
体験入学／オープンスクール一覧（公立高校） 令和３年９月８日現在

実施日 曜 ※ 高校名 内容 時間 対象 校内締切 曜 備考

9月18日 土 市 福岡女子

第１回体験入学
　①学科説明等
　②全体会（挨拶・学校生活紹介
　　　　　　・体験授業）
　②部活動見学

受付　13:45～14:30
14:30～16:30

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のＨＰから個人で直接申し込み
　申込期間：　9/15(水)まで

10月23日 土 市 福岡女子
第２回体験入学
　※高校文化祭との同日開催

受付　13:15～14:00
14:00～16:10

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のＨＰから個人で直接申し込み
　申込期間：9/1(水)～10/20(水)

11月20日 土 市 福岡女子 個別相談会 10:30～15:30
中学生
保護者

申込不要
※予約不要

10月17日 日 組 古賀竟成館

第２回体験入学
　①学校挨拶　　②学校説明
　③歓迎行事　　④学校紹介
　⑤ベーシックデザイン授業体験
　　総合ビジネス科

受付　12:00～
12:00～12:50
（校内自由見学）
13:00～16:30

中学生
保護者
中学校教員

9月21日 火

・FAXにて中学校より申し込み
・保護者のみの参加も可
※申込の際は、ＢＤ、総合Ｂの授業体験の
希望の有無を記入すること

10月24日 日 組
古賀竟成館
（ベーシックデザイ
ンコースのみ）

ベーシックデザインコース
　　　　　　　　　実技講習会

受付　8:45～9:00
9:00～12:00

中学生
保護者

10月8日 金
・FAXにて中学校より申し込み
・保護者のみの参加も可

11月2日 火 組 古賀竟成館
学校説明会
＜会場＞
　古賀竟成館高等学校　図書室

受付　18:30～
19:00～20:00

中学生
保護者
教職員

個人で申込

個人で申し込み
＜申込方法＞高校のＨＰから【ホーム>竟
成館便り・その他のお知らせ>その他のお
知らせ】を参照

11月9日 火 組 古賀竟成館
学校説明会
＜会場＞
　なみきスクエア　視聴覚室

受付　18:30～
19:00～20:00

中学生
保護者
教職員

個人で申込

個人で申し込み
＜申込方法＞高校のＨＰから【ホーム>竟
成館便り・その他のお知らせ>その他のお
知らせ】を参照

11月10日 水 組 古賀竟成館
学校説明会
＜会場＞
　古賀竟成館高等学校　図書室

受付　18:30～
19:00～20:00

中学生
保護者
教職員

個人で申込

個人で申し込み
＜申込方法＞高校のＨＰから【ホーム>竟
成館便り・その他のお知らせ>その他のお
知らせ】を参照

11月11日 木 組 古賀竟成館
学校説明会
＜会場＞
　岡垣サンリーアイ　視聴覚室

受付　18:30～
19:00～20:00

中学生
保護者
教職員

個人で申込

個人で申し込み
＜申込方法＞高校のＨＰから【ホーム>竟
成館便り・その他のお知らせ>その他のお
知らせ】を参照

10月9日 土 県 宇美商業 宇美商フェスタ・体験入学 10:00～
中学生
保護者

10月20日 水 県 宇美商業 夜の学校説明会 18:00～
中学生
保護者

11月20日 土 県 宇美商業 学校説明会 10:00～
中学生
保護者

7月29日 木 県 香椎 第1回体験入学 【福岡市外の生徒】 中学生 7月13日 火 ・FAXにて中学校より申し込み

10月16日 土 県 香椎
第2回体験入学 中学生

保護者

10月30日 土 県 香椎工業
第2回オープンスクール
　①希望学科の実習体験

受付　12:30～12:55
13:00～15:15

中学生
保護者

10月12日 火

・FAXにて中学校より申し込み
・保護者の参加も可
※申込の際に、実習体験を希望する学科を
２つ選ぶこと

10月17日 日 県 香住丘 体験入学
中学生
保護者

10月23日 土 県 玄界

体験入学
　①学校概要説明　②体験授業
　③交際文化コース紹介
　④進路相談　⑤部活動見学　等

中学生
保護者

※詳細については後日告知

　今回の通信では、日程の変更等を確認し、今後実施予定の体験入学を高校別に掲載しています。開催日程がいくつかの高校
で重なっている場合もありますし、公立高校については一度しか開催されない高校もあります。以下の案内表をよく見て申込
を行うようにしてください。申込方法も多くの高校がホームページからの直接申込になってきました。先着順の申込受付の高
校がほとんどです。早めに申込をしておきましょう。
　この先もコロナ禍が続きますので、体験入学の急な延期や中止があると考えられます。その場合は、各高校のホームページ
でお知らせされるので、こまめな確認もお願いします。

No.５

令和３年９月９日

文責 吉 田
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体験入学／オープンスクール一覧（公立高校） 令和３年９月８日現在

実施日 曜 ※ 高校名 内容 時間 対象 校内締切 曜 備考

10月17日 日 県 光陵 体験入学
中学生
保護者

10月22日 金 県 水産
第2回体験入学 中学生

保護者

10月11日
10月13日
10月15日

月
水
金

県 須恵
第2回体験入学
※放課後の部活動見学のみ

中学生

10月16日 土 県 須恵

1日体験入学会
　・授業見学
　・食堂体験
　・学校紹介

中学生
保護者

11月13日 土 県 須恵
第3回体験入学
　・学校説明会
　　（推薦入試について）

中学生
保護者

10月30日 土 県 博多青松 体験入学
中学生
保護者

10月17日 日 県 福岡 体験入学
中学生
保護者

10月23日 土 県 福岡魁誠
第2回体験入学

9:00～12:30 ・運動部の体験活動はしない

10月9日 土 県 宗像

第１回学校紹介・部活動見学
　①学校説明会
　②部活動見学（体育館以外）
　③進路相談・施設見学

受付　13:30～14:00
14:00～16:20

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPから個人で申込み
　申込期間　　　～9/17(金)

10月10日 日 県 宗像

第２回学校紹介・部活動見学
　①学校説明会
　②部活動見学（体育館以外）
　③進路相談・施設見学

受付　9:30～
10:00～

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPから個人で申込み
　申込期間　　　～9/17(金)

10月2日 土 国
有明工業

高等専門学校

オープンキャンパス
　①体験授業（30分程度）
　②施設見学（２コース）

＜午前の部＞
受付　9:00～9:30
12時頃終了予定
＜午後の部＞
受付　13:00～13:30
16時頃終了予定

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

＜会場＞　有明工業高等専門学校
・有明高専HPの申込フォームより個人で
申し込み
・午前の部と午後の部の参加したい方を選
んで申し込む
・午前の部と午後の部の内容は同じ

10月9日 土 国
久留米工業

高等専門学校
学校見学会・説明会

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

＜会場＞　久留米工業高等専門学校
・久留米高専HPの参加申込フォームより
個人で申し込み
・久留米会場に車で行く場合は、学内の駐
車場が利用できる

体験入学／オープンスクール一覧（私立高校） 令和３年９月８日現在

実施日 曜 ※ 高校名 内容 時間 対象 校内締切 曜 備考

10月2日 土 私 飯塚

第2回オープンキャンパス
　①学校説明・コース説明
　②授業体験
　③部活動体験　15:30～17:00

【午前の部】
受付      9:30～10:00
          10:00～11:30
【午後の部】
受付    13:00～13:30
          13:30～15:00

中学生 保護者
個別申込後

中学校に報告
・高校のHPから個人で申込み
　申込期間　　　～9/20(月)

10月16日 土 私 大濠

第2回オープンキャンパス
　①学校長挨拶
　②生徒会総務挨拶
　③授業体験（国・数・英）
　④施設見学　など

10:00～12:10
（定員450名）
13:30～15:40
（定員450名）
※入替え制

生徒
※保護者への
説明会は開催
されない。

10月1日 金

・高校HPでID登録後、ログインして参加
申込をしてください。（先着順）
　申込受付開始　9/26(日) 9:00より
※参加者確認のため、体験入学申込書を中
学校にも提出すること。

10月23日 土 私 大濠

第３回オープンキャンパス
　①学校長挨拶
　②生徒会総務挨拶
　③授業体験
　④施設見学　など

10:00～12:10
（定員450名）

生徒
※保護者への
説明会は開催
されない。

10月1日 金

・高校HPでID登録後、ログインして参加
申込をしてください。（先着順）
　申込受付開始　9/26(日) 9:00より
※参加者確認のため、体験入学申込書を中
学校にも提出すること。

10月16日 土 私 沖学園

第3回オープンスクール
　①学校説明
　②体験授業・部活動体験
　※②は同時進行

受付　8:30～9:00
9:00～12:30

生徒
保護者

10月4日 月 学校からFAXで申込

11月13日 土 私 沖学園 第4回オープンスクール
受付　8:30～9:00
9:00～12:30

生徒
保護者

11月1日 月 学校からFAXで申込
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体験入学／オープンスクール一覧（私立高校） 令和３年９月８日現在

実施日 曜 ※ 高校名 内容 時間 対象 校内締切 曜 備考

9月25日 土 私 折尾愛真

第3回学校見学会
　①歓迎演奏　②学科コース説明
　③授業体験
　④個別相談・部活動相談

受付　13:00～13:30
　　　13:30～

生徒
保護者

9月15日 水 ・申込開始日　令和3年9月6日（月）

10月16日 土 私 折尾愛真

保護者対象入試説明会
　①科コース紹介　②授業見学
　③就学支援金について
　④個別相談　等

10:00～

14:00～
保護者 ・10:00～と14:00～の２回開催

11月6日 土 私 折尾愛真

第4回学校見学会
　①科コース紹介
　②募集要項・入試対策
　③就学支援金について
　④授業体験

生徒
保護者

10月26日 火
・申込開始日
　令和3年10月18日（月）

11月13日 土 私 折尾愛真

第4回学校見学会
　①科コース紹介
　②募集要項・入試対策
　③就学支援金について
　④授業体験

生徒
保護者

10月26日 火
・申込開始日
　令和3年10月18日（月）
※11月6日(土)と同じ内容です。

11月27日 土 私 折尾愛真

保護者対象入試説明会
　①科コース紹介
　②就学支援金について
　③個別相談等

13:30～ ※10月16日(土)と同じ内容です。

10月9日 土 私 九州

第2回オープンスクール
　①授業体験　　②学校説明
　③九高生の話しを聴こう
　④保護者説明会
　※部活動・校内自由見学

8:30　受付開始
9:00～12:30

中学生
保護者1名

個別申込後
中学校に報告

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込期間　9月20日(月)16:00
　　　　　　～9月29日(水)21:00
・普通科の授業体験は、5教科7コースか
らチョイス、造形芸術科は実技指導

10月27日 水 私 九州 第1回ナイト説明会 19:00～ 保護者
・対象は保護者のみ
・高校ＨＰから直接申込み(先着順)

11月3日 祝 私 九州 第3回オープンスクール
中学生
保護者1名

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込期間　まだ未発表

11月12日 金 私 九州 第2回ナイト説明会 19:00～ 保護者
・対象は保護者のみ
・高校ＨＰから直接申込み(先着順)

10月16日 土 私 九州産業

第3回オープンスクール
　①学校紹介
　②普通科；入試対策（英語）
　　機械科；実習体験

10:00～

中学生
保護者
＜普通科＞
定員  350名
＜機械科＞
定員    50名

個別申込後
中学校に報告

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込開始　10月4日(月)8:00～

10月22日 金 私 九州産業 第1回夜のオープンスクール 19:00～

中学生
　＋
保護者
定員　50組

保護者の方で
直接申し込み

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込開始　10月11日(月)8:00～

10月30日 土 私 九州産業

第４回オープンスクール
　①学校紹介
　②普通科；入試対策（理科）
　　機械科；実習体験

10:00～

中学生
保護者
＜普通科＞
定員  350名
＜機械科＞
定員    50名

個別申込後
中学校に報告

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込開始　10月4日(月)8:00～

11月5日 金 私 九州産業 第2回夜のオープンスクール 19:00～

中学生
　＋
保護者
定員　50組

保護者の方で
直接申し込み

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込開始　10月11日(月)8:00～

11月13日 土 私 九州産業

第５回オープンスクール
　①学校紹介
　②普通科；入試対策（社会）
　　機械科；実習体験

10:00～

中学生
保護者
＜普通科＞
定員  350名
＜機械科＞
定員    50名

個別申込後
中学校に報告

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込開始　10月4日(月)8:00～

11月19日 金 私 九州産業 第3回夜のオープンスクール 19:00～

中学生
　＋
保護者
定員　50組

保護者の方で
直接申し込み

・高校ＨＰから直接申込み(先着順)
　申込開始　10月11日(月)8:00～

10月8日 金 私 自由ヶ丘

ナイトツアー
　①学校説明②入試説明
　③校納金ガイド
　④校内見学ツアー　等

受付　17:15～
18:00～19:30

10月4日 月

・高校のHPより個人で申し込み
・生徒のみの参加はできない
・申込は、各イベントの 3 日前まで
・定員100名

10月30日 土 私 自由ヶ丘

第３回オープンスクール
　①学校説明②授業体験
　③部活動見学④タブレット体験
　⑤入試説明⑥校内見学ツアー等

受付　9:00～
10:00～12:30

・高校のHPより個人で申し込み
・中止の連絡は、メールや HP等で
・申込は、各イベントの 3 日前まで
・定員700名

11月12日 金 私 自由ヶ丘

ナイトツアー
　①学校説明②入試説明
　③校納金ガイド
　④校内見学ツアー　等

受付　17:15～
18:00～19:30

11月8日 月

・高校のHPより個人で申し込み
・生徒のみの参加はできない
・申込は、各イベントの 3 日前まで
・定員100名

11月27日 土 私 自由ヶ丘

第４回オープンスクール
　①学校説明②授業体験
　③部活動見学④タブレット体験
　⑤入試説明⑥校内見学ツアー等

受付　9:00～
10:00～12:30

・高校のHPより個人で申し込み
・中止の連絡は、メールや HP等で
・申込は、各イベントの 3 日前まで
・定員700名
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体験入学／オープンスクール一覧（私立高校） 令和３年９月８日現在

実施日 曜 ※ 高校名 内容 時間 対象 校内締切 曜 備考

9月18日 土 私 城東

第1回学校説明会
　①体験授業
　②学校説明
　③保護者対象セミナー

※城東高校受験生情報サイトから申込
（QRコードを読み込み、メールアドレス
を登録後申込が可能）
・9/1(水)より申込開始

10月16日 土 私 城東

第２回学校説明会
　①体験授業
　②学校説明
　③保護者対象セミナー

※城東高校受験生情報サイトから申込
（QRコードを読み込み、メールアドレス
を登録後申込が可能）

10月24日 日 私 城東

スペシャル工業科説明会
　①工業に関する学科説明
　②体験授業
　③施設見学

※城東高校受験生情報サイトから申込
（QRコードを読み込み、メールアドレス
を登録後申込が可能）

11月23日 祝 私 城東
第3回学校説明会
　①入試にチャレンジ
　②パネルディスカッション

※城東高校受験生情報サイトから申込
（QRコードを読み込み、メールアドレス
を登録後申込が可能）

9月18日 土 私 精華女子
個別相談会
※1時間単位で相談できる

受付　9:00～16:00
中学生
保護者

9月10日 金
・FAXにて中学校より申し込み
・高校から配布されたチラシについている
参加申込書も記入して提出する

10月2日 土 私 精華女子

第２回体験入学
　①オリエンテーション
　②模擬授業、体験入部
　③アンケート記入

受付　8:00～9:00
　　　9:00〜12:00

中学生
保護者

9月21日 火

・FAXにて中学校より申し込み
・高校から配布されたチラシについている
参加申込書も記入して提出する

10月16日 土 私 精華女子 オープンスクール
中学生
保護者

10月30日 土 私 精華女子

●特別進学コース説明会、模擬授業
●看護科・看護専攻科
　　　　説明会、模擬授業
●部活動説明会、体験入部

受付　9:00～10:00
10:00〜12:00

中学生
保護者

10月19日 火

・FAXにて中学校より申し込み
・高校から配布されたチラシについている
参加申込書も記入して提出する
※部活動体験は、吹奏楽部・ダンス部・バ
ドミントン部・剣道部です。

11月6日 土 私 精華女子 第３回体験入学
受付　9:00～10:00
10:00〜14:00

中学生
保護者

11月19日 金 私 精華女子
保護者対象学校説明会

18:00〜20:00 保護者

9月25日 土 私 西南学院
オープンキャンパス
　①模擬授業　11:20～12:00
　②校内見学　10:00～15:00

10:00～15:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・申し込みはWebで（先着順）
　→来校型の申し込みは満席
・オンラインでの参加は可能
　→高校のＨＰからの申込が必要

11月3日 祝 私 西南学院
オープンキャンパス
　①模擬授業　14:20～15:00
　②校内見学　10:00～15:00

10:00～15:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

来校型の申し込み期間
・模擬授業　9月19日(日)　8:00～
・校内見学 10月  3日(日)　8:00～
　申し込みはWebで（先着順）
・オンラインでの参加も可能
　→高校のＨＰからの申込が必要

9月25日 土 私 筑紫女学園

Ⅰ類医進・Ⅰ類コース公開授業
　①校長挨拶　②コース編成説明
　③医進コースの概要
　④医進コース生徒のプレゼン
　⑤入試について

受付　9:00～
9:30～11:30

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPより事前の申込が必要
→現在申込可能

10月16日 土 私 筑紫女学園

第2回学校紹介・見学会
　①生徒による学校施設や
　　行事の紹介
　②学校教育方針の説明
　③模擬授業　など

9:00～12:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

申込期間
開催日の約１ヶ月半前より申込開始
・高校のHPより事前の申込が必要

10月16日 土 私 筑紫女学園
部活動体験
　①部活動の体験及び見学
　※学校紹介・見学会の後に開催

18:00～19:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

申込期間
開催日の約１ヶ月半前より申込開始
・高校のHPより事前の申込が必要

11月5日 金 私 筑紫女学園

第1回ナイト説明会
　①生徒による学校生活紹介
　②学校教育方針の説明
　③個別相談　など

18:00～19:30
※19:00～は希望者対象
の個別相談

保護者
保護者の方で
直接申し込み

申込期間
まだ未発表（高校のＨＰでチェックを）
・高校のHPより事前の申込が必要

11月19日 金 私 筑紫女学園

第２回ナイト説明会
　①生徒による学校生活紹介
　②学校教育方針の説明
　③個別相談　など

18:00～19:30
※19:00～は希望者対象
の個別相談

保護者
保護者の方で
直接申し込み

申込期間　　まだ未発表
（高校のＨＰでチェックを）
・高校のHPより事前の申込が必要

4



体験入学／オープンスクール一覧（私立高校） 令和３年９月８日現在

実施日 曜 ※ 高校名 内容 時間 対象 校内締切 曜 備考

10月2日 土 私 東海

第２回オープンスクール
　①全体説明会
　②高校授業体験・保護者相談会
　　＜ランチ体験＞
　③部活動体験　等

10:00～
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPかチラシに必要事項を記入し
て、個人でＦＡＸにて申込
※参加者確認のため、体験入学申込書を中
学校にも提出すること。

11月13日 土 私 東海

第３回オープンスクール
　①全体説明会
　②受験区分別入試対策説明会
　　（専願・一般）

10:00～
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPかチラシに必要事項を記入し
て、個人でＦＡＸにて申込
※参加者確認のため、体験入学申込書を中
学校にも提出すること。

12月11日 土 私 東海
入試対策説明会

10:00～
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPかチラシに必要事項を記入し
て、個人でＦＡＸにて申込
※参加者確認のため、体験入学申込書を中
学校にも提出すること。

9月25日 土 私 中村学園 第２回オープンスクール 9:30～12:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPから現在申込可能
※必要事項を記入して個人で申し込み

10月24日 日 私 中村学園 第３回オープンスクール 9:30～12:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPから現在申込可能
※必要事項を記入して個人で申し込み

9月25日 土 私 中村三陽
第２回オープンスクール
　①　開校式　　②　模擬授業１
　③　模擬授業２　④　閉校式

受付　9:15～10:00
10:00～12:45

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPもしくは、チラシのＱＲコー
ドから直接個人で申込
※今回より申込みはＷＥＢへと一本化

10月23日 土 私 中村三陽
第３回オープンスクール
　①　三陽模試（国・数・英）

8:40～12:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPもしくは、チラシのＱＲコー
ドから直接個人で申込
※今回より申込みはＷＥＢへと一本化

11月20日 土 私 中村三陽
第４回オープンスクール
　①　入試説明会

9:00～11:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPもしくは、チラシのＱＲコー
ドから直接個人で申込
※今回より申込みはＷＥＢへと一本化

10月9日 土 私 博多

第２回体験入学
　①特別講演　②体験授業
　③保護者説明会
　④施設見学等

9:00～13:00
中学生
保護者

食事１００円

11月7日 日 私 博多

入試説明会
　①特別講演
　②入試説明会
　③施設見学等

9:00～13:00
中学生
保護者

食事１００円

１０月下旬
～１１月中旬

私 博多
夜の学校説明会
　①学校説明
　②施設見学等

18:00～20:00 保護者

9月25日 土 私 博多女子

第２回オープンスクール
　①学校説明　②礼法セミナー
　③制服紹介　④学食体験　等
※部活動見学会（希望者）

受付　9:00～
10:00～12:40
※部活動見学会
13:00～14:00

中学生
保護者(1名)

個別申込後
中学校に報告

・高校HP内「オープンスクールバナー」
から個人で申込み
（定員になり次第〆切り）
※学食体験(希望制)は一律50円徴収

10月9日 土 私 博多女子 第３回オープンスクール
受付　9:00～
10:00～12:40

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校HP内「オープンスクールバナー」
から個人で申し込み
（定員になり次第〆切り）

11月3日
水
祝

私 博多女子 第４回オープンスクール
受付　9:00～
10:00～12:40

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校HP内「オープンスクールバナー」
から個人で申し込み
（定員になり次第〆切り）

11月20日 土 私 博多女子 第5回オープンスクール
受付　9:00～
10:00～12:40

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校HP内「オープンスクールバナー」
から個人で申し込み
（定員になり次第〆切り）

9月18日 土 私 東福岡

第３回保護者対象学校説明会
（オンライン開催）
　①学校説明、各コース説明
　②奨学生制度について
　③授業料等に関する支援金制度
　③特進英数コース説明会
　　（希望者のみ）

受付　9:15～10:00
10:00～12:30

保護者
定員  200名

保護者の方で
直接申し込み

申込期間　9/7(火)～915(水)
・高校のＨＰでマイページへの新規登録を
行い（初回のみ）、各イベントの申し込み
へ進む（先着順）
※申込ができないときは高校の募集広報部
へ連絡（092-411-3702）

9月25日 土 私 東福岡

第３回オープンスクール
＜部活動見学の部＞
　①部活動説明会　②校舎見学
　③部活動見学会
＜特進英数コースの部＞
　①特進英数コース説明会
　②校舎見学、個別相談(希望者)

＜部活動見学の部＞
受付　11:30～12:10
　　　12:15～15:00
＜特進英数の部＞
受付　  9:30～10:00
　　　10:00～11:15

中学生
保護者
＜部活の部＞
定員  600名
＜特進の部＞
定員  300名

個別申込後
中学校に報告

金

申込期間　9/11(土)～9/20(月)
・高校のＨＰでマイページへの新規登録を
行い（初回のみ）、各イベントの申し込み
へ進む（先着順）
※申込ができないときは高校の募集広報部
へ連絡（092-411-3702）

10月15日 金 私 東福岡

第4回保護者対象学校説明会
（※夜の開催）
　①学校説明、各コース説明
　②授業料等に関する支援金制度
　③在校生のメッセージ

18:30～19:40
（夕方）

保護者
定員  200名

保護者の方で
直接申し込み

申込期間　10/1(金)～10/12(火)
・高校のＨＰでマイページへの新規登録を
行い（初回のみ）、各イベントの申し込み
へ進む（先着順）
※申込ができないときは高校の募集広報部
へ連絡（092-411-3702）

10月23日 土 私 東福岡

第4回オープンスクール
　①高校授業体験
　②全体会
　③特進英数説明会（希望者）

＜中学生の部＞
受付  10:45～11:10
　　  11:15～14:15
＜保護者の部＞
受付  12:15～13:00
　　  13:00～14:15

中学生
定員  350名

保護者
定員  230名

個別申込後
中学校に報告

申込期間　9/25(土)～10/17(日)
・高校のＨＰでマイページへの新規登録を
行い（初回のみ）、各イベントの申し込み
へ進む（先着順）
※申込ができないときは高校の募集広報部
へ連絡（092-411-3702）

11月20日 土 私 東福岡
第5回オープンスクール
　①全体会、特進英数説明会
　②入試の出題傾向と対策講座

＜中学生の部＞
受付　 9:15～10:00
　　  10:00～11:45
＜保護者の部＞
受付  12:00～12:30
　　  12:30～13:45

中学生
定員  580名

保護者
定員  230名

個別申込後
中学校に報告

申込期間 10/23(土)～11/14(日)
・高校のＨＰでマイページへの新規登録を
行い（初回のみ）、各イベントの申し込み
へ進む（先着順）
※申込ができないときは高校の募集広報部
へ連絡（092-411-3702）

5
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9月25日 土 私

福岡第一
（国際バカロレア

コース）

第２回ワークショップ
　①説明会
　②IB 体験授業　※すべて英語
　③IB 体験授業
※毎回、内容は違います。

受付　8:50～
9:00～12:30

9月17日 金

・ＦＡＸにて中学校より申し込み。
・個人での申し込みも可能
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

10月9日 土 私

福岡第一
（国際バカロレア

コース）

第３回ワークショップ
　①説明会
　②IB 体験授業　※すべて英語
　③IB 体験授業
※毎回、内容は違います。

受付　8:50～
9:00～12:30

10月4日 月

・ＦＡＸにて中学校より申し込み。
・個人での申し込みも可能
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

9月12日 日 私
福岡第一

第一薬科大付属

オンラインオープンキャンパス③
　全体説明
　（学科コース・校納金・入試
　　　　　・各奨学生制度など）

13:00～15:00
※第１部13:45まで
※第２部14:10より

9月10日 金

・ＦＡＸにて中学校より申し込み。
・メールにてzoomIDを配布します。
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

9月25日 土 私
福岡第一

第一薬科大付属

第２回オープンキャンパス
　①全体会
　②各科体験
　③保護者相談

13:00～16:00 9月22日 水
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

10月9日 土 私
福岡第一

第一薬科大付属

第３回オープンキャンパス
　①全体会
　②各科体験
　③保護者相談

13:00～16:00 10月6日 水
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

10月23日 土 私
福岡第一

第一薬科大付属

第４回オープンキャンパス
（パラマ祭）
　①全体会　②パラマ祭見学
　③体験　④保護者相談

9:30～12:30 10月20日 水
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

10月24日 日 私
福岡第一

第一薬科大付属

第４回オープンキャンパス
（パラマ祭）
　①全体会　②パラマ祭見学
　③体験　④保護者相談

9:30～12:30 10月20日 水
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

11月20日 土 私
福岡第一

第一薬科大付属

第５回オープンキャンパス
　①全体会
　②各科体験
　③保護者相談

13:00～16:00 11月17日 水
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

11月28日 日 私
福岡第一

第一薬科大付属

第６回オープンキャンパス
　①全体会
　②各科体験
　③保護者相談

13:00～16:00 11月25日 木
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

12月4日 土 私
福岡第一

第一薬科大付属

第７回オープンキャンパス
　①全体会
　②各科体験
　③保護者相談

13:00～16:00 12月1日 水
・「オープンキャンパス修了証」が発行さ
れます。

10月2日 土 私 福岡有朋 第２回体験入学
受付　9:00～
10:00～12:30

中学生
保護者

9月27日 月 ・FAXにて中学校より申し込み

10月23日 土 私 福岡有朋 第３回体験入学
受付　9:00～
10:00～12:30

中学生
保護者

10月18日 月 ・FAXにて中学校より申し込み

11月13日 土 私 福岡有朋 第４回体験入学
受付　9:00～
10:00～12:30

中学生
保護者

11月8日 月 ・FAXにて中学校より申し込み

12月4日 土 私 福岡有朋 第５回体験入学
受付　9:00～
10:00～12:30

中学生 保護者 11月29日 月 ・FAXにて中学校より申し込み

10月23日 土 私 雙葉

第3回オープンスクール
　①オープニングセレモニー
　②生徒会による学校生活紹介
　③体験授業

10:00～13:00
中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPから個人で申込み
申込期間　8/2(月)～10/22(金)
※終了後に部活動見学（希望者）

11月20日 土 私 雙葉

第１回高校入試個別相談会
　①奨学金制度や進路相談など
　　校舎見学も可能
　※時間指定（約１時間）

10:00～17:00
中学生
保護者

保護者の方で
直接申し込み

・高校のHPから個人で申込み
申込期間　9/1(水)～11/19(金)

11月21日 日 私 雙葉
高校入試説明会
　①高校入試での傾向と対策 14:00～16:00

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・高校のHPから個人で申込み
申込期間　9/1(水)～11/20(土)
・入試の出題範囲や対策法について詳細を
説明

11月27日 土 私 雙葉

第２回高校入試個別相談会
　①奨学金制度や進路相談など
　　校舎見学も可能
　※時間指定（約１時間）

10:00～17:00
中学生
保護者

保護者の方で
直接申し込み

・高校のHPから個人で申込み
申込期間　9/1(水)～11/26(金)

10月17日 日 私 若葉 第２回オープンキャンパス
受付　9:30～
10:00～13:00

中学生
保護者

個別申込後
中学校に報告

・HPより事前の申込が必要
申込期間　9/27(月)～10/3(日)

10月23日 土 私 若葉 第2回保護者対象学校説明会
受付　9:30～
10:00～13:00

保護者
保護者の方で
直接申し込み

・HPより事前の申込が必要
申込期間　10/4(月)～10/10(日)
※上限の人数に達したら、申込締め切り

11月20日 土 私 若葉 第3回保護者対象学校説明会
受付　9:30～
10:00～13:00

保護者
保護者の方で
直接申し込み

・HPより事前の申込が必要
申込期間　11/1(月)～11/7(日)
※上限の人数に達したら、申込締め切り
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