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済美の実績や
手厚いサポートを紹介！

充実の奨学生制度（特待生）TOPIC 33
学力特待生のチャンスは2回。単願・併願、共に人数無制限（特別奨学生除く）。

 1 単願も併願も出願前の点数で選考。
3年生8月以降の校内実力テスト（各中学校実施）または、岐阜新聞テストの点数で入学後の特待生ラ
ンクがわかる。さらに、本校の入試の点数によって、特待生ランクはアップ（下がりません）する。

２ 単願も併願も入試当日の点数でも選考。
入試当日の点数が７割以上が支給の目安。

A．奨学金や私学助成金を
　  合わせると公立より安い！

Q．私立の授業料は本当に高いの？

今年度よりはじまる私学助成金について
私立高校に通う生徒の「就学支援金（国の制度）」が引き上げられました。世帯年収が590万まで（目安）の世帯は、私学の授業料が実質０円です。

POINT

その他のサポートTOPIC 44
進路サポート

4年制大学の充実した指定校枠 看護・保育系での進学
［指定校大学］
中部学院／同志社／国際基督教（ICU）／青山学院／東京農業／名城／愛知学院／愛知淑徳／
椙山女学園／金城学院／名古屋外国語／愛知工業／中部／名古屋商科／名古屋学院など多数

［看護学部・看護学科の指定校枠］
中部学院／中部／岐阜協立／朝日／聖泉／一宮研伸／岐阜保健／平成医療短大／藍野短大など

［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での指定校枠多数
・准看護師資格取得率100%

［保育科］
・系列校の中部学院大学教育学部での指定校枠15名
・同大学短期大学幼児教育学科での指定校枠30名

3年連続で国公立大学２ケタ合格

国公立大学合格実績（昨年度）TOPIC 11
■選抜特進・特進コース：名古屋大学、岐阜大学３名、山梨県立大学、都留文科大学　他多数
■総合進学コース：信州大学、新潟大学
■商業科：富山大学２名

済美高等学校
学校法人 岐阜済美学院

15年で四大進学率が約20倍 !
卒業生の約90%が進学

中学実力テスト350点以上の
国公立大学入学希望者は全員合格！

［大学合格数の推移］
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済美塾TOPIC 22
■塾代0円。
■放課後&長期休暇中開講で家庭学習時間確保。
■カリスマ講師陣が分かるまで徹底的に指導。
やる気スイッチON！

3つの特色

SEIBI HIGH SCHOOL
未来をつくる場所

2020

www.gifu-seibi.ed.jp

進路実績はこちら



紹介動画を見てみよう！
［4学科 5コース］
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。

選抜特進　　　 ［男女］

5教科を重視したカリキュラムの下、徹底
した教科指導で国公立大学・難関私立大学
を目指します。

［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、慶応義塾大学、早稲田
大学、同志社大学 など

普通科

総合進学 　　　［男女］

学習と部活動との両立を目標に努力し、指
定校推薦や公募推薦、特技を活かしたス
ポーツ推薦などを用いて四年制大学進学を
目指します。

［目指す進路］ 愛知大学、名城大学、中京大学、愛
知学院大学、名古屋学院大学、愛知淑徳大学、金城
学院大学、椙山女学園大学 など

普通科

生活文化　　　 ［男女］

食物や服飾に関する基礎を身につけた上
で、家政系・栄養士養成系大学および短期
大学への進学を目指します。

［目指す進路］ 中部学院大学（短大部、美・デザインコー
ス）、岐阜市立女子短期大学、金城学院大学、椙山女学園大
学、名古屋女子大学、岐阜女子大学、名古屋文理大学など

普通科

　　　　　　　　　　　　［男女］

保育に関する基礎を身につけた上で、中部
学院大学や同短期大学部をはじめ、幼稚園
教諭及び保育士養成大学・短期大学等への
進学を目指します。

［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

保育科

特進 　　　　　［男女］

部活動との両立を実現し、英国社に重点を
置いたカリキュラムの下、3教科型学力入
試による国公立大学・難関私立大学現役合
格を目指します。

［目指す進路］ ３教科型対応の国公立大学、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、岐阜県立看護大学 など

普通科

健康福祉　　　 ［男女］

福祉に関する基礎を身につけたうえで、中
部学院大学や同短期大学部をはじめ福祉系
大学への進学を目指します。

［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）、愛知
淑徳大学、日本福祉大学、同朋大学、名古屋学院大学 など

普通科

　　　　　　　　　　　　［男女］

簿記や情報処理検定など将来につながるカ
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
の進学を目指します。

［目指す進路］ 名古屋市立大学、三重大学、滋賀大
学、富山大学、関西大学、愛知大学、中京大学 など

商業科

　　　　　　　　　　［女子のみ］

准看護師資格を取得した上で、看護系大学・
短大や高等看護専門学校（2年コース）への
進学を目指します。

［目指す進路］ 中部学院大学（看護リハビリテーション）、岐阜
大学、岐阜県立看護大学、岐阜医療科学大学、日本赤十字豊田
看護大学、岐阜県立衛生専門学校、岐阜市医師会看護学校 など

衛生看護科

2020年度 イベント日程

8/8（土）～12（水）　　８/18（火）～20（木） 夏の学校説明会
済美高等学校

10/ 6（火）　7（水） 秋の一日入学

10/23（金） 羽島地区トワイライト説明会 不二羽島文化センター（予定）

10/30（金） 関・美濃地区トワイライト説明会 中部学院大学関キャンパス

11/8（日） 入試個別相談会 済美高等学校

11/20（金） 各務原地区トワイライト説明会 中部学院大学各務原キャンパス

11/28（土）　29（日） 入試個別相談会＆入試問題解説会 済美高等学校

日曜相談会日曜相談会
7月～1２月 毎週日曜日 9：00～14：00（約３０分程度）

◀ イメージショートムービー
済美の先生の手作り動画をQRコードから見られます。

ご自宅から電話相談

電話 058 - 271-0345
※繋がらない場合は時間をおいておかけ直し下さい。 電話 058 - 271-0345

※当日予約も受け付けますが、混み合う場合もありますので、
ご了承ください。

Web
インターネットからの
申し込みはこちら
※当日の場合は電話でご確認ください。

●どんな学びがあるの？
● 部活動は？
● お金って実際どのくらいかかる？
●どのくらいの点数を取れば特待生になれる？ など
何でもお気軽にお電話ください。

● 学校全体説明（学科・コースの説明）
● 就学支援金　　● 特待生制度（奨学生制度）
● 質疑応答　　　● 施設見学　など

済美高校に来校し個別相談（約30分程度）

［ 申し込み方法 ］ 密集を避けるために予約制

2020

7/5・1219・26 8/2・923・３０ 9/6・1327 10/4・1118・25 11/1・8・1522・29 12/6・13

済美高等学校のホームページからでも同じ動画が見られます。


