
学校名 場　所 内　　　　　　　　容

第1回 7月17日（日）

第2回 9月17日(土）

第3回 11月19日(土）

9:00～12:30
全体会（学校紹介、各科紹介）
体験授業、授業見学、部活動見学・体験
入試概要説明会　　入試対策講座

部活動体験オープンスクール
　8月27日（土）、28日（日）、9月3日（土）、4日（日）

9:30～12:00 部活動見学・体験

第1回オープンスクール 7月23日（土） 9：30～12：30 本校 ・学校説明会　・入試概要説明会　・授業見学　・寮見学など

入試説明会　9月24日（土） 10：00～12：00 本校 ・学校説明会　・入試概要説明会　・授業見学　・寮見学など

入試説明会
10月1日（土）倉敷市芸文館
10月2日（日）ピュアリティまきび
10月15日（土）津山商工会議所

15：00～16：00 各会場 ・学校説明会　・入試概要説明会　・個別相談など

第1回 7月23日(土)　　学科／コース体験

第2回 8月19日(金)　　学科／コース体験

第3回 9月17日(土) 　　学科／コース体験

第4回 10月15日(土)　 学科／コース体験

第5回 11月27日(日)　 入試対策講座

部活動体験はオープンスクール午後、および夏休み
中の指定した日。（部活動により日程が異なるため、
本校ホームページにてお知らせします）

9:30～12:00
（部活動体験は午後）

本校

・全体会（学校紹介・進路状況・入試説明　など）
・学科・コースの説明・施設見学
・授業体験・ものづくり体験、授業見学
・部活動体験
・入試（学科・面接）対策講座（第5回）
・入試相談コーナー　　　　など

地区別入試説明会
倉敷、備前、玉島、児島、総社、水島
9・10月を中心に開催します。詳しくは、本校ホーム
ページにてお知らせします。

18:00～20:00 各地区会場
・学校紹介、学科・コースの説明
・令和5年度入試について
・個別受検相談

グリーン　　5月29日（日）

サマー　  　7月17日（日）

オータム　11月 6日（日）

グリーン13:30〰15:30

サマー、オータム
午前の部9:30～11:30
午後の部13:30～15:30

・学校説明　・　コース説明　・　進路状況　　・　入試説明
・生徒によるアトラクション
・授業体験　・　校内見学　・　個別相談　　他

オープン模試　　10月23日（日） 9:00～12:00
・本校入試の模擬試験
・個別成績表を郵送

入試対策講座　　11月26日（土）   ３年生対象 10：00～11：30 ・学校紹介　・　入試対策

明誠学院

第1回 5月28日(土）

第2回 7月10日（日）

第3回 8月20日（土）

第4回 9月23日（金・祝）

第5回10月22日（土）

9:30～12:30頃 本校

全体会
　学校紹介、歓迎パフォーマンス
　入試問題の傾向と対策など
分散会
　コース、類・系の体験学習、部活動体験、
  保護者対象教育セミナーなど

＜オープンスクール＞ 第1回 5月28日(土)

                              第2回 7月20日(水)

                              第3回 10月8日(土)

                              第4回 11月3日(木・祝)

【午前の部】
10：00～11：45

【午後の部】
14：00～15：45

5/28、10/8、
11/3
おかやま未来ホー
ル

7/20　ママカリ
フォーラム

　・各科・コースの紹介　・入試説明会　・個別相談

＜看護科ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ＞ 第1回 7月23日(土)

　　　　　　　　　　　　　　　第2回 10月22日(土)

　　　　　　　　　　　　　　　第3回 11月19日(土)

Webサイトで別途案内 三門校舎

・看護科紹介
・入試説明会
・個別相談
・授業体験

創志フェア（入試対策勉強会）
　　　第1回　8月20日(土)
　　　第2回　10月1日(土)
　　　第3回　10月29日(土)

Webサイトで別途案内 岡山駅前校舎
・本校入試問題の傾向と入試対策授業（数・英）
・保護者対象説明会
・個別相談

＜部活動体験＞ Webサイトで別途案内
岡山駅前校舎及び
部活動練習場所

日程などの詳細はWebサイトで別途ご案内します。

オープンスクール※午前・午後同じ内容で2回実施
　第１回　 7月20日（水）

　第２回　10月 2日（日）

　第３回　11月 6日（日）

午前　　9:30～11:30
午後　13:30～15:30

本校

・学校紹介DVD
・学校生活やコースの説明
・部活動紹介
・令和5年度入試について（第2回以降）

入試説明会
　10月15日（土）

倉敷　10:00～12:00
本校　14:00～16:00

倉敷市民会館
本校

・学校紹介DVD
・学校生活やコースの説明
・令和5年度入試について

サッカー・野球体験
　第１回　 8月1日（月）
　第２回　11月3日（木・祝）

　8:20 受付
　9:00～12:00

就実高校
祇園グラウンド

・サッカー部、野球部の部活動見学、体験
　　※事前申し込みが必要です

令和４年度オープンスクールの実施計画(岡山県私学協会登録の高等学校）

※令和４年５月１６日現在の予定です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から急な予定変更も考えられますので、必ず事前に各校のホームページでご
確認ください。

創志学園

関　　  西 本校

就　　　実

日　　　時

岡　　　山

岡山商科
大学附属

山陽学園 本校



学校名 場　所 内　　　　　　　　容日　　　時

オープンスクール
　第1回 6月19日(日)

　第2回 7月16日(土)

　第3回 9月4日(日)

　第4回 10月16日(日)

9:30～12:00

＜予定＞
　・学校紹介（各コースの説明）
　・個別相談コーナー
　・授業体験
　・入試について

部活動体験オープンスクール
8月23日（月）～27日（金）、9月3日（土）、10日
（土）、17日（土）

9:30～12:00、13:30～
16:00

部活動見学・体験

第1回入試問題解説講座　11月5日（土）

第2回入試問題解説講座　12月3日（土）
9:30～12:30 本校入試問題の傾向と対策

第1回  7月16日（土）  午前・午後同じ内容で実施

第2回 10月16日（日）　午前のみで開催

第3回 11月20日（日）　午前のみで開催

第1回
AM 9:30～11:45
PM 14:00～16:15
第2回 9:30～12:10
第3回 9:30～11:45

本校

・歓迎パフォーマンス（チアリーディング・ダンス・和太鼓など）
・科・コース紹介、７つの習慣J説明会、進学実績などの説明会
・授業体験、親学講座、入試説明会、キャンパスツアー、部活動体験
など

「岡山学芸館　部活動合同練習DAY」

6月～11月
ホームページで別途案内

本校及び
グラウンド施設

・吹奏楽・硬式テニス・バスケットボール・サッカー・柔道などの見学・
体験

英語科オープンスクール
　　　8月20日（土）、9月25日（日）

医進ｻｲｴﾝｽｺｰｽ／スーパーVコースｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ
　　　8月3日（水）、8月21日（日）

09:30～12:00
10:00～12:00

本校

・英語科の教育内容、1年間海外留学プログラムの内容を紹介、
   大学進学指導と英語検定やTOEICの実績、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに活躍する
OBOGについて
・医進ｻｲｴﾝｽｺｰｽとｽｰﾊﾟｰVｺｰｽの教育・進学指導の内容と進学実績な
どについて

高校入試対策模試
　　　11月3日(木・祝)、5日(土)
　　　　　　　　　　※中３のみ対象。日時は選択。

9:00～14:30
※3教科受験は12:30ま

で
本校

・本校の入試問題類題による模擬試験
・入試結果は１週間以内に受験生に点数分析をして個別郵送
・受験者のみ11月23日（水・祝）「ハイレベル特別講座」の受講ができ
る

夏のオープンスクール　 7月18日（月・祝） 9:30～12:00
●歓迎アトラクション・学校紹介・コース説明・体験授業
　 部活動見学・個別質問

部活動オープンデー 8月～9月の土日祝日 ホームページで別途案内 ●部活動見学・学校説明・個別質問

秋のオープンスクール　 10月30日(日） 9:30～12:00
●歓迎アトラクション・入試情報の提供・体験授業
　 部活動見学・個別質問

入試対策セミナー　11月13日（日） 9:00～12:10（15:00）
●国語・数学・英語・（社会・理科）の入試模擬体験
　　個別相談

川崎医科
大学附属

第1回 7月31日（日）

第2回 8月21日（日）

第3回 10月30日（日）

10:00～12:30
（第3回のみ10:00～

14:00）
本校

・高校・医科大学説明
・校舎棟・寮見学
・個別懇談
・入試対策セミナー（第3回のみ）

オープンスクール
 
　8月11日（木・祝）

　11月26日（土）

オープンスクール
　10：00～12：00

オープンスクール　部活・スクールライフ編と入試・出願準備編
　・学校紹介（学科・コース　学校生活　制服　部活動の説明など）
　・体験講座、部活動体験・見学、高校授業体験、高校受験対策講座
　・入試情報（入試問題・面接解説　対策問題・過去問題配付など）
　・制服試着　個別相談　保護者対象企画

少人数制プレミアムオープンスクール
　　6月11日（土）

　　7月2日（土）

　　8月6日（土）

　　9月17日（土）

　10月  1日（土）

少人数制プレミアム
　　オープンスクール
　10：00～12：20

少人数制プレミアムオープンスクール
　・持ち味発見！本校生徒との交流イベント
　・思考力アップ！グループ参加型学習イベント。

第1回　倉敷高校　すうめるオリンピック２０２２開催
8月20日（土）

すうめるオリンピック２０２２
9：00～12：30

第１回　倉敷高校　すうめるオリンピック２０２２開催
・チーム対抗にて脳トレ（すうめる）に挑戦！
※「すうめる」は、毎週日曜日に発行される、山陽新聞の子どもしんぶ
ん「さん太タイムズ」の裏表紙に、2019年4月〜2021年5月まで約
2年間、104回にわたり掲載されました。内容は世界の偉人たちを
テーマに104人の偉人を紹介しました。

高校入試対策　模擬テスト　11月3日（木・祝）
高校入試対策
　　　　　模擬テスト
　9：00～12：45

高校入試対策　模擬テスト
・本校の入試問題類題による模擬試験
・入試結果は１週間以内に受験生に点数分析をして個別郵送

土曜レッスン
　10月22日（土）、11月5日（土）、11月12日（土）

土曜レッスン
　9：00～12：30

土曜レッスン
・国語数学英語の授業を基礎クラスと応用クラスに分かれて実施
・高校入試に対策に最適。
・高校入試対策　模擬テストの解説

倉敷翠松

第1回 6月25日（土）
　
第2回 8月20日（土）

第3回10月8日（土）

第4回11月5日(土)

午前の部　9時～11時
午後の部　14時～16時

本校

・学校見学
・体験授業
・部活動公開練習見学
・入試対策講座
・入試説明会
・個別相談 など

岡　 　山
学 芸 館

倉 　 　敷 本校

岡山理科
大学附属

本校

清心女子 本校



学校名 場　所 内　　　　　　　　容日　　　時

●第1回 6月5日(日) 9：00～12：00 くらしき作陽大学
●新校舎紹介 ●制服紹介
●作陽教育カリキュラムの紹介
●Proudコースの紹介　●音楽デザイン･吹奏楽部　体験レッスン

●第2回 7月31日(日) 9：00～12：00 くらしき作陽大学
●新校舎紹介　●制服紹介
●Proud･Progress･Professional各コース別説明会
●部活動等見学･体験会・体験レッスン

●第3回　8月20日(土)
9：00～12：00

13：00～15：00

くらしき作陽大学

他各指定会場

■9：00～12：00
　●全体会
　　作陽生によるWelcomeﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ　制服ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ
　　Proud･Progress･Professional各コース別説明・体験会
　　個別進学相談会
■13：00～15：00
　●部活動等会場別見学･体験会・体験レッスン　等

●第4回　10月  1日(土)　   10月15日(土)
　　　　　　 10月29日(土)     11月  5日(土)
             11月19日(土)

9：00～12：00 くらしき作陽大学
●個別進学相談会
●(希望者)新校舎建設地見学　等

●第5回 11月23日（水･祝） 9：00～12：00 オンライン開催
●2023入試問題作成者による入試問題対策講座
●面接官による個人面接攻略のポイント

第1回 6月25日（土） 8:50～12:00 授業見学、学校説明

第2回 7月24日（日）

第3回 8月27日（土）

13:10～15:15
 

13:10～16:15

一日入学
校内見学、授業・部活動体験、
学校説明会、個別相談
国際化教育体験発表等

第4回 9月10/11日（土・日） 10:00～14:00 文化祭見学と個別相談

第5回 10月29日（土）  9:00～15:00 高校入試模擬テスト、高校入試説明会、個別相談

第6回 11月5日（土） 14:00～16:00 高校入試説明・相談会、校内見学

おかやま
山　　　陽

オープンスクール
第1回　7月9日（土）・10日（日）

第2回　8月20日（土）・21日（日）

第3回　11月26日（土）

中学３年生対象体験入学
　　　　10月8日（土）・9日（日）

チャレンジ模試　11月5日（土）

　　　　　9:00～12:00

部・同好会フェアを第1回～
第3回のオープンスクール
の終了後に実施する予定
です。

本校

オープンスクール
　学科･コース別授業体験
　キャンパスツアー
　教育方針の説明（保護者対象）
　部・同好会フェア（希望者）
　個別相談

中学３年生対象体験入学
　各科・コースに分かれ、実習・授業体験

岡山龍谷

オープンスクール
第1回 6月25日（土）

第2回 8月21日（日）

第3回 9月23日（祝・金）

第4回10月29日（土）

9:30～11:30 本校

岡山龍谷高等学校　概要説明
　・体験授業
　・学校説明
　・校内見学
　・入試説明
　・個別相談　など

　※各回によって多少内容が異なります。
　　　本校ＨＰでご確認ください。

興  譲  館

第1回　　7月30日（土.）

第2回　 10月22日（土）

第3回　　11月19日（土）

部活動　　9月24日（土）

個別受験相談会
10月　6日（木）ふくやま産業交流会館（福山）
10月13日（木）やかげ文化センター
10月27日（木）まなびの館ローズコム（福山）
11月　5日（土）本校
11月12日（土）本校
12月 3日（土）本校

　詳細は
　ホームページに記載

本校

学校紹介
授業体験
部活動体験
入試説明　など

第1回 オープンスクール       ７月９日（土）

第2回 オープンスクール       １０月２９日（土）
9:30～12:00(予定） 本校

第１回・第２回オープンスクール
　・コースの説明
　・体験学習（全コース）
　・校舎見学、寮見学、部活動体験（見学のみも可）
　・個別相談
※各回の詳細な内容はホームページ等でご確認ください
※上履き・マスクなどをご用意ください

個別説明会
　第１回　　６月２５日　（土）
　第２回　　１１月１９日　（土）
　第３回　　１２月３日　（土）

9:30～12:00（予定） 本校
全コースを対象とした個別相談会を行います。
※上履き・マスクなどをご用意ください

岡山県
美　 作

第1回  8月20日(土）
 午前：エクセル特進コース・美作大学コース
 ＩＴスペシャリストコース(昨年度実績／コース未定）
 午後：特別進学コース・ライセンスコース・福祉医療
 コース
第1回  8月27日（土）
 午前：進学コース・進学探究コース・現代創造コース
  福祉医療コース　(昨年度実績／コース未定）
 午後：部活動オープンスクール　※後日案内
第2回 10月29日(土）
 午前：全コース
 午後：部活動体験
第3回 11月19日（土）　保護者対象進学説明会

個別相談会　日程未定

第1回
　午前：9:00～11:30
午後：13:00～15:30

第2回
午前：9:30～12:00
午後：13:00～16:30

第3回
10:00～12:00

本校

第1・2回　中学生および保護者または中学校教員対象
　　　　　　 　教育内容の説明および希望コースの授業を体験

第3回　保護者対象進学説明会(中学生の参加も可能）
　　　　　　 教育内容の説明、授業見学および個別進学相談

　※全体会終了後、不登校相談等、個別相談窓口も設置する予定。

部活動　全ての部活動で実施予定
　　　　　　　練習参加・見学どちらでも可能

岡山県
高梁日新

作陽学園
(名称変更予

定)

金光学園 本校



学校名 場　所 内　　　　　　　　容日　　　時

見学相談会 6月4日(土) 10：00～12:00 学校見学・個別相談

第１回オープンスクール　8月3日(水） 9:00～13:00
学校紹介・授業体験・個別相談
部活動体験・説明（※希望者のみ）

第２回オープンスクール 10月9日（日） 9:00～13:00
学校紹介・入試対策
部活動体験・説明（※希望者のみ）

第３回オープンスクール 11月13日(日) 10：00～12:00 学校見学・個別相談

授業見学会
　5月21日(土)

9:30～12:00 学校概要説明・施設見学・授業見学・個別相談など

授業見学会
　6月25日(土)

9:30～12:00 学校概要説明・施設見学・授業見学・個別相談など

授業見学会
　7月16日(土)

9:30～12:00 学校概要説明・施設見学・授業見学・個別相談など

入試説明会・オープンスクール
　10月29日(土)

9:30～12:00 入試概要説明・施設見学・授業見学・部活動見学・個別相談など

高校受験生対象説明会
　11月12日(土）

10:00～12:00 入試概要説明・施設見学・授業見学・個別相談など

地区別学校説明会
　岡山地区　6月5日（日）　さん太ホール
　津山地区　6月12日（日）　津山文化センター
　倉敷地区　6月19日（日）　倉敷市芸文館
　高松地区　8月28日（日）　高松商工会議所
　福山地区　9月19日（月・祝）　広島県民文化セン
ターふくやま
　西播磨地区　9月25日（日）　あいめっせホール

会場により
異なりますので，

本校ウェブページにて
ご確認ください。

各会場
（左に記載）

学校概要説明・各エリアの実情にあわせた説明・個別相談など

オープンスクール
　 5月28日（土）
　 6月25日（土）

13:00～16:30 学校見学・説明，個別相談　など

オープンスクール（体験学習）
   9月18日（日）
  10月22日（土）
　11月26日（土）
　12月 4日（日）

9:30～12:30
上記「オープンスクール」の内容に加え，
専門コース体験学習がメインとなります。
１０の専門コースの中から，一つを選び体験します。

オープンスクール
（新入学，転入学・編入学　相談会）
　令和5年（2023年）
　 1月21日（土）
　 2月 4日（土）
　 2月23日（木・祝）

13:00～16:30
学校見学・説明，入試説明（日程，入試問題出題範囲・問題解説な
ど），個別相談
　（入試に関する個別相談がメインとなります。）

入試説明会
　 9月17日（土）姫路市・津山市
　 9月19日（月・祝）岡山市
　 9月24日(土)米子市・高松市
　 9月25日（日）大阪市・広島市

14:00～16:00
各会場

（左に記載）
学校説明，入試説明（日程，入試問題出題範囲・入試問題解説など），
個別相談

オープンスクール
第1回  7月16日（土）
第2回 9月17日（土）
第3回 10月15日（土）

9:30～ 本校 学校説明会・授業見学・個別相談など

地区別学校説明会
岡山　6/6(月）　岡山国際交流センター
倉敷　6/9(木)　倉敷市芸文館
福山　6/10(金)　  まなびの館ローズコム
姫路　6/13(月)　イーグレひめじ
津山　6/16(木)　津山圏域雇用労働センター

19:00～
各会場

(左に記載)
学校説明会・個別相談など

サマースクール　8月4日（木）・5日（金） 　9：00～ 本校
※小学生対象
体験授業等

中学校受験模擬試験　10月2日（日）
詳細はホームページ等で

ご確認ください
本校

津山会場
※小学6年生対象
中学校受験対策模擬試験

鹿島朝日
(通信制)

滋慶学園
(通信制)

●オープンスクール
　7/24（日）、8/6（土）、9/23（金）
　※中２イベント
　　　12/17（土）、3/25（土）

●入試対策セミナー　※オンライン同時開催
　10/22（土）、11/12（土）、11/27（日）、12/3
（土）、12/11（日）、1/7（土）

●学校説明会　※オンライン同時開催
　5/14（土）、6/11（土）、7/9（土）、8/28（日）

10：00～12：30
　

午前の部10時～12時
午後の部14時～16時

※日にちにより開催時間が
異なる場合がありますの
で、詳細はＨＰでご確認く

ださい。

本校

【オープンスクール】
学校コース紹介、校舎見学ツアー、体験授業、個別相談
※希望者には、制服試着・生徒用マンション見学あり

【入試対策セミナー】
学校コース紹介、入試日程および入試概要説明、入試対策講座およ
び面接指導、
保護者対象説明会、個別相談

【学校説明会】
学校コース紹介、校舎見学ツアー、個別相談
※希望者には、制服試着・生徒用マンション見学あり

個別面談、相談会を随時行なっています。　詳しくは入学相談室までお問い合わせください。

朝日塾
中等教育

学校

吉備高原
学　　　園

本校

岡山白陵

本校

岡山県
共   生

本校


