
学校名 9月 10月 11月 12月 申込/備考8月5・6・7月

●体験入学・体験入部　８/5（金）、８/6（土）
　9:00～12:00
※個別相談会も実施します。

●体験入学会　８/2（火）、８/23（火）
　９:３０～１１:３０

●夏の学校体験会　８/２0（土）、８/２1（日）
　９:００～１２:0０

●体験入学　８/23（火）授業体験
　8/24（水）部活動体験
　①9:30～　②13:00～

●オープンスクール　6/18（土）、7/23（土）
　９:００～１２:００

●春の説明会（入試結果報告会）
　6/11（土）９:3０～１２:００

●学校説明会　9/4（日）
　９:3０～１２:００

●文化祭　9/17（土）
※詳細は本校HPへ掲載予定●オープンスクール　8/２7（土）９:００～１２:００

●体験入学　8/18（木）・19（金）
　９:００～１２:００

●公開見学　10/22（土）、10/29（土）
　９:００～１２:００

●体験入学　8/２5（木）、8/26（金）
　９:００～１２:００
　※詳細はHPで順次お知らせします。

●文化祭　９/２4（土）、９/25（日）
　※詳細については本校webサイトに

●学校見学会　８/２1（日）
　午前の会９:3０～１２:００
　午後の会13:30～16:00

●オープンスクール　8/18（木）、8/19（金）
　９:００～１２:００

●高校受験講座　7/3（日）
　９:００～１２:００　13:００～１6:００

●部活動体験　8/26（金）
　９：3０～１1：3０　13:００～１5:００

●第２回オープンキャンパス　8/29（月）
　13:3０～１6:００（学校説明・個別相談）
●フロンティアカップ英語スピーチコンテスト
　８/２9（月）９:0０～１２：0０

●光楓祭　9/24（土）
　９:3０～１5：0０
　（入試個別相談コーナー設置）

●第１回オープンキャンパス　6/5（日）
　13:3０～１6：0０（学校説明・個別相談）

●名女大高校紹介　6/11（土）
　13:0０～１5：0０

●体験学習会　8/2（火）、8/24（水）
　2日とも９:3０～１２:００

●体験学習会　7/29（金）
　９:3０～１２:００

●部活動見学　８/20（土）
　１３:００～１５:００

●オープンキャンパス　８/２0（土）
　〔学校紹介・入試問題チャレンジ講座・部活体験〕

●音楽科夏期講習会　7/30（土）、7/31（日）
　９:００～１4:45
●初夏の部活体験会　【ラグビー：7/22（金）、
　女子バスケ：7/25（月）、柔道：7/28（木）】

●学校公開日　８/２6（金）、８/27（土）
　９:３０～１２:００
●初夏の部活体験会
　【男子・女子サッカー：8/1（月）、野球：8/7（日）】

●美術科夏期講習会　7/29（金）、7/30（土） ●東邦キャンパスデイ　8/27（土）、8/29（月）

●体験入学　８/２0（土）、8/２7（土）
　９:3０～１1:3０
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●夏の学校見学会　８/29（月）・8/30（火）
　９:３０～１２:００

●オープンスクール　7/9（土）
　９:3０～１２:3０

●文化祭　9/10（土）8:50～15:00
●推薦入試説明会　9/17（土）９:3０～１２:0０

●部活動体験見学会　8/18（木）
●オープンスクール　第１回 8/19（金）
　普通科・工業科・部活動紹介

●部活動体験見学会　9/17（土）

●学校・入試説明会　１1/3（木）
　9:00～12:00
　詳細は後日、本校HPで発表します。

●学校・入試説明会　１0/1（土）、2（日）
　9:00～12:00
　詳細は後日、本校HPで発表します。

●見学説明会　１１/１9（土）、１１/26（土）
　①8:30～10:30　②10:00～12:00
※個別相談会も実施します。

●見学説明会　１0/22（土）
　①8:30～10:30　②10:00～12:00
※個別相談会も実施します。

●学校説明会　１１/5（土）、１１/１2（土）、
　１１/19（土）、１１/26（土）
　第1部９:３０～１１:0０
　第2部10:３０～１2:0０

●学校説明会　１２/3（土）
　第1部９:３０～１１:0０
　第2部10:３０～１2:0０

●学校説明会　１0/29（土）
　第1部９:３０～１１:0０
　第2部10:３０～１2:0０

●学校説明会　１１/19（土）、１1/26（土）
　９:３０～１１:３０

●学校説明会　１２/10（土）
　９:３０～１１:３０

●秋の学校体験会　１０/29（土）
　９:００～１２:0０

●入試説明会　１1/6（日）、１１/20（日）
　①10:00～　②13:30～

●入試説明会　１0/23（日）
　①10:00～　②13:30～

●学校（入試）説明会　
　１０/29（土）９:００～１２:００ ●コース説明会　12/3（土）

●公開授業・コース説明会　１１/5（土）
●学校（入試）説明会
　１１/19（土）９:００～１２:００

●オープンスクール
　（公開見学会及び入試説明会）
　１０/22（土）①9:00～②11:00～

●オープンスクール
　（公開見学会及び入試説明会）
　１１/5（土）①9:00～②11:00～

●学校説明会　１０/29（土）
　９:００～１２:００

●学校説明会　１１/12（土）９:００～１２:００
●入試説明会　１1/26（土）９：００～１２：００

●第１回学校説明会　10/29（土）
　10：0０～１2：0０

●第２回・第３回学校説明会
　11/12（土）、11/26（土）
　10：0０～１2：0０

●第３回オープンキャンパス　10/29（土）
　13:30～16:00（入試説明）

●第４回オープンキャンパス　１１/27（日）
　9:3０～１２:００（入試説明）

●学校説明会　１１/13（日）、１1/27（日）
　2日とも９:3０～１２:００

●学校説明会　１0/29（土）
　９:3０～１２:００

●公開見学会　１0/22（土）、10/29（土）
　9:00～12:30

●体験！ 模擬授業　１０/29（土）
　１３:００～１５:００

●2023年度入試対策　１１/19（土）
　１３:００～１５:００

●入試対策説明会　１1/26（土）
　〔各教科による入試対策説明〕

●学校説明会　１０/29（土）
　９:３０～１2:00

●学校説明会　１１/１2（土）、１1/26（土）
　９:３０～１2:00

●美術科体験授業　11/5（土）
●個別進学相談会
　11/5（土）、11/19（土）、11/26（土）

●学校説明会　10/8（土）、10/9（日）
●普通科文理特進コース・国際探究コース説明会　10/22（土）
●個別進学相談会　10/22（土）
●美術科卒業制作展ギャラリートーク　10/30（日）

●入試説明会　１1/19（土）
　9:００～１２:００

●自由見学日　１１/5（土）、11/26（土）
　９:0０～１3:００　※申込不要
●入試説明会　１1/12（土）、11/19（土）
　９:3０～１1:3０

●自由見学日　１0/1（土）、10/8（土）
　９:0０～１3:0０　※申込不要
●学校説明会　１0/22（土）、10/29（土）
　９:３０～１１:3０

●自由見学日　１２/3（土）、12/10（土）
　９:0０～１3:００　※申込不要

開催の1ケ月前～2日前までに
本校HPから事前予約が必要です。

●コース説明会　2/4（土）

本校公式HPよりネット申込
※中学１・２年生参加可

ネット申込となります。
詳細は本校HPに掲載します。
また、中学校へお知らせします。

●学校説明会　10/1（土）、10/29（土）
　9:3０～１２:００

●web学校説明会
　11/1（火）～1/16（月）
　本校HPにて公開

本校公式HPをご確認ください。

詳細については、本校webサイトに
掲載いたします。

インターネット事前申込必要
※詳細は本校HPご確認ください。

本校公式HPをご確認ください。

●第42回サタデープログラム
２/２5（土）９:0０～１6:0０

※サタデープログラムは要事前申込

本校公式HPをご確認ください。

本校公式HPよりネット申込
または、中学校より
FAX取りまとめ申込

本校HPよりネット申込
開催の２日前まで

web申込

事前申込要
詳細は本校HPをご覧ください。

ネットによる事前申し込みが
必要になります。

インターネット事前申込必要
※内容は変更となる場合があります。
詳細は、本校HPをご確認ください。

申込期間は各中学校に
お知らせします。

申込期間は各中学校に
お知らせします。

本校公式HPよりネット申込
詳細については

本校HPをご覧下さい。

本校公式HPをご確認ください。
インターネット事前申込みです。

本校HPよりネット申込
申込期間は各中学校に

お知らせします。

ネット申込となります。
申込期間は各中学校に

お知らせします。

●秋の学校見学会　１１/5（土）
　9:30～12:00、13:30～16:00
●入試・入学説明会　１1/26（土）
　9:30～12:00、13:30～16:00

●文化祭　１０/２2（土）9:00～

ネット申込みとなります。
※詳細は本校HPをご確認ください。

申込期間・方法は中学校に
お知らせします。

●学校説明会　10/29（土）
　９:3０～１1:3０

●入試説明会　１１/26（土）
　９:3０～１２:0０

●オープンスクール　第２回 10/22（土）
　普通科・工業科・部活動紹介

●部活動体験見学会
　11/5（土）、11/19（土）
●オープンスクール　第３回 11/12（土）
　普通科・工業科・部活動紹介

ネット申込となります。
詳細は本校HPに掲載します。
また、中学校へお知らせします。

高校募集はありません。

高校募集はありません。

※南山男・女とも高校募集はありません。 ※南山男・女とも高校募集はありません。

高校募集はありません。

高校募集はありません。

※時間および内容は変更となる場合があります。詳細は本校HPをご確認ください。

公開見学・体験入学一覧表 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！
名古屋地区

＜7月～＞●部活動体験　※詳細はHPをご覧ください。

＜7月～＞●部活動体験　※各部活動ごとに開催日時は異なりますのでご注意下さい。

詳細は本校HPをご確認ください 詳細は本校HPをご確認ください

●学校見学会　10/22（土）
　９:００～１２:００

●学校見学会　11/19（土）
　９:００～１２:００
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愛産大三河

安城学園

岡崎城西

杜 若

豊田大谷

人環大岡崎

光ヶ丘女子

桜 丘

黄 柳 野

豊 川

豊橋中央

藤ノ花女子

●高校生活入門セミナー（体験入学）
　７/２3（土）、７/２4（日）９:００～１２:００

●英語コース説明会
　８/21（日）９:００～１２:００

申込はweb申し込みになります。
HPをご覧ください。

定員なりしだい〆切ります。

申し込みはweb申し込みになります。
HPをご覧ください。

申し込みはweb申し込みになります。
HPをご覧ください。

申し込みはweb申し込みになります。
HPをご覧ください。

要事前連絡
（学園祭は自由参加）

要事前申し込み

オープンキャンパスは、
インターネットでの申し込みも

可能です。

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。

事前申込必要
※詳細はHPでご確認ください。

部活動体験・体験学習は
申込必要

各中学校にお知らせします。
申込みは、

HPからweb申込みです。

事前申込必要
HPからお申し込み下さい。

事前申込必要
学校見学会チラシ、または
本校HPでご確認ください。

申込期間は各中学校に
お知らせします。

申込期間はHPで案内します。
申込はweb申し込みになります。

事前申込必要
HPからお申し込み下さい。

事前申込必要
※詳細はHPでご案内します。

申込は開催の2日前まで
※詳細はHPをご確認ください。

ネット申込
開催の２日前まで

事前申込必要
HPからお申し込みください。

●オープンキャンパス（日帰り）　6/25（土）、7/30（土） ●オープンキャンパス（宿泊）　8/20（土）～21（日）

●オープンスクール
　８/25（木）、8/26（金）９:００～１1:００

●夏のオープンスクール
　８/6（土）、8/8（月）、8/9（火）９：００～１２：００

●体験入学　８/2（火）、８/3（水）、８/4（木）
　午前の部９:００～１１:３０
　午後の部１３:００～１５:３０

●オープンスクール　８/5（金）、８/6（土）
　９:００～１２:００
　※全体説明、授業・部活動体験

●分散型説明会　9/10（土）、9/17（土）
　９:００～１２:００
　※少人数説明会

●学校見学会
　８/２3（火）、8/24（水）
　本校９:００～１２:３０

●学校見学体験会　８/19（金）、8/20（土）
　９:３０～１２:３０、13:３０～１6:３０ ※2部制

●学校見学会（看護希望者のみ）
　5/14（土）９:３０～１２:0０　看護宣誓式見学

●部活動体験日
　8/8（月）、8/9（火）、8/10（水）、8/12（金）
●学校説明会　8/20（土）、8/22（月）
　※全体説明・普通科各コース・商業科説明会・施設見学

●部活動体験日　9/10（土）

●文化祭　個別相談会
　９/２4（土）9:00～14:30

●保護者対象説明会
　7/30（土）①9:00～②10:30～

●オープンスクール
　6/19（日）10:00～15:00

●学校見学説明会　８/19（金）、8/20（土）
　①9:30～②11:00～
●部活動見学体験　8/29（月）9:30～12:30

●学校見学会「部活動体験・授業体験」
　8/20（土）9:00～11:30

●学校見学会「入試チャレンジ」
　6/18（土）9:30～12:00

本校HPよりweb申込
開催の2日前まで

申し込みはweb申し込みになります。
HPをご覧ください。

●第１回体験入学会　８/18（木）、８/19（金）
　9:00～12:00

●第１回学校説明会・体験入学
　８/２7（土）９:3０～１２:３０

●夏休み自由見学会
　８/２4（水）、８/２5（木）１０：００～１２：0０

●学校見学会
　8/28（日）１０:００～１2:0０　会場：滝学園

●入試説明会　10/30（日）
　会場：愛知大学名古屋キャンパス

●国際コース説明会　８/11（祝・木）１０：００～１２：００
●体験入学会　８/２7（土）、8/２8（日）
　９:００～１２:００、13:3０～１6:3０

●オープンスクール　5/28（土）、6/25（土）
　9:００～11:3０、13:30～16:00

●夏季オープンスクール
　８/8（月）、８/9（火）、８/10（水）9:30～12:20

●部活動体験　8/6（土）、8/20（土） ●文化祭　９/10（土）9:0０～１5:0０
●公開見学会　6/11（土）
●学校説明会 in 東海キャンパス
　7/31（日）10:0０～１2:0０

●学校見学会　８/19（金）、8/26（金）
　9：3０～１2：００
　学校説明・部活動体験・体験学習

●学校説明会
　学科体験　8/20（土）、8/21（日）
　9:30～12:30

●学校説明会
　授業体験　9/23（金・祝）9:30～12:30

申込期間はHPで案内します。
申込はweb申し込みになります。

申し込みはweb申し込みになります。
HPをご覧下さい。

●夏の授業見学会
　7/30（土）９:0０～12:0０

●学校説明会
　部活動体験　7/23（土）９:3０～12:3０
　授業体験　7/30（土）9:30～12:30

●夏の部活動見学会
　８/20（土）９:0０～１2:0０

●オープンキャンパス
　８/27（土）、28（日）9:００～１2:0０

●オープンキャンパス
　10/1（土）9:００～１2:0０

●第１回学校見学会
　8/18（木）、8/19（金）9:00～
※各日の市町村ごとの割り振りはHPにて告知

●体験入学
　［授業・部活動］８/6（土）、８/20（土）

●クラブ体験入学
　８/17（水）、8/18（木）、8/19（金）
　９:００～１１:3０

●学校説明会
　８/２0（土）、8/27（土）９:３０～１２:００
●部活動体験
　硬式野球・ソフトボール　８/7（日）
　ソフトボール　８/20（土）

●学校見学会
　１１/3（木・祝）９:００～１２:００

●学校見学会
　１0/29（土）９:００～１２:００

●オープンキャンパス（宿泊）　11/5（土）～6（日）●オープンキャンパス（日帰り）　10/22（土） ●オープンキャンパス（日帰り）　12/3（土）
●オープンキャンパス（宿泊）　12/24（土）～25（日）

●学校説明会　１１/5（土）、１1/26（土）
　９:３０～１２:００ ●学校説明会　１２/3（土）９:３０～１２:００

●文化祭　10/1（土）１０：００～１４：００
●秋のオープンスクール
　１0/29（土）９：００～１２：００

●冬のオープンスクール
　１１/26（土）１０：００～１２：００

●オープンスクール〔第１回〕
　１０/29（土）９:００～１１:３０

●オープンスクール〔第２回〕
　１１/5（土）９:００～１１:３０

●オープンスクール　１0/8（土）
　９:００～１２:００
　※全体説明、授業・部活動体験
●分散型説明会　10/22（土）
　9:00～12:00　※少人数説明会

●入試説明会　11/12（土）
　9:00～12:00
●個別相談会　11/26（土）
　9:00～12:00

●入試説明会
　１１/5（土）本校９:００～１２:３０

●学校見学会
　10/1（土）、１0/29（土）本校９:００～１２:３０

●秋の体験会　１0/8（土）、10/29（土）
　９:３０～１２:３０

●秋の体験会　１１/12（土）
　９:３０～１２:３０
●入試相談会　１1/２6（土）　９:３０～

●学校見学会
　第1回10/22（土）※授業・部活動体験

●学校見学会
　第2回11/12（土）※授業・部活動体験
　第3回11/26（土）※部活動体験・入試相談

●オープンスクール
　１１/20（日）10:00～15:00

●入試直前個別相談会
　１２/１7（土）9:00～12:30

●保護者対象説明会
　10/1（土）①9:00～②10:30～
●学校見学説明会　１0/29（土）
　①9:30～②11:00～

●保護者対象説明会
　11/22（火）、11/24（木）9:00～14:00
※9:00、10:00、11:00、13:00、14:00
　各4名

●学校見学説明会　１2/3（土）
　①9:30～②11:00～

●学校見学会
　「学校紹介、部活動・授業見学」
　10/22（土）、10/29（土）９:3０～１２:００

●入試説明会「入試傾向と対策の解説」
　１1/5（土）、11/19（土）９:3０～１２:００
●個別相談会　１1/28（月）～１2/2（金）
　13:0０～１6:００

●第２回体験入学会　１０/22（土）
　9:00～12:00

●第１回学校説明会・相談会
　１1/19（土）9:00～12:00

●第２回学校説明会・相談会
　１2/3（土）9:00～12:00

●第２回学校説明会・入試説明会
　１0/22（土）９:3０～１２:００

●第３回GFC説明会
　１０/1（土）１０:００～１２:００
●オープンスクール
　１0/29（土）１０:００～１２:００

●第２回GFC説明会　6/4（土）１０:００～１２:００
●保護者対象学校説明会
　6/18（土）１０:００～１２:００
●GFC夏の授業体験会
　7/27（水）10:30～12:00

●オープンスクール
　１１/5（土）１０:００～１２:００

●体験入学会　10/1（土）
　９:００～１２:００、13:3０～１6:3０

●入試説明会　１１/3（木・祝）、１1/26（土）
　９:００～１1:3０、13:3０～１6:0０
●個別相談会　１１/１2（土）、11/19（土）
　９:００～１２:００

●個別相談会　１２/3（土）９:００～１２:００

●秋季オープンスクール
　１０/29（土）9:30～12:00

●高校入試対策講座　１2/3（土）
　9:00～12:00

●学校説明会（外部会場）　11/1（火）、11/2（水）、11/4（金）
●類別説明会　【Ⅰ類】11/8（火）、【Ⅱ類】11/9（水）19:00～20:00

●学びの祭典　１0/8（土）９:0０～１4:００ ●学校説明会　１１/5（土）9:００～１２:００

●学校見学会（ミニ文化祭）
　１0/29（土）９：３０～１２：００
　学校説明・部活動体験・文化祭体験

●学校見学会　11/12（土）
　9：3０～１2：００
　学校説明・部活動体験・体験学習

●入試説明会　１２/3（土）９：３０～１２：００
　学校説明・個別相談・施設案内・
　部活動見学

●学校説明会
　学科体験　10/29（土）、10/30（日）
　9:30～12:30

●入試説明会
　11/19（土）、11/26（土）9:30～12:30 ●入試説明会　12/4（日）9:30～12:30

●秋のコース別体験入学会
　１０/1（土）９:0０～１2:0０
●コース別説明会　１０/29（土）
　9:00～12:00

●個別進学相談会　１1/12（土）
　9:００～１2:0０
●入試説明会　１１/19（土）
　９:0０～１2:0０

●オープンキャンパス
　１1/5（土）9:00～12:00
●個別相談会　11/26（土）終日

●第２回学校見学会
　１0/30（日）９:００～

●第３回学校見学会
　１1/19（土）９:００～

●第４回学校見学会
　１２/3（土）９:００～

●学園祭　10/2（日）１０:００～１５:００
●体験入学　［授業・部活動］１１/3（木・祝）
●個別進学相談会
　11/14（月）から１０:００～１９:００

●個別進学相談会
　12/9（金）まで１０:００～１９:００

●学校見学会　１1/19（土）、１１/26（土）
　９:００～１1:3０

●学校見学会　１0/29（土）
　９:００～１1:3０

●学校説明会
　１０/22（土）９:３０～１２:００
●部活動体験　硬式野球　１０/9（日）
　ソフトボール　10/16（日）

●学校説明会
　１1/23（水・祝）９:３０～１２:００

申し込みはweb申し込みになります。
HPをご覧下さい。

開催の３日前までに
メールおよびFAXにて

定員になり次第〆切ります。

ネットでの事前申込が
必要となります。

詳しくは本校HPをご覧ください。

学校見学は随時可能 学校見学は随時可能

公開見学・体験入学一覧表 尾張地区

三河地区

部活動体験【第１期】7/21（水）～8/10（水）　各部で随時受付 部活動体験【第３期】10/2（日）～11/6（日）　各部で随時受付 部活動体験【第４期】11/12（土）～12/4（日）　各部で随時受付部活動体験【第２期】8/20（土）～9/25（日）　各部で随時受付

●部活動体験　サッカー
　※日程はHPでお知らせします
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