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Next Event

秋の部活体験
2018１０／７ 日

指定校大学

中部学院・同志社・国際基督教（ICU）・青山学院・名城
愛知学院・椙山女学園・金城学院・名古屋女子・
愛知工業・中部・名古屋商科・名古屋学院など多数

看護学部・看護学科の指定枠

中部学院・中部・岐阜医療科学・朝日・聖泉・一宮研伸
大垣女子短大・平成医療短大・岐阜保健短大
藍野短大など

推薦枠は充実しているの？

4年制大学の充実した
指定校枠を用意！

給付型だから、返還義務無し！

1．特待1種（入学年次年額588,000円を支援）
●入学金・授業料・教育充実費の全額を支給
2．特待2種（入学年次年額294,000円を支援）
●入学金・授業料・教育充実費の半額を支給
3．一般１種（入学年次年額219,000円を支援）
●授業料・教育充実費の半額を支給
4．一般２種（入学年次年額156,000円を支援）
●授業料の半額（公立高校の授業料・年額118,800円以上）を支給

私立の授業料はやっぱり高いの？

授業料で悩んでいるキミには、
返還義務無しの安心、
給付型奨学金がおすすめ！

衛生看護科

●系列校の中部学院大学看護リハビリテーション学部
看護学科に指定校枠8～１０名分を用意！
●准看護師資格取得率 7年連続100％！

保育科

●系列校の中部学院大学教育学部の指定校枠15名
分を用意！
●同大学短期大学部幼児教育学科の指定枠30名分
を用意！

さらに高いレベルの
専門技術は磨けるの？
看護・保育系での進学を目指すあなたには、
資格取得や指定校推薦を活かした
進学がおすすめ！

その他のサポート制度って
どうなっているの？
済美を本気で目指すキミに、
さらにお得な特典を紹介！

当日の学力試験奨学生制度

その他

当日の学力試験優秀者を対象に、推薦入試・一般入試
の別を問わず、当日の学力試験の成績に応じて、一般1
種、または一般2種の奨学金を支給します。

本校系列幼稚園卒園者→本校入学金半額免除
中部学院大学・短大部へ進学→大学・短大部入学金半額免除
二親等以内が卒業生または兄姉が同時在学→特典あり

商業科でも進学を目指せるの？

「済美塾」って何ですか？

●簿記検定（日商2級・全商1級）が取得しやすいプログ
ラム構成
●資格を武器に、国公立大学・有名私立大学の「商業
高校生特別枠推薦入試」や一般制度の推薦入試で
大学進学を目指す

内容の濃い通常授業に加え、さらに100分間の済美塾を開
催。高い指導力を持つ先生が、個別に指導していきます。

今の学力が不安なキミのために、
手厚い進学指導を整えています！

主な合格実績 東京工業大学・新潟大学医学部・
岐阜薬科大学・岐阜大学など

国公立大・難関私立大や
有名私立大進学を目指せる？

商学系大学へ進学を目指すキミを、
商業科独自の進学プログラムで
サポート！

大学進学を目指すキミのために、
超ベテランの経験豊かな
教授陣をそろえました！

“キミのための”、　つのサポート

済美のリアルをお伝えします。2018年度 学校見学・体験授業・学校説明会 日程［                        ］
8/1（水）～4（土）
10/2（火）・3（水）
11/4（日）
10/19（金）
11/16（金）
11/22（木）
12/1（土）・2（日）

9：00～12：30頃
9：30～15：00
9：00～14：00
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30
9：00～14：00

夏の体験学習
秋の1日入学
入試個別相談会
羽島地区トワイライト学校説明会
各務原地区トワイライト学校説明会
関・美濃地区トワイライト学校説明会
入試個別相談会＆入試問題解説会

済美高等学校

不二羽島文化センター（予定）
中部学院大学各務原キャンパス
中部学院大学関キャンパス
済美高等学校

お仕事帰りにも
便利なトワイライト
説明会開催！

〒500-8741
岐阜市正法寺町 33
FAX.058-275-0280
e-mail nsi@gifu-seibi .ed. jp済美高等学校 TEL .0 5 8 - 2 7 1 - 0 3 4 5

URL http: //www.g i fu-seibi .ed .jp/

済美高等学校
詳細は後日ご案内します。

済美のサポートは一味違う！
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Challenging
Seibi
Spirits

2 018 夏の体験学習

次の10 0年への鼓動

SE I B I  H i g h  S c h o o l

中学実力テストが350点以上の
国公立大学進学希望者全員が合格しました！

学力サポート編 進路サポート編 奨学金サポート編

中部学院大学グレースホール（系列校）中部学院大学グレースホール（系列校）



学校名 クラス

中学校 年　　　　　組

氏名 男
・
女

関・美濃・芥見方面の方
専用バスがご利用できます。
専用バスのご利用  ○印を記入してください。

・利用する （ 行き ・ 帰り ・ 往復 ）
・利用しない

・希望講座を上記時間割の記号から第１講座は【A】～【G】の中から１つ、第２講座は【H】～【N】の中から1つ必ず選んでください。
・講座内容は第１講座、第２講座ともすべて同じとなっています。
・同じ講座を連続して申し込むことはできません。
・男子生徒は衛生看護科の講座を申し込むことはできません。

保護者の参加

する  ・  しない

保護者の参加

する  ・  しない

保護者の参加

する  ・  しない

保護者の参加

する  ・  しない

保護者の参加

◆ 記入例

A N
する  ・  しない

8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月1日

キ　リ　ト　リ

キ
　
リ
　
ト
　
リ

済美高校 「夏の体験学習」参加申込用紙 担任の先生へお渡しください。

第2講座第1講座第2講座第1講座第2講座第1講座 第2講座第1講座 第2講座第1講座

目指す進路

名城大学、中京大学、愛知学院大学、
名古屋学院大学、名古屋学芸大学、
愛知淑徳大学、椙山女学園大学、
金城学院大学 など

5教科を重視したカリキュラムで、学力
を大きく伸ばし、国公立大学・難関私
立大学現役合格を目指すコースです。

普通科/選抜特進 普通科/特進

普通科/総合進学

目指す進路

名古屋大学、大阪大学、神戸大学、
金沢大学、名古屋工業大学、
慶應義塾大学、早稲田大学、
同志社大学、南山大学 など

目指す進路

南山大学、愛知大学、名城大学、中京大学、
愛知学院大学、日本大学、東洋大学、
近畿大学、岐阜県立看護大学、
岐阜県立衛生専門学校（3年課程） など

未来へ進む
力を育む、
4学科
5コース

普通科目の他に看護系科目も学
習、准看護師資格を取得した上で、
大学や短大、高等看護専門学校等
への進学を目指すコースです。

日々の授業や高大連携プログラム
で、福祉に必要な知識・技術を基礎
から学び、福祉系大学等への進学を
目指すコースです。

普通科/健康福祉

衛生看護科

目指す進路

中部学院大学（人間福祉・看護リハビリ
テーション）、中部学院大学短期大学部
（社会福祉）、日本福祉大学、同朋大学、
名古屋学院大学 など

数多くの実習や実験を通して、食物
や服飾に関するスキルを磨き、家政・
栄養系大学・短期大学等への進学
を目指すコースです。

普通科/生活文化

目指す進路

中部学院大学（短大部美・デザインコース）、
椙山女学園大学、金城学院大学、名古屋
女子大学、岐阜女子大学、東海学院大学、
名古屋文理大学、名古屋学芸大学 など

目指す進路

中部学院大学（教育学部）、中部学院大
学短期大学部（幼児教育）、愛知淑徳大
学、金城学院大学、椙山女学園大学、名
古屋学院大学 など

目指す進路

岐阜大学医学部（看護）、岐阜県立看護大
学、中部学院大学（看護リハビリテーション）、
岐阜医療科学大学（看護）、日本赤十字豊
田看護大学、岐阜県立衛生専門学校 など

授業や実習を通して専門的知識・技
術を身につけ、幼稚園教諭や保育士
を養成する大学・短期大学等への進
学を目指すコースです。

特に英・国・社に重点を置いたカリキュラム
と手厚い指導で学力を伸ばし、中堅文系私
立大学現役合格を目指すコースです。
※2年次より看護系進路の希望者に対応する
　選択制を設置

学習と部活動を両立させながら学力
を伸ばし、指定校推薦や公募・スポー
ツ推薦を活かして4年制大学現役合
格を目指すコースです。

進学と資格取得支援のバランスの
取れたカリキュラムで、学力とスキル
を伸ばし、専門分野への進学と社会
での実践を目指すコースです。

商業科

目指す進路

経済・経営・商学部系統　名古屋市立大学、
三重大学、滋賀大学、関西大学、
愛知大学、中京大学 など

大学合格実績、
躍進中！
充実したカリキュラムが、
一人ひとりの進学希望を
しっかり実現へと導きます。

学科・コース

普通科

商業科

選抜特進コース
特進コース 模擬授業体験

【教科】英語／国語／数学

●健康福祉の特徴について
●人との関わり方をコミュニケーションから学ぼう

●被服 小物作り
●食物「日本の食文化を知ろう」
●生活文化の学習内容の説明

●生徒作品の展示    ●エプロンシアター
●手あそび、歌あそび  ●紙芝居、絵本の口演　●ピアノ体験

●ベッドメイキング  ●沐浴 

●簿記模擬授業体験  ●文書デザイン検定の体験

総合進学コース

ハイレベル

B I

C J

D K

E L

F M

G N

A H

スタンダード

健康福祉コース

生活文化コース

保育科

衛生看護科（女子のみ）

実施内容  実施日第1講座 第2講座

８月1日（水）

～

4日（土）

簿記や情報処理検定など将来につながる資格を
取得するカリキュラムを展開。目標は資格を活用し
経済・経営・商学系の国公立大学・私立大学への
進学を目指す。

保育に関する知識・技術の習得に加え、実習や人
とのつながりを通じて人間力を磨き、幼稚園教諭や
保育士を養成する大学・短期大学等への進学を目
指す。

臨地実習や基礎基本を大切にしたカリキュラムで、
准看護師資格の取得と看護系大学・短大・高等
看護専門学校への進学を目指す。

 9：00～  9：30 挨拶および学校説明

 9：50～11：00 体験学習①

 11：20～12：30 体験学習②

 12：30～自由解散 校内見学、
  部活動の見学

夏の体験学習

※体験学習①、②とも各コースの内容は同じです。
　希望の時間帯をお選びください。
※同じ講座を連続して申し込むことはできません。
※上履き、筆記用具を持参してください。

8／1 ～4水 土

男女 男女

男女 男女 男女

男女 男女 女子
のみ保育科

なお、内容については都合により変更する場合があります。

「なりたい」になれる。夢へと近づく４日間。

合格の夢を叶えるレベルの高い授業も、専門スキルを磨く実践授業も。

済美高校には、あなたが一生懸命になれる学びがきっとあります。

Challenging Seibi Sprits
見て、触って、考える体験授業で、夢への第一歩を踏み出してみませんか？

商業科 ［男女］

保育科 ［男女］普通科 ［男女］

衛生看護科 ［女子のみ］

Schedule

〈選抜特進コース〉
学力入試による国公立大学・難関私立大学を目指す。
〈特進コース〉
学力入試による難関・中堅私立大学（文系）を目指す。
〈総合進学コース〉
指定校推薦入試やＡＯ入試で大学進学を目指す。
〈健康福祉コース〉
福祉の知識・技術を学び、福祉系大学進学を目指す。
〈生活文化コース〉
食物や服飾の知識・技術を学び家政系大学進学を目指す。


