（学校番号順）

A

鶯谷高等学校

F

普通科：英進Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類

〒500-8053 岐阜市鶯谷町7 電話（058）265-7571 FAX（058）266-5485
ホームページ http://uguisu.acs3.mmrs.jp/
メールアドレス uguisu@he.mirai.ne.jp
岐阜市の中心部にありながら、豊かな緑に囲まれた環境の中、最高水準の教育内容と
最新の教育施設を誇る私立進学校です。

11月6日
（土）
、12月4日
（土）

学校見学会

午前10時〜12時
学校紹介、授業見学、施設見学、進学相談 など

通学方法時間

B

聖マリア女学院高等学校
普通科：英特・特進コース、文理コース

〒501-2565 岐阜市福富201番地 電話（058）229-1102 FAX（058）229-3029
ホームページ https://www.maria.ed.jp/ メールアドレス info@maria.ed.jp
やさしさは心に、まなざしは世界に!!
一人ひとりの個性を大切に豊かな知性と品格を磨き、謙虚で自立した女性を育てます。

10月31日（日）・12月5日（日） 9：00〜11：30
全体説明・個別相談・校舎見学・講演会・部活発表

学校説明会

11月13日（土）・11月20日（土）・11月27日
（土）

学校見学会

JR岐阜駅・名鉄岐阜駅よりバスと徒歩で15分、自転車で10分

富田高等学校

通学方法時間

G

国際科、普通科：啓明コース・普通コース、
商業科：情報処理コース・商業コース

10：00〜12：00

全体説明・個別相談・校舎見学

JR岐阜駅からスクールバスで約30分
スクールバス11台（JR岐阜駅、名鉄岐阜、美濃市役所、県庁、各務原、
犬山、羽島、安八、笠松、揖斐、本巣方面より運行）

岐阜女子高等学校

普通科：文理科コース・一般コース
（進学・美術）
食物科

〒500-8765 岐阜市野一色4丁目17番1号 電話（058）245-3621 FAX（058）248-5723 〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅１丁目130番地
ホームページ https://www.tomita.ac.jp/ メールアドレス info-tomita@tomita.ac.jp 電話（058）245-2670 FAX
（058）247-9481
将来への方向性をみすえた個性を磨く3科4コースの教育体制。さまざまな進路実現に近づける学校です。 ホームページ https://www.gifujoshi.ed.jp/ メールアドレス gj@gifujoshi.ed.jp
建学の精神である「知・徳・体」の鼎立のもと、信義・至誠・質実・温和・漸進を校訓とし、
秋のオープンキャンパス
礼儀正しく上品で心豊かな女性を育てます。
10月23日(土)・11月13日（土）9：30〜11：30
秋季見学会 11月13日
（土）
・27日
（土）
・12月4日
（土）
学校見学会
学校紹介、体験授業、個別相談
学校見学会
9：00〜12：00
（受付8：30〜11：00）

直前説明会

通学方法時間

C

12月4日(土) 14：00〜15：00

学校紹介、施設見学、入試説明、個別相談など

学校紹介、個別相談

・JR岐阜駅から岐阜バス水海道線「富田学園前」まで20分
・JR高山本線
「長森駅」から徒歩10分
・名鉄各務原線
「手力駅」から徒歩15分

岐阜東高等学校

進学相談週間
通学方法時間

H

普通科：蛍雪コース・進学コース・特進コース

進学相談週間 11月24日
（水）
〜12月10日
（金）
14：00〜17：00 ※土日を除く
施設見学、授業見学、個別相談など

名鉄各務原線「切通駅」下車 南に徒歩9分 JR高山本線「長森駅」下車 南に徒歩18分
岐阜バス岐南町線「岐阜女子高前」下車

岐阜第一高等学校

普通科：カレッジコース・一般コース・スポーツコース
工業科：自動車エンジニアコース・生産システムコース

324-7599
〒500-8765 岐阜市野一色4丁目17番1号 電話（058）246-2956 FAX（058）247-9941 〒501-0407 本巣市仏生寺884-7 電話（058）324-2161 FAX（058）
ホームページ http://www.gito.ed.jp/ メールアドレス info-gito@tomita.ac.jp
ホームページ https://www.gifu-daiichi.ed.jp/ メールアドレス gd_kouhou@gifu-daiichi.ed.jp
特別奨学生制度を大幅にリニューアル！ 原則3年間保証で、今まで以上に学業に専念し 「進学」「スポーツ」「ものづくり」を三本柱に各コースで特色ある教育を実践、ＩＣＴ
やすい制度になります！詳細は相談会当日に！しっかり丁寧に説明いたします！
教育の充実、ひとりひとりの進路希望の実現をサポートします。

①10月2日（土） ②10月16日（土） ③11月6日（土）
④12月 4日（土） 9：00～11：30

学校見学会

学校紹介、入試説明、授業見学、施設見学、個別相談会など

通学方法時間

D

・JR岐阜駅から岐阜バス水海道線「富田学園前」まで20分
・JR高山本線
「長森駅」から徒歩10分
・名鉄各務原線
「手力駅」から徒歩15分

済美高等学校

普通科：選抜特進コース・特進コース・総合進学コース・健康福祉コース・生活文化コース
商業科、保育科、衛生看護科

体験授業・進学相談会 10月9日
（土）9：00～11：00

学校紹介、各コース体験授業、進学相談

学校見学会

入試説明会 11月21日
（日）
、12月5日
（日）9：30～11：30
入試説明、学校紹介、各コース説明、施設見学、個別相談

通学方法時間

岐阜バス可茂町・高砂町下車 徒歩7分
JR穂積駅から自転車で20分
樽見鉄道北方真桑駅下車 徒歩7分

大垣日本大学高等学校

I

普通科：アカデミーコース・特別進学コース・総合進学コース

〒500-8741 岐阜市正法寺町33 電話（058）271-0345 FAX（058）275-0280
〒503-0015 岐阜県大垣市林町6-5-2 電話（0584）81-7323 FAX（0584）81-7325
ホームページ http://www.gifu-seibi.ed.jp メールアドレス seibi@gifu-seibi.ed.jp ホームページ http://www.ogaki.ac.jp/ メールアドレス koho01@ogaki.ac.jp
「夢を叶える大垣日大！３年後、７年後を見据えて」をスローガンに、
「誠実 努力 親和」
Make the future. 〜未来をつくる場所〜
の校訓の下、満足度の高い３Ｄ（知・徳・体）教育により、調和の取れた心豊かな生徒
【学校説明会】選抜特進・特進・総合進学コース説明会
の育成をしています。
10月24日(日)、11月14日(日) HPより申し込み
【体験会】商業・保育・衛生看護科体験会

学校見学会

通学方法時間

E

10月31日(日)

第２回：10月9日（土）体験授業、後援会役員の話、個別相談
第３回：11月6日（土）部活動紹介、部活動顧問との相談会、

HPより申し込み

【個別相談会】
日曜個別相談会 毎週日曜日 10月3日(日)～12月12日(日)まで HPより申し込み
入試個別相談会 11月21日(日）、27日(土)、28日(日) 申し込み不要

JR岐阜駅からバス10分／徒歩25分／自転車10分
名鉄名古屋本線 岐南駅から徒歩15分

学校見学会

個別相談

第４回：12月4日（土）入試説明、コース説明、個別相談
通学方法時間

岐阜聖徳学園高等学校

JR大垣駅北口から徒歩10分

H

大垣

岐阜県私学振興会

JR高山本線
名鉄各務原線
いぬやま

22

検索

こうなん

名鉄小牧線

256

G

稲沢

岐 阜 バ ス：JR岐阜駅前～岐阜聖徳学園高校前 約20分
本校スクールバス：11コース運行
自
転
車：JR岐阜駅から 約20分、JR西岐阜駅から 約15分

岐阜羽島
JR東海道新幹線

こうのみや

9：30～12：00
学校説明、科コース・授業料バス・部活動の個別相談

D

名鉄犬山線

①10月30日
（土） ②11月27日
（土）

名鉄竹鼻線

E

長森

＼クリック!／

岐阜県の私立高校が
すべてわかります︒

21

B C

岐阜

尾張一宮

通学方法時間

I

156

A

JR東海道本線

名鉄尾西線

学校見学会

157

きりどおし

〒500-8288 岐阜市中鶉1-50 電話（058）271-5451 FAX（058）271-5453
ホームページ http://www.shotoku.ac.jp/gsh/
メールアドレス gsh@shotoku.ac.jp
［未来を拓く学校］として、生徒の夢を全力で支援する「学びの場」日本一を目指してい
ます。2022年度より特進コースでも部活動が可能となります。

F

256

普通科：特進コース・進学コースⅠ類・進学コースⅡ類
商業科

