/25

㈪10:00～15:00 

要事前申込み(ホームペー

ジ･電話･FAX)、上履き不

要、駐車場なし 

四天王寺 
7/23㈰10:00～12:00、11/11㈯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 

10/22㈰10:00～12:30 

オープンスクール 8/26㈯･11/5㈰14:00～17:00 

ナイト説明会 11/10㈮ 18:30～20:00、 

ラブ体験会 11/18㈯14:00～15:30 

フ-ドスタディ特別講座 11/23(木･祝)10:00～13:30 

入試対策講座 12/9㈯14:00～16:30、個別相談会 12/17㈰10:00～12:00 

個別相談会以外は要事前

申込み、上履き不要、駐

車場なし 

城星学園 

10/7㈯14:00～、11/23(木･祝)13:00～、ナイト説明会 9/30㈯18:00～、

オープンスクール 6/17㈯･7/15㈯･9/2㈯14:00～ 

入試個別相談会 12/3㈰13:00～、入試対策セミナー12/9㈯14:00～ 

要事前申込み、上履き持

参、駐車場なし 

相愛 

11/11㈯･11/25㈯･12/16㈯午後(午前に入試対策講座実施) 

オープンスクール 7/27㈭午前、9/16㈯･10/21㈯午後 

学校見学会 12/23(土･祝)午前、音楽科説明会 10/28㈯午後 

要事前申込み、上履き不

要、駐車場なし 

プール学院 

11/23(木･祝)･12/9㈯10:00～、12/2㈯14:00～ 

個別相談 12/13㈬･12/14㈭･12/16㈯･12/21㈭･12/22㈮･12/26㈫9:30

～16:30 

学校説明会 9/2㈯14:00～ 

夕方学校説明会 6/23㈮･10/6㈮18:00～ 

オープンスクール 11/4㈯10:00～15:00 

芸術実技講習会 11/4㈯･12/9㈯11:00～12:20、12/2㈯15:00～16:20、

12/19㈫15:30～16:50 

入試説明会以外は要事前申

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。 

※すべての学校を掲載していません。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 

夏のオープンスクール 7/22㈯10:00～ 

秋のオープンスクール 9/16㈯14:00～ 

秋の入試相談会 10/28㈯･10/29㈰10:00～15:00 

看護実習等説明会 11/11㈯14:00～、入試対策講座 12/2㈯14:00～ 

要事前申込み、駐車場なし 

アナン学園 

オープンキャンパス 9/9㈯･10/21㈯･11/11㈯･12/2㈯10:00～ 

サポート講座(入試対策)12/9㈯･12/16㈯10:00～ 

夜間説明会 12/5㈫･12/13㈬･12/21㈭17:30～ 

夜間説明会は要事前申込み

(詳細はホームページ)、駐

車場なし 

上宮 
9/16㈯･10/7㈯･11/18㈯･12/2㈯15:00～17:00 

文化祭入試個別相談会 10/21㈯9:30～15:00 

事前申込み不要、上履き持

参、駐車場なし 

大阪 

オープンスクール 9/9㈯･10/21㈯･11/26㈰･12/9㈯14:00～16:30(受付

13:00～、 10/21･11/26･12/9 は説明会後にビジュアル･マンガデザイナ

-選択(ＶＭＤ)の実技講習あり) 

ＶＭＤの実技講習は要事前

申込み(電話)、上履き持

参、駐車場なし 

大阪偕星学園 

オープンスクール 9/9㈯･10/21㈯･11/26㈰･12/9㈯14:00～16:30(受付

13:00～、 10/21･11/26･12/9 は説明会後にビジュアル･マンガデザイナ

-選択(ＶＭＤ)の実技講習あり) 

ＶＭＤの実技講習は要事前

申込み(電話)、上履き持

参、駐車場なし 

大阪学院大学 
12/3㈰･12/17㈰10:00～、サマーフェスタ 8/26㈯10:00～ 

オープンスクール 10/22㈰ 10:00～、11/11㈯13:00～ 

事前申込み不要、上履き持

参駐車場なし 

大阪学芸 

9/24㈰･10/22㈰･11/5㈰･11/19㈰･12/3㈰(9/24･10/22･11/5･11/19

は説明会終了後にオープンスクールあり) 

特別説明会(特技･看護･国際コース)7/25㈫ 

特技(地域活動)コース相談会 8/22㈫あべのハルカス 

特別説明会は要事前申込み

(ホームページ)、上履き持

参、駐車場なし、オープン

スクール詳細はホームペー

ジ 

大阪国際大和田 12/2㈯14:00～、学校概要説明会 10/14㈯14:00～ 

要事前申込み(ホームペー

ジ)、上履き持参、駐車場

なし 

大阪産業大学附属 
10/7㈯･11/11㈯･12/2㈯14:30～ 

オープンスクール 10/21㈯14:00～17:00、10/22㈰ 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 

11/4㈯･11/18㈯･12/9㈯14:00～16:00 

オープンスクール 8/26㈯･10/21㈯10:00～ 13:00 

【デザイン美術コース】デッサン講習会 10/21㈯･11/4㈯･11/18㈯･12/9

㈯10:00～2 時間程度、デザイン美術説明会 12/16㈯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 
10/29㈰･11/11㈯･11/25㈯･12/9㈯10:00～12:00 

体験学習 7/8㈯･9/30㈯、体験入部 9/30㈯ 

体験学習･体験入部は要事

前申込み、上履き不要、駐

車場なし 

大阪桐蔭 
10/28㈯･11/18㈯･12/2㈯13:30～ 

個別相談会 7/8㈯･8/26㈯･12/9㈯9:00～14:00 
個別相談会は要事前申込み 

大阪夕陽丘学園 

11/11㈯･11/18㈯･12/9㈯･12/16㈯14:00～16:00 

体験入学 6/10㈯･10/21㈯14:00～ 16:00 

事前申込み不要、体験入学

は講座により体操服･運動

靴持参、駐車場なし 

関西大学第一 
10/7㈯･10/28㈯13:30～15:00 

オープンキャンパス･部活動見学 9/16㈯13:30～16:00 

事前申込み不要、上履き

不要、駐車場なし 

近畿大学附属 
10/28㈯14:00～15:30、12/9㈯10:00～11:30･14:00～15:30(全日近

畿大学 11 月ホール)、オープンスクール 9/2㈯14:00～16:30 

入試説明会は要事前申込

み 

四條畷学園 

7/22㈯10:00～12:00、11/11㈯･11/25㈯･12/2㈯14:00～16:00 

コース別説明会(クラブ体験)9/16㈯･10/21㈯14:00～16:00 

個別相談会 12/16㈯10:00～12:00 

事前申込み不要、上履き

不要、駐車場なし 

常翔学園 

10/7㈯14:00～OIT ホール及び本校、11/11㈯･12/2㈯14:00～総合体

育館及び本校 (説明会終了後に施設見学･個別相談あり) 

オープンスクール 8/26㈯体験学習･クラブ見学/体験･施設見学･レストラ

ン体験など 

要事前申込み(web)、上

履き･下靴袋持参、駐車場

なし、オープンスクール

の詳細はホームページ 

常翔啓光学園 

学校説明会 10/21㈯･12/2㈯14:00～ 

オープンキャンパス 9/23㈯14:00～ 

入試相談会 12/16㈯9:30～、12/22㈮14:30～ 

要事前申込み(ホームペー

ジ)、上履き･下靴袋持参、

駐車場なし 

昇陽 
11/25㈯9:00～ 

体験入学 9/16㈯･10/7㈯･10/28㈯･11/11㈯･12/9㈯9:00～ 

要事前申込み、駐車場な

し 

太成学院大学 
説明会･相談会 7/22㈯･11/11㈯･12/2㈯･12/9㈯13:00～ 

体験入学 8/26㈯･10/14㈯･ 11/18㈯13:00～ 

要事前申込み、上履き･下

靴袋持参 

東海大学付属仰星 11/4㈯14:00～、11/25㈯9:30～、オープンスクール 10/21㈯14:00～ 
オープンスクールは要事前

申込み(ホームページ) 

同志社香里 
6/11㈰13:00～16:00、9/17㈰13:00～、11/11㈯14:00～(6/11･9/17

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 

12/3㈰･12/23(土･祝)10:00～12:30、新校舎完成記念イベント 8/27㈰

10:00～ 12:30、オープンスクール 9/18(月･祝)･10/28㈯･11/23(木･

祝)10:00～12:30、冬休み受験生集中講座 12/26㈫･12/27㈬9:00～

12:30 

事前申込み不要、駐車場な

し 

大阪私立中学校高等学校連合会のホームページでも見ることができます。 

http://www.osaka-shigaku.gr.jp/school/open_campus.html 

http://www.osaka-shigaku.gr.jp/school/open_campus.html

