
　２　高等学校 （２１校）

課程 男女 　学　 　　科 学則定員

（500-8053） 058-265-7571

岐阜市鶯谷町7 058-266-5485

（500-8765） 058-245-3621

岐阜市野一色4-17-1 058-248-5723

（500-8765） 058-246-2956

岐阜市野一色4-17-1 058-247-9941

（500-8741） 058-271-0345

岐阜市正法寺町33 058-275-0280

（500-8288） 058-271-5451

岐阜市中鶉1-50 058-271-5453

（501-2565） 058-229-1102

岐阜市福富201 058-229-3029

（501-6002） 058-245-2670

羽島郡岐南町三宅1-130 058-247-9481

（501-0407） 058-324-2161

本巣市仏生寺884-7 058-324-7599

（503-0015） 0584-81-7323

大垣市林町6-5-2 0584-81-7325

（505-0027） 0574-26-7181

美濃加茂市本郷町7-6-60 0574-25-9048

（509-0237） 0574-64-3211

可児市桂ケ丘1-1 0574-64-3214

（507-0072） 0572-27-2547

多治見市明和町1-18 0572-29-4390

（509-6102） 0572-66-3111

瑞浪市稲津町萩原1661 0572-66-3100

全 0572-68-4501

（509-6101） 　  0572-68-4635

瑞浪市土岐町7074-1 通 0572-66-1255

　  0572-66-1256

（506-0059） 0577-32-2590

高山市下林町353 0577-33-9911

（501-0706） 0585-54-2055
揖斐郡揖斐川町西津汲481－3 0585-54-2083

学校法人 廣池学園

学校法人 安達学園

学校法人 飛騨学園

学校法人 美濃加茂学園

学校法人 帝京大学

学校法人 溪泉学園

学校法人 聖マリアの無原罪学園

学校法人 松翠学園

学校法人 松翠学園

学校法人 富田学園

学校法人 富田学園

学校法人 岐阜済美学院

学校設置
認可年月日

（郵便番号）
所　　在　　地

電話番号
ＦＡＸ番号

普通 900 昭37. 8.20

通 男女 普通 1,000 平23. 9.14

男女 普通

15 高山西高等学校 下屋 浩実 全 男女

630麗澤瑞浪高等学校 藤田 知則 全 男女 昭35. 2.20

14 中京高等学校 和田　尚

全 男女 普通・商業 2,160 昭37.12.28

13 普通

570 昭63. 1.13

12 多治見西高等学校 鈴木 康博 全 男女
普通・商業・被服・
音楽

1,080 昭23. 4. 1

11 帝京大学可児高等学校 加藤 昭二 全 男女 普通

2,100 昭38. 1.23

10 美濃加茂高等学校 赤﨑 耕二 全 男女 普通・商業 1,350 昭48. 3.30

9 大垣日本大学高等学校 古田 健二 全 男女 普通学校法人 大垣日本大学学園

1,140 昭37. 2. 3

8 岐阜第一高等学校 松本 博文 全 男女 普通・工業 1,500 昭33. 3.17

7 岐阜女子高等学校 松本 文夫 全 女 普通・食物・家庭

1,680 昭37.12.28

6 聖マリア女学院高等学校 信条　希望 全 女 普通 480 昭38. 3. 1

5 岐阜聖徳学園高等学校 髙木　俊明 全 男女 普通・商業学校法人 聖徳学園

昭32. 3.30

4 済美高等学校 鹿野 孝紀 全 男女
普通・商業・保育・
衛生看護

1,890 昭23. 4. 1

普通・国際・商業 1,650 昭23. 4. 1

3 岐阜東高等学校 黒田 誠二 全 男女 普通 1,200

普通・音楽学校法人 佐々木学園 1,245 昭23. 4. 1

2 富田高等学校 米田　聡 全 男女

番号 名　　　称 校　長
　学  校  規  模

設　　置　　者

1 鶯谷高等学校 横山　豊 全 男女

75 令3.12.2716 西濃学園高等学校 学校法人 西濃学園 太田　勝也 全

1 



課程 男女 　学　 　　科 学則定員

（500-8238） 058-240-3335

岐阜市細畑1-10-14 058-240-4455

（500-8407） 058-265-1666

岐阜市高砂町2-8 058-264-7000
（500-8856） 058-251-8181
岐阜市橋本町3-9 058-251-8488
（503-0883） 0584-78-7244
大垣市清水町65 0584-81-5158
（503-0887） 0584-82-6611
大垣市郭町3-209 0584-71-8545

男女 普通 240 平30.3.2721 西濃桃李高等学校 学校法人 福田学園 澤藤　哲也 通

学校法人 石井学園

学校法人 電波学園

学校法人 平野学園 450 平26.12. 120 清凌高等学校 平野 宏司 通 男女 普通

平19.11.19

19 ぎふ国際高等学校 柴田 一弘 通 男女 普通 720 平20. 9.29

17 城南高等学校 林　博康 通 男女 普通・調理・製菓 480

　学  校  規  模 学校設置
認可年月日

番号 名　　　称
（郵便番号）

所　　在　　地
電話番号
ＦＡＸ番号

設　　置　　者 校　長

男女 普通・調理 480 平28.11. 118 啓晴高等学校 学校法人 石井学園 那須　明彦 通

2 


