平成29年度 全日制私立高等学校 学校説明会・入試説明会等一覧
公益社団法人山梨県私学教育振興会
※日程が変更になる場合もございますので、必ず、各学校へ御確認のうえ、御参加ください。
学校名
問い合わせ先

イベント名
中学校教師対象入試説明会
学園祭(一般公開日）

山梨英和高等学校
℡ 055-252-6187

対象者

6月12日 （月） 15:30～

山梨英和高等学校

中学校教師

7月1日 （土） 10:00～

山梨英和高等学校

小学生、中学生、保護者、一般
※入試広報ブース有

7月22日 （土） 9:30～

山梨英和高等学校

中学生、保護者

個別入試相談会

7月28日 （金）
9:00～16:00
～29日 (土)

山梨英和高等学校

中学生(保護者同伴)、保護者

ナイト学校説明会

8月23日 （水） 18:30～

山梨英和高等学校

中学生(保護者同伴)、保護者

高校公開授業･学校説明会

9月16日 （土） 9:30～

山梨英和高等学校

中学生，保護者

個別入試相談会

10月2日 (月)
9:00～17:00
～7日 (土)

山梨英和高等学校

中学生(保護者同伴)、保護者

高校公開授業･学校説明会

10月7日 （土） 9:30～

山梨英和高等学校

中学生，保護者

山梨英和高等学校

中学生(保護者同伴)、保護者

10月23日 (月)
9:00～17:00
～11月2日 (木)

入試説明会

11月11日 （土） 9:30～

山梨英和高等学校

中学3年生，保護者

ナイト入試説明会

11月24日 （金） 18:30～

山梨英和高等学校

中学3年生(保護者同伴)、保護者

山梨英和高等学校

中学生(保護者同伴)、保護者

12月2日 （土） 14:00～

山梨英和高等学校

中学3年生，保護者

12月25日 （月） 14:00～

コラニー文化ホール

小学生、中学生、保護者、一般
※入場無料

個別入試相談会
入試説明会
クリスマス礼拝

甲斐清和高等学校
℡ 055-233-0127

場 所

高校体験授業

個別入試相談会

身延山高等学校
℡ 0556-62-3500

日 時

11月27日 (月)
9:00～17:00
～12月9日 (土)

教員対象学校説明会

7月11日 （火） 14:30

身延山高等学校 大教室

中学校教員

学校説明会１回目

5月26日 （金） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

学校説明会2回目

6月26日 （月） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

学校説明会3回目

7月28日 （金） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

学校説明会4回目

8月17日 （木） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

学校説明会5回目

10月6日 （金） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

学校説明会6回目

11月24日 （金） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

学校説明会7回目

12月21日 （木） 10:30～

身延山高等学校 大教室

中学校教員・保護者・生徒

宿坊体験１回目

7月21日～ （金）

身延山周辺宿坊

中学生

宿坊体験2回目

7月28日～ （金）

身延山周辺宿坊

中学生

宿坊体験3回目

11月24日～ （金）

身延山周辺宿坊

中学生

音楽科 中学生と保護者対象説明会

6月24日 （土） 13:30～

甲斐清和高等学校 音楽棟

中学生とその保護者

入試説明会（先生方対象）

7月 6日 （木） 14:00～

甲府市総合市民会館3階大会議室

中学校教員

一日体験入学

8月 5日 （土） 9:00～

甲斐清和高等学校

中学生とその保護者

中学生と保護者対象入試説明会

10月14日 （土） 9:00～

甲斐清和高等学校

中学生とその保護者

入試個別相談会

11月25日 （土） 9:00～

甲斐清和高等学校

中学生とその保護者
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9月24日 （日） 9:00～

甲斐清和高等学校 音楽棟

中学生とその保護者

音楽科 オープンスクール Ⅰ

8月 5日 （土） 9:00～

甲斐清和高等学校 音楽棟

中学生とその保護者

音楽科 オープンスクール Ⅱ

10月14日 （土） 9:00～

甲斐清和高等学校 音楽棟

中学生とその保護者

音楽科 オープンスクール Ⅲ

11月25日 （土） 9:00～

甲斐清和高等学校 音楽棟

中学生とその保護者

普通科人間文化コース 第１回説明会

10月14日 （土） 13:30～

甲斐清和高等学校

中学生とその保護者

普通科人間文化コース 第２回説明会

11月25日 （土） 13:30～

甲斐清和高等学校

中学生とその保護者

※日程が変更になる場合もございますので、必ず、各学校へ御確認のうえ、御参加ください。
学校名
問い合わせ先

イベント名

中学生・保護者

駿台甲府高校塩部キャンパス

中学生

アスリートコース説明会

9月23日 （祝） 9:00～

駿台甲府高校塩部キャンパス

中学生・保護者 ※要申込み

第2回学校説明会&オープンキャンパス

11月4日 （土） 9:00～

駿台甲府高校塩部キャンパス

中学生・保護者 ※要申込み

駿台甲府高校塩部キャンパス

中学生・保護者

駿台甲府高校塩部キャンパス

中学生・保護者

(両日同一内容)

県民の日オープンキャンパス
入試説明会

9月3日 （日） 10：00～

飯田市・ホテルニューシルク

中学生・保護者

学校説明会（松本地区）

9月10日 （日） 10：00～

松本市・松本東急REIホテル

中学生・保護者

進学説明会（東京）

11月5日 （日） 14：30～

お茶の水・お茶の水中央ビル

中学生・保護者

11月25日 （土） 10：00～

諏訪市・シティホテル成田屋

中学生・保護者

学校説明会

8月27日 （日） 9:00～

山梨学院高等学校 体育館 他

特進コース希望の生徒・保護者

学校説明会

9月3日 （日） 9:00～

山梨学院高等学校 体育館 他

進学コース希望の生徒・保護者

10月22日 （日） 9:00～

山梨学院高等学校 体育館 他

特進・進学コース希望の生徒・保護者

甲府富士屋ホテル

中学校教員

7月8日 （土） 9:00～

東海大学付属甲府高等学校

中学3年生

※中学校を通じて申し込み

部活動体験

9月30日 （土） 9:00～

東海大学付属甲府高等学校

中学3年生

※中学校を通じて申し込み

進学説明会

11月18日 （土） 12:30～

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

オープンキャンパス
進学説明会
体験授業

「在校生・卒業生・保護者が語る東海大甲府高校」

東海大学付属甲府
高等学校
℡ 055-227-1111

日本航空高等学校
℡ 0551-28-3355（代）

日本大学明誠高等学校
℡ 0554-62-5161

9:15～
11月20日 （木） 10：15～
11:15～
10：00～
11月26日 （日）
14：00～

学校説明会（飯田地区）

入学説明会（諏訪地区）

山梨学院高等学校
TEL 055-224-1600

10：00～
14：00～

対象者

7月29日 （土）
8：50～
30日 （日）

夏の体験入学

7月8日 （土）

場 所
駿台甲府高等学校塩部キャンパス

第1回学校説明会 (午前・午後・同一内容)

駿台甲府高等学校
℡ 055-253-6211

日 時

6月29日 （木） 15:00～

※中学校を通じて申し込み

土曜個別相談会

9月9日 （土） 10:00～12:00

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

土曜個別相談会

10月14日 （土） 10:00～12:00

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

土曜個別相談会

11月11日 （土） 10:00～12:00

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

土曜個別相談会

12月9日 （土） 10:00～12:00

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

土曜個別相談会

1月13日 （土） 10:00～12:00

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

土曜個別相談会

1月27日 （土） 10:00～12:00

東海大学付属甲府高等学校

中学生・保護者

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

5月20日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

6月17日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

7月15日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

オープンキャンパス

8月26日 （土） 9:30～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

9月23日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

10月7日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

11月11日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

ミニオープンキャンパス（学校見学会）

12月2日 （土） 10:00～

日本航空高等学校

中学生・保護者・教員

オープンスクール①

7月29日 （土） 9:30～

日本大学明誠高等学校

中学生・保護者

オープンスクール②

8月6日 （日） 9:30～

日本大学明誠高等学校

中学生・保護者

オープンスクール③

8月19日 （土） 9:30～

日本大学明誠高等学校

中学生・保護者

オープンスクールファイナル

11月25日 （土） 9:30～

日本大学明誠高等学校

中学生・保護者

入試説明会①

10月14日 （土） 9:30～

日本大学明誠高等学校 体育館

中学生・保護者

入試説明会②

11月11日 （土） 9:30～

日本大学明誠高等学校 体育館

中学生・保護者

入試説明会③

12月2日 （土） 9:30～

日本大学明誠高等学校 体育館

中学生・保護者

※日程が変更になる場合もございますので、必ず、各学校へ御確認のうえ、御参加ください。
学校名
問い合わせ先

帝京第三高等学校
℡ 0551-36-2411

富士学苑高等学校
℡ 0555-22-0696

自然学園高等学校
℡ 0554-56-8500

イベント名

日 時

場 所

対象者

第１回 オープンキャンパス

6月24日 （土） 8:45～

帝京第三高等学校

中学生・保護者・教職員

第２回 オープンキャンパス

8月20日 （日） 8:45～

帝京第三高等学校

中学生・保護者・教職員

一日体験入学

10月7日 （土） 8:45～

帝京第三高等学校

中学生・保護者・教職員

第1回オープンスクール

9月23日 （土） 9:00～

富士学苑高等学校

中学生・保護者・教職員

特進コースＡ・Ｓ説明会

10月28日 （土） 9:00～

富士学苑高等学校

中学生・保護者・教職員

第2回オープンスクール

11月18日 （土） 9:00～

富士学苑高等学校

中学生・保護者・教職員

第1回オープンキャンパス（学校説明会）

7月22日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第２回オープンキャンパス（学校説明会）

8月26日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第3回オープンキャンパス（文化祭）

10月21日 （土)
10：00～
22日 (日）

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第4回オープンキャンパス（学校説明会）

10月28日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第5回オープンキャンパス（学校説明会）

11月25日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第6回オープンキャンパス（学校説明会）

12月9日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第7回オープンキャンパス（学校説明会）

1月20日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

第8回オープンキャンパス（学校説明会）

2月17日 （土） 13:30～

自然学園高等学校梁川キャンパス

中学生及び同保護者

