
塗りつぶしのセルは終了しました（実施取り止めを含みます）。今後日程変更がありましたら、随時更新いたします。
詳細は各学校へお問い合わせください。

体験入学
コード

学校
番号 学校名 学科名 主な内容

1-1 1 膳所高等学校 普通科、理数科 8/19 (木) 午前 学校概要等説明、授業体験、施設見学、個別質問、生徒による学校生活の紹介、理数科課題研究の発表

1-2 普通科、理数科 8/19 (木) 午後 学校概要等説明、授業体験、施設見学、個別質問、生徒による学校生活の紹介、理数科課題研究の発表

1-3 普通科、理数科 8/20 (金) 午前 学校概要等説明、授業体験、施設見学、個別質問、生徒による学校生活の紹介、理数科課題研究の発表

1-4 普通科、理数科 8/20 (金) 午後 学校概要等説明、授業体験、施設見学、個別質問、生徒による学校生活の紹介、理数科課題研究の発表

1-5 普通科、理数科 11/6 (土) 午後 学校概要等説明、クラブ紹介・活動発表、施設見学、個別質問

3-1 3 堅田高等学校 普通科 8/6 (金) 午前 学校概要、授業風景紹介、生徒体験談、部活動行事紹介、施設見学、部活動見学

3-2 普通科 8/6 (金) 午後 学校概要、授業風景紹介、生徒体験談、部活動行事紹介、施設見学、部活動見学、部活動体験

3-3 普通科 11/6 (土) 午後 学校概要、授業風景紹介、生徒体験談、部活動行事紹介、施設見学、部活動見学、部活動体験

4-1 4 東大津高等学校 普通科 8/2 (月) 午前 学習内容・進路状況の説明　生徒による学校紹介　映像による学校紹介

4-2 普通科 8/2 (月) 午後 学習内容・進路状況の説明　生徒による学校紹介　映像による学校紹介

4-3 普通科 8/7 (土) 午前 学習内容・進路状況の説明　生徒による学校紹介　映像による学校紹介

4-4 普通科 8/7 (土) 午後 学習内容・進路状況の説明　生徒による学校紹介　映像による学校紹介

4-5 普通科 11/6 (土) 午前 校舎見学　部活動見学　映像による学校紹介　学習内容・進路状況の説明

5-1 5 北大津高等学校 普通科 8/20 (金) 午前 学校生活のDVD上映、学校概要説明、入学者選抜の説明、授業見学、在校生からのメッセージ、クラブ活動見学・体験

5-2 普通科 11/14 (日) 午前 学校生活のDVD上映、学校概要説明、入学者選抜の説明、授業見学、在校生からのメッセージ、クラブ活動見学・体験

6-1 6 大津高等学校 普通科、家庭科学科 8/19 (木) 午前 学校概要等説明、在校生の体験発表、校舎案内、部活動見学

6-2 普通科、家庭科学科 8/19 (木) 午後 学校概要等説明、在校生の体験発表、校舎案内、部活動見学

6-3 普通科、家庭科学科 8/20 (金) 午前 学校概要等説明、在校生の体験発表、校舎案内、部活動見学

6-4 普通科、家庭科学科 8/20 (金) 午後 学校概要等説明、在校生の体験発表、校舎案内、部活動見学

6-5 普通科 11/6 (土) 午前 学校概要等説明、校舎案内、部活動体験（硬式野球部のみ）、部活動見学（硬式野球部以外）

6-6 普通科 11/6 (土) 午後 学校概要等説明、校舎案内、部活動体験（硬式野球部のみ）、部活動見学（硬式野球部以外）

6-7 家庭科学科 11/6 (土) 午前 学校概要等説明、家庭科学科の説明、家庭科科目の実習体験、校舎案内、部活動見学

6-8 家庭科学科 11/6 (土) 午後 学校概要等説明、家庭科学科の説明、家庭科科目の実習体験、校舎案内、部活動見学

7-1 7 石山高等学校 普通科、音楽科 8/18 (水) 午前① 学校説明、学校紹介

7-2 普通科、音楽科 8/18 (水) 午前② 学校説明、学校紹介

7-3 普通科、音楽科 8/18 (水) 午後 学校説明、学校紹介

7-4 普通科、音楽科 8/19 (木) 午前① 学校説明、学校紹介

7-5 普通科、音楽科 8/19 (木) 午前② 学校説明、学校紹介

7-6 普通科、音楽科 8/19 (木) 午後 学校説明、学校紹介

7-7 音楽科 8/20 (金) 午前 学校説明、在校生による音楽科紹介及び演奏、ソルフェージュ体験及び実技講習会
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体験入学
コード

学校
番号 学校名 学科名 主な内容期日

8-1 8 瀬田工業高等学校 機械科、電気科、化学工業科 8/2 (月) 午前① 学校概要説明、各学科実習施設・設備の見学、クラブ活動見学（硬式野球部のみ体験）

8-2 機械科、電気科、化学工業科 8/2 (月) 午前② 学校概要説明、各学科実習施設・設備の見学、クラブ活動見学（硬式野球部のみ体験）

8-3 機械科、電気科、化学工業科 8/2 (月) 午後① 学校概要説明、各学科実習施設・設備の見学、クラブ活動見学（硬式野球部のみ体験）

8-4 機械科、電気科、化学工業科 8/2 (月) 午後② 学校概要説明、各学科実習施設・設備の見学、クラブ活動見学（硬式野球部のみ体験）

8-5 機械科、電気科、化学工業科 8/3 (火) 午前① 学校概要説明、各学科実習施設・設備の見学、クラブ活動見学（硬式野球部のみ体験）

8-6 機械科、電気科、化学工業科 8/3 (火) 午前② 学校概要説明、各学科実習施設・設備の見学、クラブ活動見学（硬式野球部のみ体験）

8-7 機械科、電気科 9/25 (土) 午前 実習体験

8-8 化学工業科 9/25 (土) 午後 実習体験

機械科、電気科 9/25 (土) 午前 実習体験　※9/25（土）より変更

化学工業科 9/25 (土) 午後 実習体験　※9/25（土）より変更

8-9 機械科、電気科 10/23 (土) 午前 実習体験

8-10 化学工業科 10/23 (土) 午後 実習体験

8-11 化学工業科 11/27 (土) 午前 実習体験

9-1 9 大津商業高等学校 情報システム科、総合ビジネス科 8/18 (水) 全日 学校及び生徒会活動説明・体験授業、部活動見学（硬式野球部のみ体験）、個別質問　※時間帯別にグループ分けをして実施

9-2 情報システム科、総合ビジネス科 8/19 (木) 全日 学校及び生徒会活動説明・体験授業、部活動見学（硬式野球部のみ体験）、個別質問　※時間帯別にグループ分けをして実施

9-3 情報システム科、総合ビジネス科 10/16 (土) 午前 学校及び生徒会活動説明・体験授業、部活動見学（硬式野球部のみ体験）、個別質問　※時間帯別にグループ分けをして実施

9-4 情報システム科、総合ビジネス科 11/6 (土) 午前 学校及び生徒会活動説明・体験授業、部活動見学（硬式野球部のみ体験）、個別質問　※時間帯別にグループ分けをして実施

10-1 10 彦根東高等学校 普通科 8/19 (木) 午前 学校概要等説明、在校生によるパネルディスカッション、授業体験、部活見学

10-2 普通科 8/20 (金) 午前 学校概要等説明、在校生によるパネルディスカッション、授業体験、部活見学

10-3 普通科 11/6 (土) 午前 学校概要等説明、在校生によるパネルディスカッション、ELCによるトークショー

11-1 11 河瀬高等学校 普通科 8/5 (木) 午前 学校概要説明、校舎見学、クラブ活動見学、個別質問

11-2 普通科 9/25 (土) 午前 学校概要説明、校舎見学、クラブ活動見学、個別質問　※中止（別日への変更なし）

12-1 12 彦根工業高等学校 機械科、電気科、建設科 8/18 (水) 全日 ３学科の実習見学、校内施設や学習内容等の紹介　午前午後各2部、計４回実施

12-2 機械科、電気科、建設科 10/16 (土) 全日 希望学科の実習体験　※午前の部、午後の部、計２回実施

12-3 機械科、電気科、建設科 11/21 (日) 全日 希望学科の実習体験　※午前の部、午後の部、計２回実施

13-1 13 彦根翔西館高等学校 総合学科 8/19 (木) 午前① 学校全体説明、各系列の説明・授業体験

13-2 総合学科 8/19 (木) 午前② 学校全体説明、各系列の説明・授業体験

13-3 総合学科 11/6 (土) 午前 学校全体説明、授業見学

14-1 14 長浜北高等学校 普通科 8/25 (水) 午前① 学校説明会、校舎見学

14-2 普通科 8/25 (水) 午前② 学校説明会、校舎見学

14-3 普通科 8/25 (水) 午後① 学校説明会、校舎見学

14-4 普通科 8/25 (水) 午後② 学校説明会、校舎見学

14-5 普通科 11/13 (土) 午前 学校説明会、校舎見学、部活見学



体験入学
コード

学校
番号 学校名 学科名 主な内容期日

15-1 15 虎姫高等学校 普通科 8/3 (火) 午前 学校概要説明、体験授業、部活見学

15-2 普通科 8/3 (火) 午後 ＩＢ概要説明、ＩＢ体験授業、ＩＢ体験談

15-3 普通科 11/7 (日) 午前 学校概要説明、授業見学、部活見学

15-4 普通科 11/7 (日) 午前 学校概要説明、ＩＢ概要説明、ＩＢ授業見学、体験談

16-1 16 伊香高等学校 普通科 8/19 (木) 午前 全体説明、各類型説明、施設見学、部活動見学

16-2 普通科 10/23 (土) 午前 全体説明、各類型説明、施設見学、部活動見学・体験

17-1 17 長浜農業高等学校 農業科、園芸科、食品科 8/5 (木) 午前 学校概要説明、農業クラブ研究成果発表、学科別農場見学、学科別体験学習、部活動見学(希望者）

17-2 農業科、園芸科、食品科 8/6 (金) 午前 学校概要説明、農業クラブ研究成果発表、学科別農場見学、学科別体験学習、部活動見学(希望者）

17-3 農業科、園芸科、食品科 10/9 (土) 午前 学校概要説明、農業クラブ研究成果発表、学科別農場見学、学科別体験学習、部活動見学(希望者）

17-4 農業科、園芸科、食品科 1/8 (土) 午前 学校概要説明、各学科・分野説明、農場・本館施設見学、部活動見学(希望者）　※体験はなし

18-1 18 長浜北星高等学校 総合学科 8/3 (火) 全日 学校概要説明、各系列の授業体験　　※３部に分けて実施

18-2 総合学科 8/4 (水) 全日 学校概要説明、各系列の授業体験　　※３部に分けて実施

18-3 総合学科 11/6 (土) 午後 公開授業

19-1 19 八幡高等学校 普通科 8/20 (金) 全日 学校紹介・説明、部活動見学（希望者）　※中学校ごとに時間を指定し、計４回実施

20-1 20 八幡工業高等学校 機械科、電気科、環境化学科 8/20 (金) 全日 学校概要説明、各学科実習施設・設備・作品の見学

20-2 機械科、電気科、環境化学科 9/25 (土) 午前 希望学科の実習体験

20-3 機械科、電気科、環境化学科 11/6 (土) 午前 希望学科の実習体験

機械科、電気科、環境化学科 11/6 (土) 午後 希望学科の実習体験　※9/25(土）からの変更

21-1 21 八幡商業高等学校 商業科、国際経済科、情報処理科 8/20 (金) 午前 学校概要の説明、各学科の説明、施設見学、クラブ見学

21-2 商業科、国際経済科、情報処理科 9/18 (土) 全日 学校概要の説明、各学科の説明、授業見学、施設見学、クラブ見学

21-3 商業科、国際経済科、情報処理科 9/25 (土) 全日 学校概要の説明、各学科の説明、授業見学、施設見学、クラブ見学

商業科、国際経済科、情報処理科 11/7 (日) 全日 学校概要の説明、各学科の説明、授業見学、施設見学、クラブ見学　※9/18（土）、9/25（土）からの変更

22-1 22 草津東高等学校 普通科 8/6 (金) 午前① 吹奏楽部演奏、学校説明、在校生の話、動画視聴、個別質問

22-2 普通科 8/6 (金) 午前② 吹奏楽部演奏、学校説明、在校生の話、動画視聴、個別質問

22-3 普通科 8/6 (金) 午後① 吹奏楽部演奏、学校説明、在校生の話、動画視聴、個別質問

22-4 普通科 8/6 (金) 午後② 吹奏楽部演奏、学校説明、在校生の話、動画視聴、個別質問

22-5 体育科 9/5 (日) 午前 学校説明、施設見学、部活動見学、個別質問　※11/13（土）に統合

22-6 普通科、体育科 11/13 (土) 全日 施設見学、部活動見学、個別質問、学校説明動画視聴（希望者対象）

23-1 23 草津高等学校 普通科 8/4 (水) 午前 学校概要説明、学校紹介・進路状況、授業紹介、部活紹介、校舎・クラブ見学（希望者）

23-2 普通科 8/4 (水) 午後 学校概要説明、学校紹介・進路状況、授業紹介、部活紹介、校舎・クラブ見学（希望者）

23-3 普通科 10/9 (土) 午前 学校概要説明、学校紹介・進路状況、授業紹介、部活紹介



体験入学
コード

学校
番号 学校名 学科名 主な内容期日

24-1 24 玉川高等学校 普通科 8/19 (木) 午前 学校概要説明、施設見学、部活動見学、個別質問

24-2 普通科 8/19 (木) 午後 学校概要説明、施設見学、部活動見学、個別質問

24 玉川高等学校 普通科 10/16 (土) 午前 動画による学校説明、施設見学、部活動見学（希望者）　※8/19（木）より変更

24 玉川高等学校 普通科 10/16 (土) 午後 動画による学校説明、施設見学、部活動見学（希望者）　※8/19（木）より変更

25-1 25 湖南農業高等学校 農業科、食品科、花緑科 8/2 (月) 午前 【スタンプラリー方式】農業教科の内容に関する展示と実習の見学（一部体験あり）　※2部に分けて実施

25-2 農業科、食品科、花緑科 9/25 (土) 午前 希望学科の実習体験

25-3 農業科、食品科、花緑科 12/4 (土) 午前 希望学科の実習体験

農業科、食品科、花緑科 12/4 (土) 午後 希望学科の実習体験　※9/25(土）からの変更

25-4 農業科、食品科、花緑科 1/8 (土) 午前 【スタンプラリー方式】農業教科の内容に関する展示と実習の見学（一部体験あり）　※2部に分けて実施

26-1 26 守山高等学校 普通科 8/4 (水) 全日 学校概要説明、生徒活動報告、学校紹介ＤＶＤ視聴、パネルディスカッション、個別相談　※２部に分けて実施

26-2 普通科 10/16 (土) 午後 学校概要説明、授業・校舎見学

27-1 27 守山北高等学校 普通科 8/17 (火) 午前 学校説明会、模擬授業、クラブ活動見学、施設見学、個別質問

27-2 普通科 9/25 (土) 午前 学校説明会、クラブ活動見学、施設見学、個別質問　※中止（別日への変更なし）

28-1 28 栗東高等学校 普通科 8/2 (月) 午前 学校概要説明、生徒会紹介・学校紹介ビデオ視聴、校舎・施設・クラブ見学

28-2 普通科 8/3 (火) 午前 学校概要説明、生徒会紹介・学校紹介ビデオ視聴、校舎・施設・クラブ見学

28-3 美術科 8/2 (月) 午前 美術科概要説明、美術棟見学

28-4 美術科 8/3 (火) 午前 美術科概要説明、美術棟見学

29-1 29 国際情報高等学校 総合学科 8/5 (木) 全日 学校概要説明、授業体験、施設見学、部活動見学・体験（硬式野球）、個別相談

29-2 総合学科 8/6 (金) 全日 学校概要説明、授業体験、施設見学、部活動見学・体験（硬式野球）、個別相談

29-3 総合学科 10/2 (土) 午前 学校概要説明、施設見学、部活動見学、個別相談

29-4 総合学科 11/13 (土) 午前 体験授業、施設見学、部活動見学、個別相談

30-1 30 水口高等学校 普通科 8/20 (金) 午前 学校概要説明、学校生活紹介（ビデオ）、部活動紹介（実演）、進路相談（希望者）

30-2 普通科 8/20 (金) 午後 学校概要説明、学校生活紹介（ビデオ）、部活動紹介（実演）、進路相談（希望者）

30-3 普通科 10/2 (土) 午前 体験授業、部活動見学・体験、施設見学、学校概要説明・進路相談（希望者）　※人数が多い場合は午後も実施

30 水口高等学校 普通科 11/7 (日) 午前 体験授業、部活動見学(体験)、施設見学、学校概要説明・進路相談（希望者）　※10/2（土）より変更

31-1 31 水口東高等学校 普通科 8/7 (土) 午後 学校概要説明、個別質問

31-2 普通科 9/25 (土) 午後 学校概要説明、授業体験、部活動見学、施設見学　※中止（別日の変更なし）

32-1 32 甲南高等学校 総合学科 7/28 (水) 午前 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

32-2 総合学科 7/28 (水) 午後 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

32-3 総合学科 8/2 (月) 午前 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

32-4 総合学科 8/2 (月) 午後 学校概要等説明、各系列ごとの説明、クラブ紹介

32-5 総合学科 11/20 (土) 午前 学校概要等説明、各系列ごとの体験実習、施設見学　※人数が多い場合は午後も実施



体験入学
コード

学校
番号 学校名 学科名 主な内容期日

33-1 33 信楽高等学校 総合学科 8/27 (金) 午後 学校説明会、施設見学と詳細説明、個別質問

33-2 総合学科 11/6 (土) 午後
学校説明会、施設見学と詳細説明、個別質問
※全国募集該当中学生は希望により、紫香楽ヴィラ（宿舎）や「陶芸の森」の案内、個別相談会を実施

34-1 34 野洲高等学校 普通科 8/19 (木) 全日 学校概要説明、授業体験、校舎・施設案内、部活動見学、個別質問会

34-2 普通科 11/7 (日) 全日 学校概要説明、校舎・施設案内、部活動見学、個別質問会

35-1 35 石部高等学校 普通科 8/4 (水) 午前 学校紹介、授業体験、校舎・施設見学、部活動紹介、個別相談

35-2 普通科福祉健康コース 11/6 (土) 午前 学校紹介、福祉健康コース授業体験、校舎・施設見学、部活動紹介、個別相談

36-1 36 甲西高等学校 普通科 8/4 (水) 午前① 学校説明会、クラブ活動見学、個別質問

36-2 普通科 8/4 (水) 午前② 学校説明会、クラブ活動見学、個別質問

36-3 普通科 8/4 (水) 午後① 学校説明会、クラブ活動見学、個別質問

36-4 普通科 8/4 (水) 午後② 学校説明会、クラブ活動見学、個別質問

36-5 普通科 10/2 (土) 午前 クラブ活動見学、学校説明会（希望者）

36 甲西高等学校 普通科 11/6 (土) 午前 クラブ活動見学、学校説明会（希望者）　※10/2（土）からの変更

37-1 37 高島高等学校 普通科、文理探究科 8/4 (水) 午前① 学校概要説明、文理探究科説明、施設見学、部活動見学（希望者）

37-2 普通科、文理探究科 8/4 (水) 午前② 学校概要説明、文理探究科説明、施設見学、部活動見学（希望者）

37-3 普通科、文理探究科 8/4 (水) 午後① 学校概要説明、文理探究科説明、施設見学、部活動見学（希望者）

37-4 普通科、文理探究科 8/4 (水) 午後② 学校概要説明、文理探究科説明、施設見学、部活動見学（希望者）

37-5 普通科、文理探究科 11/6 (土) 午前 学校概要説明、文理探究科説明、施設見学、部活動見学（希望者）

38-1 38 安曇川高等学校 総合学科 8/19 (木) 午前 学校概要説明、各系列の体験授業、施設・部活動見学

38-2 総合学科 8/20 (金) 午前 学校概要説明、各系列の体験授業、施設・部活動見学

38-3 総合学科 10/16 (土) 午前 学校概要説明、希望系列の体験授業、施設・部活動見学

39-1 39 八日市高等学校 普通科 8/19 (木) 午前 学校概要説明、クラブ活動見学、施設見学、個別質問　※２部に分けて実施

39-2 普通科 8/20 (金) 午前 学校概要説明、クラブ活動見学、施設見学、個別質問　※２部に分けて実施

39-3 普通科 11/6 (土) 午前 学校概要説明、模擬授業体験、クラブ活動見学

40-1 40 能登川高等学校 普通科 8/28 (土) 午前 全体説明、校舎見学、部活動見学　※３部に分けて実施

40-2 普通科 11/6 (土) 午前 全体説明、授業見学、部活動見学

41-1 41 八日市南高等学校 農業科、食品科、花緑デザイン科 8/17 (火) 午前 学校概要説明、各学科実習施設の見学、硬式野球部体験入部（希望者）

41-2 農業科、食品科、花緑デザイン科 8/18 (水) 午前 学校概要説明、各学科実習施設の見学、硬式野球部体験入部（希望者）

41-3 農業科、食品科、花緑デザイン科 10/2 (土) 午前 学校概要説明、各学科実習施設の見学・実習体験、硬式野球部体験入部（希望者）

41-4 農業科、食品科、花緑デザイン科 11/6 (土) 午前 学校概要説明、各学科実習施設の見学・実習体験、硬式野球部体験入部（希望者）

41-5 農業科、食品科、花緑デザイン科 1/8 (土) 午前 学校概要説明、各学科実習施設の見学・個別相談会

42-1 42 伊吹高等学校 普通科 8/20 (金) 午前 学校概要説明、体験授業または見学、部活動体験または見学

42-2 普通科 10/2 (土) 午前 学校概要説明、体験授業または見学、部活動体験または見学



体験入学
コード

学校
番号 学校名 学科名 主な内容期日

43-1 43 米原高等学校 普通科、理数科 8/23 (月) 午前 学校概の説明、授業風景の紹介、校舎内見学、部活動見学

43-2 普通科、理数科 8/23 (月) 午後 学校概の説明、授業風景の紹介、校舎内見学、部活動見学

43-3 普通科、理数科 10/16 (土) 午前 学校概の説明、授業風景の紹介、校舎内見学、部活動見学

44-1 44 日野高等学校 総合学科 7/31 (土) 全日 学校概要説明、系列説明、校舎見学、保護者相談会、部活動見学　※午前、午後の計２回実施

44-2 総合学科 10/16 (土) 午前 学校概要説明、系列説明、校舎見学、保護者相談会、部活動見学

45-1 45 愛知高等学校 普通科 8/18 (水) 午前 学校全体説明、校舎案内、コースごとの体験授業

45-2 普通科 8/18 (水) 午後 学校全体説明、校舎案内、コースごとの体験授業

45-3 普通科 10/16 (土) 午後 学校全体説明、授業見学、部活動見学

②-1 ② 大津清陵高等学校（昼間部） 普通科 11/27 (土) 午前 学校概要説明、質疑応答、施設見学

②-2 普通科 10月～１月 午前 ※授業日に数回学校説明会を開催し、授業見学を実施

⑧-1 ⑧ 瀬田工業高等学校（定時制） 機械・電気科 11/12 (金) 18:15～ 学校概要・学習内容説明、学科の特色説明、施設・設備見学、実習見学

⑧-2 機械・電気科 1/14 (金) 18:15～ 学校概要・学習内容の説明、学科の特色の説明、施設・設備の見学、実習の見学

⑫-1 ⑫ 彦根工業高校（定時制） 機械科 ※中学校より連絡があれば、随時見学を実施

㊵-1 ㊵ 能登川高等学校（定時制） 普通科 8/28 (土) 午前 学校説明会、学校紹介ビデオ、校舎内見学、個別懇談会

㊵-2 普通科 11/6 (土) 午前 学校説明会、授業見学、個別懇談会

54-1 54 北大津高等養護学校 しごと総合科 6/26 (土) 午後 授業体験（農業、流通・サービス）

57-1 57 長浜北星高等養護学校 しごと総合科 5/29 (土) 午前 学校概要説明、授業体験

60-1 60 甲南高等養護学校 しごと総合科 6/12 (土) 午前 授業体験（農業、介護、ＨＲ活動等）、学校概要説明（希望者）

60-2 しごと総合科 6/12 (土) 午後 授業体験（農業、介護、ＨＲ活動等）、学校概要説明（希望者）

65-1 65 愛知高等養護学校 しごと総合科 6/26 (土) 午前 学校概要説明、生徒体験発表、体験授業（農業、流通・サービス）　※３班に分けて実施


