
一燈園  (075)

〒607-8025   山科区 595-3711

　　四ノ宮柳山町29-13

大　谷  (075) 受験生、保護者

〒605-0965　東山区 541-1312 予約制（先着順）

　　今熊野池田町12 11月19日(日) 9：00～ 受験勉強会 受験生、保護者

受験生、保護者

予約制（先着順）

京都学園  (075) 9月10日(日) 10：00～12：00 FINALオープンキャンパス 小学生、保護者

〒616-8036　右京区 461-5105 10月7日(土) 9：00～11：30 学園チャレンジテスト（3科目型）

　　花園寺ノ中町8 10月15日(日) 9：00～10：45 学園チャレンジテストS2（2科目型）

学園チャレンジ個別相談会 小学6年生、

(時間帯は結果返却時にお知らせ） 保護者

同　志　社  (075)

　　岩倉大鷺町89

花　園  (075)

　　花園木辻北町1

東　山  (075) 小学5年生対象

〒606-8445　左京区 771-9121 定員あり

　　永観堂町51 10月28日(土) 10：00～12：00 オープンキャンパスⅡ 小学生、保護者

龍谷大学付属平安  (075)

〒600-8267　下京区 361-4231

　　大宮通七条上ル 8：30～

　　御器屋町30 （集合）

洛　星  (075)

〒603-8342　北区 466-0001 詳細はHPでご確認ください

　　小松原南町33

洛南高等学校附属  (075)

　　八条下る東寺町559

立　命　館  (075)

〒617-8577　長岡京市 323-7111

　　調子一丁目1-1

京都文教  (075) 中学校受験者対象見学会　　　　要申込

〒606-8344　左京区 771-6155 （全体説明会、授業見学、個別相談）

　　岡崎円勝寺町5 オープンキャンパス

（部活動体験、個別相談、キャンパスツアー）

中学校受験者対象見学会　　　　要申込

（全体説明会、授業見学、個別相談）

10月14日(土) 9：00～16：00 プチキャンパス（個別相談、校舎見学） 小学生、保護者

10月21日(土) 8：30～12：00 中学入試プレテスト　　　要申込 小学6年生

10月28日(土) 9：00～16：00 プチキャンパス（個別相談、校舎見学） 小学生、保護者

オープンキャンパス

（部活動体験、個別相談、キャンパスツアー）

11月25日(土) 8：30～12：00 中学入試プレテスト　　　要申込 小学6年生

京都女子  (075)

〒605-8501　東山区 531-7358 小学6年生

　　今熊野北日吉町17

10：00～16：00 小学生、保護者11月3日（金・祝）

10月7日(土)

〒601-8478 南区壬生通 672-2661
オープンキャンパス
(体験学習、実験教室、クラブ見学、個別相談　他）

10月14日(土) 11:30～15：30

9月16日(土)

10：00～12：00

13：00～17：00

11月4日(土) 9：00～11：30 京女オープン模試

小学6年生男子
児童

9:30～ 児童、保護者

児童

10：00～12：00

小学生、保護者

制限なし

受験者、保護者

受験者、保護者

平成３０年度入試　京都府私立中学校　体験学習（オープンキャンパス）　予定表

平成２９年７月調べ

※　日程・内容は変更される場合がございますので、詳細は各校の最新情報をご参照下さい。

中　学　校　名 電話番号 実　施　日　時 　内　容　　等 対象・人数

12月9日(土) 10：00～16：00 個別相談会Ⅱ

      各校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへは「学校紹介」のコーナーからもご覧いただけます。

〒606-8558　左京区 781-7121
体験授業、学校説明、キャンパスツアー、
数学体験館　他

全学年

小学6年生

11月18日(土) 10：00～16：00 個別相談会Ⅰ

10月21日(土)

11月18日(土) 10：30～13：00

事前申込必要
生徒、保護者

〒616-8034　右京区 463-5221 10月22日(日)
個別相談　他
オープンキャンパス　授業体験、入試対策、

9：00～12：00

11月11日(土) 9：00～11：30 中学プレ入試

13：30～15：30 東山体験会（ロボット教室）9月23日（土・祝）

9月18日（月・祝） オープンキャンパス

11月5日(日) ドランゴンテスト（プレテスト）

11月11日(土)
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京都精華女子学園  (075)

　　吉田河原町5-1

京　都　橘  (075) 小学生、保護者

〒612-8026　伏見区 623-0066 要申込

　　桃山町伊賀50 11月11日(土) 8:45～11：40 「実力判定テスト」「適性検査型判定テスト」 小学6年生

11月18日(土) 9：00～12：00 「実力判定ﾃｽﾄ・適性検査型判定ﾃｽﾄ答案返却会」 要申込

京都光華  （075） 10月7日(土) 14：00～16：00 オープンキャンパス 小学生

〒615-0861　右京区 325-5223 10月14日(土) 10：00～12：30 プレテスト、授業見学会

　　西京極野田町39 11月11日(土) 13：00～13：40 適性プレテスト

京都産業大学附属  (075)

〒600-8577　下京区 279-0001

　　中堂寺命婦町1-10

京都聖母学院  (075)

〒612-0878　伏見区 645-8103

　　深草田谷町1

同志社女子  (075)

〒602-0893　上京区 251-4305 11月11日(土) 13：30～16：30 秋の学校見学会 小5以下対象

　　今出川通寺町西入

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女学院  (075)

〒606-8423　左京区 771-0570 制限なし
　　鹿ケ谷桜谷町110
平安女学院  (075) 9月9日(土) 「オープンスクール」　文化祭見学等　（申込要）
〒602-8013　上京区 414-8111 10月7日(土) 「オープンスクール」　進学EXPO　（申込要） 受験生、保護者
　　下立売通烏丸西入ル 9：30～11：30 〔すべての行事で

　　五町目町172番地の2 14：00～16：00 個別相談を実施〕

12月16日(土) 「クリスマス行事見学会」　（申込不要）
立命館宇治  (0774)

〒611-0031　宇治市 41-3000

　広野町八軒屋谷33番1

同志社国際 （0774）

〒610-0321　京田辺市 65-8911

　　多々羅都谷60-1

京都国際  (075)

　今熊野本多山町1番地

京都共栄学園 （0773）

〒620-0933 22-6241

福知山市字篠尾62-5

      京都学園中高、京都外大西高、京都光華中高、京都聖カタリナ高、京都成章高、京都西山高、京都明徳高、京都両洋高、花園中高、

      洛星中高、洛陽総合高、以上11校。

9月16日(土)
10：00～12：30 学校説明、学校見学、授業体験、学食体験

入学希望者

9月30日(土) 10：20～12：30 授業見学会Ⅱ

9月23日(土) 10：00～13：00 オープンキャンパス
〒606-8305　左京区 771-4181

10月7日(土) 9：30～11：30 中学ガイダンス

◎　10月14日(土）にアスニー山科〔13時30分～16時30分〕で、京都東地区私立中学・高等学校入試相談会を開催します。参加校は

◎　10月28日(土）にガレリアかめおか〔10時～13時〕で、京都西地区私立中学・高等学校入試相談会を開催します。参加校は

9月24日(日) 9：00～14：30 文化祭オープンデー

「学校見学／相談会」　（申込不要）

9：30～12：00

10月21日(土)

〒605-0978　東山区 525-3535
10月7日(土) 制限なし

◎　11月26日(日）にメルパルク京都〔10時～17時〕で、京都府私立中学・高校入試相談会を開催します。京都府下の35校（予定）の

     私立中学高等学校が参加します。是非ご来場下さい。

      一燈園中高、大谷中高、東山中高、京都文教中高、華頂女子中高、京都女子中高、京都精華学園中高、京都橘中高、

     京都聖母学院中高、ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女学院中高、京都翔英高、京都芸術高、以上12校。
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