
2022年 6月19日（日）10：00～16：30
上智大学  大阪サテライトキャンパス

相談は随時行います。４校の特色を知って、
希望の進路を手に入れよう！

コロナウイルス感染拡大防止のため
3回に分けて実施します。
プログラム詳細は裏面をご覧ください。

事前申し込み（抽選）が必要です

大阪星光学院中学校・高等学校
「世の光であれ」を校訓と
し、灯台の如く社会全体を
照らし、電灯の如く周囲に
希望を与え、ろうそくの如
くほのかながらも一人から
頼りにされる人材を輩出し

たいと考えている。アシステンツァ（ともにいること）を基本姿勢
として、生徒たちに適度な距離で寄り添い、その心に愛の灯を灯し
たいと願っている。多感な若者の知性を高め、意志を強め、心を豊
かにすることで様々な光が学院から巣立ってゆき、多くの分野で社
会に貢献することを念願している。

明星中学校・高等学校
「よき明星紳士たれ！」
をモットーに、知的・精
神的にバランスの取れた
人間性の育成を教育目標
としている。教員が生徒
とのつながりを大切にす

る基本姿勢は、学校長が毎朝校門で生徒を迎える創立以来の伝
統に象徴されている。宗教を基盤とする倫理教育を柱に据えつ
つ、知識の習得にとどまらない探究的な学習活動やグローバル
教育を積極的に取り入れ、生徒自身が社会における自らのミッ
ション・生き方を発見する教育に力を注いでいる。

六甲学院中学校・高等学校
「仕えるリーダー」の育成
を目指し、「知育」「宗教」
「訓育」「諸活動」の４つ
の 柱を掲げている。“生
徒が生徒を育てる” を旨
とし、学内清掃の徹底、

街頭での共同募金活動は この一環である。また、学業・人物と
もに優れた高校２年生が、新入生と生活を共にしながら学び合
う「指導員」といった仕組みも伝統である。上級生が下級生を
指導して受け継がれているものである。モットーは「Man for 
Others, with Others」。

洛星中学校・高等学校
本学園は「キリスト教カ
トリック精神に基づく
“全人教育”」を目標に掲
げて教育を行っていま
す。命、個性、能力を大
切にするために、授業、

クラブ活動、学校行事などを通じて、心・頭・体のバランスの
取れた人間を育てます。将来、周りの人たちから信頼され、隣人、
社会、世界の人々に貢献するよきリーダーとなることを願って
います。そのために、正義と平和を求める豊かな感性をもつ人、
学問を愛する叡智の人の育成を目指します。

大阪メトロ「中津駅」4番出口より徒歩 2分
阪急「梅田駅」茶屋町口より徒歩 4分
JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩10分

交通アクセス

大阪市北区豊崎3-12-8　サクラ ファミリア 2階

京阪神の私学カトリック男子校
４校が集結！　　京阪神

カトリック男子校フェア
　　京阪神
カトリック男子校フェア
　　京阪神
カトリック男子校フェア
　　京阪神
カトリック男子校フェア

相談会と各校プレゼンテーション

日
時

会
場

第　　回12022

6/8 6/1310： 0 0 ～（水） 10 15： 0 0（金） （月）抽選 受付 当選発表



2022年 7月10日（日）10：00～16：30
上智大学  大阪サテライトキャンパス

相談は随時行います。４校の特色を知って、
希望の進路を手に入れよう！

コロナウイルス感染拡大防止のため
3回に分けて実施します。
プログラム詳細は裏面をご覧ください。

事前申し込み（抽選）が必要です

大阪星光学院中学校・高等学校
「世の光であれ」を校訓と
し、灯台の如く社会全体を
照らし、電灯の如く周囲に
希望を与え、ろうそくの如
くほのかながらも一人から
頼りにされる人材を輩出し

たいと考えている。アシステンツァ（ともにいること）を基本姿勢
として、生徒たちに適度な距離で寄り添い、その心に愛の灯を灯し
たいと願っている。多感な若者の知性を高め、意志を強め、心を豊
かにすることで様々な光が学院から巣立ってゆき、多くの分野で社
会に貢献することを念願している。

明星中学校・高等学校
「よき明星紳士たれ！」
をモットーに、知的・精
神的にバランスの取れた
人間性の育成を教育目標
としている。教員が生徒
とのつながりを大切にす

る基本姿勢は、学校長が毎朝校門で生徒を迎える創立以来の伝
統に象徴されている。宗教を基盤とする倫理教育を柱に据えつ
つ、知識の習得にとどまらない探究的な学習活動やグローバル
教育を積極的に取り入れ、生徒自身が社会における自らのミッ
ション・生き方を発見する教育に力を注いでいる。

六甲学院中学校・高等学校
「仕えるリーダー」の育成
を目指し、「知育」「宗教」
「訓育」「諸活動」の４つ
の 柱を掲げている。“生
徒が生徒を育てる” を旨
とし、学内清掃の徹底、

街頭での共同募金活動は この一環である。また、学業・人物と
もに優れた高校２年生が、新入生と生活を共にしながら学び合
う「指導員」といった仕組みも伝統である。上級生が下級生を
指導して受け継がれているものである。モットーは「Man for 
Others, with Others」。

洛星中学校・高等学校
本学園は「キリスト教カ
トリック精神に基づく
“全人教育”」を目標に掲
げて教育を行っていま
す。命、個性、能力を大
切にするために、授業、

クラブ活動、学校行事などを通じて、心・頭・体のバランスの
取れた人間を育てます。将来、周りの人たちから信頼され、隣人、
社会、世界の人々に貢献するよきリーダーとなることを願って
います。そのために、正義と平和を求める豊かな感性をもつ人、
学問を愛する叡智の人の育成を目指します。

大阪メトロ「中津駅」4番出口より徒歩 2分
阪急「梅田駅」茶屋町口より徒歩 4分
JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩10分

交通アクセス

大阪市北区豊崎3-12-8　サクラ ファミリア 2階

京阪神の私学カトリック男子校
４校が集結！　　京阪神

カトリック男子校フェア
　　京阪神
カトリック男子校フェア
　　京阪神
カトリック男子校フェア
　　京阪神
カトリック男子校フェア

相談会と各校プレゼンテーション

日 

時

会 

場

第　　回22022

6/29 7/1 7/410： 0 0 ～（水） 15： 0 0 （金） （月）抽選 受付 当選発表



１０：００ ～１１：００　４校によるプレゼン（１）
１１：00 ～１２：３０　個別相談会（１）　

受付開始　9：45

1回目

１2：００ ～１3：００　４校によるプレゼン（2）
１3：00 ～１4：３０　個別相談会（2）

受付開始　11：45

2回目

１4：００ ～１5：００　４校によるプレゼン（3）
１5：00 ～１6：３０　個別相談会（3）１組１５分

受付開始　13：45

3回目

要事前
申　込

http://www.sophia-osaka.jp/  

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
入場制限を行います。参加希望の方は上記サイトから
申し込みをおこなってください。 ※各回とも内容は同じです。

１組１５分

１組１５分

９:00 ～、11：00～、13：30～、15：30～

抽 選

会場についてのご質問は上智大学大阪サテライトキャンパスまで
お尋ねください。 電話　06-6450-8741（平日11時～16時）

六甲学院中学校・高等学校洛星中学校・高等学校

明星中学校・高等学校

開催につきましては必ず学校HPをご確認ください。
＊開催方法等につきまして
は、本校ホームページ等
でお知らせいたします。

※社会情勢によりご見学いただけなくなる可能性があります。詳細につきましては、
　本校ホームページ等で随時お知らせいたします。

〒657-0015　神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目4番1号
TEL.（078）871-4161（代表）
http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html/

オープンスクール
          　（HPで予約申込）

入試説明会
          　（HPで予約申込）

阪急電車「六甲」駅下車徒歩20分（タクシー5分）
市バス36系統「六甲台南口」下車徒歩10分、２系統「篠原本町2丁目」下車徒歩15分

交通

交通

 10月 1日（土） 

 7月  30日（土）、  31日（日）
 8月  20日（土）、  21日（日）

１．文化祭 　9月16日（金）～18日（日）
２．体育祭　 9月28日（水）雨天順延
３．クリスマスタブロー　12月23日（金）

〒603-8342　京都市北区小松原南町33
TEL.（075）466-0001（代表）　　https://www.rakusei.ac.jp/

〒543-0016　大阪市天王寺区餌差町5－44
TEL.（06）6761-5606　　https://www.meisei.ed.jp/

入試説明会
 11月 12日（土）午後 オープンスクール

学校見学会
          　（HPで予約申込）

主な学校行事

 7月 17日（日） 10:00～／14:00～
　 ※説明会終了後、個別相談会・施設見学会

学校説明会

北野白梅町（西大路今出川）交差点北西へ徒歩すぐ
各ターミナル駅から乗換「北野白梅町」へ（JR「円町」駅、地下鉄「今出川」駅、
地下鉄「北大路」駅、地下鉄「西大路御池」駅、阪急「西院」駅、
京阪・叡山電鉄「出町柳」駅

交通

大阪メトロ長堀鶴見緑地線「玉造駅」徒歩7分
JR環状線「玉造駅」徒歩10分
近鉄「大阪上本町駅」徒歩12分
大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」徒歩12分

交通

〒543-0061　大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL.（06）6771-0737　　http://www.osakaseiko.ac.jp/

大阪市営地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽丘」駅③番⑤番出口から徒歩２分
JR「天王寺」駅、近鉄「あべの橋」駅から徒歩10分

中学

中学

中学

大阪星光学院中学校・高等学校

学校見学会
（HPで予約申込）

 10月   1日（土） 14:00～（小６対象）
   10月 8日（土） 14:00～（小６対象）
   11月 12日（土） 14:00～（小5・６対象）

入試説明会
          　（HPで予約申込）

11月 ３日 （木・祝）

6月25日 （土）14:30～（小６対象）
オープンスクール
（HPで予約申込） 9月10日 （土）14:30～（小5対象）

スクールフェア（文化祭）

中学

 10月 8日（土） 14:30～
 11月 12日（土） 14:30～

入試説明会
          　（予約不要）
高校

中学

中学・高校 詳細は決まり次第、
HPに掲載します。

 10月   8日（土） 14:00～15:45
   11月   6日（日）  8:30～10:15
   12月 3日（土） 14:00～15:45

入試説明会
         

オープンスクール 8月28日 （日）  9:30～／14:00～

 11月 6日（日）  8:15 集合入試プレテスト
※参加申込みおよび詳細はHPでご確認ください。 
※高校の入試イベントはHPでご案内しております。

いずれも、

 ７月 24日（日）  午前
 ８月 21日（日）  午前
 10月 8日（土） 10:20 ～12:00
 10月 29日（土） 14:00 ～15:30
 10月 12日（土） 14:00 ～15:30




