
いろいろなイベントに参加して、私立高校の雰囲気を感じてみよう！

公開見学・体験入学一覧表
中学1・2年生も

参加可能なイベントが
たくさんあります！

愛 知 の 私 立 高 校

◆学校説明会（入試説明会）
　日時   10月27日（日）、11月10日（日）、11月16日（土）

10:00〜12:00
　申込   申込不要

愛知高等学校
◆体験入学
　日時   8月24日（土）、25日（日）9:00〜12:00
◆学校説明会
　日時   11月9日（土）、10日（日）9:00〜12:00
◆入試説明会
　日時   11月30日（土）9:00〜12:00
　※受付時間・催し内容の詳細は順次、webでご案内します。
　申込   申込不要　※中学1・2年生参加可

愛知工業大学名電高等学校
◆体験入学・入部
　日時   8月22日（木）9：00〜13：00
◆見学説明会
　日時   11月16日（土）、11月30日（土）

10：00〜12：00
※11月30日（土）は13：30〜15：30も実施

　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

愛知産業大学工業高等学校

※高校募集はありません

愛知淑徳高等学校
◆体験入学
　日時   8月21日（水）、8月22日（木）9:00〜12:00
◆公開見学
　日時   11月9日（土）、11月16日（土）9:00〜12:00
◆入試説明会
　日時   11月30日（土）9:00〜12:00
　申込   体験入学：7月19日（金）まで

公開見学・入試説明会：開催の3日前まで

愛知みずほ大学瑞穂高等学校

◆オープンスクール
　日時   7月27日（土）、8月24日（土）9:00〜12:00（11:30受付終了）
◆学校（入試）説明会
　日時   10月26日（土）、11月9日（土）9:00〜12:00（11:30受付終了）
◆個別入試相談
　日時   11月17日（日）・23日（祝）・24日（日）・30日（土）、

12月1日（日）・7日（土）・8日（日）・15日（日）9:00〜12:00
◆公開授業
　日時   11月16日（土）
◆コース説明会
　日時   11月16日（土）、12月14日（土）
　申込   上記は、開催の2日前まで（見学相談希望：随時）

桜花学園高等学校
◆学校体験会
　日時   8月24日（土）、10月26日（土）9:00〜12:30
◆学校説明会
　日時   11月23日（土）、11月30日（土）、12月7日（土）、

12月14日（土）9:30〜11:30
　申込   8月24日（土）の体験会は7月26日（金）まで

それ以外は、開催の一週間前まで

菊華高等学校
◆体験入学会
　日時   8月2日（金）、8月20日（火）9:30〜11:30
◆学校説明会
　日時   11月2日（土）、11月9日（土）、11月16日（土）、

11月23日（土）、11月30日（土）、12月7日（土）
 第1部9:30〜11:00　第2部10:30〜12:00

　申込   体験入学会：7月12日（金）まで
学校説明会：開催の前々日まで

享栄高等学校

※高校募集はありません

金城学院高等学校
◆体験入学
　日時   8月23日（金）、8月24日（土）9:00〜12:00
◆文化祭
　日時   10月26日（土）10:00〜12:00（受付）
◆学校説明会
　日時   11月9日（土）、11月16日（土）9:00〜12:00
◆入試説明会
　日時   11月30日（土）、12月7日（土）9:00〜12:00
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

啓明学館高等学校

◆体験入学
　日時   8月20日（火）授業体験（午前・午後）、

8月21日（水）部活動体験（午前・午後）
◆入試説明会
　日時   11月3日（日）、11月17日（日）、12月1日（日）

［10:00〜11:30、13:30〜15:00］
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

至学館高等学校
◆オープンスクール
　日時   7月13日（土）9:30〜12:30
◆学校説明会
　日時   10月26日（土）9：30〜11：30
◆入試説明会
　日時   11月30日（土）9:30〜12:00
　申込   申込不要　※中学1・2年生参加可

椙山女学園高等学校
◆オープンスクール
　日時   8月24日（土）、10月5日（土）、11月9日（土）、

11月23日（土）
本校9:30〜12:00（受付9:00〜）

　申込   開催の3日前まで当日受付も行っています

大同大学大同高等学校
◆オープンスクール公開見学会及び入試説明会
　（入試相談等）
　日時   10月12日（土）、11月9日（土）

両日とも9:30〜12:00（集合9:20）
　申込   ネット申込開催の2日前まで

中京大学附属中京高等学校
◆文化祭
　日時   9月28日（土）12:00〜16:00

9月29日（日）9:00〜15:00
◆第35回サタデープログラム
　日時   6月29日（土）9:30〜15:30
◆第36回サタデープログラム
　日時   2月22日（土）9:30〜15:30
　申込   申込不要

サタデープログラム：講座により要事前申込

東海高等学校

◆高校受験講座
　日時   7月7日（日）9：00〜12：00　13：00〜16：00
◆部活動体験
　日時   8月24日（土）9：30〜11：30　13：00〜15：00
◆学校説明会
　日時   11月2日（土）、11月16日（土）、11月30日（土）

10:00〜12:00
　申込   部活動体験：8月19日（月）まで

学校説明会：開催の前日まで

東海学園高等学校
◆美術科夏期講習会
　日時   7／27（土）、28（日）9：00〜15：00
◆東邦キャンパスデイ（部活動見学）
　日時   8／28（水）、8／29（木）9：30〜11：30
◆文化祭
　日時   9／28（土）10：00〜14：00
◆美術科卒業制作展（愛知県美術館）
　日時   10／22（火）〜27（日）10：00〜
◆学校説明会
　日時   10／27（日）9：30〜11：30

東邦高等学校
◆学校公開日
　日時   8月22日（木）、8月24日（土）9:30〜12:00
◆学校説明会
　日時   10月26日（土）、11月16日（土）、12月1日（日）

9:30〜12:00
◆音楽科夏期講習会
　日時   8月1日（木）〜8月3日（土）9:00〜12:20
◆音楽科体験入学
　日時   11月10日（日）
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

同朋高等学校
◆オープンキャンパス
　〔学校紹介・入試問題チャレンジ講座・部活体験〕
　日時   8月24日（土）9:00〜13:00
◆入試対策説明会〔各教科による入試対策説明〕
　日時   11月30日（土）9:30〜12:00
　申込   開催の前日まで（当日申込もある）

名古屋高等学校
◆オープンスクール（体験入学会）
　日時   8月21日（水）、8月22日（木）9：00〜12：00
◆学校説明会
　日時   10月26日（土）、11月16日（土）9:00〜12:00
◆入試説明会
　日時   11月30日（土）9：00〜12：00
◆学校見学
　随時ご相談に応じます
　申込   開催の前日まで

名古屋大谷高等学校

◆夏の学校見学会
　日時   8月22日（木）、23日（金）9:30〜12：00
◆文化祭
　日時   10月26日（土）9:00〜
◆秋の学校見学会
　日時   11月9日（土）、16日（土）9:30〜12：00
◆入試・入学説明会
　日時   12月14日（土）9:30〜12：00、13：30〜16：00
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

名古屋経済大学市邨高等学校
◆学校見学会（公開講座、体験入部、入学相談）
　日時   8月25日（日）、11月9日（土）、12月7日（土）

9:00〜12:00
◆文化祭
　日時   9月28日（土）9:30〜15:00
　申込   開催の前日まで（当日受付も行っています）

名古屋経済大学高蔵高等学校
◆体験学習会
　日時   8月1日（木）、8月2日（金）

両日とも9:00〜12:00
◆学校説明会
　日時   11月17日（日）、12月1日（日）

両日とも9:00〜12:00
　申込   体験学習会は定員になりしだい締め切る

学校説明会は開催の前日まで

名古屋工業高等学校
◆オープンキャンパス
　日時   8月28日（水）13:30〜15:30

11月2日（土）10:00〜12:00
11月30日（土）10:00〜12:00

◆英語スピーチコンテスト
　日時   8月28日（水）9:30〜12：30
　申込   開催の前日まで

名古屋国際高等学校
◆体験！ 部活動
　日時   8月17日（土）13:00〜15:00
◆体験！ 模擬授業
　日時   10月26日（土）13:00〜15:00
◆2020年度入試対策
　日時   11月30日（土）13:00〜15:00
　申込   開催の前日まで

当日受付も行っています

名古屋女子大学高等学校

※南山男・女とも高校募集はありません

南山高等学校
◆公開見学会（学校説明会、部活動見学、入試相談等）
　日時   10月5日（土）、11月9日（土）

9:30〜12:00
　申込   申込不要

名城大学附属高等学校
◆学校説明会
　日時   8月3日（土）9:00〜10:30　10:30〜12:00

8月24日（土）9:00〜10:30　10:30〜12:00
10月5日（土）9:00〜12:00
11月16日（土）9:00〜12:00
12月7日（土）9:00〜12:00

◆学校自由見学会
　日時   11月3日（祝）、4日（月）10:00〜15:00

文化祭自由見学
　申込   申し込みはweb申し込みになります

HPをご覧下さい

愛知啓成高等学校
◆夏の体験会
　日時   8月17日（土）9:30〜12:30、

8月18日（日）9:30〜12:30、13：30〜16：30
◆オープン講座
　日時   11月17日（日）9:30〜12:30
◆学校見学・体験会
　日時   10月26日（土）、11月9日（土）、11月23日（祝・土）、

11月30日（土）、12月7日（土）9:30〜12:30
　申込   開催の前日まで（オープン講座のみ3日前まで）

愛知黎明高等学校
◆学校見学会「体験入部・体験講座」
　日時   8月17日（土）
◆学校見学会「学校紹介、部活動・授業見学」
　日時   11月2日（土）、11月16日（土）すべて9:30〜12:00
◆入試説明会「入試傾向と対策の説明」
　日時   11月30日（土）、12月7日（土）9:30〜12:00
◆個別入試相談会
　日時   12月9日（月）〜12月13日（金）9:00〜16:00
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

栄徳高等学校

◆学校見学・説明会
　日時   8月23日（金）、8月24日（土）、11月9日（土）、

12月7日（土）10:00〜12:00
◆保護者対象説明会
　日時   7月20日（土）、9月21日（土）、11月30日（土）、

12月1日（日）10:00〜12：00
11月29日（金）、12月4日（水）、12月5日（木）、
12月6日（金）18:00〜20:00

　申込   申し込みはWeb申し込みになります
HPをご覧下さい

星城高等学校
◆学校見学会
　日時   8/20（火）・8/24（土）・10/26（土）・11/16（土）

9：30〜12：00　学校説明・部活動体験・体験学習
◆入試説明会
　日時   12/7（土）9：30〜12：00

学校説明・個別相談会・施設案内・部活動見学
　申込   部活動体験・体験学習は申込必要

誠信高等学校
◆オープンスクール
　日時   6月29日（土）9：00〜12：00
◆国際コース説明会
　日時   8月10日（土）10：00〜12：00
◆体験入学会
　日時   第1回8月24日（土）・25日（日）9:00〜12:30、

第2回9月29日（日）9:00〜12:00
◆入試説明会
　日時   第1回11月2日（土）、第2回12月1日（日）9:00〜12:00
◆個別相談会
　日時   11月16日（土）、11月23日（祝）、12月7日（土）9:00〜12:00
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

清林館高等学校
◆オープンスクール
　日時   8月24日（土）、8月25日（日）、10月26日（土）、

10月27日（日）9:20〜12:00
◆文化祭
　日時   9月14日（土）9:00〜12:00
◆入試説明会
　日時   11月30日（土）9:30〜12:00
◆ファッションショー
　日時   12月14日（土）13:00〜15:30

名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）
　申込   オープンスクール・入試説明会：事前申込

文化祭・ファッションショー：申込不要

修文女子高等学校
◆高校生活入門セミナー（体験入学）
　日時   7月27日（土）、7月28日（日）9:00〜12:00
◆学園祭
　日時   9月8日（日）9:30〜16:30
◆英語コース説明会
　日時   8月25日（日）9:00〜12:00
◆学校見学会
　日時   11月2日（土）、11月16日（土）9:00〜12:00
　申込   開催の前日まで（当日参加も可）

聖カピタニオ女子高等学校

◆学校見学会
　日時   8月4日（日）10：00〜11：30

〔滝高等学校〕
◆入試説明会
　日時   11月16日（土）10：00〜11：30

〔滝高等学校講堂〕
　申込   事前申込必要

HPからお申し込み下さい。
定員になりしだい〆切ります。

滝高等学校
◆学校見学会
　日時   8月27日（火）、8月28日（水）、11月2日（土）、

11月16日（土）本校9:00〜12:30
◆入試説明会
　日時   12月7日（土）本校9:00〜12:00
◆進学説明見学会（中部大学会場）
　日時   7月6日（土）10:00〜13:00
　申込   要事前連絡

中部大学第一高等学校
◆第1回学校説明会・体験入学
　日時   8月24日（土）9:30〜12:30
◆第2回学校説明会・入試説明会
　日時   10月26日（土）9:30〜12:00
　申込   申込は各中学校を通して行います。

中部大学春日丘高等学校
◆オープンスクール
　日時   11月17日（日）
◆文化祭　個別相談会
　日時   9月21日（土）
◆入試直前個別相談会
　日時   12月14日（土）
　申込   オープンスクール・文化祭に関しては申込不要

聖霊高等学校
◆夏休み自由見学会
　日時   8月22日（木）、8月23日（金）10：00〜12：30
◆オープンスクール
　日時   10月5日（土）、11月10日（日）10:00〜12:00
◆グローバルフューチャーコース説明会
　日時   10月12日（土）10:00〜12:00〔本校〕
　申込   開催の2日前まで（当日受付も行っています）

大成高等学校

◆公開見学会等
　日時   ［部活動体験］8月23日（金）9:00〜13:00

［文化祭］9月7日（土）9:00〜15:00
［学びの祭典］11月9日（土）9:00〜14:00　
［学校説明会in東海キャンパス］
11月16日（土）10:00〜12:00

［学校説明会］11月30日（土）9:00〜14:00
　申込   開催の前日まで

日本福祉大学付属高等学校
◆学校説明会
　日時   8月24日（土）、10月20日（日）、12月1日（日）

9:30〜12:00
◆部活動体験
　日時   硬式野球　8月4日（日）、10月5日（土）

ソフトボール　8月10日（土）、8月25日（日）、
10月20日（日）

◆入試講座
　日時   12月7日（土）9:30〜12:00
　申込   開催の3日前まで（当日受付も行います）

誉高等学校
◆オープンスクール
　日時   8月24日（土）、11月9日（土）9:00〜12:00
◆個別相談会
　日時   12月1日（日）、12月7日（土）

ともに9:00〜12:00
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

岡崎学園高等学校
◆学校見学会
　日時   8月27日（火）、8月28日（水）、10月19日（土）、

11月9日（土）、11月30日（土）、12月7日（土）
すべて9:00〜12:30

　申込   授業体験・部活動体験は事前申込必要

安城学園高等学校
◆体験入学会
　日時   8月21日（水）、8月22日（木）、10月19日（土）
◆学校説明会・相談会
　日時   11月16日（土）、12月7日（土）
◆個別相談会
　日時   11月30日（土）
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

愛知産業大学三河高等学校

◆学校見学会
　日時   8月27日（火）、10月19日（土）、12月1日（日）

すべて9:00〜
◆文化祭
　日時   9月14日（土）10:00〜14：00
　申込   開催の前日まで（当日参加も可）

光ヶ丘女子高等学校
◆学校説明会
　日時   7月16日（火）10:00〜、13:35〜

 帰国時の編入のみで高校募集はありません。
　申込   随時（HPからお申し込み下さい）

南山国際高等学校
◆オープンスクール（体験入学会）
　日時   8月22日（木）、8月23日（金）9:00〜12:00
◆学校説明会
　日時   11月16日（土）、11月30日（土）、12月7日（土）

9:30〜12:00
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

豊田大谷高等学校
◆体験入学
　日時   8月20日（火）、8月21日（水）9:00〜11:30
◆学校見学会
　日時   10月19日（土）、11月9日（土）、11月30日（土）

9:00〜11:30
◆入試相談日
　日時   12月7日（土）9：00〜11：30
　申込   申込はFAXで該当日の前日まで受付。

当日参加も可能です。

岡崎城西高等学校
◆オープンキャンパス
　日時   8月17日（土）、8月18日（日）、10月19日（土）、

11月9日（土）、12月7日（土）
すべて9:00〜12:30

　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

杜若高等学校

◆体験入学
　日時   8月6日（火）、8月7日（水）、8月8日（木）

午前の部9:00〜11:30、午後の部13:00〜15:30
※8月6日（火）は午後の部のみ

◆オープンスクール
　日時   10月26日（土）、11月9日（土）9:00〜11:30
　申込   申込期間は各中学校にお知らせします。

藤ノ花女子高等学校
◆夏のオープンスクール
　日時   8月1日（木）、2日（金）9：00〜12：00
◆文化祭
　日時   9月28日（土）10：00〜14：00（自由参加）
◆秋のオープンスクール
　日時   11月2日（土）9：00〜12：00
◆冬のオープンスクール
　日時   11月30日（土）10：00〜12：00
　申込   申込期間等については各中学校にお知らせします。

豊橋中央高等学校
◆第1回オープンスクール
　日時   8月3日（土）、8月4日（日）
◆第2回オープンスクール
　日時   10月26日（土）
◆学園フェスティバル
　日時   9月28日（土）、9月29日（日）
　申込   要事前連絡（学園フェスティバルは自由参加）

豊川高等学校
◆学園祭
　日時   10月6日（日）10:00〜15:00
◆体験入学
　日時   ［授業・部活動］8月24日（土）、8月25日（日）、

11月16日（土）9:00〜12:00
◆個別進学相談会
　日時   11月18日（月）〜12月13日（金）10:00〜19:00
　申込   要事前連絡（学園祭は自由参加）

桜丘高等学校
◆オープンキャンパス（日帰り）
　日時   8月3日（土）、10月19日（土）、11月2日（土）、

11月23日（土）、12月21日（土）、3月20日（祝）
◆オープンキャンパス（宿泊）
　日時   8月3日（土）〜4日（日）、11月2日（土）〜3日（日）、

12月21日（土）〜22日（日）
◆入試説明会
　日時   9月28日（土）、1月18日（土）
　申込   要事前申し込み

黄柳野高等学校

◆東邦キャンパスデイ（授業体験）
　日時   8／28（水）、29（木）9：30〜11：00
◆国際探究コース説明会（名進研ホール）
　日時   8／30（金）10：00〜11：30
◆美術科説明会
　日時   10／27（日）9：00〜10：00
◆中学生英語スピーチコンテスト
　日時   10／26（土）9：00〜13：00
◆美術科体験授業
　日時   11／4（月）2部交代制 9：00〜11：00

◆入試説明会
　日時   11／30（土）9：30〜11：30
　申込   インターネット事前申込必要（文化祭、美術科卒業制作展は申込不要）

本ポスターは、令和元年5月に実施の各高等学校へのアンケートを基に作成しております。詳細は各高等学校のHP等参照ください。


