
【全日制】
学校名・所在地 会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

第1回  8月 2日（金）

第2回  8月 3日（土）

第3回  8月 4日（日）

第4回 11月9日（土）

第5回 12月7日（土）

【夏の学校説明会】

【秋のオープンキャンパス】

10：00～11：30
（受付9：30～）

学校紹介、アトラクション、個別相談会

9：00～

13：30～

第1回   7月22日（月）

第2回   7月23日（火）

第3回   7月29日（月）

第4回   7月30日（火）

【秋の学校見学会】

第5回  10月19日（土）

第6回  11月16日（土）

【直前の学校見学会】

第7回  12月 7日（土）

9：00～12：30頃 中学生・保護者

9：30～15：00 中学生・保護者
（岐阜市内中学生は2日に限定）

不二羽島文化ｾﾝﾀｰ

（予定）

18：30～20：30
中部学院大学
各務原ｷｬﾝﾊﾟｽ

各務原地区

18：30～20：30
中部学院大学

関ｷｬﾝﾊﾟｽ
関・美濃地区

 9：00～14：00 個人ブースに分かれての個別相談会と校内見学

学校説明と校内見学
中学校の先生を通じて事前に
電話で申し込む。

学校行事等の都合もあり、希望日に沿えない
こともあります。

（注1）協会統一書式は、公立中学校長会より各中学校へ通知してありますが、「岐阜県私学振興会」のホームページ( http://www.sigaku-gifu.or.jp/ )にも掲示してあります。

（注2）詳細については、各学校に直接お問い合わせください。

本　校9：30～12：00頃
（受付9：00～）

学校紹介
入試について
施設見学（進路情報室、図書館 他）
授業見学
体験授業
個別進学相談会
アトラクション（ギターマンドリン部または吹奏楽部）
部活動見学（午後から自由見学）

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

羽島地区

当日自由参加（事前申込不要）

・実施日により内容が異なることがあります。
・上履きを持参してください。
・中学2年生、1年生も参加できます。

学校紹介、学科・コースの紹介、個別相談会

関・美濃方面は専用バスを運行します。

 済美高等学校
  〒500-8741
　岐阜市正法寺町33
　　TEL(058)271-0345

【学校説明会】
　11月15日（金）

本　校

本　校
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　岐阜県私立中学高等学校協会

 富田高等学校
  〒500-8765
　岐阜市野一色4-17-1
　　TEL(058)245-3621

　 7月24日（水）・25日（木）・26日（金）・27日（土）

　10月26日（土）・11月9日（土）

中学生・保護者 生徒または保護者の方だけでも参加できます。

学校紹介
体験授業（第1回～第3回）
授業見学（第4回・第5回）
施設見学（スタディホール・サテライト教室他）
進学相談コーナー など

日　　          　　時

【直前説明会】　12月1日（日）

 鶯谷高等学校
  〒500-8053
　岐阜市鶯谷町7
　　TEL(058)265-7571

学校紹介、体験授業、アトラクション、個別相談会

【入試個別相談会】
　11月9日（日）・30日（土）
　12月1日（日）

中学生・保護者本　校

7月1日（月）～12月27日（金）　　9：30～17：00
ご希望があれば対応いたします。
（土・日・祝祭日は除く）

10：00～12：00

【夏の学校見学会】

中学生・保護者

協会統一書式により中学校から
高校へ提出
（中学校単位で電話で人数のみ
　申込みも可）
※当日参加も可

【国際科オープンスクール】
　　6月 8日（土）
　  8月24日（土）
　12月14日（土）

協会統一書式により中学校から
高校へ提出【秋の1日入学】

　10月2日（水）・3日（木）

学校紹介、アトラクション、個別相談会

本　校

18：30～20：30
【学校説明会】
　10月25日（金）

10：00～12：00

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

　※申込方法は事前に各中学校に
　　 ご案内します。
　※書式は本校ホームページより
　 　 ダウンロードできます。
  ※中学校から本校指定アドレスに
　　メールで提出してください。

・実施日により内容が異なることがあります。
・事前にご連絡いただければ、指定日以外に
　も随時対応させていただきます。
・上履きを持参してください。

中学生・保護者

学校紹介、学科・コースの体験授業、アトラクション

【学校説明会】
　11月22日（金）

　10月19日（土）

【夏の体験学習】
　　8月1日（木）～4日（日）

9：30～11：30頃
（受付9：00～）

 岐阜東高等学校
  〒500-8765
　岐阜市野一色4-17-1
　　TEL(058)246-2956

  6/ 8  Skit Performance
  8/24  Summer Memories
10/19  Halloween Party
12/14  X'mas Party

本校ＣＲ教室
中学3年生（2年生可）

毎回先着30名

原則個人申込
申込期間をご確認のうえ、下記申込先に
メールで申し込んでください。
tomitakokusai01@tomita.ac.jp
またはFAX：058-248-5723

詳細は本校ホームページをご覧ください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　私立高等学校説明会・見学会日程表（8/19修正）　　　　　　　　　　　　　　　　
【全日制】

学校名・所在地 会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

9：15～12：15
 本校、
 岐阜聖徳学園大学
 岐阜キャンパス

　中学生・保護者・教員・
  学生・一般
  （学年は問いません）

午前中3コマを自由選択、学校紹介、在校生・ＯＢ・保護者のトーク、
体験授業（本校教員による講座授業）

申込み方法は事前に各中学校に
ご案内します。

臨時スクールバス運行

2日（水）岐阜市内の中学生 中学校で取りまとめ、高校へ提出。

3日（木）岐阜市外の中学生 申込み方法は事前に各中学校にお知らせします。

9：30～12：00
中学生・保護者

（学年は問いません）

各ブースを設けて個別に説明
（科・コース説明、部活動説明、学費・スクールバス説明、入試問題解説、
 個別相談、部活動見学など）

申込み方法は事前に各中学校にお知らせします。
指定日以外にも対応しますので、希望があ
ればご連絡ください。

10：00～12：00 授業見学、英語体験授業②、全体説明、個別相談

英語体験授業③、部活発表、卒業生の話、全体説明、個別相談

    8月4日（日） 英語体験授業④、部活発表、卒業生の話、全体説明、個別相談

英語体験授業⑤、部活発表、講演会、全体説明、個別相談

　12月8日（日） 英語体験授業⑥、全体説明、個別相談

【学校見学会】

中学3年生女子生徒

10：00～14：00 中学生・保護者

9：30～11：30
（受付 8：30～）

学校紹介、施設・設備見学、部活動見学、個別相談
体験学習　（文理科コース授業体験）・（一般コース進学類型授業体験）
　　　　　　　（一般コース美術類型デッサン体験）・（食物科実習体験）

入試の傾向と対策講座（過去問配布）
食物科入試相談、個別相談

学校紹介、施設・設備見学、体験学習、部活動見学、個別相談

14：00～17：00 個別相談、施設・設備見学
希望日を中学校から申し込む
（土日除く）

9：30～12：00
（受付9：00～）

学校概要説明（教育方針・各コース説明）
施設見学
体験授業（各コース別）

9：30～11：30
（受付 9：00～）

学校概要説明（教育方針・各コース説明）
入試説明、施設見学、個別相談

（注1）協会統一書式は、公立中学校長会より各中学校へ通知してありますが、「岐阜県私学振興会」のホームページ( http://www.sigaku-gifu.or.jp/ )にも掲示してあります。

（注2）詳細については、各学校に直接お問い合わせください。

9：00～12：00

10：00～12：00

【一日入学】
　10月2日（水）・3日（木）

 　 7月14日（日）

スクールバスを運行します。
　・7月、8月、11月 学校説明会
　・9月 学院祭バザー
　※運行時刻はホームページをご覧ください。

　岐阜県私立中学高等学校協会

科・コースの説明、体験授業

中学生・保護者・教員
・指定日以外でも随時対応します。
・上履きを持参してください。

・指定日以外でも随時対応しますので、ご相
　談ください。
・各種見学会の内容は変更になることがあり
　ます。
・詳細は後日、中学校、ＨＰを通じてお知らせ
　します。

中学生・保護者

 岐阜聖徳学園高等学校
　〒500-8288
　岐阜市中鶉1-50
　　TEL(058)271-5451

　  6月22日（土）

中学生・保護者・教員

 聖ﾏﾘｱ女学院高等学校
  〒501-2565
　岐阜市福富201
　　TEL(058)229-1102

【一日体験入学】　10月2日（水）・3日（木）

　 7月28日（日）
　11月16日（土）・23日（土祝）・30日（土）

本　校

【夏季学校見学会in授業改革フェスタ】
　 8月3日（土）・5日（月）・6日（火）

【進学相談会】
　10月26日（土）・11月30日（土）

【進学相談週間】
　11月25日（月）～12月13日（金）

【学校見学会・個別相談】
　12月1日（日）・8日（日）

【夏季学校見学会】
　8月1日（木）⇒岐阜市、本巣市、県外
  8月2日（金）⇒岐阜市、本巣市以外、県外
　8月3日（土）
　8月22日（木）　 　全ての中学校
　8月23日（金）

【オープンキャンパス】
　11月23日（土祝）
　12月 8日（日）

日　　          　　時

 岐阜女子高等学校
  〒501-6002
　羽島郡岐南町三宅1-130
　　TEL(058)245-2670

 岐阜第一高等学校
  〒501-0407
  本巣市仏生寺884-7
　　TEL(058）324-2161

【入試説明会・個別相談】
　11月10日（日）・23日（土祝）

本　校

校舎見学、個別相談

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

【個人で申し込む場合】
　・募集案内のハガキで申し込む
　・ホームページから申し込む

1.協会統一書式により中学校から
　高校へ提出
2.中学校の申込締切後に希望する
　場合は、電話やFAX、メールで直
　接申し込む
3.ホームページから直接申し込む

※当日参加もできます。

本　校

本　校

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

※当日参加も受け付けます。
※個人申込みも受け付けます。

【学校見学会】
　6月2日（日）・9日（日）
　7月21日（日）・27日（土）・28日（日）
　8月 3日（土）・ 4日（日）

9：00～12:00
（受付 8：00～）

【学院祭バザー】　9月23日（月祝）

9：00～15：00

【学校説明会】

　11月3日（日祝）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　私立高等学校説明会・見学会日程表（8/19修正）　　　　　　　　　　　　　　　　
【全日制】

学校名・所在地 会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

〈午前の部〉
　　9：30～11：30
　　（受付9：00～）

〈午後の部〉
 　14：00～16：00
　　（受付13：30～）

第2回 10月12日（土）
9：30～11：30

（受付 9：00～）
学校紹介、入試説明、体験授業または校内見学、過去の入試問題配布
本校後援会役員との懇談、個別相談

第3回 11月9日（土）
12：00～15：00
（受付11：30～）

学校紹介、入試説明、部活動紹介及び部活動見学、学食体験、個別相談

第4回 12月7日（土）
9：30～11：30

（受付 9：00～）

学校紹介、入試説明
目的別説明会（4ブースに分かれての説明及び質疑応答または校内見学）
個別相談

第1回 8月 2日（金）

第2回 8月 3日（土）

第3回 8月19日（月）

第4回 8月20日（火）

13：30～15：30 蛍雪コースの授業見学、個別による相談会 申込不要

第1回 10月12日（土）

第2回 11月16日（土）
学校紹介、面接の実演と指導、施設見学、部活動体験・見学、個別相談
過去入試問題の配布と解説、在校生からのメッセージ

13：30～15：30 個別による相談会（全コース）と蛍雪コースの授業見学 申込不要

第1部
9：00～11：00
（受付 8：30）

第2部
13：00～15：00
（受付 12：30）

9：00～12：00
（受付 8：30）

中学1～3年生・保護者・教員 授業体験、個別相談 ・上履きを持参してください。

9：00～11：30
（受付8：30～）

授業体験、個別相談

9：00～14：00 個別相談

9：20～11：30
（受付 8：50～）

授業体験、学校紹介、校内自由見学、個別相談　など

学校説明、校内自由見学、個別相談　など

授業見学ツアー、学校説明、個別相談　など

（注1）協会統一書式は、公立中学校長会より各中学校へ通知してありますが、「岐阜県私学振興会」のホームページ( http://www.sigaku-gifu.or.jp/ )にも掲示してあります。
（注2）詳細については、各学校に直接お問い合わせください。

【個別相談会】
　11月23日（土祝）

【授業体験会】
　10月19日（土）

【オープンスクール】
  10月19日（土）

本　校

第1回 8月21日（水）・22日（木）・23日（金） 学校紹介、入試説明、夏季セミナー見学、校内見学、個別相談

【授業見学会】
　11月16日（土）
　12月 7日（土）

【全コース個別相談会＆蛍雪コース見学会】
　12月7日（土）

9：00～12：00
（受付8：30～）

 帝京大学可児高等学校
  〒509-0237
　可児市桂ケ丘1-1
　　TEL(0574）64-3211

【学校見学会】
　 8月6日（火）・7日（水）

・指定日以外での見学も随時対応いたします
　ので、事前にご連絡ください。
・上履きを持参してください。

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

・上履きを持参してください

　　※第1部は原則、東濃地区の中学校
        生徒が 対象です。
　　※第2部は原則、東農地区以外の中
        学校生徒が対象です。

協会統一書式により中学校から
高校へ提出（メール）
※書式は本校ホームページより
　 ダウンロードできます。

中学3年生・保護者・教員

・上履きを持参してください。
・指定日以外の見学も対応いたしますので
  ご相談ください。
・部活動見学会は別途設けます。 詳細は後日
 お知らせいたします。

学校紹介
受験のワンポイントアドバイス
施設見学
部活動見学
個別相談
在校生からのメッセージ（コース別）
マーチングバンド、バトン部演技演奏披露

 多治見西高等学校
  〒507-0072
　多治見市明和町1－18
　　TEL(0572)27-2547

学校紹介、施設見学、部活動見学、授業見学、個別相談
マーチングバンド、バトン部演技演奏披露

本　校

本　校

中学生・保護者・教員

 美濃加茂高等学校
  〒505-0027
　美濃加茂市本郷町7-6-60
　　TEL(0574）26-7181

学校紹介、校内見学、部活動紹介、個別相談
【オープンキャンパス（学校見学会）】
　8月24日（土）

協会統一書式により中学校から
高校へ提出
※書式は本校ホームページより
　 ダウンロードできます。

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

【学校見学会】

【オープンスクール】

日　　          　　時

【蛍雪コース見学会】
　9月7日（土）

協会統一書式により中学校から
高校へ提出（メール）
※書式は本校ホームページより
　 ダウンロードできます。

中学3年生・保護者

【第2回学校見学会・個別相談会】
　11月9日（土）

9：00～12：00
（受付8：30～）

10：00～11：30
（受付 9：30～）

 大垣日本大学高等学校
  〒503-0015
　大垣市林町6-5-2
　　TEL(0584）81-7323

中学3年生・保護者・教員

中学3年生・保護者・教員
・上履きを持参してください。
・個別相談は時間予約が必要です。

・上履き不要
・指定日以外でも随時対応いたし
　ますので、事前にご連絡ください。

本　校

　岐阜県私立中学高等学校協会
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　私立高等学校説明会・見学会日程表（8/19修正）　　　　　　　　　　　　　　　　
【全日制】

学校名・所在地 会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

13：30～15：30 保護者（生徒も可） 学校説明、部活動体験、施設見学、個別相談

中学3年生のみ 体験授業（英・数・国）、宿泊体験、レクリエーション 2泊3日の合宿制

9：00～12：00
生徒・保護者

（寮生・通学生）
学校説明、体験授業、施設見学、新制服紹介

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

13：30～15：30
生徒・保護者
（通学生対象）

学校説明、施設見学、個別相談

9：30～13：00
生徒・保護者
（寮生対象）

学校説明、寮見学、個別相談

9：30～15：30
生徒・保護者

（寮生・通学生）
学校説明、施設見学、授業見学、部活動体験、個別相談

10：30～12：00
生徒・保護者

（寮生・通学生）
入試説明、寮見学、施設見学、個別相談

生徒・保護者
（寮生・通学生）

個別相談、寮見学、施設見学

10：00～12：00 中学3年生保護者
【保護者対象説明会】
　　学校説明、講座見学、校内見学、個別相談

10：00～12：30 中学3年生

【夏季オープンスクール】
　　イベント型オープンスクール
　　在校生によるプレゼン、制服ファッションショー
　　クラブ紹介等を実施

10：00～12：00 中学3年生・保護者
【クラブ見学会】
　　クラブ活動の見学と体験会を実施

10：00～12：00 中学3年生・保護者

【秋季オープンスクール】
　　学校説明、講座見学、校内見学、個別相談、
　　コース代表生徒によるコース案内・プレゼン他、在校生が中学生の
　　素朴な疑問に答えるＱ＆Ａコーナーを設置

10：00～12：00 中学3年生・保護者
【個別相談会】
　　個別での相談会を開催。また、経理担当者による授業料等の
    説明会を実施

13：00～16：00 中学校長・進路担当教諭 学校説明、入試説明、授業見学、部活動見学

10：00～12：00
参加者は数人のグループに分かれ、そのグループを本校生徒が案内します。学習活動や
部活動など、本校生徒の日常生活を見学していただきます。

9：00～12：30 学校説明、体験授業、学習活動および部活動の自由見学

（注1）協会統一書式は、公立中学校長会より各中学校へ通知してありますが、「岐阜県私学振興会」のホームページ( http://www.sigaku-gifu.or.jp/ )にも掲示してあります。

（注2）詳細については、各学校に直接お問い合わせください。

開催日が確定しましたら、本校のホームページ
等を通じて連絡させていただきます。

申込不要
当日会場にお越しください。

19：00～20：30

【オープンスクール】
　8月16日（金）・17日（土）

【入試説明会】
　6月6日（木）

 麗澤瑞浪高等学校
  〒509-6102
　瑞浪市稲津町萩原1661
　　TEL(0572)66-3111

日　　          　　時

高山市民文化会館
（予定）

中学生
保護者

中学校教諭

本　校

・協会統一書式により中学校から
　高校へ提出

・メールまたはＦＡＸ

7月22日（月）・23日(火）・24日（水）

中京学院大学附属

中京高等学校
  〒509-6101
　瑞浪市土岐町7074-1
　　TEL(0572)68-4501

【学校見学会】
　8月22日（木）・23日（金）

【通学生対象　学校見学会】
　9月21日（土）

【学校見学会】
　10月12日（土）・19日（土）

 高山西高等学校
  〒506-0059
　高山市下林町353
　　TEL(0577)32-2590

【中学生一日体験入学】
  10月26日（土）

【個別入試相談会】
　11月中旬から12月初旬までの2日間

申込みのない場合においても、ご希望に応じ
て
当日の対応をさせていただきます。

中学生・保護者

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

学校説明、受験相談などを個別に行います。
高山西高等学校での学校生活について、部活動について、入試につ
いて等、中学生や保護者の皆様のご不明な点について個別に説明い
たします。

【学校見学会】
　6月22日（土）

【体験入学】
　7月30日（火）～8月1日（木）

・他日においても希望に応じて対応いたし
  ます。
・中学校を通じてお申込みください。
・上履きを持参してください。

本　校

本　校
【寮生対象　学校見学会】
　9月28日（土）

10月12日(土）・26日（土）・11月16日（土）

6月15日（土）・9月21日（土）

9月28日（土）・10月5日（土）

【個別相談ウィーク】
　12月2日（月）～7日（土）

12月7日（土）・14日（土）

ネット申し込みのみ

ネット申し込みのみ

事前にご連絡いただければ、指定日以外でも
随時対応いたします。

　岐阜県私立中学高等学校協会

【入試説明会】
　11月30日（土）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　私立高等学校説明会・見学会日程表（8/19修正）　　　　　　　　　　　　　　　　
【通信制】

学校名・所在地 会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 中京学院大学附属

 中京高等学校
  〒509-6101
　瑞浪市土岐町7074-1
　　TEL(0572）66-1255

9：30～12：30
（受付 9：00～）

学校紹介、施設見学、体験授業（普通教科・専門教科《調理・製菓》）
個別相談

10：00～14：00
（受付 9：30～）

学校説明、調理実習体験、製菓実習体験、個別相談

9：30～12：30
（受付 9：00～）

学校説明、調理実習体験、製菓実習体験、個別相談

9：30～13：00
（受付 9：00～）

学校説明、入試説明、実技試験練習、個別相談

9：00～16：00
上記のうち、1組約1時間

中学生・保護者 個別による学校説明

【10/2】 岐阜市内中学生・保護者

【10/3】 岐阜市外中学生・保護者

9：00～11：30 学校説明、体験授業

 〈午前の部〉
     9：00～11：00
 〈午後の部〉
　　13：00～15：00

学校説明、入試説明

9：00～16：00
上記のうち、1組約1時間

個別による学校説明、入試説明

 ぎふ国際高等学校
  〒500-8856
　岐阜市橋本町3-9
　　TEL(058）251-8181

 〈午前の部〉
 10：00～11：30
 〈午後の部〉
 13：30～15：00

本　校 中学生・保護者・教員 学校説明、校内見学、在校生との懇談、個別相談
協会統一書式により中学校から
高校へ提出

・上履き不要
・事前にご連絡いただければ、指定日以外でも
  個別見学に対応いたします。

9：00～12：00

本校の教育方針について
各コースの概要説明
デザインコースによるファッションショー
校内見学及び各コースの体験学習

協会統一書式により中学校から
高校へ提出

生徒または保護者の方だけでも参加できます。

8：30～11：30
学校概要説明
デザインコースによるファッションショー
授業参観及び希望コース別及びＩＣＴの体験学習

申込み方法は、事前に各中学校に
お知らせします。

・生徒または保護者の方だけでも参加
  できます。
・見学・相談については、実施期日以外
  でも対応いたします。

学校説明、授業見学、ご希望により受験相談等個別に対応します。
指定日以外にも対応します。希望があれば
ご連絡ください。

通信制と全日制の相違点や学校概要の説明、学校行事紹介
公開授業見学、在校生による高校生活紹介

体験授業、在校生とのふれあい
通信制と全日制の相違点や学校概要の説明、学校行事紹介
施設見学、希望者個別相談

（注1）協会統一書式は、公立中学校長会より各中学校へ通知してありますが、「岐阜県私学振興会」のホームページ( http://www.sigaku-gifu.or.jp/ )にも掲示してあります。

（注2）詳細については、各学校に直接お問い合わせください。

協会統一書式により中学校から
高校へ提出 ・実施日により内容が異なることがあります。

・上履不要
・生徒または保護者の方だけでも参加でき
  ます。

9：30～12：00 学校説明、授業見学、体験授業

本　校

【個別相談・授業見学　（対象：希望者）】
　9月2日（月）～　平日9：00～14：00
　※詳細については、後日お知らせします。

中学生・保護者

 啓晴高等学校
  〒500-8407
　岐阜市高砂町2-8
　　TEL(058）265-1666

【体験入学】
　11月3日(日祝）

【夏季個別見学会】
　7月20日（土）・29日（月）
　8月24日（土）

個別相談会を随時実施しています。

【体験入学】
　11月2日（土）・10日（日）

【入試個別相談会】
　12月7日（土）・14日（土）・21日（土）

【一日入学】
　10月2日（水）・3日（木）

【夏季見学会】
　8月7日（水）・8日（木）・9日（金）

申込み方法は、事前に各中学校に
お知らせします。

【入試説明会】
　12月7日（土）・14日（土）・21日（土）

本　校

 清凌高等学校
  〒503-0883
　大垣市清水町65-3
　　TEL(0584）78-3383

【一日入学】
　10月2日（水）〈岐阜市内中学校〉
　10月3日（木）〈岐阜市外中学校〉

 城南高等学校
  〒500-8238
　岐阜市細畑1-10-14
　　TEL(058）240-3335

【夏季学校見学会】
　 7月30日（火）・31日（水）
　 8月22日（木）・23日（金）

【一日入学】
　10月3日（木）・4日（金）

7月20日（土）・27日（土）
8月24日（土）・25日（日）
11月9日（土）・24日（日）
12月14日（土）
1月11日（土）

本　校

中学生・保護者

日　　          　　時

【入試説明会】
　11月30日（土）

中学生・保護者

・見学・相談については、実施期日以外でも
  ご相談ください。
・詳細については、後日お知らせします。

　岐阜県私立中学高等学校協会

参加希望日を中学校より申し込み
（ただし、10/2の岐阜市内中学校の
　一日入学は除く）

本　校 中学生・保護者

 西濃桃李高等学校
  〒503-0887
　大垣市郭町3-209
　　TEL(0584）82-6611

【1日体験入学】
　第1回　10月1日（火）　　　第2回　10月2日（水）
　第3回　11月2日（土）　　　第4回　11月3日（日）

【夏季学校見学会（説明会） オープンキャンパス】
　第1回　7月20日（土）　　　第2回　7月27日（土）
　第3回　8月3日（土）

【授業見学会】
　5月20日（月）～ 7月12日（金）
　10月7日（月）～12月13日（金）
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