2021
オ ープ ン ス クー ル・学 校 説 明 会・体 験 入 学 情 報
※2020年6月時点の情報を取りまとめています
※イベントの日程、内容は変更になる場合がございます。詳しくは各学校にお尋ねください
※この情報の公開は9月までを予定しています

県立高校
県立高校

学校名

住所／電話

開催日時

イベント概要

ホームページアドレス

済々黌高等学校

熊本市中央区黒髪2-22-1
096-343-6195

開催なし

熊本高等学校

熊本市中央区新大江1-8
096-371-3611

9月5日㈯予定（決まり次第学校HPに掲載）

第一高等学校

熊本市中央区古城町3-1
096-354-4933

開催なし

https://sh.higo.ed.jp/dai1sh/

第二高等学校

熊本市東区東町3-13-1
096-368-4125

開催なし

https://kumamoto-d2hs.ed.jp/

熊本西高等学校

熊本市西区城山大塘5-5-15
096-329-3711

8月6日㈭9:00〜12:00

熊本北高等学校

熊本市北区兎谷3-5-1
096-338-1110

2学期以降見学等できるよう機会を検討中

東稜高等学校

熊本市東区小峯4-5-10
096-369-1008

8月3日㈪7:00〜21:00

オンラインによる学校説明会

https://sh.higo.ed.jp/touryo/

湧心館高等学校

熊本市中央区出水4-1-2
096-364-4643

8月7日㈮9:00〜12:00

学校説明、模擬授業

https://sh.higo.ed.jp/yusinkan/

熊本商業高等学校

熊本市中央区神水1-1-2
096-384-1551

開催なし

学校紹介DVD配布予定

https://sh.higo.ed.jp/kumamoto-ch/

熊本工業高等学校

熊本市中央区上京塚町5-1
096-383-2105

8月18日㈫・19日㈬・20日㈭8:45〜12:00

学校・学科・部活動紹介、キャンパス案内

https://sh.higo.ed.jp/kumakoths/

熊本農業高等学校

熊本市南区元三町5-1-1
096-357-8800

10月10日㈯9:00〜12:00

授業見学、各科体験

https://sh.higo.ed.jp/kumanou/

宇土高等学校

宇土市古城町63
0964-22-0043

8月6日㈭・7日㈮9:30〜10:00、10:30〜11:00

学校説明会

https://sh.higo.ed.jp/utosh/

松橋高等学校

宇城市松橋町久具300
0964-32-0511

8月5日㈬9:00〜12:30

学校紹介、学科・コース体験、部活動観覧

https://sh.higo.ed.jp/matsubasesh/

小川工業高等学校

宇城市小川町北新田770
0964-43-1151

7月18日㈯10:30〜15:25

学校説明会、学科見学・体験

https://sh.higo.ed.jp/ogawa-th/

御船高等学校

上益城郡御船町木倉1253
096-282-0056

8月6日㈭・7日㈮9:00〜11:00

学校紹介、研究発表、各科体験

https://sh.higo.ed.jp/mifunesh/

甲佐高等学校

上益城郡甲佐町横田327
096-234-0041

8月8日㈯9:00〜12:15

学校紹介、体験学習、部活動体験

https://sh.higo.ed.jp/kousa/

矢部高等学校

上益城郡山都町城平954
0967-72-0024

8月18日㈫9:00〜11:20

野菜の糖度測定、木工体験、ドローン実演

https://sh.higo.ed.jp/yabesh/

岱志高等学校

荒尾市荒尾2620-1
0968-63-0384

9月12日㈯9:00〜12:00

学校案内、コース・入試説明、校内見学

https://sh.higo.ed.jp/taishi/

玉名高等学校

玉名市中1853
0968-73-2101

8月29日㈯9:00〜10:00・11:00〜12:00

学校紹介

https://sh.higo.ed.jp/tamana/

玉名工業高等学校

玉名市岱明町下前原368
0968-73-2215

8月1日㈯8:30〜

学校紹介、各科見学・体験、在校生の話

https://sh.higo.ed.jp/tamanath/

北稜高等学校

玉名市立願寺247
0968-73-2123

8月29日㈯9:00〜12:00

ワークショップ、体験講座、部活動見学

https://sh.higo.ed.jp/hokuryo/

鹿本高等学校

山鹿市鹿校通3-5-1
0968-44-5101

8月20日㈭9:00〜12:00

学校紹介、授業体験、校内見学

https://sh.higo.ed.jp/kamoto/

鹿本商工高等学校

山鹿市鹿本町御宇田312
0968-46-3191

8月19日㈬・8月21日㈮9:00〜12:40

学校紹介、授業体験、部活動見学

https://sh.higo.ed.jp/kasyoko/

鹿本農業高等学校

山鹿市鹿本町来民2055
0968-46-3101

8月18日㈫9:00〜12:10

体験入学

https://sh.higo.ed.jp/kamotono/

菊池高等学校

菊池市隈府1332-1
0968-25-3175

8月21日㈮8:50〜12:00

学校説明、体験授業、部活動見学

https://sh.higo.ed.jp/kikuchih/

菊池農業高等学校

菊池市泗水町吉富250
0968-38-2621

9月26日㈯13:40〜15:30

学科紹介、学科体験

https://sh.higo.ed.jp/kikuno/

大津高等学校

菊池郡大津町大字大津1340
096-293-2751

小中学校区ごとに説明会を開催

https://sh.higo.ed.jp/oozu/

http://seiseiko.ed.jp/

公開授業

学校・部活動紹介、各種体験

https://sh.higo.ed.jp/kumamoto/

https://sh.higo.ed.jp/kumanishi/

https://sh.higo.ed.jp/kitash/

県立高校

学校名

住所／電話

開催日時

イベント概要

翔陽高等学校

菊池郡大津町室1782
096-293-2055

8月19日㈬9:00〜12:30

全体会、学校案内

阿蘇中央高等学校
＜阿蘇校舎＞

阿蘇市一の宮町宮地2460
0967-22-0070

開催なし

https://sh.higo.ed.jp/asochuohs/

阿蘇中央高等学校

阿蘇市一の宮町宮地4131
0967-22-0045

開催なし

https://sh.higo.ed.jp/asochuohs/

小国高等学校

阿蘇郡小国町宮原1887-1
0967-46-2425

8月18日㈫13:00〜16:00

高森高等学校

阿蘇郡高森町高森1557
0967-62-0185

未定

八代高等学校

八代市永碇町856
0965-33-4138

8月18日㈫8:40〜12:20

学校・部活動紹介、体験授業、在校生発表

https://yatsushirohighschool.com/

八代清流高等学校

八代市渡町松上1576
0965-35-5455

9月26日㈯9:00〜11:45・12:15〜15:00

学校紹介、スタンプラリー、部活動見学

https://sh.higo.ed.jp/yatsusei/

八代東高等学校

八代市鷹辻町4-2
0965-33-1600

8月29日㈯9:00〜11:30

体験学習、部活動見学

https://sh.higo.ed.jp/yatsue/

八代工業高等学校

八代市大福寺町473
0965-33-2663

8月22日㈯9:00〜16:30

各科体験実習、校内見学、部活動見学

https://sh.higo.ed.jp/yatuths/

八代農業高等学校

八代市鏡町鏡村129
0965-52-0076

8月1日㈯・9月19日㈯9:00〜（1時間程度）

学校、学科紹介

https://sh.higo.ed.jp/yatsuno/

八代農業高等学校
＜泉分校＞

八代市泉町柿迫3636
0965-67-2012

8月1日㈯9:10〜11:15

学校説明、教育活動・部活動紹介、
校舎内外の散策

https://sh.higo.ed.jp/yatsuno/

天草高等学校

天草市本渡町本渡557
0969-23-5533

未定

牛深高等学校

天草市久玉町1216-5
0969-73-3105

7月27日㈪〜8月31日㈫

学校HPに体験入学特設サイトを開設

https://sh.higo.ed.jp/ushikou/

天草工業高等学校

天草市亀場町亀川38-36
0969-23-2330

8月8日㈯9:00〜16:30

学校紹介、部活動見学、実習見学・体験

https://sh.higo.ed.jp/amakusaths/

天草拓心高等学校
＜本渡校舎＞

天草市本渡町本戸馬場495
0969-23-2141

8月7日㈮9:00〜11:40

学校紹介、学科体験など

https://sh.higo.ed.jp/amakusatakushin/

天草拓心高等学校
＜マリン校舎＞

天草郡苓北町富岡3757
0969-35-1155

8月4日㈫9:00〜12:30

学校・学科紹介、施設・設備見学、体験学習

https://sh.higo.ed.jp/amakusatakushin/

上天草高等学校

上天草市大矢野町中5424
0964-56-0007

8月4日㈫9:00〜12:30

学校説明会、学科体験

https://sh.higo.ed.jp/kamiamakusa/

水俣高等学校

水俣市洗切町11-1
0966-63-1285

8月20日㈭8:30〜12:00

学校紹介、SGH研究発表、体験学習、交流会

https://sh.higo.ed.jp/mina/

芦北高等学校

葦北郡芦北町乙千屋20-2
0966-82-2034

8月8日㈯8:50〜11:50

学校紹介、学科体験学習、部活動紹介

https://sh.higo.ed.jp/ashikita/

人吉高等学校

人吉市北泉田町350
0966-22-2261

7月18日㈯・19日㈰9:05〜11:40

オープンスクール

https://sh.higo.ed.jp/hitoyoshi-z/

人吉高等学校
＜五木分校＞

球磨郡五木村甲2672-61
0966-37-2877

8月8日㈯9:00〜11:00

体験入学

https://sh.higo.ed.jp/itsukish/

球磨工業高等学校

人吉市城本町800
0966-22-4189

7月18日㈯9:00〜12:00

工業各科の実習紹介

https://sh.higo.ed.jp/kuma-ths/

球磨中央高等学校

球磨郡錦町西192
0966-38-2052

8月1日㈯・2日㈰9:10〜11:40

学校紹介、体験授業、部活動紹介

https://sh.higo.ed.jp/kumachuo/

南稜高等学校

球磨郡あさぎり町上北310
0966-45-1131

8月1日㈯・2日㈰8:25〜10:20

学科及びコースの体験学習

https://sh.higo.ed.jp/nanryou/

イベント概要

＜阿蘇清峰校舎＞

学校紹介、体験授業、在校生の声

ホームページアドレス
https://sh.higo.ed.jp/shoyo/

https://sh.higo.ed.jp/ogunish/

https://sh.higo.ed.jp/takamorish/

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/

熊本市立
熊本市立

学校名

住所／電話

開催日時

ホームページアドレス

必由館高等学校

熊本市中央区坪井4-15-1
096-343-0236

未定

千原台高等学校

熊本市西区島崎2-37-1
096-355-7261

8月5日㈬午前中

学校説明、授業体験、部活動見学

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/
sch/h/chiharadai/

ホームページアドレス

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/
school/h/hitsuyukan/

国立高専
国立高専

学校名

住所／電話

開催日時

イベント概要

熊本高等専門学校
＜熊本キャンパス＞

合志市須屋2659-2
096-242-6197

8月21日㈮・22日㈯9:00〜16:30

学校・学科説明、施設見学、寮見学

https://kumamoto-nct.ac.jp/

熊本高等専門学校
＜八代キャンパス＞

八代市平山新町2627
0965-53-1331

8月22日㈯・23日㈰

学校説明、施設見学

https://kumamoto-nct.ac.jp/

私立高校
私立高校

学校名

住所／電話

開催日時

イベント概要

九州学院高等学校

熊本市中央区大江5-2-1
096-364-6134

10月17日㈯13:00〜15:30

学校紹介、入試説明、
学校生活・部活動紹介

鎮西高等学校

熊本市中央区九品寺3-1-1
096-364-8176

8月23日㈰14:00〜15:30

オープンスクール

9月27日㈰・10月24日㈯・11月29日㈰9:15〜11:00

学校説明会

文徳高等学校

熊本市西区池田4-22-2
096-354-6416

7月〜10月の開校日9:00〜17:00

学校見学会

真和高等学校

熊本市中央区九品寺3-1-1
096-366-6177

9月20日㈰・11月15日㈰10:00〜

入試説明会

開新高等学校

熊本市中央区大江6-1-33
096-366-1201

9月以降に開催予定

熊本学園大学付属
高等学校

熊本市中央区大江2-5-1
096-371-2551

8月30日㈰8:30〜16:30

オープンキャンパス

11月23日（月・祝）10:00〜12:00・13:00〜15:30

学校説明会

ルーテル学院高等学校

熊本市中央区黒髪3-12-16
096-343-3246

学校ホームページで告知

尚絅高等学校

熊本市中央区九品寺2-6-78
096-366-0295

8月8日㈯・8月23日㈰9:30〜11:30

ミニ学校説明会

9月6日㈰・10月3日㈯9:30〜11:30

オープンスクール

10月16日㈮・12月4日㈮・12月17日㈭18:30〜

ナイト説明会

11月8日㈰・11月14日㈯・11月28日㈯9:30〜

入試説明会

熊本市中央区大江4-9-58
096-366-0128

8月9日㈰・9月5日㈯8:30〜12:00

学校見学

11月8日㈰・11月21日㈯10:00〜12:00

入試説明会

熊本市中央区国府2-15-1
096-366-1276

8月29日㈯午前・午後

学校見学会

9月19日㈯午前

学校説明会

熊本マリスト学園
高等学校

熊本市東区健軍2-11-54
096-368-2131

8月29日㈯10:00〜11:30

学校紹介

東海大学付属熊本星翔
高等学校

熊本市東区渡鹿9-1-1
096-382-1146

8月5日㈬・6日㈭・7日㈮・18日㈫・19日㈬・20日㈭
9:00〜12:00

施設見学、個別相談、資料配布

熊本信愛女学院
高等学校

熊本市中央区上林町3-18
096-354-5355

7月19日㈰10:00〜

オンライン学校説明会

8月1日㈯・8月8日㈯・9月5日㈯・9月19日㈯・10月3日㈯

学校説明会

8月20日㈭19:00〜20:00

ナイト説明会

9月13日㈰10:00〜12:00

体験入学

11月14日㈯・21日㈯10:00〜12:00

入試問題解説会

12月12日㈯・19日㈯11:00〜12:00

入試対策講座

熊本市中央区内坪井町4-8
096-354-2333

7月23日（木・祝）
・8月4日㈫・9月13日㈰9:00〜16:00

オープンスクール

11月14日㈯9:00〜12:00

入試説明会

八代白百合学園
高等学校

八代市井上町727-1
0965-32-2354

7月23日（木・祝）10:00〜12:00
8月1日㈯14:00〜16:00、8月8日㈯14:00〜16:00

学校説明、体験入学、入試説明など

秀岳館高等学校

八代市興国町1-5
0965-33-5134

9月19日㈯9:00〜16:00

オープンスクール

玉名女子高等学校

玉名市岩崎1061
0968-72-5161

7月23日（木・祝）9:00〜12:00・13:00〜16:00

オープンスクール

10月3日㈯9:00〜13:00

学校説明会

11月1日㈰9:00〜13:00

入試説明会

慶誠高等学校

熊本国府高等学校

熊本中央高等学校

ホームページアドレス
http://www.kyugaku.ed.jp/

http://www.chinzei.ed.jp/

http://www.buntoku-h.ed.jp/

http://www.shinwa.ed.jp/

http://www.kaishin.ed.jp/

http://www.kumagaku-h.ed.jp/

http://www.luther.ed.jp/

有明高等学校

荒尾市増永2200
0968-63-0545

未定

菊池女子高等学校

菊池市隈府1081
0968-25-3032

8月9日㈰・9月13日㈰・10月25日㈰9:00〜12:00

学校紹介、各科体験

専修大学玉名高等学校

玉名市岱明町野口1046
0968-72-4151

8月22日㈯9:30〜12:30

体験授業、部活動体験、
保護者対象説明会

城北高等学校

山鹿市志々岐798
0968-44-8111

8月30日㈰・9月27日㈰10:00〜12:00

オープンスクール

https://www.shokei-gakuen.ac.jp/jh-hs/

http://www.keisei-h.ed.jp/

http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp/

http://www.marist.ed.jp/

https://www.seisho.tokai.ed.jp/

http://www.kumamoto-shin-ai.ed.jp/

https://kasumigakuen.jp/

https://www.yatsushiro-shirayuri.ed.jp/

https://syugakukan.ed.jp/

http://www.tamanajoshi-h.ed.jp/

https://ariake-hs.ed.jp/

http://www.kikuchijoshi.ac.jp/

http://www.senshu.ac.jp/

http://johoku-hs.ed.jp/

私立高校（福岡）
学校名

福岡

明光学園高等学校

住所／電話

開催日時

イベント概要

大牟田市倉永170
0944-58-0907

8月22日㈯10:00〜11:30、9月25日㈮19:00〜20:30、
10月24日㈯10:00〜11:30、11月13日㈮19:00〜20:30

学校説明会・相談会

10月4日㈰・11月8日㈰9:30〜12:30

オープンスクール

イベント概要

ホームページアドレス
https://meiko.p-kit.com/

私立高校（宮崎）
宮崎

学校名

住所／電話

開催日時

日章学園九州国際
高等学校

えびの市榎田363
0984-35-3500

7月18日㈯・8月4日㈫・8月28日㈮・9月19日㈯・10月10日㈯・ オープンスクール
10月18日㈰・11月7日㈯・12月19日㈯・1月9日㈯・
2月12日㈮・3月13日㈯10:00〜11:30

ホームページアドレス
http://www.nissho.ac.jp/nkih/

通信制高校／サポート校・技能連携校
通 信 制 高 校 ／ サ ポ ー ト 校・技 能 連 携 校

学校名

住所／電話

開催日時

イベント概要

ホームページアドレス

志成館高等学院

熊本市中央区大江本町7-3
0120-08-3730

7月11日㈯・8月22日㈯・9月19日㈯・10月25日㈰・
11月14日㈯・1月9日㈯・2月13日㈯14:00〜16:00

個別説明、校舎見学、模擬授業、
パソコン体験

https://www.siseikan.net/

未来高等学校
熊本学習センター

熊本市中央区神水1-15-9
096-285-7461

随時

学校説明、個別相談

https://mirai-hs.com/

クラーク記念国際高等
学校 熊本キャンパス

熊本市中央区新大江1-27-2
096-327-8323

7月18日㈯14:00〜16:00・7月23日（木・祝）10:00〜12:00
8月2日㈰10:00〜12:00・8月23日㈰10:00〜12:00
9月12日㈯10:00〜12:00・10月11日㈰10:00〜12:00
10月25日㈰10:00〜12:00

学校説明会

7月23日
（木・祝）
・8月2日㈰・8月23日㈰13:30〜15:30

オープンキャンパス

KTCおおぞら高等学院
熊本キャンパス

熊本市中央区新市街7-19
096-355-2139

7月18日㈯・8月1日㈯・8月29日㈯・9月26日㈯・10月24日㈯
14:00〜15:30

学校紹介、体験授業、個別相談

一ッ葉高等学校
熊本キャンパス

熊本市中央区水道町5-21-6F
096-212-5250

7月13日㈯・8月4日㈫・8月21日㈮・8月29日㈯・10月17日㈯・ 学校紹介、体験授業、在校生との交流
11月14日㈯・12月19日㈯10:00〜13:00

https://www.hitotsuba.ed.jp/

ヒューマンキャンパス
高等学校
熊本学習センター

熊本市中央区水通町3-22
第7ロータリービル3階
096-285-6868

7月4日㈯・7月18日㈯・8月8日㈯・8月22日㈯
10:00〜12:00・13:00〜15:00

オープンスクール

https://www.hchs.ed.jp/

勇志国際高等学校
熊本学習センター

熊本市中央区九品寺2-1-24
熊本九品寺ビル1階
0120-5931-35

7月18日㈯・8月1日㈯・8月22日㈯・8月29日㈯
13:00〜15:00

オープンスクール、学校説明会

https://www.yushi-kokusai.jp/

https://www.clark.ed.jp/

https://www.ktc-school.com/

高等専修学校
高等専修学校

学校名

住所／電話

開催日時

イベント概要

九州技術教育専門学校
＜熊本校＞

熊本市中央区細工町5-35-1
096-211-0181

7月11日㈯10:00〜12:30、8月22日㈯10:00〜12:30、
10月10日㈯10:00〜12:30、12月12日㈯13:30〜16:00

オープンキャンパス

11月7日㈯13:00〜15:00

学校説明会、個別相談会

九州技術教育専門学校
＜人吉校＞

人吉市駒井田町216-12
0966-22-3412

8月8日㈯13:30〜16:00、9月12日㈯13:30〜16:00、
10月24日㈯13:30〜16:00、12月19日㈯13:30〜16:00

オープンキャンパス

11月14日㈯13:00〜15:00

学校説明会、個別相談会

イベント概要

ホームページアドレス
https://www.ktec.ac.jp/

https://www.ktec.ac.jp/

私立中学
私立中学

学校名

住所／電話

開催日時

ルーテル学院中学校

熊本市中央区黒髪3-12-16
096-343-3246

学校ホームページで告知

※2020年6月時点の情報を取りまとめています
※イベントの日程、内容は変更になる場合がございます。詳しくは各学校にお尋ねください
※この情報の公開は9月までを予定しています

ホームページアドレス
http://www.luther.ed.jp/
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