
令和元年5月現在の開催予定です。詳細は各校にお問い合わせください。
個人での申し込み方法は、下記のとおりになっております。

東部地区私学展　2019年11月3日(日)開催　於：キラメッセ
東部地区私学展　2019年11月24日(日)開催　於：ふじさんめっせ

於：グランシップ

西部地区私立高校合同フェア　2019年11月24日(日)開催　於：遠鉄ホール新館8階　入場無料

生 徒 保護者 教 員

一日体験入学
8月2・3日 9:30

10月19日
11月9・23日

8月31日
9月21日

11月2･16･30日
12月7･14･15日

12月21・22・26日
1月11・18日 (左記の日程・時間以外でも事前に連絡頂ければ対応いたします)

9月21日 9:40 学校説明会、学校・授業見学、個別相談
10月25日 19:00 学校説明・個別相談 (会場：聖心女子大学　要予約)
11月23日 9:40 学校説明会、校内・授業見学、入試レクチャー、個別相談
12月7日 15:00 学校説明・個別相談 (会場：聖心女子大学　要予約)

12月21日 13:30 学校見学、個別相談 (要予約)
文化祭

11月2日 9:30 文化祭(秋のつどい)、 個別相談コーナーあり

･普通科大進コース：体験授業、海外語学研修の魅力等
･普通科体験内容：
　　　普通科の特色と進路先についてのガイダンス
　　　授業体験(国語・数学・英語の分かりやすい授業)　　　
　　　おもてなし飲料サービス　　　　　社会人マナー

　　　ターゲットバードゴルフ体験、テーピング講習等

・情ビ：パソコンによる情報処理入門、簿記入門講座等

・福祉：介護技術体験、国家試験問題にチャレンジ、卒業生講話等

・創デ：石こうデッサン ・オリジナルロゴマークでストラップ制作等

10月19日
11月9・30日

12月7日
個別相談会

12月13日 17：30～19:30 実施時間の中で、ご参加ください。個に応じた相談に対応します。
12月22日  9:00～11:30 (左記日程以外でも事前に連絡をいただければ対応いたします)

10月26日  9:30～11:30 中学生・一般を対象に公開授業を実施します。

学校説明会

8月23・24・25日 9:30
学校説明会【本校会場】(要予約)
(学校概要説明、部活見学、個別進路相談、在校生の声等)

10月19日 9:30
学校説明会【本校会場】(要予約)
(部活見学、学校概要説明、個別進路相談等)

6月2日
小田原地区別学校説明会【小田原：小田原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ】(予約
不要)　　　(小田原地区など対象説明会)学校概要説明等

6月8日
富士・富士宮地区別学校説明会【富士】(予約不要)
(富士・富士宮地区など対象説明会)
学校概要説明等

御殿場地区別学校説明会【予定：ふじざくら】(予約不要)
(御殿場・裾野・小山・山北地区など対象説明会)
学校概要説明等

伊東地区別学校説明会【予定：伊東市観光会館】(予約不要)
(伊東・熱海・下田地区など対象説明会)
学校概要説明等

10月12日
静岡地区別学校説明会【予定：パルシェ】(予約不要)
(静岡・清水・富士地区など対象説明会)　学校概要説明等

11月2日
小田原地区別学校説明会【予定：秦野商工会議所】(予約不要)
(秦野・小田原・松田・平塚地区など対象説明会)学校概要説明等

11月2日 10:00 【小田原(小田原お堀端コンベンションホール )】(予約不要)　　　
11月16日 13:00 【本校会場】(予約不要)
12月7日 10:00 【本校会場】(予約不要)

8月2・3日
12月7日

7月13日・8月29日
10月12日・11月16日

12月21日

12月14・15日
12月24・25・26日

8月10日 9:00

11月9日 9:00

12月1・7・8・14日
12月15・16・21・22日

Welcome Hiryu Day
5/25.6/29.7/27
8/31.9/28.10/26
飛龍高校　開放Week
11/11～11/15
12/2～12/6

一般公開
科・コース説明会、体験授業会

第1回　一日体験入学

個人での申し込み方法 「一日体験入学」「学校説明会」への参加は、インターネットにて申し込みが必要。  　個別相談会への申し込みは不要。

　普　通　科
　
　

　情報ビジネス科

　福　祉　科

　創造デザイン科

　大進コース
　進学コース
　未来探究コース
　ｽﾎﾟｰﾂ健康ｺｰｽ
　観光文化コース

　ビジネスコース
　情報コース

　介護福祉コース
　総合福祉コース

一日体験入学

　9:00

8月2日

　9:00

○ ○

9:30～11:30

○

9:00～

○

○

オープンキャンパス(要申込)

電話、FAX、HP・メール

学校紹介、校舎見学
(ミニツアーですのでお気軽にご参加ください。)

9:00

個別相談会

普通科
自動車工業科

9/21

6

9:00

16：00～

10/26 文化祭(いびぎり祭)

7月20日
10:00

学校見学ミニツアー(要申込)

個人での申し込み方法

個別進学相談会

電話、HP

学校説明、科・コース説明、体験授業、部活動見学、個別相談

個別相談会(要予約)
個別相談・施設見学
(学校見学・説明は随時相談を承ります。ご連絡下さい。)

第15回静岡県中部地区私学展 2019年10月6日(日)開催

地区別学校説明会

5 沼津中央
普　　通 全コース

個別相談、施設見学等

10:00～11:30

学校説明、科・コース説明、体験授業、部活動見学、個別相談

日本大学三島
普通

個別相談、施設見学

学校説明､授業体験､施設見学、個別相談

学校説明会

御殿場西

個人での申し込み方法

普　　通

○

○
8月24日

学校説明、施設見学、個別相談

8月4日

実　施　日　時  実施内容・会場(会場名の記載がない場合は、その学校で実施)

インターネット申し込み、電話、FAX

学校説明会

オープンスクール

全コース   (特進・進
学・ＩＴビジネス・未

来創造)

資料受取、個別相談、施設見学、部活動見学等

本校HPをご覧ください。　不二聖心高１ＡＯ入試(高１転編入)あり。

本校で行う学校説明会のみ、予約が必要。詳しくは本校HPを参照ください。

第2回　一日体験入学

8月3日

個別相談会

9:30

個人の申し込み方法
説明会・相談会

令和2年度 静岡県私立高等学校 体験入学・説明会等実施予定一覧

№ 学  校  名 学科名 小学科(ｺｰｽ)

普通

1

学校説明、コース別ガイダンス、施設見学、個別相談
9:30

2 不二聖心女子学院

4

飛　　龍

普通科
(特別進学・体育進
学・体育・生涯ス
ポーツ・ホスピタリ

ティ・食文化・情報・
総合進路)

自動車工業科

進学クラス
特進クラス
国際クラス

個人での申し込み方法

個人での申し込み方法

3  知　　徳

学校説明、体験学習、施設見学、部活動見学
(学校見学・説明は随時相談を承ります。ご連絡下さい。)

資料受取、個別相談、施設見学、部活動見学等

参　加　対　象　者

○ ○ ○

○

○○

○○

○

○ ○



生 徒 保護者 教 員
実　施　日　時  実施内容・会場(会場名の記載がない場合は、その学校で実施)

令和2年度 静岡県私立高等学校 体験入学・説明会等実施予定一覧

№ 学  校  名 学科名 小学科(ｺｰｽ)
参　加　対　象　者

6月1日

8月24・25・26日
11月9日

10月19日
12月7日

12月8・14・15日
12月21・22日

11月4日 13:00～15:00

学校説明、施設見学、部活動見学、個別相談

7月27日
地域区分　下田市、賀茂郡、伊東市、熱海市、函南町、伊豆の国
市、伊豆市、三島市、小山町、御殿場市、裾野市

7月28日
地域区分　清水町、長泉町、沼津市、富士市、富士宮市、静岡
市、その他

10月25日 17:30

11月2日 8:30

6月22日
11月9日

12月8・14・22日 9:00

一日体験入学
9月7日 9:30～12：00 授業体験、個別相談コーナーあり（HPからの予約）

学校説明会
9月25日 本校会場
9月26日 富士会場(富士市文化会館ロゼシアター)
9月27日 長泉会場(長泉町文化センターベルフォーレ)
10月2日 御殿場会場(御殿場市民交流センターふじざくら)
10月3日 小田原会場(おだわら市民交流センターUMECO)
10月4日 三島会場(三島商工会議所)
10月7日 伊東会場(伊東市観光会館)
10月8日 本校会場

オープンスクール
6月21日 9:30～12：30
6月22日 9:30～11：30
11月8日 9:30～12：30
11月9日 9:30～11：30

入学試験直前相談会
12月7日 9:30～12：00 個別相談

6月15日 9:00～

8月3日
10月26日
11月16日

12月13日 17：20～
12月14日 9：00～

星陵祭
6月9日 9:30

9:30
14:00

10月19日 9:30
学校説明、入試説明、個別説明

10:00
14:00

個別相談、入試説明
11月14・21日
12月11・13日

12月14日 9：00～12：00
12月16・18・20日 18：00～20：00

12月21日 9：00～15：00

7月13日 9:00

11月9日 9:00

12月14・21日 9:00

12月10・12・17・23日
1月8日

12月19日

一日体験入学のみ予約必要（個人にて予約　詳細はHPにてお知らせします）

個別相談、入試説明
12月19日のみ富士宮市民文化会館で開催

学校説明、施設･活動見学、活動紹介、個別相談
(午前・午後同一の内容となります)

文化祭　学校紹介コーナー、入試相談コーナーもあります

授業･施設見学、個別相談可、土日不可

9：00～

留学説明会

8:40

17:30

9月7日

FAX、HP・メール、郵送

個別相談会

学校説明､施設見学､部活動見学、個別相談

電話、FAX、HP・メール

体験入学

学校説明会

本校

学校説明、入試説明、授業見学、個別相談　　　　

学校説明､授業見学､施設･部活見学､個別相談

電話、FAX、メール

個別相談会

12月7日

入試相談会(事前予約不要)

授業(講座)見学、施設見学、学校説明、個別相談

学校説明、個別相談、施設見学(左記日程以外でも事前連絡いた
だければ随時対応いたします)

19:00～20：30

学校説明､校内見学､授業体験、個別相談

夏のオープンキャンパス

高校留学に関する説明・相談(要予約)

個別相談会

学校説明､体験学習､施設・部活見学、個別相談

○

9:30

○

7

8

夏・秋のｵ-ﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽは本校HPからの申込みが必要　その他ｲﾍﾞﾝﾄは申込み不要

個別相談(高校生活一般・入試・特待生生徒・学費等の相談に対
応)　　　学校休日以外はいつでも学校見学、学校説明、進学相談
に応じます

学校見学会

加藤学園
普　　通 全コース

電話、FAX、HP・メール

一日体験入学

学校説明、施設・授業見学、個別相談

学校説明会・施設見学・文化祭

個人での申し込み方法

桐    陽

9:00

全コース(英数進学・
特別進学･普通・留
学進学・国際進学)

個別入試相談会

普    通

9:00～12:00

学校説明会(桐陽祭・一般公開)

授業見学、学校説明、部活動見学

個人での申し込み方法

個別相談

普　　通

オープンキャンパス

学校見学　個別相談コーナーあり

体験学習、学校説明会、学校見学会、部活動見学会等

公開授業・部活動見学

秋のオープンキャンパス

8:30

11 英 数 科
普 通 科

ナイトオープンキャンパス

学校説明会
個人での申し込み方法

オープンスクール

学校見学会(中学校を通じてのお申込みとなります)

18：00～20：00

学費、入試、学校生活、進路指導、部活動、スクールバス、特待制度などについて個別でお答えします。

星    陵

9 加藤学園暁秀

個人での申し込み方法

普　　通

全コース
10 誠　　恵

静岡県富士見

○

○

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

学校説明､入試説明､模擬授業、施設･部活見学､個別相談

12 入試説明会

学校見学会

普　　通

個人での申し込み方法

本校



生 徒 保護者 教 員
実　施　日　時  実施内容・会場(会場名の記載がない場合は、その学校で実施)

令和2年度 静岡県私立高等学校 体験入学・説明会等実施予定一覧

№ 学  校  名 学科名 小学科(ｺｰｽ)
参　加　対　象　者

学校概要説明・各学科・コースの説明、体験学習、部活紹介
特別進学コース 9月28日 9:00～12:00(予定) 施設見学、部活見学、個別相談

学校概要説明・各学科・コースの説明、入試説明、部活紹介
進学コース 10月26日 9:00～12:00(予定) 部活見学、施設見学、個別相談

本校(礼拝堂)：学校概要説明・各学科・コースの説明
11月13日 18:30～19:30(予定) 進学・就職指導について、授業料、就学支援金

学校概要説明・各学科・コースの説明、入試説明、入試対策
11月30日 9:00～12:00(予定) 部活見学、施設見学、個別相談

9:00～9:40(学校説明会)
9:00～12:00(個別相談会)

8月3日 9:00
学校説明会 ①7月6日

②9月7日
③10月19日

入試説明会　　11月16日 13:00

ソフィアコース ①11月30日 13:00
エグゼコース ②12月  7日 13:00

フロンティアコース ③12月  8日 9:00
　（高大接続） ④12月14日 13:00

⑤12月15日 9:00
⑥12月21日 13:00

⑦1月 5日 9:00

6月22日 11:00
6月23日 10:00

8月17・18日 9:30

10月20日
11月16日・17日

12月7・8日
12月14・15日
12月9～13日

12月16～20日
12月21・22日 13:00

学校の説明、体験授業、部活動の体験・見学
8月3・4日 10:00 在校生との交流　　※2日とも同じ内容

学校説明会
10月19日 14:00

11月16日 9:00

12月7日 14:00
12月14日 10:00

9:30
13:30

9月14日 10:00

11月2日 10:00

学校紹介
11月16日 13:00

12月7・14日 9:30

個別相談会
12月21日 9:00～12:00間いつでも

14:00
17:30

城南祭
9月27・28日 9:00

オープンスクール
8月9日 9:00

城南マルシェ
10月5日 10:00

10月19日 9:00

11月2日 9:00

12月7日 9:00

12月14日 9:00

8月24日 9:00

普通科は 11月10日 9:00

普通コース
保育コース 11月23日

12月7日

12月14日
1月5日

オープンスクール
8月21日 9:00

9月21日
10月20日
11月23日

11月3日 9:40

12月8日 9:40
12月16日 18:00

○ ○
19 静岡女子

【全学科】
普通科
家政科
商業科
福祉科

進学相談会
学校・学科説明、個別進学相談

9:00

学校見学会(サレジオ祭)

入試説明会

○

学校説明、入試対策(英国数)、個別相談(希望により受講選択制)

16:00

進学個別相談会

入試について本校職員と個別相談
希望者は施設見学

学校説明、施設見学、クラブ活動見学、英和生との交流、個別相
談

学校説明会・入試個別相談会

一日体験入学
郵送(リーフレット)・HP

学校説明、施設見学、体験学習，部活動見学等

入試・学校説明会

学校クリスマス礼拝の体験

学校概要説明・各学科・コースの説明、個別相談

①5月13日～24日
公開授業

FAX、HP・メール、郵送(当日参加も可)

クラブ活動の発表見学・体験、英和生との交流

学校･学科説明、施設・部活動見学、個別相談

学校説明、施設見学、部活動見学等

②11月5日～16日

13:00

公開授業

学校授業の見学ができます。また事前に連絡頂ければこの期間以
外でも対応いたします。

電話、FAX、メール

9:40

学校説明、施設見学、部活動見学、個別相談

13:00

10:00

個別入試相談会

入試説明会

学校説明会

公開授業、学校の説明、総合選択制の説明

学校の説明、入学試験の説明とアドバイス
個別相談、入試問題の配布　　※2日とも同じ内容

体験入学

HP・メール、FAX、電話

入試相談会

高校オープンスクール

学園祭を一般公開、学校施設見学

個別相談、施設見学など(随時)
希望者の部活動見学説明あり

オープンキャンパス

14 静岡サレジオ

個人での申し込み方法 郵送、電話、FAX、メール(HPから)

普通科

普通科コース説明、入試説明･部活動ならびに施設見学
近年の大学入試状況の解説

個人での申し込み方法

学校の説明、部活動の体験・見学、施設見学

入試説明会

15 東海大学付属静岡翔洋

個人での申し込み方法 HP・チラシQRコード 2019年度入試よりWEB出願実施中

普    通

英数進学(アクセル)
コース

文理進学(ﾍﾞｰｼｯｸ)
コース

学校説明、授業体験、施設見学、部活動見学、個別相談

入試説明会

12月21日

授業公開

クリスマス礼拝

16 静岡大成

個人での申し込み方法 HPまたは電話でお申込みください。(当日参加も可)

普    通

オープンスクール

学校説明、入試対策(面接)、個別相談(希望により受講選択制)

オープンスクール

ICT科・普通科

17 静岡英和女学院

個人での申し込み方法
オープンキャンパス

文化祭

8月24日

18 城南静岡

個人での申し込み方法

個人での申し込み方法

○
○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○
○

○○○

○ ○
２コース（特別進学・

常葉大学進学）

入試説明会

学校説明、施設見学、体験学習、部活動見学等

20
普通

英語・数学授業体験、学校説明、個別相談、施設見学

常葉大学附属常葉
学校紹介､コース説明､部活発表、個別相談、施設見学

個人での申し込み方法

授業・部活・施設見学、学校説明、個別相談

13

学校説明会

12月7・14・21日

保護者対象学校説明会
清水国際 普通科

情報ビジネス

文化部やクラス展示の他に模擬店、バザー等が出店

学校説明会

個別相談

学校説明、授業体験、施設見学、個別相談

9:00

入試説明､学習アドバイス､学校説明、個別相談、施設見学

授業体験会

体験入学

学校概要、普通科コース説明と部活見学、コース別体験授業

入試の概要、個別相談

学校･学科説明、入試説明、個別相談

学校･学科説明、体験学習、個別相談

電話、FAX、HP(エントリーフォーム)

入試相談会

学校説明、授業見学、施設見学、個別相談

地域住民を招いた各種体験、販売ブースの設置等



生 徒 保護者 教 員
実　施　日　時  実施内容・会場(会場名の記載がない場合は、その学校で実施)

令和2年度 静岡県私立高等学校 体験入学・説明会等実施予定一覧

№ 学  校  名 学科名 小学科(ｺｰｽ)
参　加　対　象　者

学校説明、校舎見学、個別相談　学区ごとに日時を指定(変更可)

①10:00 清水第一　第二　第三　第四　第五　第六　第七　第八　焼津以西　富士以東

②14:00 末広　城内　東　安東　袖師　飯田　庵原　興津　小島　両河内　由比　蒲原

③10:00
籠上　観山　西奈　竜爪　安倍川　賤機　美和　服織　藁科  大川
玉川　井川　大河内　梅ヶ島　静岡附属

④14:00 静岡豊田　東豊田　高松　大里　中島　南　城山　長田西　長田南　その他

10月19日 ①10:00

11月23日 ②10:00

11月2日 10:00

総合芸術

コース 10月19日 10:00

12月7日 ①10:00

12月14日 ②10:00

12月21日 ③15:00

6月1日 10:00〜14:00

①6月22日 10:00
②8月7日 13:30

8月10・25日 9:00
11月10・17日 9:00

9月7日 日程は地区別

10月27日 10:30

10月19日
12月14日

学校概要説明、個別相談、募集要項説明
11月実施予定 清水テルサ
11月実施予定 グランシップ
11月実施予定 焼津文化会館

8月28・30日
10月2・3・4日

12月16・17・18日

6月15日 9:00

7月29日
8月31日

10月19日
11月16日

10月1日 本校

10月2日 富士市交流プラザ　要申込

10月3日 焼津市総合福祉会館ウェルシップ焼津　要申込

10月4日 静岡産業大　藤枝駅前BiViキャン　要申込

10月9日 島田市プラザおおるり　要申込

10月10日 本校

10月11日 清水テルサ　要申込

12月10日 18:30

6月8日
7月13日

10月12日･10月13日 10:00

9月21日
11月9日

12月14日

8月3日
11月10日
12月14日

個別相談、施設見学等
12月1・8・21日 9:30 (上記以外にも申し出により随時見学等、受け付けます)

8月24日
10月26日

11月23日 9:00
入試相談会

12月14日 9:00

　　　　7月27・28日・8月24日 9:00

　　11月9日・12月7日 9:00

8月10日・9月21日・11月30日 9:00

8月10日・9月21日・12月7日 9:00　12月7日は13:00

7月20日 午前の部　9:00　午後の部　13:30

事前申込み不要、当日受付

7月28日 学校説明、施設見学

9月8日 学校説明、施設見学

10月12日 学校説明、部活見学・説明

11月9日 学校説明、施設見学、入試情報

12月7・14・15日 8:30～11:00 学校説明、特設相談室：個別相談

事前申込み不要、当日受付

10月26日 掛川(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)・焼津(総合福祉会館)

11月2日 榛原(総合健康福祉ｾﾝﾀｰさざんか)

11月9日 静岡(ﾎﾃﾙｱｿｼｱ)

11月16日 菊川(ビジネスホテルたちばな)

6月27日～29日 参観時間は登校から部活動まで随時

11月14日～16日
平日8：30～16：20
土曜日8：30～12：00

○ ○ ○
18:30

個別相談会

本校：高校選択についての相談等
＊希望日時があれば応相談

○ ○
17:30以降

○ ○ ○

①本校：授業見学、施設見学、個別相談
②グランシップ：SKYSEF2019・児童生徒研究発表会見学、個別相
談

高校受験エッセンシャルズ
本校：高校受験対策講座

体験入学 本校：学校概要説明、個別相談、募集要項説明
各学科・ｺｰｽの活動紹介ﾌﾞｰｽ、部活動見学

文化祭(静北祭)　＊申込不要

静岡理工科大学見学会 静岡理工科大学：学園祭見学、施設見学、活動内容説明
高・大一貫コース説明

学校説明会
本校：学校概要説明、個別相談、募集要項説明
各学科・ｺｰｽの活動紹介ﾌﾞｰｽ、部活動見学

洋食、菓子等調理実習体験

体験入学兼相談会

入試説明会

学校説明、学科説明、施設設備の見学、部活動見学

普通

学校説明　入試説明　出願方法　個別相談　

学校説明、進路相談等、施設設備の見学

進路相談、施設設備の見学

美デ科実習体験

英数科の説明、授業見学、体験、個別相談

9:00

学校見学･説明会

転編入希望者(若干名)を対象に、個別相談を行います

文化祭、入試相談コーナー

9:30

○学校説明会兼相談会

学校･学科説明、授業・施設見学、部活動見学、個別面談等

○

FAX・電話

全コース・専攻

普通・英数 全コース・専攻

英数 英数

普通・英数

25

普通科24

26 静　　清

個人での申し込み方法

全学科（文理探究
科・工学探究科）

焼    津

個人での申し込み方法

27 藤枝順心

個人での申し込み方法 電話・FAX・メール・HP

全学科 (普通･美
術造形デザイン･

調理栄養)

学校見学会

進学相談会(12月14日受験個別相談会)
学校説明、学科説明、施設設備の見学、部活動見学、個別相談

調理栄養科実習体験

10:00

オープンキャンパス

事前申込み不要、当日受付
授業と生活の参観、放課後の部活動参観、施設設備の見学、質
問･相談も可能

28 藤枝明誠

○○○

総合学科

13:30

個人での申し込み方法

普通科
英数科

(英数コース
国際教養ｺｰｽ)

一日体験入学

9:30

学校説明会と入試直前相談会

地区ごとの学校説明会

学校説明、体験授業

○

○

○

○ ○ ○

○

○ ○

○○ ○

○

学校紹介、生徒寮紹介、施設見学、寮見学

展示、部活動発表、模擬店等

静岡聖光学院

絵画、デッサン等実習体験

学校説明会

授業体験、進路相談、施設設備の見学

13:30

個別相談日

夏の学校見学会①～④

個人での申し込み方法 事前申込が必要　HP・FAX　

個人での申し込み方法 HP(申し込みフォーム)・メール・FAX

全学科 全コース

秋の学校説明会①～②

8月23日

※各説明会については、事前に中学校を通して案内文(申込書)を配布いたします。

聖光祭

保護者対象説明会

電話、FAX、HP・メール

21 常葉大学附属橘

総合芸術コース美術専攻・吹奏楽専攻授業体験会

22 静 岡 北

見学会

学校説明、校舎見学、個別相談、学区による日時の指定なし　

英数科授業見学・体験会

入試説明会①～③

○ ○ ○

13:30

8月22日

ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ大ホール：入試説明、学校紹介、個別相談等　申込不要

23 静岡学園

個人での申し込み方法 HP(体験入学・個別相談会は申込制)

教養科学科

静学祭
クラス展示、部活動発表、模擬店等　申込不要

体験入学
体験授業､学校紹介、生徒による学校説明、部活演技等　要申込

芸術コース説明、授業体験(吹奏楽・美術)、個別相談

9:00

①9:30　②13:30

学校説明会
学校紹介、校舎見学、個別相談等　申込不要

個別相談会

17:00

入試説明会

電話・FAX・メール・HP



生 徒 保護者 教 員
実　施　日　時  実施内容・会場(会場名の記載がない場合は、その学校で実施)

令和2年度 静岡県私立高等学校 体験入学・説明会等実施予定一覧

№ 学  校  名 学科名 小学科(ｺｰｽ)
参　加　対　象　者

学校説明･施設見学･入試解説
8月３、４日 夏のｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(学校説明、部活・授業体感、施設見学ほか)

特別進学コース 11月２、３日 秋のｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(学校説明、体験授業、施設見学、部活見学)
進学探究コース 12月８、14日 冬のｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(学校説明、入試解説、施設見学、部活見学)

キャリア探究ムコース

9月7日 (浜)10：00・14：00 (沼)10：00

9月8日 (吉)10：00・14：00
9月14日 (静)13：00・16：00
9月15日 (浜)10：00・14：00 (沼)10：00

9月22日 (静)13：00・16：00
12月8日 (吉)(浜)10：00・14：00 (沼)14：00

12月14日 (浜)10：00・14：00 (沼)14：00

12月15・22日 (静)13：00・16：00

要申込み(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、FAX、電話など)
9:00～12：00 地域区分(島田市、御前崎市に在住の方)
13:00～16：00 地域区分(焼津市、吉田町、菊川市に在住の方)

9:00～12：00 地域区分(掛川市に在住の方)
地域区分(静岡市以東、静岡市、藤枝市、川根本町、牧之原市
森町、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市、県外に在住の方)
申し込み(ホームページ)

11月3日 9:00～12：00 本校の教員による授業体験
会場：本校学生館　　申し込み不要

9月22日
11月9日

12月8・14日
要申込み(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、FAX、電話など)

6月29日
9月28日

11月16日
12月7日
2月15日

要申込み(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、FAX、電話など)
9月22日
11月9日

8月24日 9:00

12月14日 9:00

1月中 要相談

　　　　　　※以上の日程以外にも適宜受付

13:00～16：00

○

○

○

9：00～12：15

※以上の日程以外にも適宜受付

29 島田樟誠

個人での申し込み方法 ハガキ、HP・メール、電話、FAX  （加えて本年度からWEB出願を開始します）
オープンスクール

30 キラリ

個人での申し込み方法 電話、FAX、HP・メール

普通科 全コース
個別相談、学校見学は随時出来ます(予約は必要)
月～土曜日《10：00～18:00》   吉田本校、浜松・静岡・沼津各ス
クーリング会場

31 常葉大学附属菊川

個人での申し込み方法 HP、電話：0537-35-3171、FAX：0537-35-1069

デッサン講習会

8月17日

入試説明会・相談会

9:00～12：00

全科・全コース

美術・デザイン科

32 菊川南陵

個人での申し込み方法 電話、FAX、HP・メール

普　　通 全コース

オープンスクール

個別相談会

入試説明会・相談会
入試概要・対策、個別相談等

キャンパス見学会

○

○ ○

○ ○

○○

○○

個別相談等※ ご希望に応じて、施設見学等も可能です。

　・全校土曜授業日、特別進学コース土曜授業日は公開、参観可能(事前に本校に問い合わせ)

普通科
＆

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科

学校説明、施設見学、個別相談

普通科

9:00～12：00

8月18日

授業実技体験会

授業体験会(英国数)

オープンキャンパス　(吉)吉田本校 (浜)浜松会場 (静)静岡会場 (沼)沼津会場

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科

持ち物：デッサン鉛筆、ねりゴム　入試相談も受け付けています

　・12月16日（月）以降、個別学校見学会を実施(中学校を通して、事前に連絡)

9：10～12：00
授業実技体験
(日本画、油絵、彫刻、デザインの各専攻)
持ち物：筆記用具

全体説明会は9：00からおこないます
(部活紹介、生徒によるコース紹介は11/9のみ)
相談は時間内なら何時でも結構です



生 徒 保護者 教 員
実　施　日　時  実施内容・会場(会場名の記載がない場合は、その学校で実施)

令和2年度 静岡県私立高等学校 体験入学・説明会等実施予定一覧

№ 学  校  名 学科名 小学科(ｺｰｽ)
参　加　対　象　者

7月31日 8:50
全学科

(英数・普通) 10月19日
11月16日
12月14日

7月29日
8月20日

11月2日 13:30 部活動紹介・校内見学・個別相談など(申込不要)
11月16日 13:30 体験型イベント・個別相談など(申込不要)

12月14日 9:00

7月28日
8月25日
12月8日

10月5日

10月19日

11月3日 9:00
福祉科説明会

6月29日 10:00
入試・学校説明会

11月23日
12月15日

12月23・24日
1月6・19日

学校見学・個別相談 随時受付・要事前連絡・校内見学・入試相談
この段は削除してください。

8月3日
11月9日

11月30日

12月7日 9:30

12月14日
12月22・23・24日

8月10日 9:00～ 授業体験・学校説明・施設見学・個別相談
11月9日 探究活動・部活動の見学・学校説明・個別相談
12月7日 授業見学・学校説明・施設見学・個別相談

12月14日 学校説明・入試問題ワンポイントレクチャー・施設見学
8月10日 実技体験・学校説明・施設見学・個別相談
8月23日 美術・書道限定　実技体験・学校説明・施設見学・個別相談
9月21日 音楽限定　実技体験・学校説明・施設見学・個別相談

11月9日 探究活動・部活動の見学・学校説明・個別相談

12月7日 授業見学・学校説明・施設見学・個別相談
12月14日 学校説明・入試問題ワンポイントレクチャー・施設見学

8月3日 9:30 オープンスクール(要申込)
10月5日 10:00
10月6日 9:00

11月9・16日 9:00
12月16～20日 16:00

11月30日 14:00
12月14日 14:00

6月8日 9:30

8月4・24日 9:00

11月9・23日 9:00

12月7・14日 9:00

12月21日 9:00

7月26日 14:30 学校説明会、個別相談会
9月21日 9:30 公開授業、学校説明会、個別相談会
10月5日 14:30 学校説明会、個別相談会

11月16日 9:30 公開授業、学校説明会、個別相談会
12月7・14日 9:30 学校説明会・個別相談会

7月28日
8月23日
11月3日 秋の体験入学
12月7日 入試説明会

12月22日～27日
12月9日～13日

12月16日～20日
1月7日～9日

英数科・普通科特進 12月14日 9:00 英数科・特進説明会

8月24日

11月2日

12月14・21日

1月5日 学校説明会:学校説明、入試説明、個別相談。
12月16日～20日 16:00 個別相談、学校説明、入試説明(事前申込)
12月24日～27日 9:00 個別相談、学校説明、入試説明(事前申込)

1月6日～10日 16:00 個別相談、学校説明、入試説明(事前申込)

8月4日
11月9・16日

12月7・14・21日
1月5・11日

9:30～

学校・入試説明、入試相談
9:00

入試相談会

9:00 入試相談会

9:30～

9:30

WEB(PCまたはスマホ)フォームにて,学芸HPからお申し込みください

16:00

○

学校説明会

部活動見学会・学校説明会

　　特進コース
地域創造コース

音楽・美術・書道

○

オープンスクール

○

8:50

9:00～

33 磐 田 東

個人での申し込み方法 学校HPのWebフォームから申し込み　　　　問い合わせ等はメール・HP・電話・FAX

34 浜松学院

個人での申し込み方法 電話、FAX、HP・メール

全体会・体験授業・校内見学・部活動見学・個別相談など

普　　通

35 全学科(夢みらい･
ビジネス･福祉)

オープンキャンパス

電話、FAX、HP・メール

浜松修学舎

個人での申し込み方法 電話、FAX、HP・メール

福祉科の説明、授業見学、入試相談

福祉科の説明、授業体験、入試相談

36 浜松開誠館

個人での申し込み方法

コース別説明見学会
コース紹介・入試説明、施設見学・個別相談

37 浜松学芸

普通科

芸術科

9:30

個人での申し込み方法

38 西遠女子

個人での申し込み方法 HP，メール，電話，FAX，郵送

普　　通

教育内容プレゼン、個別相談、学園祭見学＜申込不要＞

入試説明会(要申込)

41 聖隷クリストファー

夏のオープンスクール

秋のオープンスクール

40 浜松日体

個人での申し込み方法 電話、FAX、HP・メール、郵送

全学科(英数･普
通)

39

42 オイスカ

個人での申し込み方法 電話、FAX、HP・メール

普　　通

9:00

オープンスクール：学校説明、入試説明、授業体験、施設・部活動
見学、個別相談。
希望者は、前泊で寮の宿泊体験もできます(無料・要予約)。
左記の日程以外でも随時対応します(事前にご連絡ください)。

浜松聖星

一日体験入学

進学説明会

体験授業・部活動見学会

○

○

ベリタスプラザ

○

○

○

○

○

○

○

個別相談会

○

○

○ ○
個別相談、校内見学＜要申込＞

○

電話、FAX、HP・メール

HP、電話、FAX、メール、郵送　(なるべくHPからお申し込みください)

43 浜松啓陽 情報コミュニケー
ション

9:00

個人での申し込み方法 電話、FAX、指定はがき、HP・メール

学校説明、体験授業、施設見学、個別相談(希望者)
※随時、学校説明、施設見学等に応じます。(事前申込をお願いし
ます。)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

個別相談、施設見学等

○

学校説明、施設見学、入学相談(申し込み不要)

文化祭、バザー

学校説明、体験授業、施設・部活見学、個別相談

普　　通

9:00

○

個人での申し込み方法

○

入試説明会

普　　通

学校・入試説明、施設見学、個別相談

○

○

○

○

個人での申し込み方法

オープンキャンパス

普通科

個別相談会

学校説明、体験授業、施設見学、個別相談(希望者) 

9:00

体験授業(定員制)、学校説明、部活動/施設見学､個別相談

学校説明、授業体験、施設見学、入試相談
9:00

夢みらい科オープンキャンパス
夢みらい科の説明、授業体験、入試相談

学校説明、部活動見学、入試相談

                 ※随時受付(要事前連絡)

個別相談

公開授業、学校説明、部活動および施設見学、個別相談

全体会・模擬授業・校内見学・部活動見学・入試相談など

オープンキャンパス

オープンスクール

個別相談・学校見学(予約不要)

福祉科オープンキャンパス

個別相談、施設見学
個別入試相談

個別相談、校内見学
※随時受付(要事前連絡)


