
○現在、五中に届いている説明会などの予定です。

　このほか、ポスター、配布チラシ等で知らせているものもあります。

※参加のときは、参加予定報告書を担任の先生からもらって、記入して提出してください。

○Ｗｅｂ申し込みが難しい場合は担任の先生または森たか先生に相談してください。

（注意！！）

○警報等で当日、急遽中止になることもあります。中止の場合は必ず

　高校ホームページに掲載されますので、情報は自分で確認してください。

（裏面に続く）

実施日時 ８月３日（土）１０：００～１３：００　オープンスクール

内容 ８月２日（金）１０：００～１３：００　宣真まんが祭　　

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み（オープンスクールは当日参加も可）

https://senshin.sakura.ne.jp/form/

せんしん こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

宣真高等学校 普通科

所在地 池田市荘園  2-3-12

アクセス 阪急宝塚線「石橋」西徒歩13分

申し込み

時間・内容 １０：００～１２：００　オープンスクール

実施日・内容 ８月２１日（水）　クラブ体験会

時間 【Ⅰ部】１０：００～１１：３０　【Ⅱ部】１３：００～１４：３０

申し込み Ｗｅｂにて申し込み　https://koubun.ed.jp/exp/openschool.php

内容

内容

おおさかしんあいがくいん　こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

実施日時 ８月２１日（水）１０：００～　・　９月２１日（土）１３：３０～

申し込み 不要

大阪信愛学院高等学校 普通科

所在地 大阪市城東区古市 2-7-30

アクセス 大阪メトロ谷町線「関目高殿」徒歩18分

実施日時 ８月２５日（日）９：００～１２：３０

オープンスクール　※当日のタイムテーブルはＷｅｂで確認

所在地 大阪市東淀川区相川  3-10-62

上記のＷｅｂから申し込み

アクセス 阪急京都線「相川」東徒歩5分

http://high.osaka-shinai.ed.jp/guidance_news/2017827.html

申し込み

実施日 ８月２０日（土）

９月１４日（土）１５：００～

学校説明会

Ｗｅｂにて申し込み　https://otemae-hs.ed.jp/

アクセス 阪神本線「千船」東徒歩6分

おおさかせいけいじょし　こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

大阪成蹊女子高等学校 普通科・美術科

申し込み

おおさかふりつ　おおてまえ　こうとうがっこう 大阪府内 公立

大阪府立大手前高等学校 文理学科

所在地 大阪市中央区大手前2丁目1番11号

普通科

所在地 摂津市正雀　1-4-1

Ｗｅｂにて申し込み　https://www.kun-ei.jp/admission/events

アクセス 阪急京都線「正雀」北東徒歩5分

アクセス 大阪メトロ谷町線「天満橋」東南200m

実施日時

内容

実施日時

内容
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大阪府内 私学 女子校

金蘭会高等学校 普通科

所在地 大阪市北区大淀南 3-3-7

アクセス JR大阪環状線「福島」北徒歩8分

きんらんかい　こうとうがっこう

実施日時 ９月７日（土）・９月２９日（日）両日とも１０：００～１２：３０

７月２８日（日）・８月２５日（日）両日とも１４：００～１６：００

オープンスクール

おおさかくんえいじょがくいん　こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

大阪薫英女学院高等学校

オープンスクール（授業体験、クラブ体験・見学、入試相談コーナー　など）

こうぶんがくえんじょし こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

実施日 ７月２５日（土）・７月２６日（日）・７月２７日（月）

Ｗｅｂにて申し込み

時間・内容 ９：３０～１２：３０　デザイン美術/マンガ・アニメ体験会

申し込み

梅花高等学校 普通科

所在地 豊中市上野西  1-5-30

アクセス 阪急宝塚線「豊中」北東徒歩13分

ばいか こうとうがっこう 大阪府内 私学 女子校

内容 オープンスクール

オープンスクール内容

https://www.kinran.ed.jp/admissions/event02/

申し込み

実施日時 ８月２５日（日）・９月２８日（土）両日とも１０：００～１５：００

好文学園女子高等学校 普通科

所在地 大阪市西淀川区千舟　3-8-22

Ｗｅｂにて申し込み　https://www.baika-jh.ed.jp/exam/h_infosession/



申し込み
Ｗｅｂにて申し込み

https://riseisha.ed.jp/h_school/guidance/explanation.html

９月７日（土）・１０月５日（土）両日とも９：３０～（開始１０分前集合）

授業参観と入試説明会　※詳細はＷｅｂで確認

実施日時

内容

履正社高等学校 普通科

所在地 豊中市長興寺南　4-3-19

アクセス 阪急宝塚線「曽根」東徒歩15分

８月２５日（日）１４：００～（開始１０分前集合）

入試説明会　※詳細はＷｅｂで確認

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み

https://mino-jiyu.ed.jp/hs/entry/opencampus.html

９月２８日（土）１４：００～１７：００

オープンキャンパス　※詳細はＷｅｂで確認

実施日時

内容

りせいしゃ　こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

みのおじゆうがくえん こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

箕面自由学園高等学校 普通科

所在地 豊中市宮山町  4-21-1

アクセス 阪急箕面線「桜井」南東徒歩約7分

７月２０日（土）・８月２４日（土）両日とも９：３０～１２：３０

配布済みのチラシまたは７月１６日（月）からＷｅｂにて受付

https://www.osaka-seisho.ed.jp/exam/summer/ （締め切り８月７日（水））

８月２４日（土）１３：３０～　入試説明会

申し込み不要

実施日時

内容

申し込み

大阪府内 私学 共学校

関西大学北陽高等学校 普通科

所在地 大阪市東淀川区上新庄  1-3-26

アクセス 阪急京都線「上新庄」南徒歩8分

実施日時・内容 ８月３１日（土）１３：３０～　オープンスクール

１０月２６日（土）１３：３０～　【入試説明会】

不要

実施日時

内容
１０月１２日（土）１３：３０～　【入試説明会】

申し込み

かんさいだいがくほくよう こうとうがっこう

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み（７月２２日（月）より先着順受付）

https://mirai-compass.net/usr/khokuyoh/event/evtIndex.jsf

せいしょう こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

星翔高等学校 普通科・工業技術系・国際（ｽﾎﾟｰﾂ）

所在地 摂津市三島  3-5-36

アクセス 阪急京都線「正雀」徒歩10分

８月２４日（土）１０：００～　サマースクール（体験授業）

かんさいだいがくだいいち こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

関西大学第一高等学校 普通科

所在地 吹田市山手町 3-3-24

アクセス 阪急千里線「関大前」南徒歩3分

　９月１４日（土）１３：３０～　【オープンキャンパス２０１９】

アクセス 阪急宝塚線「石橋」からスクールバス

実施日時 １０月２６日（土）１４：２０～１６：００

内容 学校説明会　※詳細はＷｅｂにて確認

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み（９月２６日から先着順で受付）

https://mirai-compass.net/usr/kokurah/event/evtIndex.jsf

移転情報
６６期生が入学するときには新キャンパス（島本町）に移転します

ＪＲ京都線「島本」から徒歩約８分・阪急京都線「水無瀬」から徒歩約１５分

かんさいおおくら こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

関西大倉高等学校 普通科

所在地 茨木市室山  2-14-1

アクセス 阪急京都線「高槻市」からスクールバス

実施日時 ８月４日（日）・９月２８日（土）両日とも１４：００～１６：００

内容 オープンスクール　※詳細はＷｅｂにて確認

申し込み
Ｗｅｂにて申し込み

https://www.osakaseiryo.jp/senior_high_school/student_recruit/stu_rec_senior_op/

おうてもんがくいん こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

追手門学院高等学校 普通科

所在地 茨木市太田東芝町 1-1

時間

内容 ①１０:００～１２:００　②１３：３０～１５：３０

スポーツコース体験練習会　　１５:３０～１６:３０

アクセス 阪急京都線「総持寺」北西へ徒歩

実施日 ７月２７日（土）

オープンスクール　　①１０:００～１２:００　②１３：３０～１５：３０

表現コミュニケーションコース実技体験 

申し込み
Ｗｅｂにて先着順で受付（締め切り７月２６日１７時）

おおさかせいりょう こうとうがっこう 大阪府内 私学 共学校

大阪青凌高等学校 普通科

所在地 高槻市前島　3-2-1

https://mirai-compass.net/usr/otemonh/event/evtIndex.jsf


