
一　燈　園  (075)

　　四ノ宮柳山町29-13

大　谷  (075) 9：30～

　　今熊野池田町12 14：00～

京都学園  (075)

　　花園寺ノ中町8

京都外大西  (075)

〒615-0074　右京区 321-0712

　　山ノ内苗町37

同　志　社  (075)
〒606-8558　左京区 781-7121
　　岩倉大鷺町89

花　園  (075)

〒616-8034　右京区 463-5221

　　花園木辻北町1

東　山  (075) 9月26日(土) 生徒、保護者

〒606-8445　左京区 771-9121 9月27日(日) 要申込

　　永観堂町51 中学3年生

要申込

龍谷大学付属平安  (075)

〒600-8267　下京区 361-4231 ①10：45～ 入試説明会、スクールライフ紹介、 中学生、保護者

　　大宮通七条上ル ②13：15～ 入試対策授業、クラブ見学、各種展示 要申込

　　御器屋町30

洛　星  (075)

　　小松原南町33

洛　南  (075)

〒601-8478 南区壬生通 681-6511 オープンキャンパス WEB予約制

　　八条下る東寺町559

立　命　館  (075)

　　調子一丁目1-1

京都両洋  (075)

　　壬生上大竹町13

京都文教  (075) 13：00～15：00 オープンキャンパス①　（学校説明、個別相談、 予約制

〒606-8344　左京区 771-6155 15：00～17：00 校内見学、部活動見学） 各回200組

　　岡崎円勝寺町5 予約制

上限30組

10：00～12：00

14：00～16：00

華頂女子  (075)

　　林下町3丁目456

京都女子  (075)

〒605-8501　東山区 531-7358

　　今熊野北日吉町17

323-7111 12月13日(日) 12：00～15：00
Decision-making Day

校内見学ツアー、個別相談会

中学生、保護者

予約制

11/2迄に申込、
当日参加も可

特進コース体験会

オープンキャンパス②　（学校説明、個別相談、
校内見学、部活動見学）

オータムオープンスクール②

オータムオープンスクール①

予約制

各回200組

オープンキャンパス

華頂短期大学附属幼稚園 教諭体験講座

10/2迄に申込、
当日参加も可

中学生、保護者
要予約

中学生、要予約
〒605-0062　東山区 541-0391

10月3日(土)

9月19日(土)

午前

14：00～

11月8日(日)

〒604-8851　中京区 841-2025
11月3日（火・祝）

10月3日(土) 10：00～12：00

11月3日（火・祝） 12：00～14：00

9月19日(土)

9月13日(日)

　　令和3年度は

10月10日(土) 11:30～15：30

10月3日(土)
9：30～14：00

〒603-8342　北区

〒617-8577　長岡京市

生徒、保護者他
約20組（分散）

〒605-0965　東山区 541-1312 オープンキャンパスⅡ（クラブオープンⅡ）
Web申込制
受験生、保護者

12：00～14：00
公開授業、参加型授業、食堂体験、
制服試着コーナー

中学生、保護者

9月13日(日) 12：10～

〒616-8036　右京区 461-5105
要申込

中学生、保護者

〒607-8025   山科区 595-3711 9月19日(土) 10：00～14：00 DVD上映、校内案内　他

令和２年度　京都府私立高等学校　体験学習（オープンキャンパス）　予定表

令和２年７月調べ　　〔９月１日以降開催分を掲載〕

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催中止・延期・変更される場合がございます。

※開催の有無、事前予約の要・不要、感染症対策について等、詳細は各校のホームページで最新情報を必ずご確認ください。

高 等 学 校 名 電話番号 実　施　日　時 　内　容　　等 対象・人数

466-0001
　　外部募集をいたしません

中学3年生
要申込

10：00～12：00

オープンキャンパスⅡ

10月24日(土) オープンセミナー　「京都大学入試問題に挑戦」

9月19日(土) 9：30～13：00
高校オープンキャンパス
学校紹介、入試対策講座、クラブ体験・見学等

9月19日(土)

10月31日(土)
10：00～12：30

第1回オープンキャンパス

第2回オープンキャンパス
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高 等 学 校 名 電話番号 実　施　日　時 　内　容　　等 対象・人数

京都精華学園  (075) ①10：00～ 中3生、要予約

〒606-8305　左京区 771-4181 ②13：30～ 定員300名程度

　　吉田河原町5-1 10月11日(日) 9：00～15：00 デッサン実技講習会

SEIKAワークショップ

〔幼児教育・パティシエ・吹奏楽〕

11月22日(日) 9：00～15：00 デッサン実技講習会

京　都　橘  (075) 10月3日(土) 10：10～12：30 授業見学会Ⅱ

〒612-8026　伏見区 623-0066 10月17日(土) オープンキャンパスⅡ　入試説明会

　　桃山町伊賀50 11月7日(土) オープンキャンパスⅢ　コース別入試説明会 中学生、保護者
9/19･10/10･11/21･
12/12･12/19･12/26･

1/9･1/23

の各土曜日

京都光華  （075）

　　西京極野田町39

京都産業大学附属  (075) 9月12日(土)

〒600-8577　下京区 279-0001 10月3日(土)

　　中堂寺命婦町1-10 11月7日(土)

12月5日(土)

京都聖母学院  (075)

〒612-0878　伏見区 645-8103 クラブ体験会

　　深草田谷町1

同志社女子  (075)

〒602-0893　上京区 251-4305

　　今出川通寺町西入

京都西山  (075) 9月19日(土) 10：00～12：30

〒617-0002　向日市 934-2480 10月17日(土)

　　寺戸町西野辺25 11月7日(土)

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女学院  (075)

〒606-8423　左京区 771-0570

　　鹿ケ谷桜谷町110

平安女学院  (075) 「オープンスクール」 受験生、保護者

〒602-8013　上京区 414-8111 （個別相談あり） 要申込

　　下立売通烏丸西入ル ①9：30～11：30 「見学相談会」 受験生、保護者

　　五町目町172番地の2 ②14：00～16：00 開催時間内に随時相談可能、校舎見学もあり 申込不要

「クリスマス行事見学会」　クリスマス・カンタータ－ 受験生、保護者

聖歌の合唱にあわせて生徒が演じる無言劇を鑑賞 申込不要

京都明徳  (075) 9月19日(土)

〒610-1111　西京区 331-3361 10月17日(土)

　　大枝東長町3-8 11月14日(土)

12月12日(土)

洛陽総合  (075) 学校見学会（オープンキャンパス）

〒604-8453　中京区 802-0394 教育内容説明、入試説明、個別相談、

　　西ノ京春日町8 系列説明会、校内見学、部活動見学

秋の学校見学会（オープンキャンパス）

教育内容説明、入試説明、個別相談、

校内見学、入試対策講座、部活動見学

冬の学校見学会（オープンキャンパス）

〔内容は秋の学校見学会と同じ〕

立命館宇治  (0774)

〒611-0031　宇治市 41-3000 10月3日(土) 14：00～16：20 キャンパス見学会 事前予約制

　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

9月27日(日) オープンキャンパス

11月3日（火・祝）

12月19日(土)

中学生

学校見学会14：00～17：00 未定

中学生、保護者
45組

9：30～12：00

10月10日(土)

9月12日(土) 10：00～12：00

11月14日(土)

10：00～12：00

特になし

10月3日(土)

10：00～12：30
歓迎コンサート、学校紹介、先輩カフェ、
各種体験、個別相談
（一部クラブ体験は14：00まで）

中学生、保護者

14：00～16：00
生徒による学校説明、授業体験、入試要項説明、
校舎見学、個別相談

12月5日(土)

特になし

10：00～12：00 要予約

13:30～16：00

10：00～11：30 キャンパス見学会

要申込

9月26日(土)

体験授業、校舎見学、クラブ見学、制服展示、
個別相談

全コース申込制
10：00～12：00

〒615-0861　右京区 325-5223
10月31日(土)

9月26日(土)
13：00～16：00 オープンキャンパス　（詳細未定）

14：00～16：00

13：30～15：3011月28日(土)
入試のポイント、校舎見学、クラブ見学、制服展示、
個別相談

10月17日(土)

高校体験学習　2 / 4 ページ



高 等 学 校 名 電話番号 実　施　日　時 　内　容　　等 対象・人数

京都廣学館 （0774） 10：00～

〒619-0245　相楽郡 93-0518 13：30～

　　精華町大字下狛 10：00～

　　小字中垣内48 13：30～

11月8日(日) 10：00～

12月5日(土) 13：30～

京都成章  (075) 9月12日(土)

〒610-1106　西京区 332-4830 9月19日(土)

　　大枝沓掛町26 10月17日(土)

10月31日(土)

11月7日(土)

11月28日(土)

12月5日(土)

申込必要

京都翔英 （0774）

　　菟道大垣内33-10

京都国際  (075) 志望者、保護者

今熊野本多山町1番地 人数制限なし

京都芸術 （0774） 9：00～12：00 中学3年生300名

〒611-0011　宇治市 32-7012 13：30～16：30 事前申込必要

　　五ケ庄西浦6番地2 12月5日(土)

12月12日(土)

12月19日(土) 中学3年生300名

12月20日(日) 事前申込必要

1月9日(土)

1月10日(日)

京都共栄学園 （0773）

〒620-0933 22-6241 10月17日(土) 10：00～15：00 授業見学、学校説明、クラブ体験 中学3年生

福知山市字篠尾62-5

福知山成美 （0773）

〒620-0876　福知山市 22-6224 9月19日(土) 10：30～12：00 オープンキャンパス　体験入部 中学生

　　字堀水内3471-1

京都聖カタリナ （0771）

〒622-0002　南丹市 62-0163 授業体験、クラブ体験 中学生

　　園部町美園町1-78

京都暁星 （0772）

　　獅子崎30

日　星 （0773） 9月19日(土) 授業体験 300人

　　上安久381 11月14日(土) 授業体験 300人

福知山淑徳 （0773）

　　字正明寺36-10

京都美山　（通信制）  (075)

　　元真如堂町358

〒620-0936　福知山市 22-3763
10月3日(土)

12月5日(土)

9：30～12：00

10：00～12：00
オープンスクール

200人

200人

100人

※　詳しくは、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認ください
〒602-0926　上京区 441-3401

　　随時　個別相談を行っています

9：00～12：00

10：00～16：00

9月19日(土)
10：00～12：30

学校概要説明、校内見学、授業体験、
入試説明、学食体験

〒605-0978　東山区 525-3535

学校見学会　（学校紹介、個別相談会など）
※詳細は、決まり次第ホームページ等で
　 お知らせします

11月7日(土) 秋季デッサン講習会

11月7日(土) 10：00～12：00

9：00～12：00
中学3年生、
保護者

小中教員、塾関係者等

10月24日(土)

9月19日(土)
9：30～12：00 制限なし〒611-0013　宇治市 23-2238

10月17日(土)

個別デッサン指導、個別入試相談会

〒626-0065　宮津市 22-2560
11月15日(日)

10月18日(日) オープンスクールⅡ

学校説明会

申込必要
人数は未定

9月26日(土)

10月31日(土)

クラブ体験

クラブ体験、個別相談

入試対策講座

中学生、保護者
及び教育関係者
人数等未定

〒624-0913　舞鶴市 75-0452 10月24日(土) 看護科　実習認定式

未　定
クラブ体験
※詳細は、決まり次第ホームページ等で
　 お知らせします

オープンスクール
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