
学校名・校長名 所在地・電話番号 募集定員 学　科
（　　）はコース・クラス

単　願 奨学生
制　度

併　願
推薦募集人員 入試区分 願書受付 試験日 試験科目等 合格発表 入試区分 願書受付 試験日 試験科目等 合格発表

鶯 谷 高 等 学 校
横　山　　　豊

〒500-8053
岐阜市鶯谷町7
☎（058）265-7571

男
女 270 普通科　270（英進Ⅰ類・英進Ⅱ類） 定員の約50％ 推　薦 1・22〜1・28 2・1 作文・面接 2・6 あり 一　般 1・22〜1・28 2・2 国・数・英・理・社 2・6

富 田 高 等 学 校
米　田　　　聡

〒500-8765
岐阜市野一色4-17-1
☎（058）245-3621

男
女 350

国際科　 30
普通科　210（啓明 30　普通 180）
商業科　110（情報処理・商業）〈2年次より〉

国際科
普通科

（啓明コース）
その他定員の80％

推　薦 1・22〜1・24 2・1 小テスト（国・数・英）・面接 2・5
あり 一　般 1・22〜1・24 2・2 国・数・英・理・社 2・5

一　般 1・22〜1・24 2・2 国・数・英・面接 2・5

岐 阜 東 高 等 学 校
黒　田　誠　二

〒500-8765
岐阜市野一色4-17-1
☎（058）246-2956

男
女 265 普通科　265（進学 145　蛍雪 90　特進 30）

　※特進は内部進学者のみ 定員の約50％
推　薦 1・22〜1・24 2・1 作文・面接 2・6

あり
特別奨学生 1・22〜1・24 2・2 国・数・英・理・社 2・6

一　般 1・22〜1・24 2・2 国・数・英・理・社 2・6 一　般 1・22〜1・24 2・2 国・数・英・理・社 2・6

済 美 高 等 学 校
鹿　野　孝　紀

〒500-8741
岐阜市正法寺町33
☎（058）271-0345

男
女 330

普通科 200（選抜特進・特進・総合進学・健康福祉・生活文化）
商業科  40
保育科　50
衛生看護科〈女子のみ〉　40　

定員の80％
推　薦 1・22〜1・24 2・2 国・数・英 2・7 あり

一　般
（奨学生有） 1・22〜1・24 2・2 国・数・英・理・社 2・7

一　般 1・22〜1・24 2・2（学力）
2・3（面接）国・数・英・面接 2・7 なし

岐阜聖徳学園高等学校
林　　　俊　彦

〒500-8288
岐阜市中鶉1-50
☎（058）271-5451

男
女 365

普通科　275（特進 40　進学Ⅰ類 60
　　　　　　進学Ⅱ類 175）
商業科　90　

定員の約60％
（特進・進学Ⅰ類）
定員の約80％

（進学Ⅱ類・商業科）

推　薦 1・20〜1・23 2・8 作文・面接 2・14 あり
奨学生入試 1・20〜1・23 2・1 国・数・英・理・社 2・4

一　般 1・20〜1・23 2・9 国・数・英・理・社 2・14

聖マリア女学院高等学校
信　条　希　望

〒501-2565
岐阜市福富201
☎（058）229-1102

女 120 普通科　120（文理 60　英特・特進 60） 定員の約90％
推　薦 1・14〜1・16 2・2 面接・〈実力テスト〉 2・3

あり 推　薦 1・14〜1・16 2・2 面接・〈実力テスト〉 2・3
一　般 1・14〜1・16 2・2 国・数・英・作文・面接 2・3

岐 阜 女 子 高 等 学 校
松　本　英　文

〒501-6002
羽島郡岐南町三宅1-130
☎（058）245-2670

女 140 普通科　100（文理科 40　一般 60）
食物科　 40　 定員の約80％

文理科コース
特待生推薦 1・14〜1・22 2・1 簡易学力審査・面接 2・5

あり

文理科コース
特待生学力A 1・14〜1・22 2・1 国・数・英・理・社 2・5

文理科コース
特待生学力A 1・14〜1・22 2・1 国・数・英・理・社・面接 2・5 文理科コース

特待生学力B 1・14〜1・29 2・8 国・数・英・理・社 2・12

推　薦 1・14〜1・22 2・2 面接 2・5
一　般 1・14〜1・29 2・8 国・数・英 2・12

一　般 1・14〜1・29 2・8 国・数・英・面接 2・12

岐 阜 第 一 高 等 学 校
松　本　博　文

〒501-0407
本巣市仏生寺884-7
☎（058）324-2161

男
女 230

普通科　170（特別選抜 10   特別進学 25   
            総合進学 70   スポーツ 65）
工業科　 60（自動車エンジニア 30　
　　　　　　生産システム 30）

定員の約80％ 推　薦
【郵送】

1・14〜1・22（必着）
【持参】

1・21〜1・22
2・8 書類審査・面接 2・14 あり 一　般

【郵送】
1・14〜1・22（必着）

【持参】
1・21〜1・22

2・9 国・数・英・理・社 2・14

大垣日本大学高等学校
古　田　健　二

〒503-0015
大垣市林町6-5-2
☎（0584）81-7323

男
女 345 普通科　345（アカデミー 70　特別進学 80

　　　　　　総合進学 195） 定員の80％
推　薦 1・20〜1・24 2・2 作文・面接 2・6 あり 奨学生入試 1・20〜1・24 2・1 国・数・英 2・6

チャレンジ 1・20〜1・24 2・1（学力）
2・2（面接）国・数・英・面接 2・6 なし 一　般

1・20〜1・24
2・6〜2・8

（正午）
2・9 国・数・英・理・社 2・14

美 濃 加 茂 高 等 学 校
赤　﨑　耕　二

〒505-0027
美濃加茂市本郷町7-6-60
☎（0574）26-7181

男
女 300 普通科　300（蛍雪・アドバンス・チャレンジ

　　　　　   ・ドリカム〈中高一貫〉） 定員の約80％
推　薦 1・16〜1・23 2・1 国・数・英・面接 2・7

あり 一　般 1・16〜1・23 2・2 国・数・英・理・社 2・7
一　般 1・16〜1・23 2・2 国・数・英・理・社・面接 2・7

帝京大学可児高等学校
加　藤　昭　二

〒509-0237
可児市桂ケ丘1-1
☎（0574）64-3211

男
女 180 普通科　180（特進Ⅰ類・特進Ⅱ類・ST） 定員の約80％ 推　薦 1・20〜1・23 2・1 国・数・英・面接 2・5 あり

特待生入試 1・20〜1・23 2・8 国・数・英・理・社 2・12

一　般 1・20〜1・23 2・8 国・数・英・理・社 2・12

多 治 見 西 高 等 学 校
鈴　木　康　博

〒507-0072
多治見市明和町1-18
☎（0572）27-2547

男
女 250

普通科　210（蛍雪・特進・総合・中高一貫）
〈中高一貫は内部進学者のみ〉   

商業科（女子のみ）　20
被服科（女子のみ）　20

定員の約80％
推　薦 1・21〜1・28 2・1 国・数・英・面接 2・4

あり 一　般 1・21〜1・28 2・8 国・数・英・理・社 2・13
一　般 1・21〜1・28 2・8 国・数・英・理・社 2・13

麗 澤 瑞 浪 高 等 学 校
蟹　井　克　也

〒509-6102
瑞浪市稲津町萩原1661
☎（0572）66-3111

男
女 160 普通科　160（特進 60　進学 100） 定員の約80％

推　薦 1・20〜1・27 2・1 国・数・英・面接 2・3
あり 一　般 1・20〜1・27 2・8 国・数・英・面接※

※ただし、面接は寮希望者のみ 2・10
一　般 1・20〜1・27 2・8 国・数・英・面接 2・10

中 京 高 等 学 校
和　田　　　尚

〒509-6101
瑞浪市土岐町7074-1
☎（0572）68-4501

男
女 485

普通科　405（文武コース 70　特別進学コース 90
　　　　　　国際コース 25　普通コース 220）
商業科　 80（商業コース 80）　

定員の約80％
推　薦 1・20〜1・28 2・1

エクシードクラス・プロシードクラス
国・数・英・理・社・面接
その他クラス　国・数・英・作文・面接

2・4
あり 一　般 1・20〜2・4 2・8 国・数・英・理・社 2・12

一　般 1・20〜2・4 2・8 国・数・英・理・社・面接 2・12

高 山 西 高 等 学 校
下　屋　浩　実

〒506-0059
高山市下林町353
☎（0577）32-2590

男
女 210 普通科　210（特進Ⅰ・特進Ⅱ・蛍雪）

学業は
定員の約50％

部活動は
定員の約40％

推　薦 1・21〜1・22 2・1 学　業　国・数・英・面接・調査書
部活動　作文・面接・調査書 2・4 あり

一　般 2・5〜2・6 2・15 国・数・英・理・社・調査書 2・18

一　般 2・5〜2・6 2・15 国・数・英・理・社・調査書 2・18 なし

定員の
60％

〈令和2年度〉　岐阜県私立高等学校（全日制・通信制）生徒募集要項

【全日制】　　通信制は裏面をご覧ください ➡
一般社団法人岐阜県私学振興会
〒500-8384　岐阜市薮田南5-14-53　OKBふれあい会館
TEL（058）277-1141　FAX（058）278-4080

※日程等の記載内容については変更となる可能性もあります。詳細については各学校へお問い合わせください。 この生徒募集要項は岐阜県からの補助を受けています。
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中 京 高 等 学 校
和　田　　　尚

〒509-6101
瑞浪市土岐町7074-1
☎（0572）66-1255

男
女 360 普通科　360　

A日程 1・7〜1・30 2・3
国・数・英・面接

2・5
なし

A日程 1・7〜1・30 2・3
国・数・英・面接

2・5

B日程 2・6〜3・24 3・26 3・27 B日程 2・6〜3・24 3・26 3・27

城 南 高 等 学 校
林　　　博　康

〒500-8238
岐阜市細畑1-10-14
☎（058）240-3335

男
女 160 調理科　 80

製菓科　 80　 定員の約80％
特別推薦・一般 1・22〜1・24 2・2 国・数・面接・実技 2・7

なし （併願入試は実施しない）
推　薦 1・22〜1・24 2・1 作文・面接・実技 2・7

啓 晴 高 等 学 校
那　須　明　彦

〒500-8407
岐阜市高砂町2-8
☎（058）265-1666

男
女 120 普通科　120 定員の約50％

特別推薦 1・22〜1・24 2・1 国・数・面接 2・7
なし 一　般 1・22〜1・24 2・1 国・数 2・7

推薦・一般 1・22〜1・24 2・2 作文・面接 2・7

ぎ ふ 国 際 高 等 学 校
柴　田　一　弘

〒500-8856
岐阜市橋本町3-9
☎（058）251-8181

男
女 240 普通科　240　 定員の約80％

推　薦 1・14〜1・24 2・1 作文・面接 2・7
なし 一　般 1・14〜1・24 2・8 国・数・英・面接 2・14

一　般 1・14〜1・24 2・1 作文・面接 2・7

清 凌 高 等 学 校
平　野　宏　司

〒503-0883
大垣市清水町65
☎（0584）78-3383

男
女 130

普通科　130（生活デザイン 20　福祉保育 20
　　　　　　国際ビジネス 75
　　　　　　大学進学・英語特講 15）

定員の約80％

推　薦 1・27〜1・30 2・1 作文・保護者同伴面接
　　 （自己表現を含む） 2・6

あり 一　般 1・27〜1・30 2・8 国・集団面接（自己表現を含む） 2・13

一　般 1・27〜1・30 2・8 国・保護者同伴面接
　 （自己表現を含む） 2・13

西 濃 桃 李 高 等 学 校
西　田　安　慶

〒503-0887
大垣市郭町3-209
☎（0584）82-6611

男
女  80 普通科　80 定員の約80％ 推薦・一般 1・27〜4・3

毎週月曜〜金曜

2・1〜
4・4

毎週土曜
作文・保護者同伴面接

入試後
一週間
以内

あり 一　般 1・27〜4・3
毎週月曜〜金曜

2・1〜
4・4

毎週土曜
作文・保護者同伴面接

入試後
一週間
以内

※日程等の記載内容については変更となる可能性もあります。詳細については各学校へお問い合わせください。 この生徒募集要項は岐阜県からの補助を受けています。

〈令和2年度〉　岐阜県私立高等学校（全日制・通信制）生徒募集要項

【通信制】　　全日制は裏面をご覧ください ➡
一般社団法人岐阜県私学振興会
〒500-8384　岐阜市薮田南5-14-53　OKBふれあい会館
TEL（058）277-1141　FAX（058）278-4080


