
高校等説明会

【10/22現在案内が届いている分です。次は11/1に更新の予定です。】

＊前回以降に追加した情報を，黄色で表示しています。

＊申込先が「中学」の場合，校内用申込用紙を山本まで取りに来て締切までに提出して下さい。

＊高校等へＦＡＸ・郵送等で申し込む場合の用紙等が必要な場合は，山本まで申し出て下さい。

＊[TEL][FAX][ﾒｰﾙ][郵送][HP(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)]等は，直接申し込むときの申込方法です。

＊申込先，締切等の空欄は不明です。高校等のホームページ等で確認して下さい。

＊ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・FAX等が自宅で利用できないなど，困ったことなどあれば山本まで遠慮なく申し出て下さい。

＊日程・申込方法等も含めて，記載内容については，必ず高校等のホームページ等で確認して下さい。 ＊中学校の授業・行事等と重なるものも含めて掲載していますので，注意してください。

＊ 高校説明会等への参加については，中学校からの保険の適用等はございませんので，ご家庭の方で安全確保についてのご配慮等よろしくお願い申し上げます。

[目次] → 改ページに注意してください。
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【(大阪府)公立高校】①
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
府立 阿倍野 11/20 (土) オープンスクール 高校 10月下旬HPで詳細。 ○

1/22 (土) 学校説明会 高校 12月下旬HPで詳細。 ○
大阪市立 生野工業 12/4 (土) 学校説明会

2/19 (土) 学校説明会
大阪市立 泉尾工業 11/13 (土) 体験入学 中学 各科先着順，定員制のため間に合うように早めに申し込むこと。 10/15 (金)

12/17 (金) 学校説明会 高校 保護者同伴。 ○ ○ ○ 12/16 (木)

1/15 (土) 学校説明会 高校 保護者同伴。 ○ ○ ○ 1/14 (金)

2/19 (土) 学校説明会 高校 保護者同伴。 ○ ○ ○ 2/18 (金)

府立 泉大津 11/20 (土) 学校説明会 高校 [受付]10/25～。先着順。 ○ 11/5 (金)

1/22 (土) 学校説明会 高校
府立 和泉総合 11/20 (土) 体験授業

12/18 (土) 学校説明会 高校 〇 12/15 (水)

1/15 (土) 学校説明会 高校 〇 1/12 (水)

府立 市岡 10/30 (土) オープンスクール(体験授業) 高校 [受付]10/4～ ○ 10/22 (金)

11/13 (土) オープンスクール(部活動体験) 高校 [受付]10/21～ ○ 11/5 (金)

1/15 (土) オープンスクール 高校 ○
2/12 (土) オープンスクール 高校 ○

府立 今宮 11/6 (土) オープンスクール 高校 先着順。 〇 11/4 (木)

12/4 (土) 学校説明見学会
1/15 (土) 学校説明見学会
2/19 (土) 学校説明見学会

府立 園芸 11/20 (土) 体験入学会 高校 [受付]10/18～ ○ 11/5 (金)

12/11 (土) 学校説明会・見学会 高校 ○ 12/9 (木)

1/15 (土) 学校説明会・見学会 高校 ○ 1/13 (木)

2/5 (土) 学校説明会・見学会 高校 ○ 2/3 (木)

大阪市立 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 10/30 (土) オープンスクール 高校 ○
11/27 (土) オープンスクール 高校 ○

府立 大阪わかば 11/13 (土) 【多部制Ⅰ・Ⅱ部】学校説明会 不要 ｵﾝﾗｲﾝ参加の場合は申込必要。

1/15 (土) 【多部制Ⅰ・Ⅱ部】学校説明会 不要 ｵﾝﾗｲﾝ参加の場合は申込必要。
府立 大塚 11/20 (土) 説明会・校内見学 不要

1/15 (土) 説明会・校内見学 不要
府立 鳳 11/6 (土) 学校見学会 高校 [受付]10/15～。堺市立以外の中学3年生対象だが，申込み可。 ○ 11/4 (水)

府立 貝塚 10/30 (土) オープンスクール 高校 [受付]9/13～。先着順。 ○ 10/8 (金)

12/11 (土) 学校説明会 高校 先着順。 ○
1/15 (土) 学校説明会 高校 先着順。 ○

府立 貝塚南 11/20 (土) クラブ体験オープンスクール 高校 〇 10/29 (金)

府立 金岡 11/20 (土) 学校見学会 高校 [受付]10/8～。 ○ 11/7 (日)

府立 岸和田 11/20 (土) 学校説明会 高校 [受付]10/25～。 ○
府立 久米田 11/13 (土) 学校見学会 高校 ○ 10/12 (火)

12/25 (土) 学校説明会 高校
大阪市立 工芸 11/20 (土) オープンキャンパス 高校 [受付]10/1～。 ○ ○ ○ 11/5 (金)

12/18 (土) 実技講習会 高校 [受付]/11/1～。 ○ ○ ○ 12/3 (金)

1/29 (土) ・ 1/30 (日) 個別説明会・工芸高校展 1/30は工芸高校展のみ。個別説明会は申込不要。
府立 港南造形 10/27 (水) 個別説明会・授業見学 高校 ○

11/10 (水) ・ 11/24 (水) 個別説明会・授業見学 高校 ○
11/20 (土) 学校説明会・実技講習会 高校 ○
1/15 (土) 学校説明会・実技講習会 高校 ○

府立 金剛 11/6 (土) 体験入学 高校 ○ ○ 10/8 (金)

12/18 (土) 学校説明会 不要

1/15 (土) 学校説明会 不要



【(大阪府)公立高校】②
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
堺市立 堺 10/30 (土) オープンスクール 高校 [受付]10/11～。 10/29 (金)

2/19 (土) 個別相談会
府立 堺上 11/13 (土) 学校説明会・体験入学 高校 〇 10/22 (金)

1/22 (土) 学校説明会
2/19 (土) 学校説明会

府立 堺工科 12/4 (土) 進学相談会
1/15 (土) 進学相談会
2/12 (土) 進学相談会

府立 堺工科【定時制】 12/11 (土) 体験入学･学校説明･進路相談 中学 11/29 (月)

府立 堺西 10/30 (土) 学校説明会 高校 [受付]9/14～。先着順。 〇 ○ 10/15 (金)

12/11 (土) 学校説明会 高校

1/15 (土) 学校説明会 高校
府立 堺東 11/13 (土) オープンスクール 高校 [受付]10/27～。先着順。 〇
大阪市立 咲くやこの花 12/11 (土) 学校説明会 高校 [受付]11/22～。 ○ 12/10 (金)

1/15 (土) 学校説明会 高校 [受付]12/20～。 ○ 1/14 (金)

大阪市立 桜宮 11/20 (土) 学校説明会・部活動体験 中学 10/22 (金)

1/16 (土) 学校説明会
府立 佐野 11/13 (土) オープンスクール 高校 [受付]10/11～。 ○ 10/22 (金)

府立 佐野工科 11/20 (土) オープンスクール 中学 [受付]10/11～。 10/22 (金)

府立 狭山 11/13 (土) 学校説明会（保護者向け） 高校 ○ 11/11 (木)

岸和田市立 産業 11/6 (土) 学校説明会 中学 先着順のため希望どおりにならない可能性があります。 10/22 (金)

12/18 (土) 学校説明会(個別相談会)
1/15 (土) 学校説明会(個別相談会)

府立 信太 11/13 (土) 学校説明会・体験入学 高校 ○ 11/4 (木)

1/15 (土) 学校説明会
2/5 (土) 学校説明会

大阪市立 水都国際 10/30 (土) 学校説明会
11/20 (土) 学校説明会
12/18 (土) 学校説明会

大阪市立 住吉商業 11/13 (土) 学校説明会 中学 先着順のため希望どおりにならない可能性があります。 10/22 (金)

1/15 (土) 学校説明会
2/12 (土) 学校説明会

府立 泉陽 11/6 (土) 学校見学説明会 高校 ○ ○ 10/14 (木)

11/13 (土) 学校見学説明会 高校 ○ ○ 10/14 (木)

12/18 (土) 学校見学説明会 高校 [受付]11/19～。 ○ ○ 11/25 (木)

府立 高石 10/30 (土) 授業体験・クラブ体験 高校 [受付]10/1～。 〇 10/15 (金)

12/18 (土) 学校説明会
1/29 (土) 学校説明会

大阪市立 中央【昼夜間単位制】 11/13 (土) 学校説明会 高校 ○
12/11 (土) 学校説明会・体験授業 中学 学校説明会のみは，HPから高校へ直接申込。 11/12 (金)

1/19 (水) 学校説明会 高校 ○
2/5 (土) 学校説明会 高校 ○

大阪市立 鶴見商業 11/20 (土) 体験入学
12/18 (土) 体験入学

府立 天王寺 12/4 (土) 天高見学会
府立 登美丘 10/30 (土) 学校説明会・部活動体験 高校 ○ 10/15 (金)

府立 長野 10/30 (土) 体験入学 高校 ○ 10/8 (金)

府立 長吉 10/30 (土) 学校説明会・体験授業 中学 10/8 (金)

12/11 (土) 学校説明会 不要

1/15 (土) 学校説明会 不要



【(大阪府)公立高校】③
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
府立 西成 11/6 (土) 文化祭 中学 10/15 (金)

11/13 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･公開授業 中学 公開授業は保護者のみ参加可。 10/22 (金)

12/18 (土) オープンスクール 中学 11/26 (金)

1/15 (土) オープンスクール 中学 12/17 (金)

府立 農芸 11/20 (土) オープンスクール 高校 ○
12/18 (土) オープンスクール 高校 ○
1/15 (土) オープンスクール 高校 ○
2/19 (土) オープンスクール 高校 ○

府立 伯太 11/6 (土) オープンスクール ○ 10/22 (金)

1/16 (土) オープンスクール
2/14 (月) ～ 2/17 (木) 直前相談会

大阪市立 汎愛 11/20 (土) 学校説明会
12/18 (土) オープンスクール【全学科】

1/8 (土) 学校説明会
2/5 (土) 学校説明会

府立 東住吉 11/13 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]10/11～。 ○ 11/11 (木)

11/20 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]10/11～。 ○ 11/11 (木)

12/11 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]11/29～。 ○ 12/9 (木)

1/15 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]11/29～。 ○ 1/13 (木)

府立 東百舌鳥 11/13 (土) 体験入学 高校 [受付]10/8～。 ○ 10/29 (金)

府立 日根野 11/20 (土) オープンスクール 高校 ○
府立 福泉 12/4 (土) オープンスクール・体験授業 中学 11/19 (金)

府立 藤井寺工科 11/20 (土) 体験入学 高校 〇 10/8 (金)

1/15 (土) 学校説明会 高校 〇 12/13 (月)

府立 三国丘 11/6 (土) 学校見学会 高校 ○ 10/30 (土)

11/20 (土) 学校見学会 高校 ○ 11/13 (土)

府立 岬 11/13 (土) 体験授業 高校 [受付]10/11～。 ○ ○ 11/2 (火)

12/18 (土) 体験授業 高校 [受付]10/11～。 ○ ○ 12/8 (水)

大阪市立 都島工業 10/30 (土) 体験入学，学校説明見学会，公開授業 高校 学校説明見学会・公開授業は申込み不要。 10/2 (金)

11/13 (土) ・ 11/14 (日) 文化祭 不要

12/4 (土) 学校説明見学会 不要

1/15 (土) 学校説明見学会 不要

2/23 (土) 学校説明見学会 不要
府立 夕陽丘 11/6 (土) 【普通科】概要説明，施設見学 高校 詳細，開催1ヵ月前掲載。 ○ 10/30 (土)

12/18 (土) 【普通科】概要説明，授業･施設見学 高校 詳細，開催1ヵ月前掲載。 ○ 12/11 (土)

大阪市立 淀商業 11/6 (土) 体験入学 高校 〇 11/5 (金)

1/15 (土) 学校説明会
2/11 (金休) 学校説明会



【(大阪府)公立高校(自立支援ｺｰｽ，共生推進教室，高等支援学校)】
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
府立 貝塚【自立支援】 11/20 (土) オープンスクール 高校
府立 久米田【共生推進】 11/13 (土) 共生推進学校見学会 ○ 10/12 (火)

府立 金剛【共生推進】 11/6 (土) 個別相談会 中学 10/29 (金)

12/18 (土) 個別相談会 中学 12/10 (金)

1/15 (土) 個別相談会 中学 1/7 (金)

府立 堺東【自立支援ｺｰｽ】 12/6 (月) 自立支援ｺｰｽ説明会 中学 11/17 (水)

府立 東住吉【共生推進】 11/13 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]10/11～。 ○ 11/11 (木)

11/20 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]10/11～。 ○ 11/11 (木)

12/11 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]11/29～。 ○ 12/9 (木)

1/15 (土) 学校説明会【普通科，芸能文化科】 高校 [受付]11/29～。 ○ 1/13 (木)

【国立大学付属高校】
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
大阪教育大学附属 平野 10/31 (日) 学校説明会 高校 ○ ○ 10/30 (土)

12/5 (日) 学校説明会 高校 ○ ○ 12/4 (土)

【高等専門学校(高専)】
高等専門学校名 高校名 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
公立 大阪府立大学工業 11/6 (土) ・ 11/7 (日) 高専祭

11/20 (土) 学校説明会
国立 奈良工業 10/30 (土) ・ 10/31 (日) 入試説明会 高専 10/18 (月)

12/5 (日) 入試個別相談会 高専
国立 弓削商船 11/6 (土) ・ 11/7 (日) オープンキャンパス 10/29 (金)

私立(石川県) 国際 11/3 (水祝) オンライン進学説明会 高専 ○
12/5 (日) オンライン進学説明会 高専 ○



【(大阪府)私立高校】①
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

藍野 11/20 (土) 看護実習・進学等説明会
12/10 (土) 入試対策講座 高校

アナン学園 11/6 (土) オープンキャンパス 高校

11/27 (土) オープンキャンパス 高校

12/4 (土) サポート講座（入試対策） 高校

12/11 (土) サポート講座（入試対策） 高校

12/7 (火) 夜間入試説明会 高校

12/16 (木) 夜間入試説明会 高校

あべの翔学 11/21 (日) 入試説明会・クラブ体験会 高校 ○
12/4 (土) クラブ体験会 高校 ○
12/5 (日) 入試説明会 高校 ○

12/18 (土) クラブ体験会 高校 ○
12/19 (日) 入試説明会 高校 ○

上宮 11/20 (土) 入試説明会 高校 ○
12/4 (土) 入試説明会 高校 ○

上宮太子 10/30 (土) UTフェスタ(ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ) 高校 ○
11/3 (水休) 入試説明会 高校 ○

11/20 (土) UTフェスタ(ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ) 高校 ○
12/4 (土) 入試説明会 高校 ○

12/12 (日) 入試過去問解説会 高校 ○
大阪偕星学園 11/7 (日) オープンスクール 高校 ○

11/11 (木) イブニング入試説明会 高校 ○
12/5 (日) 入試説明会 高校 ○
12/8 (水) イブニング入試説明会 高校 [会場]ｳｪｽﾃｨｰ(鳳)。他日程，他会場あり。 ○

12/19 (日) 入試説明会 高校 ○
大阪学院大学 11/7 (日) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(ｸﾗﾌﾞ体験会) 高校 ○ ○

11/20 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(入試説明会) 高校 ○ ○
11/27 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(入試説明会) 高校 ○ ○
12/5 (日) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(入試説明会) 高校 ○ ○

12/11 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(入試説明会) 高校 ○ ○
12/19 (日) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(入試説明会) 高校 ○ ○

大阪学芸 11/3 (水休) 入試説明会・ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 ○
11/21 (日) 入試説明会・ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 ○
12/5 (日) 入試説明会 高校 ○

大阪暁光 11/21 (日) オープンスクール 高校 先着順 ○ ○
12/11 (土) 入試説明会 高校 先着順 ○ ○
12/18 (土) 入試説明会 高校 先着順 ○ ○

大阪国際 11/27 (土) 入試説明会 高校 〇
12/4 (土) 入試説明会 高校 〇

大阪金剛ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 11/20 (土) 入試説明会・入試対策講座
大阪産業大学附属 11/13 (土) 入試説明会 高校 [受付]10/25～

12/4 (土) 入試説明会 高校 [受付]11/15～
12/18 (土) 入試説明会 高校 [受付]11/15～

大阪商業大学 11/6 (土) 入試説明会・相談会 不要 ＊デッサン講習会はTEL,FAX,ﾒｰﾙで申込必要。
11/20 (土) 入試説明会・相談会 不要 ＊デッサン講習会はTEL,FAX,ﾒｰﾙで申込必要。
12/4 (土) 入試説明会・相談会 不要 ＊デッサン講習会はTEL,FAX,ﾒｰﾙで申込必要。
12/6 (月) ～ 12/11 (土) 入試相談ウィーク 不要

12/11 (土) ﾃﾞｻﾞｲﾝ美術ｺｰｽ説明会 高校 〇 〇 〇



【(大阪府)私立高校】②
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

大阪商業大学堺 11/6 (土) 入試説明会 高校 〇
11/20 (土) 入試説明会 高校 〇
11/27 (土) 収穫感謝祭 高校 〇
12/5 (日) 入試説明会 高校 〇

大阪信愛学院 11/6 (土) オープンキャンパス 高校 〇
11/20 (土) 入試説明会 高校 〇
11/27 (土) オープンキャンパス 高校 〇
12/4 (土) 入試説明会 高校 〇

12/12 (日) 入試説明会 高校 〇
12/18 (土) ～ 12/28 (火) 個別相談会 高校 18(土),24(金),26(日),27(月),28(火)。 〇

大阪成蹊女子 10/30 (土) オープンスクール 高校 〇
11/13 (土) オープンスクール 高校 〇
12/4 (土) オープンスクール 高校 〇

12/18 (土) オープンスクール 高校 〇
大阪体育大学浪商 10/30 (土) ～ 12/18 (土) アネックス相談会 高校 10/30,11/13,11/27,12/18。 ○

11/6 (土) 入試説明会，ｸﾗﾌﾞ見学・体験会 高校 ○
11/20 (土) 入試説明会，ｸﾗﾌﾞ見学・体験会 高校 ○
11/26 (金) ～ 12/17 (金) イブニング相談会 高校 11/26,12/3,12/10,12/17。 ○
11/27 (土) 個別相談会 高校 ○
12/5 (日) 入試説明会，個別相談会 高校 別日程で，和歌山会場あり。 ○

12/12 (日) 個別相談会 高校 ○
12/18 (土) 個別相談会 高校 ○
12/24 (金) ～ 12/26 (日) 個別相談会 高校 ○

大阪桐蔭 10/30 (土) 入試説明会 不要

11/3 (水休) 文化祭 不要 見学自由。
11/27 (土) 入試説明会 不要

大阪夕陽丘学園 11/7 (日) 入試説明会 不要

11/20 (土) 入試説明会 不要

12/5 (日) 入試説明会 不要

12/11 (土) 入試説明会 不要

12/19 (日) 入試個別相談会 高校

大阪緑涼 10/30 (土) オープンスクール(クラブ体験) 調理製菓科は予約必要。
11/3 (水休) オープンスクール 調理製菓科は予約必要。

11/23 (火休) 学校説明会・入試対策講座
11/27 (土) 学校説明会・入試対策講座
12/4 (土) 学校説明会・入試対策講座

12/11 (土) 個別相談会
12/18 (土) 個別相談会

大谷 11/20 (土) 入試説明会 高校 ○
12/4 (土) 過去問題解説会 高校 ○

12/12 (日) 個別相談会 高校 ○
追手門学院大手前 11/13 (土) 入試説明会 高校 ○

12/4 (土) 入試説明会 高校 ○
香ヶ丘リベルテ 11/3 (水休) オープンキャンパス

11/20 (土) 個別相談会 高校

11/21 (日) オープンキャンパス
12/4 (土) オープンキャンパス

12/12 (日) 入試対策講座＆個別相談会
12/19 (日) オープンキャンパス
12/20 (日) ～ 12/24 (金) 個別相談会 高校

関西大学高等部 11/13 (土) 入試説明会 高校 約1か月前から申し込み可能。 ○



【(大阪府)私立高校】③
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

関西大学北陽 11/20 (土) 入試説明会 高校 11/1～受付。先着順。 ○
近畿大学泉州 【10月実施分】 特別学校説明会 高校 2(土),16(土),23(土),30(土)。 〇

11/7 (日) オープンスクール 高校 ○ 10/31 (日)

11/13 (土) 特別学校説明会 高校 〇
11/27 (土) 入試説明会 不要

12/12 (日) 入試説明会 不要 (12/4)和歌山会場あり。
近畿大学附属 11/13 (土) 学校説明会 高校 [受付]10月下旬～。 ○

12/4 (土) 学校説明会 高校 会場：近畿大学記念会館。[受付]10月下旬～。 ○
金蘭会 11/13 (土) オープンスクール 高校 ○ ○

12/4 (土) 入試説明会 高校 ○ ○
12/11 (土) 入試説明会 高校 ○ ○

建国 8/28 (土) ～ 11/27 (土) 韓国語教室 高校 8/28(土),9/4(土),9/25(土),10/2(土),11/6(土),11/27(土)。 〇 〇 〇 ○
11/6 (土) 学校説明会 高校 〇 〇 〇 〇

11/27 (土) 学校説明会 高校 〇 〇 〇 〇
12/4 (土) 学校説明会 高校 〇 〇 〇 〇

12/18 (土) 学校説明会 高校 〇 〇 〇 〇
賢明学院 11/20 (土) 入試説明会 高校 ○

12/18 (土) 入試説明会 高校 ○
興國 11/20 (土) KOKOKU体験フェスティバル 高校 〇 〇

12/4 (土) 学校説明会＆個別相談会
12/18 (土) 学校説明会＆個別相談会

好文学園女子 10/30 (土) オープンスクール
11/6 (土) オープンスクール

11/13 (土) ・ 11/27 (土) 個別相談会 高校 〇
11/20 (土) オープンスクール
12/4 (土) 個別相談会 高校 〇

12/11 (土) オープンスクール
12/18 (土) オープンスクール
12/25 (土) ・ 12/26 (日) 個別相談会 高校 〇

金光藤蔭 11/7 (日) 入試説明会 不要

11/21 (日) 入試説明会 不要

12/5 (日) 入試説明会 不要

12/19 (日) 入試説明会 不要

堺リベラル 11/7 (日) オープンキャンパス
11/23 (火休) オープンキャンパス
12/11 (土) オープンキャンパス
12/18 (土) 個別相談会 高校

四天王寺 11/6 (土) 入試説明会 高校

12/4 (土) 最終入試説明会 高校

四天王寺東 11/6 (土) 入試説明会 高校

12/4 (土) 入試説明会 高校

12/11 (土) 入試説明会 高校

常翔学園 11/6 (土) 入試説明会 高校 ○
12/4 (土) 入試説明会 高校 ○

四條畷学園 10/30 (土) コース別説明会
11/6 (土) 学校説明会

11/13 (土) コース別説明会
11/20 (土) 学校説明会
11/27 (土) コース別説明会
12/4 (土) 学校説明会



【(大阪府)私立高校】④
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

城南学園 10/30 (土) オープンスクール
11/1 (月) ～ 11/26 (金) 個別相談会 高校

11/6 (土) 保育フェスタ
11/20 (土) 説明会・入試対策セミナー
12/11 (土) 説明会・入試対策セミナー
12/18 (土) 説明会・入試対策セミナー
12/20 (月) ～ 12/25 (土) 個別相談会 不要

昇陽 10/30 (土) 体験入学 高校 〇 〇 〇
11/13 (土) 体験入学 高校 〇 〇 〇
11/27 (土) 入試説明会 高校 〇 〇 〇
12/4 (土) 体験入学 高校 〇 〇 〇

精華 11/20 (土) 入試説明会 高校 〇 〇 〇
12/5 (日) 入試説明会 高校 〇 〇 〇
12/7 (火) ～ 12/17 (金) 学校見学・個別相談会 高校 〇 〇 〇

12/11 (土) 入試説明会 高校 〇 〇 〇
12/18 (土) 個別相談会 高校 〇

清教学園 10/30 (土) 入試説明会・ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 高校 [受付]9/1～ ○ 10/28 (木)

11/13 (土) 入試説明会・ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 高校 [受付]9/1～ ○ 11/11 (木)

12/18 (土) 入試説明会 高校 [受付]9/1～ ○ 12/16 (木)

星翔 11/13 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・入試説明会 高校 ○
11/14 (日) 入試説明会 高校 ○
12/4 (土) 入試説明会 高校 ○

12/11 (土) ・ 12/19 (金) 入試説明会 高校 [会場]摂津市民文化ﾎｰﾙｰ ○
12/13 (月) ～ 12/17 (金) 個別相談会 高校 ○

清風 11/13 (土) 入試説明会 高校 〇
12/5 (日) 入試個別相談会 高校 〇

清風南海 11/21 (日) オープンスクール･入試説明会 高校 約1ヵ月前から受付。 〇
清明学院 11/6 (土) 入試説明会 高校 〇

11/27 (土) 個別相談会 高校 〇
12/4 (土) 入試説明会 高校 〇

12/11 (土) 個別相談会 高校 〇
相愛 11/3 (水休) オープンスクール

11/13 (土) 高校入試対策講座 高校 〇 〇 〇
12/11 (土) 高校入試対策講座 高校 〇 〇 〇
12/25 (土) オープンスクール
12/25 (土) ～ 12/27 (日) 音楽科受験対策冬期講習会/認定ﾃｽﾄ 高校 有料。窓口申し込み可。 〇 12/18 (土)

帝塚山学院 11/13 (土) 美術系専攻説明会・体験授業 高校 ○
12/4 (土) 美術系･音楽系実技入試講習会 高校 音楽系専攻説明会あり。 ○

帝塚山学院泉ヶ丘 11/6 (土) オープンキャンパス/Webｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 高校 Webｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽの申込は,HPから10/29まで。
11/27 (土) 入試説明会 高校

12/4 (土) 入試説明会 高校

12/11 (土) 入試説明会 高校

12/18 (土) 学校説明会 高校

12/21 (火) 学校説明会 高校

同志社香里 11/6 (土) 文化祭 高校 公開行事 〇
12/11 (土) クリスマス・セレブレーション 高校 公開行事 〇

浪速 10/30 (土) 入試説明会・個別相談会 高校 〇
11/6 (土) 入試説明会・個別相談会 高校 〇

11/27 (土) 個別相談会 高校 〇
12/4 (土) 入試説明会・個別相談会 高校 〇
12/6 (土) ～ 12/24 (金) 校内見学会・個別相談会 高校 12/11(土),12(日)は除く。 〇

12/11 (土) 入試説明会・個別相談会 高校 〇



【(大阪府)私立高校】⑤
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

羽衣学園 11/13 (土) オープンキャンパス 高校 〇
12/4 (土) オープンキャンパス 高校 〇

12/11 (土) 入試個別相談会 高校 〇
12/18 (土) 入試個別相談会 高校 〇
12/25 (土) 放課後の校内見学会 高校 〇

初芝富田林 11/13 (土) 入試説明会 高校 ○
12/5 (日) 入試説明会 高校 ○

初芝立命館 11/27 (土) 入試対策講座 高校 ○
12/18 (土) 最終学校見学会 高校 ○

阪南大学 11/6 (土) オープンキャンパス 高校 ○
11/27 (土) 入試説明会 高校

12/1 (水) ～ 12/3 (金) 入試説明会inあべのハルカス 高校 [会場]あべのﾊﾙｶｽ(天王寺)。
12/5 (日) 個別入試相談会 不要

12/6 (月) ～ 12/10 (金) ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ個別入試相談会 高校

東大阪大学柏原 11/7 (日) オープンスクール 高校 ○
11/20 (土) 柏高祭・ミニオープンスクール 高校

12/5 (日) 入試説明会 不要

12/19 (日) 入試説明会 不要

12/25 (土) 入試対策講座 高校

東大谷 10/30 (土) 入試説明会 高校 ○
11/7 (日) 入試説明会・個別相談会 高校 ○

11/13 (土) 入試説明会 高校 ○
11/14 (日) 個別相談会 高校 ○
11/20 (土) あべのﾊﾙｶｽ入試説明会・個別相談会 高校 ○
12/4 (土) 個別相談会 高校 ○

12/11 (土) 入試説明会・個別相談会 高校 ○
12/19 (日) 入試説明会・個別相談会 高校 ○

プール学院 10/30 (土) ～ 12/24 (金) 芸術実技講習会 高校 10/30(土),11/20(土),12/4(土),15(水)。芸術試験受験希望者対象。 ○ ○ ○ 10/25 (金)

11/3 (水休) オープンスクール 高校 ○ ○
11/21 (日) クラブ体験会 高校 ○ ○
11/27 (土) 入試説明会 高校 ○ ○
12/4 (土) 入試説明会 高校 芸術実技講習会はFAX申込み可能。 ○ ○

12/11 (土) ～ 12/24 (金) 個別相談会 高校 11(土),16(木),18(土),21(火),24(金)。 ○ ○
12/20 (月) ｸﾘｽﾏｽ・ｷｬﾝﾄﾞﾙﾗｲﾄｻｰﾋﾞｽ 高校

ヴェリタス城星学園 10/30 (土) 入試説明会
11/7 (日) 城星フェスタ・入試説明会 城星フェスタは申込不要

11/27 (土) 入試説明会
12/4 (土) 入試対策セミナー

12/18 (土) クリスマス会・個別入試説明会 クリスマス会は申込不要
1/29 (土) 聖歌合唱コンクール 不要

明浄学院 11/6 (土) オープンスクール 高校

11/14 (日) 吹奏楽部説明会＆部活動体験 高校

11/20 (土) オープンスクール 高校

12/5 (日) 学校説明会・入試対策講座 高校
12/18 (日) 学校説明会・入試対策講座 高校
12/25 (土) 個別相談会 高校

明星 10/30 (土) 入試説明会 不要

12/4 (土) 入試説明会 不要

12/11 (土) キャンパスツアー 高校 〇
桃山学院 11/3 (水休) 入試説明会 高校

11/23 (火休) 入試説明会 高校



【(大阪府)私立高校】⑥
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

履正社 11/6 (土) オープンスクール
11/20 (土) オープンスクール
11/27 (土) オープンスクール
12/4 (土) オープンスクール

12/18 (土) オープンスクール
早稲田摂陵 11/6 (土) オープンスクール 高校 吹奏楽コース特別説明会は，1週間前までに中学へ申込。 ○ ○

11/20 (土) 入試説明会 高校 吹奏楽コース特別説明会は，1週間前までに中学へ申込。 ○ ○
12/11 (土) 入試説明会 高校 吹奏楽コース特別説明会は，1週間前までに中学へ申込。 ○ ○
12/18 (土) 入試説明会 高校 吹奏楽コース特別説明会は，1週間前までに中学へ申込。 ○ ○
12/12 (日) ～ 12/19 (日) 入試個別相談会 高校 12/12(日),18(土),19(日)。 ○ ○



【通信制・単位制】①
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
府認可 英風【通信制】 11/6 (土) ・ 11/20 (土) 学校説明会

12/4 (土) ・ 12/25 (土) 学校説明会 専修学校 〇 〇 〇
1/8 (土) ・ 1/22 (土) 学校説明会

2/12 (土) 学校説明会
3/19 (土) 学校説明会

府認可 大阪つくば開成 11/6 (土) ・ 11/27 (土) 学校説明会 高校 ○ 前日
12/4 (土) 学校説明会 高校 ○ 前日
1/15 (土) ・ 1/29 (土) 学校説明会 高校 ○ 前日
3/12 (土) 学校説明会 高校 ○ 前日

府認可 賢明学院【通信制】 11/7 (日) 学校説明会 高校 ○ ○
11/27 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・学校説明会 高校 ○ ○
12/18 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ・学校説明会 高校 ○ ○

1/9 (日) 学校説明会 高校 ○ ○
府認可 神須学園 11/20 (土) オープンスクール 高校 ○ ○

12/18 (土) オープンスクール 高校 ○ ○
1/15 (土) オープンスクール 高校 ○ ○

府認可 秋桜 12/4 (土) ・ 12/11 (土) 学校説明会 高校 ○
1/8 (土) ・ 1/15 (土) 学校説明会 高校 ○

府認可 東朋学園 11/7 (日) 学校説明会 高校 ○ ○ ○
12/5 (日) 学校説明会 高校 ○ ○ ○

府認可 長尾谷 10/30 (土) 学校説明会
府認可 八洲学園(堺本校) 10/30 (土) ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ(文化祭) 高校 別日程・同日程で，大阪中央校，梅田校あり。 ○ ○

11/27 (土) 個別相談会 高校 別日程・同日程で，大阪中央校，梅田校あり。 ○ ○
12/19 (日) 中3生対象説明会 高校 別日程・同日程で，大阪中央校，梅田校あり。 ○ ○
1/22 (土) 個別相談会・体験イベント 高校 別日程・同日程で，大阪中央校，梅田校あり。 ○ ○
2/5 (土) ・ 2/12 (土) 個別相談会 高校 別日程・同日程で，大阪中央校，梅田校あり。 ○ ○
3/5 (土) ・ 3/12 (土) 個別相談会 高校 別日程・同日程で，大阪中央校，梅田校あり。 ○ ○

府認可 YMCA学院 11/6 (土) コース別説明会 高校 ○ ○
11/20 (土) 健康に不安がある方への説明会 高校 ○ ○
12/11 (土) オープンスクール 高校 ○ ○

1/8 (土) コース別説明会 高校 ○ ○
府認可 ルネサンス大阪 11/6 (土) ・ 11/28 (日) オープンキャンパス 高校 ○ ○

12/19 (日) オープンキャンパス 高校 ○ ○
1/15 (土) オープンキャンパス 高校 ○ ○
2/6 (日) オープンキャンパス 高校 ○ ○

広域 飛鳥未来 11/27 (土) みらいの教室 高校 〇
広域 第一学院 大阪ｷｬﾝﾊﾟｽ(難波) 10/30 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･学校説明会 高校 ○ ○

11/13 (土) ・ 11/27 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･学校説明会 高校 ○ ○
12/11 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ･学校説明会 高校 ○ ○

広域 ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾝﾊﾟｽ　なんば学習ｾﾝﾀｰ 11/20 (土) プレスクール 高校 ○ ○ ○
広域(和歌山県) 慶風 10/31 (日) クラブ体験学習(硬式野球) 高校 ○ ○
狭域(和歌山県) 和歌山信愛【通信制】 11/20 (土) 入試説明会・個別相談会 高校 ○ ○

12/19 (日) 入試説明会・個別相談会 高校 ○ ○
広域(奈良県) 関西文化芸術 【11月実施分】 学校説明会 高校 6(土),20(土),27(土)。[11/6は進学相談会あり。申込はTEL,FAX。]

【12月実施分】 学校説明会 高校 4(土),11(土),18(土),25(土)。

【1月実施分】 学校説明会 高校 8(土),15(土),22(土)。

【2月実施分】 学校説明会 高校 5(土),12(土),19(土)。

【3月実施分】 学校説明会 高校 5(土),10(木),17(木)。 ○



【通信制・単位制】②
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
広域(京都府) 京都美山 【10月実施分】 学校説明会・個別相談会 高校 [学校説明会&個別相談会]1(金),18(月)。[個別相談会のみ]16(土),30(土)。 ○ ○

【11月実施分】 学校説明会・個別相談会 高校 [学校説明会&個別相談会]8(月),19(金)。[個別相談会のみ]6(土),13(土),20(土)。 ○ ○
【12月実施分】 学校説明会・個別相談会 高校 [学校説明会&個別相談会]3(金),21(火)。[個別相談会のみ]4(土),18(土),25(土)。 ○ ○
【1月実施分】 学校説明会・個別相談会 高校 [学校説明会&個別相談会]6(木),21(金)。[個別相談会のみ]8(土),15(土),29(土)。 ○ ○
【2月実施分】 学校説明会・個別相談会 高校 [学校説明会&個別相談会]15(火)。[個別相談会のみ]5(土),19(土)。 ○ ○
【3月実施分】 個別相談会 高校 [個別相談会]5(土),12(土),19(土),26(土)。 ○ ○
【4月実施分】 学校説明会・個別相談会 高校 [学校説明会&個別相談会]25(月)。[個別相談会のみ]2(土),23(土)。 ○ ○

広域(岡山県) ワオ 11/6 (土) オープンスクール



【専修学校・専門学校・各種学校】①
専修学校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
専修 英風女子高等専修学校 11/6 (土) ・ 11/20 (土) オープンスクール 専修学校 〇 〇 〇

12/4 (日) ・ 12/25 (土) オープンスクール
1/8 (土) オープンスクール

専修 OIC高等専修学校 10/30 (土) オープンスクール 専修学校 ○ ○ ○
11/13 (土) ・ 11/27 (土) オープンスクール 専修学校 ○ ○ ○
12/4 (土) ・ 12/11 (土) オープンスクール 専修学校

専修 大阪技能専門学校 10/30 (土) オープンスクール 専門学校 〇
11/20 (土) オープンスクール 専門学校 〇
12/18 (土) オープンスクール 専門学校 〇

1/8 (土) ・ 1/29 (土) オープンスクール 専門学校 〇
専修 大阪YMCA国際専門学校【IHS】 11/21 (日) オープンスクール 専門学校 〇 〇

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊｲｽｸｰﾙ国際学科 12/18 (土) オープンスクール 専門学校 〇 〇
専修 大阪YMCA国際専門学校【表ｺﾐ科】 11/6 (土) ・ 11/27 (土) オープンスクール 専門学校 11/6はWEB説明会。 〇 〇

表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 12/19 (日) オープンスクール 専門学校 〇 〇
1/8 (土) 個別相談会 専門学校 〇 〇
2/5 (土) 個別相談会 専門学校 〇 〇

3/12 (土) 個別相談会 専門学校 〇 〇
専修 関西ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊｲｽｸｰﾙ 11/6 (土) ・ 11/20 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○ ○

12/4 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○ ○
1/8 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○ ○
2/5 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○ ○

専修 関西情報工学院専門学校 11/13 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○
12/4 (土) ・ 12/18 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○
1/15 (土) ・ 1/29 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○
2/26 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○

専修 クラーク高等学院　天王寺校 11/6 (土) ・ 11/20 (土) 学校説明会 学院 ○ 〇
11/13 (土) 1DAYﾄﾗｲｱﾙ 学院 ○ 〇
12/4 (土) ・ 12/11 (土) 学校説明会 学院 ○ 〇

【1月実施分】 学校説明会 学院 8(土),15(土),29(土)。 ○
2/5 (土) ・ 2/19 (土) 学校説明会 学院 ○

専修 中央学園高等専修学校 11/13 (土) 体験入学 専修学校 ○ ○ ○
11/20 (土) 学校見学会 専修学校 ○ ○ ○
11/23 (火休) 学園祭 専修学校 ○ ○
12/4 (土) ・ 12/18 (土) 体験入学 専修学校 ○ ○ ○
1/15 (土) 体験入学 専修学校 ○ ○ ○
1/29 (土) 入学相談会

専修 東朋高等専修学校 11/13 (土) ・ 11/27 (土) オープンスクール 専修学校 ○ ○ 8日前
12/18 (土) オープンスクール 専修学校 普通科のみ ○ ○ 12/10 (金)

1/15 (土) オープンスクール 専修学校 普通科のみ ○ ○ 12/27 (月)

専修 東洋学園高等専修学校 11/6 (土) ・ 11/21 (日) 学校説明会
12/4 (土) ・ 12/18 (土) 学校説明会
1/15 (土) 学校説明会

育成調理師専門学校 10/30 (土) プレ実習授業 専門学校 ○ ○ ○
11/13 (土) プレ実習授業 専門学校 ○ ○ ○
11/27 (土) プレ実習授業・入試説明会 専門学校 ○ ○ ○
12/4 (土) ・ 12/11 (土) 入試説明会 専門学校 [会場]都ホテル尼崎(尼崎)。 ○ ○ ○

NRB日本理容美容専門学校 11/13 (土) ・ 11/20 (土) オープンキャンパス 専門学校 〇 〇
12/11 (土) オープンキャンパス 専門学校 〇 〇
1/29 (土) オープンキャンパス 専門学校 〇 〇
2/19 (土) オープンキャンパス 専門学校 〇 〇



【専修学校・専門学校・各種学校】②
専修学校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り

関西ﾃﾚﾋﾞ電気専門学校 10/30 (土) オープンスクール 専門学校 ○ 〇 ○
【11月実施分】 オープンスクール 専門学校 6(土),13(土),20(土),27(土)。 ○ 〇 ○
【12月実施分】 オープンスクール 専門学校 4(土),11(土),18(土),25(土)。 ○ 〇 ○
【1月実施分】 オープンスクール 専門学校 8(土),15(土),22(土),29(土)。 ○ 〇 ○

KTCおおぞら高等学院(堺ｷｬﾝﾊﾟｽ) 11/6 (土) ・ 11/20 (土) 学校説明会･体験授業 学院 ○ ○ 〇
12/4 (土) ・ 12/18 (土) 学校説明会･体験授業 学院 ○ ○ 〇

小出美容専門学校(堺本校) 11/6 (土) ・ 11/20 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○
12/4 (土) ・ 12/18 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○
1/15 (土) ・ 1/29 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○
2/11 (金) ・ 2/16 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○
3/19 (土) オープンキャンパス 専門学校 ○ ○

代々木ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高等学院　大阪校 10/30 (土) 学校説明会 高等学院 ○ ○ ○
11/20 (土) 学校説明会 高等学院 ○ ○ ○
12/11 (土) 学校説明会 高等学院 ○ ○ ○
1/29 (土) 学校説明会 高等学院 ○ ○ ○
2/19 (土) 学校説明会 高等学院 ○ ○ ○
3/5 (土) 学校説明会 専門学校 ○ ○ ○

兵庫県 ｱｰﾄｶﾚｯｼﾞ神戸/神戸動植物環境 【10月実施分】 学校説明会･体験授業 専門学校 9(土),16(土),30(土) ○ ○ ○ ○
【11月実施分】 学校説明会･体験授業 専門学校 6(土),13(土),20(土),27(土) ○ ○ ○ ○
【12月実施分】 学校説明会･体験授業 専門学校 4(土),11(土),18(土) ○ ○ ○ ○

1/8 (土) ・ 1/15 (土) 学校説明会･体験授業 専門学校 ○ ○ ○ ○
2/5 (土) 学校説明会･体験授業 専門学校 ○ ○ ○ ○
3/5 (土) 学校説明会･体験授業 専門学校 ○ ○ ○ ○

東京都 日本芸術高等学園 11/7 (日) ・ 11/20 (土) オープンキャンパス
12/4 (土) ・ 12/19 (日) オープンキャンパス
1/15 (土) オープンキャンパス
2/5 (土) オープンキャンパス
3/5 (土) オープンキャンパス



【(他府県)全日制高校】
高校名 日程 行事名 申込先 備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 締め切り
和歌山県 高野山 11/7 (日) 個別相談会 高校 [会場]高野山大学難波ｻﾃﾗｲﾄ教室(難波)。

11/20 (土) ・ 11/21 (日) 個別相談会 南嶺祭(学園祭)同時開催。
11/27 (土) ・ 11/28 (日) 体験ｽｸｰﾙ，体験入寮，入試説明会 高校 追悼法会同時開催。 〇 〇
12/12 (日) 個別相談会 高校 [会場]高野山大学難波ｻﾃﾗｲﾄ教室(難波)。

和歌山県 智辯学園和歌山 11/27 (土) 入試説明会兼入試ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 高校 [受付]10/1～。 〇
和歌山県 初芝橋本 11/13 (土) ・ 11/20 (土) 入試説明会・学校見学会 高校 13(土)入試説明会。20(土)学校見学会。

12/4 (土) 入試説明会 高校
和歌山県 りら創造芸術 11/3 (水休) 学校説明会 不要

12/18 (土) 学校説明会 不要

2/19 (土) 学校説明会 不要
奈良県立 十津川 8/30 (月) ～ 12/24 (金) e-ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 〇
奈良県 奈良文化 11/13 (土) ・ 11/27 (土) 入試説明会

12/4 (土) 受験対策勉強会 高校
奈良県五條市立 西吉野農業 11/27 (土) 学校見学会
兵庫県 生野学園 11/3 (水休) 学園祭

11/20 (土) ﾜﾝﾃﾞｰｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 ○ ○ 11/16 (火)

12/11 (土) ﾜﾝﾃﾞｰｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 ○ ○ 12/7 (火)

2/19 (土) ﾜﾝﾃﾞｰｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 ○ ○
兵庫県 近畿大学附属豊岡 10/30 (土) オープンスクール 高校 ○ 10/26 (火)

11/6 (土) オープンスクール 高校 ○ 11/2 (火)

兵庫県 武庫川女子大学附属 11/14 (日) 個別相談会
12/11 (土) 入試説明会・個別相談会

京都府立 海洋 10/9 (土) ～ 12/26 (日) 個別相談会 高校 (10月)9,10,16,17,23,24,30,31,(11月)3,6,7,13,14,20,21,23,27,28,(12月)5,11,12,18,19,22,23,24,25,26 ○ 10日前
11/24 (水) 入試説明会 [会場]京都市内。
12/4 (土) 学校説明会

三重県 青山 10/31 (日) 進学相談会 高校 [会場]新大阪丸ビル別館(新大阪) 10/28 (木)

11/6 (土) ・ 11/21 (日) オープンキャンパス 高校 11/28(日)大阪会場(新大阪)あり。 ○ ○ ○
11/28 (日) 進学相談会 高校 [会場]新大阪丸ビル別館(新大阪) 11/25 (木)

12/11 (土) ・ 12/18 (土) オープンキャンパス 高校 12/23(木)大阪会場(新大阪)あり。 ○ ○ ○
12/23 (日) 進学相談会 高校 [会場]新大阪丸ビル別館(新大阪) 12/20 (木)

1/15 (土) オープンキャンパス 高校 ○
2/5 (土) ・ 2/26 (日) オープンキャンパス 高校 ○
3/5 (土) オープンキャンパス 高校 ○

静岡県 オイスカ 11/6 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 前日，寮宿泊体験あり。 ○ ○ ○
12/11 (土) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ 高校 前日，寮宿泊体験あり。 ○ ○ ○
12/18 (土) 学校説明会 高校 前日，寮宿泊体験あり。 ○ ○ ○

1/8 (土) 学校説明会 高校 ○ ○ ○

【合同説明会】
行事名 主催・後援等 日程 会場(最寄駅等)。備考 TEL FAX ﾒｰﾙ 郵送 HP 申込

私立中学校・高校入試相談会(梅田) 大阪朝日広告社 11/3 (水休) ﾋﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄｵﾌｨｽﾀﾜｰ(梅田)。 必要

通信制高校合同相談会 大阪私立中学校高等学校連合会 11/14 (日) 天満橋OMMビル(天満橋)
通信制高校の合同相談会 学びリンク 11/21 (日) ｺﾝｸﾞﾚｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ(梅田)。 〇 〇 〇 必要

大阪私立中高芸術文化祭典(演劇) 大阪私立中学校高等学校連合会 12/26 (土) ・ 12/27 (日) 大阪市立芸術創造館(千林大宮)


