2022

私にあった
学びをさがす

10月10日

10：00〜16：15

私学のいろ
んなこと 、
このフェス
タでいっぱ
い見て
聞いて知っ
てネ 。

広島国際会議場

付近には駐車場が多くありませんので、
公共交通機関をご利用ください。

広島市中区中島町1-5

みてみて
すごいよ！

観ようステージ［クラブ・学習発表］

どんな
学校？

聞こうコーナー［学校紹介］

もっと
知りたい！

知ろうコーナー［学校案内配布・制服展示］

ちょっと
みてみて！

映像コーナー［学校PV放映］

いっぱい
話して！

話そうコーナー ［個別相談］

【参加 校】 修 道、修大 協創、崇 徳、広陵、山陽、瀬 戸内、桜が丘、進徳女子、安田女子、比 治山女子、広島女学院、ノートルダム清心、広島工 大高、広島なぎさ、広島学院、広島城 北、
AICJ、広島文教、翔洋、国際学院、山陽女学園、広島新庄、清 水ヶ丘、呉青山、呉 港、武田、三育学院、如水 館、尾 道、盈 進、暁の星女子、近 大附 福山、近 大附東 広島、
銀 河学院、英 数学館、東林 館、並木学院、並木学院 福山

http://h-shigaku.sakura.ne.jp

2022私学フェスタ

※開催の有無については、私学フェスタのホームページ上でお知らせします

主催：広島県私立中学高等学校協会

お問い合わせ／広島県私立中学高等学校協会事務局 TEL（082)241-2805
後援／広島県、広島県私立小学校協会、NHK広島放送局、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、
テレビ新広島、広島エフエム放送、中国新聞社

観ようステージ

10：15〜14：40

【クラブ・学習発表】

【参加校】
17校

10:15

比治山女子中学・高等学校

12:45

広島女学院中学高等学校

10:30

翔洋高等学校

13:00

広島県瀬戸内高等学校

広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校

13:15

修道中学校・修道高等学校

13:30

広陵高等学校

広島なぎさ中学校・高等学校

13:45

武田中学校 高等学校

山陽女学園中等部・高等部

14:00

広島桜が丘高等学校

広島新庄中学・高等学校

14:15

安田女子中学高等学校

広島国際学院中学校・高等学校

14:30

並木学院高等学校

10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:30

吹奏楽部による演奏「比治っ娘ブラス2022」
吹奏楽部による演奏
吹奏楽部による演奏

スクールバンド班による演奏「吹奏楽ミニコンサート」
管弦楽部による演奏「心に響け！Nオケミュージック」
管弦楽部によるオーケストラ演奏
吹奏楽部による演奏
吹奏楽部による演奏

山陽高等学校
和太鼓部

吹奏楽部とチアリーディング部“T WINKLES”のコラボレーション

広島文教大学附属高等学校
ダンス部によるダンスパフォーマンス
ダンス部によるダンスパフォーマンス

フラダンス同好会による「フラガールズショー」
和太鼓部による和太鼓演奏

ダンス部によるダンスパフォーマンス
アニマルクラスによる学習発表「ドッグトレーニング」

※予定している内容や出演時間については、変更になることがあります。
ホームページでご確認ください。各校の出演は約10分です。

山陽太鼓“弾”による「舞和勢！〜mawase〜」

聞こうコーナー

新体操部による演技発表

10：30〜16：05

【学校紹介】

【参加校】
28校

中 学 校・高 等 学 校
会場Ⅰ：コスモス①
山陽女学園中等部・高等部

ノートルダム清心中・高等学校
広島城北中・高等学校
修道中学校・修道高等学校

広島女学院中学高等学校
比治山女子中学・高等学校

11:30
11:50
12:10

14:50
15:10
15:30
15:50

広陵高等学校

（休憩）
広島国際学院中学校・高等学校
二 回 目

14:30

広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校
広島三育学院中学校・高等学校

広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校
崇徳中学校・高等学校
広陵高等学校
山陽高等学校
広島県瀬戸内高等学校
広島桜が丘高等学校
進徳女子高等学校
安田女子中学高等学校
比治山女子中学・高等学校
広島女学院中学高等学校
ノートルダム清心中・高等学校
広島工業大学高等学校
広島なぎさ中学校・高等学校
広島学院中学校・高等学校

崇徳中学校・高等学校
広島なぎさ中学校・高等学校

【参加校】31校

10：00〜16：00

ＡＩＣＪ中学・高等学校
広島文教大学附属高等学校
広島翔洋高等学校
広島国際学院中学校・高等学校
山陽女学園中等部・高等部
広島新庄中学・高等学校

並木学院高等学校
進徳女子高等学校
山陽高等学校
清水ヶ丘高等学校
広陵高等学校

10:50
11:10
11:30

（休憩）

12:30

13:30
13:50
14:10

広島翔洋高等学校
広島文教大学附属高等学校

12:10

13:10

広島工業大学高等学校
広島県瀬戸内高等学校

11:50

12:50

広島桜が丘高等学校

広島桜が丘高等学校
広島工業大学高等学校
広島翔洋高等学校
広島県瀬戸内高等学校
広島文教大学附属高等学校

※開始時間は予定時間です。都合により前後することがあります。
※1回のみ出演する学校と2回出演する学校とがありますので、
ご注意ください。

・
知ろうコーナー 【学校案内配布
制服展示】

清水ヶ丘高等学校

映像コーナー【学校PV放映】
修道中学校・修道高等学校
広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校
広陵高等学校

呉青山中学・高等学校

山陽高等学校

武田中学校 高等学校
広島三育学院中学校・高等学校
如水館中学高等学校
福山暁の星女子中学・高等学校
近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校
英数学館中学校・高等学校
並木学院高等学校

広島県瀬戸内高等学校
広島桜が丘高等学校
進徳女子高等学校
安田女子中学高等学校
比治山女子中学・高等学校
広島女学院中学高等学校
ノートルダム清心中・高等学校
広島工業大学高等学校【通信課程】

会場係 【受付・案内】

【参加校】11校

10：00〜16：00

広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校

ＡＩＣＪ中学・高等学校

山陽高等学校

広島文教大学附属高等学校

広島県瀬戸内高等学校

広島国際学院中学校・高等学校

広島桜が丘高等学校

山陽女学園中等部・高等部

比治山女子中学・高等学校

並木学院高等学校

【参加校】
38校

10：00〜16：00

令和5年度の生徒募集を行う県内私立中学校・高等学校のブースがあり、
38校の資料がそろっています。
うち30校は制服も展示しています。
係員のいるところは、
質問もできますよ。

崇徳中学校・高等学校

広島城北中・高等学校

広島なぎさ中学校・高等学校

（休憩）

会場Ⅳ：ラン②
（準備）

広島新庄中学・高等学校

話そうコーナー 【個別相談】
修道中学校・修道高等学校

山陽高等学校

如水館中学高等学校

広島なぎさ中学校・高等学校

14:10

進徳女子高等学校
清水ヶ丘高等学校

ＡＩＣＪ中学・高等学校

13:10

並木学院高等学校

広島三育学院中学校・高等学校

崇徳中学校・高等学校

12:50

13:50

広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校

広島新庄中学・高等学校

12:30

13:30

武田中学校 高等学校

開始
10:30

二 回 目

二 回 目

山陽女学園中等部・高等部

11:10

（準備）

二 回 目

広島学院中学校・高等学校
（休憩）

近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校

10:50

会場Ⅲ：ラン①

一 回 目

比治山女子中学・高等学校

広島国際学院中学校・高等学校

10:30

一 回 目

一 回 目

広島女学院中学高等学校

高等学校
会場Ⅱ：コスモス②
一 回 目

安田女子中学高等学校

開始

広島なぎさ中学校・高等学校

【参加校】29校

10：00〜16：00

ＡＩＣＪ中学・高等学校
広島文教大学附属高等学校
広島翔洋高等学校
広島国際学院中学校・高等学校
清水ヶ丘高等学校
呉青山中学・高等学校
武田中学校 高等学校
広島三育学院中学校・高等学校
如水館中学高等学校
盈進中学高等学校
福山暁の星女子中学・高等学校
近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校
銀河学院中・高等学校
並木学院高等学校

広島城北中・高等学校

開始時間や参加校、内容等は変更になることがあり
ます。事前にホームページでご確認ください。また、コ
ロナ感染防止対策として、マスク着用をお願いしてお
りますので、ご協力ください。

