
　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 《第1回》
全地区の中学生・保護者

 《第2回》
岐阜市内の中学生・保護者

 《第3回》
　　全地区（岐阜市内除く）の
　　中学生・保護者

 第4回　10/8（土）
 第5回　11/5（土）

10：00～12：00 中学生・保護者

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏の学校説明会】
 　7/26（火）・27（水）・28（木）・29（金）

9：30～11：00頃
（受付8：45～9：20）

 ・学校紹介
　　 ※個別相談、施設見学、部活動見学は実施しません。

 7/9（土）午前10時より受付開始

 【夏の学校説明会】
 　8/27（土）
  　※7/26～29の説明会に参加できなかっ
　　    た方対象

9：30～11：00頃
（受付9：00～9：20）

 ・学校紹介
　　 ※7/26～29と同じ内容を予定しておりますが、一部内容を変更する場
　　　　合があります。ご了承ください。

　 　※個別相談、施設見学、部活動見学は実施しません。

 8/1（月）より受付開始

 【秋のオープンキャンパス】
　 10/22（土）
　 11/12（土）

9：30～12：00頃
（受付8：45～9：20）

 ・学校紹介
 ・体験授業
 ・個別相談会

 【直前説明会】
 　12/3（土）

14：00～15：00
（受付13：30～）

 ・学校紹介
 ・個別相談会

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

日　　          　　時

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表①

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

本校 中学3年生・保護者

 インターネットでの個人申し込み

 ・各実施日　定員400名（定員になり次第締め切り）

 ・「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」「専用申込QRｺｰﾄﾞ」からの申し込みと
　なります。

 インターネットでの個人申し込み

 ・定員は設定しておりません。

 ・「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」「専用申込QRｺｰﾄﾞ」からの申し込みと
　なります。

 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。

日　　          　　時

 第1回　7/29（金）
 第2回　7/30（土）
 第3回　7/31（日）

9：30～11：30

本校

 ・学校紹介
 ・体験授業（第1回～第3回）
 ・入試問題解説（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

 協会統一書式により中学校から申し込み
  ※中学校単位で、電話で人数のみの申し込みも可
  ※当日参加も可

 ・生徒または保護者の方だけでも参加できます。

 ・新型コロナウイルス等の影響で、内容が変更となる
   場合があります。情報は、随時ホームページでお知
   らせします。



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏の学校見学会】
　 第1回　8/1（月）
　 第2回　8/2（火）
　 第3回　8/3（水）
　 第4回　8/4（木）

 【秋の学校見学会】
　 第5回　10/15（土）
　 第6回　11/5（土）
 　第7回　11/19（土）

 【直前の学校見学会】
　 第8回　12/3（土）

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 ・学校紹介
 ・学科・コースの特色（専門科：ミニ講座）
 ・部活動紹介
 ・施設見学
 ・個別相談

 ・学校紹介
 ・選抜特進・特進（済美塾）の説明
 ・施設見学
 ・個別相談

中学生・保護者・教員

 ・学校紹介
 ・学科・コースの特色
 ・施設見学
 ・個別相談

 ・学校紹介
 ・専門科の体験学習
 ・施設見学
 ・個別相談

 ・学校紹介
 ・普通科の説明
 ・施設見学
 ・個別相談

中学生・保護者・教員

 ・学科紹介
 ・学科・コースの特色
 ・施設見学
 ・個別相談

 当日自由参加（予約不要）

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

日　　          　　時

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

9：00～11：30
（受付　8：30～）

本校 中学3年生・保護者1名

 ・学校紹介
 ・入試説明
 ・授業見学
 ・体験授業
 ・施設見学
 ・個別相談会
 ・アトラクション

 ホームページから個人申し込み

 【日曜個別相談会】
　 10/2（日）～12/11（日）　毎週日曜日

 【入試個別相談会】
　 11/12（土）・13（日）・27（日）

 【普通科説明会】　選抜特進・特進・総合進学
　 10/30（日）

 【専門科体験会】　商業・保育・衛生看護
 　10/23（日）

中学生・保護者

中学生・保護者

 ホームページより個人で申し込み（予約制）

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表②

 ・実施日によって内容が変更となる場合があります。

 ・最新情報は、申し込み時に登録したメールアドレス
   に送信します。
   またホームページでもお知らせします。

 ・上履き、靴袋、飲料等をご持参ください。

 ・マスクの着用等、新型コロナウイルス感染症対策
   にご協力ください。

日　　          　　時

本校

 【夏の学校説明会】
　 7/30（土）～8/2（火）

 【大学進学のための高校の選び方講演会】
　 8/20（土）



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏季学校見学会ｉｎ授業改革フェスタ】
　 8/8（月）・9（火）・10（水）・11（木祝）

 【午前】 9：00～10：45
 【午後】 14：00～15：45

 ・体験授業
 ・学校説明会
　（学校紹介、在校生・OB・保護者のトーク）

 ・臨時スクールバス運行

 ・保護者引率は1名のみ

 ・希望日を調査し、時間帯は本校で決定する。

 【進学相談会】
　 10/29（土）
 　11/26（土）

 【1部】 8：30～9：55
 【2部】 11：00～12：25

 ・学校説明会
 ・各ブースを設けての個別相談
　（科・コース、部活動、学費・スクールバス）
 ・自由見学

 ・臨時スクールバス運行なし

 ・保護者引率は1名のみ

 ・希望日を調査し、時間帯は本校で決定する。

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【学校説明会】

　 7/16（土） 9：00～11：30

 ・英語体験授業②
 ・部活発表
 ・卒業生の話
 ・全体説明
 ・個別相談

　 7/24（日） 10：00～12：00
 ・全体説明
 ・校舎見学
 ・個別相談

　 8/7（日） 9：00～11：30

 ・英語体験授業③
 ・部活発表
 ・卒業生の話
 ・全体説明
 ・個別相談

　 9/17（土） 10：00～12：00

 ・授業見学
 ・英語体験授業④
 ・全体説明
 ・個別相談

　 10/30（日） 9：00～11：30

 ・英語体験授業⑤
 ・部活発表
 ・講演会
 ・全体説明
 ・個別相談

　 11/12（土）・19（土）・26（土） 10：00～12：00
 ・全体説明
 ・校舎見学
 ・個別相談

　 12/4（日） 9：00～11：00
 ・英語体験授業⑥
 ・全体説明
 ・個別相談

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表③

 ・スクールバスを運行します。
　（7月・8月・10月学校説明会）
　　※運行情報は、ホームページをご覧ください。

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

日　　          　　時

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

日　　          　　時

本校 中学生・保護者
  中学校を通して申し込み
　※申込方法は、事前に各中学校にご案内します。

本校 中学生・保護者

 協会統一書式により中学校から申し込み

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



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏季学校見学会】
 　7/29（金）・30（土）
　 8/21（日）

9：00～12：00
（受付8：30～10：00）

 ・学校紹介
 ・各科コース説明
 ・施設・設備見学
 ・体験授業
 ・個別相談

 【秋季見学会】
 　11/12（土）・19（土）
 　12/3（土）

9：00～12：00
（受付8：30～10：00）

 ・学校紹介
 ・各科コース説明
 ・施設・設備見学
 ・体験授業
 ・入試説明
 ・個別相談

 【進学相談週間】
　 12/5（月）～12/16（金）
　  ※土日を除く

14：00～17：00
 ・個別相談
 ・施設・設備見学

 希望日時を中学校から申し込み

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏季学校見学会　（普通科）】
 　7/31（日）・8/20（土）

 ・学校紹介
 ・各コース説明
 ・体験授業
 ・進学相談

 【夏季学校見学会　（工業科）】
 　7/30（土）・8/21（日）

 ・学校紹介
 ・各コース説明
 ・施設、実習見学
 ・進学相談

　【普通科】
9：00～11：00
（受付8：30～）

　【工業科】
13：00～15：00
（受付12：30～）

 【入試説明会　（普通科）】 　【11/20】 ※普通科
9：30～11：30
（受付9：00～）

　【12/4】 ※普通科
13：00～15：00
（受付12：30～）

 【入試説明会　（工業科）】 　【11/20】 ※工業科
13：00～15：00
（受付12：30～）

　【12/4】 ※工業科
9：30～11：30
（受付9：00～）

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

日　　          　　時

 ・入試説明
 ・学校紹介
 ・各コース説明
 ・施設見学
 ・個別相談

　 11/20（日）・12/4（日）

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

 【体験授業・進学相談会】
 　10/8（土）

中学生・保護者
 ・学校紹介
 ・各コース体験授業
 ・進学相談

中学生・保護者・教員

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表④

日　　          　　時

本校 中学生・保護者・教員

 ホームページから個人で申し込み

 ・マスク着用

 ・上履き持参

 ・水筒等持参

 ・指定日以外でも随時対応いたしますので、ご相談く
   ださい。

 ・新型コロナウイルス感染症対策により、急遽日程や
   内容が変更または中止になる場合がありますので
   ホームページでご確認ください。

　 11/20（日）・12/4（日）

8：30～11：00
（受付8：00～）

本校

中学生・保護者・教員

 ホームページから個人申し込み

 ・上履き持参

 ・指定日以外でも随時対応いたしますので、ご相談
   ください。

 ・新型コロナウイルス感染症対策として、日程や内
   容等変更となる場合がありますので、ホームペー
   ジやメールをご確認ください。



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【第1回高校見学会】
 　8/17（水）・18（木）・19（金）

9：00～16：30

 【1組180名、各日5組の予定で内容は全て同じ】
 ・校長挨拶
 ・学校説明
 ・校内見学
 ・個別相談（希望者）

 インターネットによる個人申込
　【募集期間】
　　開始　7/15（金）9：00
　　終了　7/27（水）16：00

 要項を6月下旬に本校ホームページに掲載します
 ので、ガイドに従ってお申し込みください。
 なお、インターネットによる申し込みとなりますので、
 定数に達した時点で締め切りとなりますことをご了
 承ください。

【午前の部】
9：00～12：00

 【午前の部　部活動の説明並びに相談会】
 ・校長挨拶と入試説明
 ・各部活動説明と部活動顧問との相談会
 ・個別相談（希望者）
 ・校内見学は実施しません

【午後の部】
14：00～16：30

 【午後の部　コース別相談会】
 ・コース別会場での説明並びに相談会
  　⇒総合進学、特別進学、アカデミーの3コース
 ・個別相談（希望者）
 ・校内見学は実施しません

 【第3回高校見学会】
 　11/26（土）

9：00～11：30

 ・体験授業（50分　事前申込生徒対象）
 ・校長挨拶
 ・本校後援会役員の話
 ・学校説明と入試説明
 ・過去の入試問題提供
 ・個別相談（希望者）
 ・校内見学は実施しません

 インターネットによる個人申込
　【募集期間】
　　開始　11/4（金）9：00
　　終了　11/16（水）16：00

 要項を10月下旬に本校ホームページに掲載します
 ので、ガイドに従ってお申し込みください。
 なお、インターネットによる申し込みとなりますので、
 定数に達した時点で締め切りとなりますことをご了
 承ください。

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【オープンスクール】
 　7/29（金）・30（土）
 　8/19（金）・20（土）

9：00～12：00
 ・学校紹介
　　（コース紹介、進学、部活動・授業見学など）

 【蛍雪コース見学会①】
 　9/3（土）

9：00～11：00
 ・蛍雪コース授業見学
 ・模擬授業
 ・個別相談

 【学校見学会①】
 　10/8（土）　※予備日10/15（土）

9：00～12：00  ・学校紹介（コース紹介、進学、部活動体験）

 【学校見学会②】
 　11/5（土）　※予備日11/19（土）

9：00～12：00
 ・入試出題傾向と対策指導
 ・部活＆授業体験

 【全コース個別相談会】
 　12/3（土）

 ・個別相談（全コース）

 【蛍雪コース見学会②】
 　12/3（土）

 ・蛍雪コース授業見学
 ・模擬授業
 ・個別相談

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

日　　          　　時

 インターネットによる個人申込
　【募集期間】
　　開始　9/16（金）9：00
　　終了　9/28（水）16：00

 要項を8月下旬に本校ホームページに掲載します
 ので、ガイドに従ってお申し込みください。
 なお、インターネットによる申し込みとなりますので、
 定数に達した時点で締め切りとなりますことをご了
 承ください。

日　　          　　時

本校 中学生・保護者・教員  ホームページから申し込み

 ・上履き持参

 ・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。

9：00～11：00

■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

本校 中学3年生・保護者

 【第2回高校見学会】
 　10/8（土）

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑤



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【午前の部】
9：30～11：00

 【午後の部】
13：00～14：30

 【第2回 学校見学会】
 　8/27（土）

14：00～15：30

 【授業体験会】
 　10/15（土）

9：00～12：00
　・学校説明
　・個別相談
　・授業体験（英語・理科・社会）

 【第3回 学校見学会】
 　10/22（土）

 【第4回 学校見学会】
 　10/29（土）

 【個別相談会】
 　11/12（土）・19（土）

9：00～11：30
　・個別相談
　・校内見学等にも対応します。

 電話で各自お申し込みください
　0574-64-3211 （担当：伊藤・松垣）

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

【1部】
9：00～10：00

（受付 8：30～）

【2部】
11：00～12：00

（受付 10：30～）

 【授業見学会】
 　第1回　10/15（土）
   第2回　10/29（土）
　 第3回　11/19（土）
　 第4回　12/3（土）

9：00～12：00

 ・学校紹介
　（科・コース紹介、在校生からのメッセージ）
 ・授業見学ツアー
 ・個別相談

 【個別相談会】
 　11/5（土）

10：00～12：00
 ・個別相談
 ・施設案内等対応します。

 ・部活動見学と体験会を実施します。
 ・日程が近づきましたら、ホームページで詳細をお知らせ
　 いたします。

 ホームページの申し込みページから必要事項を各自入力
 情勢により、やむを得ず変更する場合がござい
 ます。その場合は、ホームページでお知らせい
 たします。

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑥

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

日　　          　　時

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

日　　          　　時

 【部活動見学会】
 　9/4（日）～11/20（日）
　  ※種目により日程が異なります

 ・見学会、授業体験会は、中学3年生とその保護者
　 合わせて200名までとさせていただきます。

 ・生徒1名につき、保護者の参加は1名までとさせて
　 いただきます。

 ・必ずマスクを着用してください。

 ・参加直前の検温をお願いします。

 ・体調不良の場合は、参加をご遠慮ください。

 ・社会情勢により、開催、時間、内容等を変更する
　場合があります。その場合は、ホームページで連
　絡させていただきます。

 ・左記の見学会、体験会以外にも、個別の説明・
   見学・相談等は随時受付けます。その場合は、
　 電話でお申込みください。
  　0574-64-3211（担当：伊藤・松垣）

14：00～15：30

　・学校説明
　・校内見学
　・ＩＣＴ体験
　・見学会終了後、部活動見学ができます。

 【授業体験会】　2部制
 　7/23（土）・.30（土）

本校 中学3年生・保護者

 ・授業体験（1部、2部とも内容は同じ）
 ・学校紹介
　　（科・コース紹介、在校生からのメッセージ）
 ・個別相談

 ホームページから各自申し込み

 ・上履き、筆記用具を持参してください。

 ・指定日以外にも見学、個別相談を実施いたし
　 ます。電話でお申し込みください。

 ・情勢により、やむを得ず変更する場合がござ
 　います。その場合は、ホームページでお知ら
 　せいたします。

 【第1回 学校見学会】
 　8/20（土）

本校 中学3年生・保護者

　・学校説明
　・校内見学
　・ＩＣＴ体験
　・見学会終了後（8/20は午後の部終了後）、
　  部活動見学ができます。

 ホームページから各自で申し込み



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【サマースクール（体験入学）】
 　7/30（土）・31（日）

【30日】 12：45～
【31日】 13：30～

中学2・3年生
 （1泊2日の寮体験型見学会）
 ・授業体験（国・数・英・探究学習など）
 ・学校説明

 保護者説明会も実施

 【オープンキャンパス】
 　8/18（木）・19（金）
 　9/23（金祝）
 　10/22（土）

　　【8/18・19】
　　　　9：30～12：30

　　【上記以外】
　　　10：00～16：00

 ・学校説明（在校生による学校生活の紹介もあります）
 ・施設・寮見学
 ・体験授業
 ・部活動見学（体験）

 【入試説明会】
 　11/5（土）

10：00～12：00

 ・学校紹介
 ・施設見学
 ・入試説明
 ・入試問題解説

 【個別相談会】
 　11/26（土）・12/3（土）

10：00～14：00
 ・個別相談
　 寮生活や学習、学費や奨学金等、個別の相談に
　 応じます。

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【保護者対象説明会】
 　9/10（土）

10：00～12：00

 保護者向け説明会
　・コース案内
　・土曜講座見学
　・就学支援金等費用の案内

 中学生の参加も可能です。

【1部】
9：00～11：30

【2部】
14：00～16：30

 【クラブ見学】
 　9/10（土）～10/30（日）

 クラブの練習見学と可能な限りの練習会
　 ※クラブにより日程が異なります（8月下旬発表）

 【特進・国際授業体験ウィーク】
 　10/4（火）～6（木）

16：00～18：30
 「特進・国際コース」限定の体験会
　・７限目授業＆放課後講習を体験
　・高校生との交流会

 時間の都合上、途中からの参加も可能です。

 【秋季オープンスクール】
 　10/22（土）
 　11/12（土）・26（土）

10：00～12：00

 コース別の見学会
　・コース代表生徒によるプレゼン
　・土曜講座見学
　・高校生との交流（Q＆A）
　・個別相談等
　※特進コースは「ベルリッツ英会話授業体験」を実施

 【最終個別相談会】
 　12/3（土）

10：00～12：00
 完全個別の相談会
　・入試、費用面での質疑応答

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

日　　          　　時

本校 中学生・保護者  ネット申込のみ

 【夏季オープンスクール】
 　7/21（木）・22（金）

 在校生主体で学校ＰＲ・イベント型見学会
　・コース・クラブ説明、制服ファッションショー、Q＆A等
　※クイズの答えを探しながら５つのブースを回る

中学生・保護者

 ・上履き持参

 ・事前にご連絡いただければ、個別の見学も可能
   です。

 ・9月～11月は時間変更の可能性があります。

日　　          　　時

 ホームページから申し込み

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

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑦

本校



　岐阜県私立中学高等学校協会

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【オープンスクール】
 　8/17（水）・18（木）

9：00～12：30
 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。

 【中学生一日体験入学】
 　10/22（土）

9：00～12：30
 ・学校説明
 ・体験授業
 ・学習活動及び部活動の自由見学

 【個別入試相談会】
   10/12（水）
　 11/9（水）・30（水）

19：00～20：30 高山市民文化会館 中学生・保護者

 学校説明、受験相談等を個別に対応いたします。
 高山西高等学校での学校生活について、部活動の
 様子について、入試についてなど中学生・保護者の
 皆様のご不明な点について、個別にお答えします。

 申し込み不要
 当日会場にお越しください

 日時・会場が変更となる場合は、中学校を通じてご
 連絡いたします。

【全日制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【サマースクール】
 　7/31（日）

13：30～16：00 中学3年生・保護者・教員

 ・学校紹介、寮見学
 ・出会いのゲーム
 ・体験講座
 ・保護者座談会
 ・個別相談

 ・生徒または保護者の方だけでも参加できます。
 ・新型コロナウイルスの影響で内容が変更になる場
   合があります。情報はホームページでお知らせしま
   す。

 【西濃学園教育相談研修】
 　7/26（火）・8/3（水）
　  ※２日間とも同じ内容

13：30～15：00 教員
 ・学校紹介
 ・事例を通した生徒理解

 ・新型コロナウイルスの影響で内容が変更になる場
   合があります。情報はホームページでお知らせしま
   す。

 【一日体験入学】
 　10/31（月）

13：30～16：00 中学3年生・保護者・教員
 ・学校紹介、寮見学
 ・体験授業
 ・保護者個別相談

 ・生徒または保護者の方だけでも参加できます。
 ・新型コロナウイルスの影響で内容が変更になる場
   合があります。情報はホームページでお知らせしま
   す。

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

本校
 ・ホームページから個人申し込み
 ・電話から個人申し込み

本校 中学生・保護者・中学教諭  協会統一書式により中学校から申し込み
 申し込みのない場合でも、ご希望に応じて当日の対
 応をさせていただきます。

日　　          　　時

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

日　　          　　時

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑧

■西濃学園高等学校　　　〒501-0706　揖斐郡揖斐川町西津汲481-3　　TEL：0585-54-2055



　岐阜県私立中学高等学校協会

【通信制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【個別相談会Ⅰ】
 　7/9（土）

 ・学校説明
 ・施設見学
 ・個別相談

 【個別説明会Ⅱ】
 　8/27（土）
 　9/17（土）

 ・学校説明
 ・施設見学
 ・個別相談
 ・サポート校説明（任意）

 【個別相談会進路スペシャル】
 　10/15（土）

 ・学校説明
 ・個別相談
 ・通信の進路について
 ・系列大学ブース説明（経営・看護・保育・栄養）

 【秋の個別入試相談会Ⅱ】
 　10/29（土）
 　11/5（土）・26（土）

 ・入試対策
 ・学習体験
 ・学校説明
 ・施設見学
 ・個別相談

 【直前個別相談会】
 　12/10（土）・24（土）
  　※1時間程度の説明を複数回実施
　   ※その他随時個別説明会可能。
　　  　電話にてお問い合わせください。

 ・学校説明
 ・施設見学
 ・個別相談

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

 ・見学・相談につきましては、実施期日以外でもご相
   談ください。

 ・オンラインによる説明会も実施しています。

日　　          　　時

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑨

9：30～14：00 本校
（オンラインも可）

中学生・保護者  協会統一書式により中学校から申し込み



　岐阜県私立中学高等学校協会

【通信制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏季見学会　（調理科・製菓科）】
 　第1回　7/30（土）
 　第2回　8/5（金）
 　第3回　8/6（土）

9：30～12：00
（受付　9：00～）

 ・学校説明会
 ・施設見学
 ・体験授業
 ・個別相談
 ※調理科・製菓科の授業を体験してください。施設見学、体験授業を通して
　　本校での学びを知っていただきます。

 【体験入学　（調理科・製菓科）】
 　第1回　10/8（土）
 　第2回　10/15（土）

9：30～14：30
（受付　9：00～）

 ・学校紹介
 ・調理・製菓実習体験
 ・個別相談
 ※調理科・製菓科の実習を体験してください。２つの学科の実習を体感し、
　　先輩から料理やお菓子作りの話を聞いてください。進路選択・学科選択
　　に役立ててください。

 【親子体験入学　（調理科・製菓科）】
 　11/3（木祝）

9：30～12：00
（受付　9：00～）

 ・学校紹介
 ・調理科または製菓科の親子体験学習
 ・個別相談
 ※親子で学校紹介と調理科・製菓科の実習を体験する機会を設けました。
　　親子で一緒に授業を体感してください。

 【入試説明会　（調理科・製菓科）】
 　第1回　12/3（土）
 　第2回　12/10（土）
 　第3回　12/17（土）

9：30～12：00
（受付　9：00～）

 ・学校紹介
 ・入試説明
 ・実技試験体験
 ・個別相談
 ・入試に関する詳細な説明
 ※調理科・製菓科の入試には実技試験があり、受験にあたっては、入試説
    明会への参加をお願いしています。実習体験も行います。

 【夏季個別相談会　（普通科）】
 　第1回　7/23（土）
 　第2回　7/30（土）
 　第3回　8/6（土）

9：00～16：00

 ・個別相談
 ・施設見学
 ※個別の相談と施設の見学をしていただきます。普通科の受験にあたって
     は、本人及び保護者の個別相談会への参加をお願いしています。その
     ため、夏季個別相談会・平日個別相談会・秋季個別相談会のいずれか
     １回に参加してください。

 【体験入学　（普通科）】
 　第1回　10/8（土）
 　第2回　10/15（土）

9：50～11：20
（受付9：30～）

 ・学校紹介
 ・授業体験
 ・個別相談
 ※普通科を知っていただくために、学校紹介とともに授業を体験していただ
　　き、普通科の学びを体感してもらいます。

 【秋季個別相談会　（普通科）】
 　第1回　11/3（木祝）
 　第2回　11/19（土）

9：00～16：00

 ・個別相談
 ・施設見学
 ※個別の相談と施設の見学をしていただきます。普通科の受験にあたって
　　は、個別相談会への参加をお願いしています。

 【入試説明会　（普通科）】
 　第1回　12/10（土）
 　第2回　12/17（土）

9：50～11：20
（受付　9：30～）

 ・学校紹介
 ・入試説明
 ・個別相談
 ※入試に関する詳細な説明をします。普通科の入学試験に関する情報を得
　　るチャンスです。

 【平日個別相談・授業見学】
 　※調理科・製菓科・普通科共通
    　9/1（木）から随時

9：00～14：00

 ・個別相談
 ・授業見学（希望者）
 ※平日に個別相談を実施します。希望される方には授業の見学をしていた
　　だくことができます。

希望者  詳細については後日お知らせします。  事前申し込みなし（予定） ※上記、新型コロナ対応

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑩

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

日　　          　　時

本校

中学生・保護者
 本校所定の書式により、ＦＡＸまたはメールにて各中学校
 から高等学校へ申し込み

 ・新型コロナウイルス等の影響により、実施内容が
   変更となる場合があります。

 ・各説明会の実施状況等については、ホームページ
   等で必ずご確認ください。

 ・上履き、筆記用具を持参してください。

 ・マスクを着用してください。

 ・サーマルカメラによる体温測定をします。

 ・その他持ち物については後日連絡します。

 【フードフェア】
 　10/27（木）



　岐阜県私立中学高等学校協会

【通信制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏季個別相談会】
 　7/18（月祝）・23（土）
 　8/6（土）

9：00～16：00
（予約制　1組1時間程度）

中学生・保護者  個別での学校説明

【午前の部】
10：00～11：30

【午後の部】
13：00～14：30

【午前の部】
10：00～11：30

【午後の部】
13：00～14：30

 【入試個別相談会】
 　12/3（土）・10（土）・17（土）

9：00～16：00
（予約制　1組1時間程度）

中学3年生・保護者

【通信制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

【午前の部】
10：00～11：30

【午後の部】
13：30～15：00

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

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

日　　          　　時

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

 ・上履き不要

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

 ・新型コロナの感染状況によって人数制限を する
   ことがあります。

 【体験入学】
 　10/1（土）・8（土）

中学生・保護者
※各部定員40名

 ・学校説明
 ・体験授業

 協会統一書式により中学校から申し込み

日　　          　　時

　 7/16（土）・23（土）
　 8/20（土）・21（日）
   10/29（土）
　 11/5（土）・19（土）
　 12/3（土）

本校 中学生・保護者・教員

 ・学校説明
 ・校内見学
 ・在校生徒との懇談
 ・個別相談

本校  申込方法は、事前に中学校にお知らせします

 【入試説明会】
 　11/19（土）・26（土）

中学3年生・保護者
※各部定員40名

 ・学校説明
 ・入試説明

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑪

 個別での見学・相談については、実施日以外もご相
 談ください。



　岐阜県私立中学高等学校協会

【通信制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【夏季学校見学会】
 　7/28（木）・29（金）
 　8/25（木）・26（金）

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
 ・各コースの体験学習

 ・生徒または保護者の方だけでも参加できます。

 【一日入学】※予定
 　10/5（水）・6（木）

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
 ・希望コース別及びＩＣＴの体験学習

 ・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、実施日以外でも対応いたし
   ます。

【通信制】

会　　　場 対　　　　象 内　　　       　容 申　　込　　方　　法 備　　　　　考

 【オープンスクール】
 　7/23（土）・30（土）
 　8/6（土）・27（土）

10：00～11：30
13：30～15：00

 《第1部》
   ・通信制と全日制の相違点
　 ・基礎力完成講習
　 ・建学の精神
　 ・達成度別指導等
　 ・当校の教育の特長
　 ・自己推薦入試

 《第2部》
 　・先輩とのふれあい
 　・個別相談（希望者）

 【体験入学】
 　10/4（火）・5（水）・6（木）

10：00～11：30
13：30～15：00

 ・化学おもしろ実験
 ・仲間とカレーライスを作ろう
 ・数学の不思議体験
 ・願書添付の「作文」の書き方指導
 ・先輩から話を聞こう！
 ・個別相談（希望者）

 【個別説明会】※予約制
 　毎週土曜日

9：00～16：00

 ・学校説明
 ・予約制個別相談
　　十分に時間をかけて学校説明を行い、安心して
　　将来に進めるよう話し合います。

（注1）新型コロナウイルス感染症の影響またはその他事情により、日程・内容が変更となる場合があります。最新の情報は、各校ホームページでご確認いただくか各校へ直接お問い合わせください。

（注2）マスクの着用や検温等、各校が実施する新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いいたします。

■清凌高等学校　　　 〒503-0883　大垣市清水町65　　TEL：0584-78-7244

日　　          　　時

令和４年度　私立高等学校説明会・見学会日程表⑫

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

日　　          　　時

本校 中学生・保護者

 インターネットによる申し込み（ホームページから）
 ※申込方法は、事前にホームページに掲載し、
　　各中学校にもご案内します。

 ・マスクの着用及び入室時の検温にご協力をお願い
   します。

 ・生徒だけ、保護者だけでも参加できます。

 ・見学、相談については、実施日以外でも対応いたし
   ます。

本校 中学生・保護者  協会統一書式により中学校から申し込み


