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推 薦 入 学 試 験 要 項 

１．募集人員 商業科（男女） ＜募集人員の８０％以内＞ 

２．出願資格 中学校長が推薦する本校専願の者で下記の(1)から(3)のいずれかに該当する者。 

（１）令和４年３月に中学校又はこれに準ずる学校を卒業見込の者。 

（２）中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者。 

（３）学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者。 

３．出願受付 令和４年１月１２日（水）～１月１４日（金） 

 午前９時～午後４時 

 郵送の場合は、受付期間最終日の受付時間内に必着のこと。 

４．出願書類 （１）入学志願票（本校所定の様式） 

   入学志願票用紙は各中学校の請求により交付する。 

（２）調査書 

   県立高校入学者選抜要項内『調査書作成上の注意』に従い作成すること。 

（３）奨学生推薦書 

（４）奨学生選考願 

（５）受験料 5,000円（現金または郵便為替） 

５．試験日 令和４年１月２０日（木） 受付時間 午前７時３０分～８時２５分 

６．試験内容 ・基礎学力試験 ８：４５～ ９：３５【50分】 

国語、数学、英語の学力検査で中学校の履修範囲内から出題する。 

・作 文    ９：４５～１０：１５【30分】 

  当日与えられた複数の課題から選択し、４００字程度でまとめる。 

・面接試験  １０：２５～１１：５５ 

７．合格発表 令和４年 1月２５日（火）午前 9時 各中学校長宛に通知する。 

合格者番号の本校ホームページへの掲示は一般前期・特別併願入学試験の合格発

表時に併せて行う。 

８．入学手続 令和４年１月２５日（火）～１月２８日（金） 午前 9時～午後４時 

以下の書類を期間内に事務窓口へ提出し、手続を完了させること。 

（１） 誓約・在学保証書（本校所定の様式） 

（２） 入学する者の住民票 

（３） 保護者のマイナンバーカード又は通知カードの写し 

（４） 保護者の令和 3年度所得課税証明書 

※提出された書類等は返還しない。 

９．入学諸納金 入学金 40,000円および施設設備費 40,000円を免除する。 

10．その他 ・受験にあたって、特に考慮する必要のある者については、事前に学校長へ 

 その旨を連絡すること。 

・病気、交通事情、その他の事由で学力検査等を受験できなかった者については、 

 事情調査の上、学校長が適切な方法により試験を行うことがある。 

・感染症等の状況により、面接試験を行わない場合がある。 

 

 

 



一 般 前 期 入 学 試 験 要 項 

１．募集人員 商業科（男女） １４０名 

２．出願資格 下記の(1)から(3)のいずれかに該当する者。 

（１）令和４年３月に中学校又はこれに準ずる学校を卒業見込の者。 

（２）中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者。 

（３）学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者。 

３．出願受付 令和４年１月２４日（月）～１月２８日（金） 

 午前９時～午後４時 

 郵送の場合は、受付期間最終日の受付時間内に必着のこと。 

４．出願書類 （１）入学志願票（本校所定の様式） 

   入学志願票用紙は各中学校の請求により交付する。 

（２）調査書 

   県立高校入学者選抜要項内『調査書作成上の注意』に従い作成すること。 

（３）受験料 7,000円（現金または郵便為替） 

５．試験日 令和４年２月９日（水） 受付時間 午前７時３０分～８時２５分 

６．試験内容 

 

※各教科とも試験

の範囲は中学校

の履修範囲とす

る。 

・第 1時限 国語  ８：４５～ ９：３５【50分】（作文を含む） 

・第 2時限 英語  ９：５０～１０：４０【50分】（リスニングを含む） 

・第 3時限 数学 １０：５５～１１：４５【50分】 

 昼食 １１：４５～１２：２５ 

・第 4時限 理科 １２：３０～１３：１５【45分】 

・第 5時限 社会 １３：３０～１４：１５【45分】 

面接 １４：３０～ 

７．合格発表 令和４年２月１６日（水）午前 9時 各中学校長宛に通知する。 

合格者番号を本校ホームページに掲示する。 

８．入学手続 令和４年２月１６日（水）～３月１６日（水）  

午前 9時～午後４時（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

以下の書類を期間内に事務窓口へ提出し、手続を完了させること。 

（１） 誓約・在学保証書（本校所定の様式） 

（２） 入学する者の住民票 

（３） 保護者のマイナンバーカード又は通知カードの写し 

（４） 保護者の令和 3年度所得課税証明書 

※提出された書類等は返還しない。 

 期日までに入学手続を完了しなかった場合、合格を取り消す。 

９．入学諸納金 入学金 40,000円 施設設備費 40,000円 本校指定の振込用紙にて納付すること。 

10．その他 ・受験にあたって、特に考慮する必要のある者については、事前に学校長へ 

 その旨を連絡すること。 

・病気、交通事情、その他の事由で学力検査等を受験できなかった者については、 

 事情調査の上、学校長が適切な方法により試験を行うことがある。 

・感染症等の状況により、面接試験を行わない場合がある。 

 

 



特 別 併 願 入 学 試 験 要 項 

１．募集人員 商業科（男女） ＜募集人員の８０％以内＞ 

２．出願資格 下記の(1)から(3)のいずれかに該当し、(4)を満たす者。 

（１）令和４年３月に中学校又はこれに準ずる学校を卒業見込の者。 

（２）中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者。 

（３）学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者。 

（４）生活態度が良好で中学校 3年間の成績が 5段階評定で 70以上の者。 

３．出願受付 令和４年１月２４日（月）～１月２８日（金） 

 午前９時～午後４時 

 郵送の場合は、受付期間最終日の受付時間内に必着のこと。 

４．出願書類 （１）入学志願票（本校所定の様式） 

   入学志願票用紙は各中学校の請求により交付する。 

（２）調査書 

   県立高校入学者選抜要項内『調査書作成上の注意』に従い作成すること。 

（３）受験料 7,000円（現金または郵便為替） 

５．試験日 令和４年２月９日（水） 受付時間 午前７時３０分～８時２５分 

６．試験内容 

 

※各教科とも試験

の範囲は中学校

の履修範囲とす

る。 

・第 1時限 国語  ８：４５～ ９：３５【50分】（作文を含む） 

・第 2時限 英語  ９：５０～１０：４０【50分】（リスニングを含む） 

・第 3時限 数学 １０：５５～１１：４５【50分】 

 昼食 １１：４５～１２：２５ 

・第 4時限 理科 １２：３０～１３：１５【45分】 

・第 5時限 社会 １３：３０～１４：１５【45分】 

面接 １４：３０～ 

７．合格発表 令和４年２月１６日（水）午前 9時 各中学校長宛に通知する。 

合格者番号を本校ホームページに掲示する。 

８．入学手続 令和４年２月１６日（水）～３月１６日（水）  

午前 9時～午後４時（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

以下の書類を期間内に事務窓口へ提出し、手続を完了させること。 

（１） 誓約・在学保証書（本校所定の様式） 

（２） 入学する者の住民票 

（３） 保護者のマイナンバーカード又は通知カードの写し 

（４） 保護者の令和 3年度所得課税証明書 

※提出された書類等は返還しない。 

 期日までに入学手続を完了しなかった場合、合格を取り消す。 

９．入学諸納金 入学金 20,000円 施設設備費 40,000円 本校指定の振込用紙にて納付すること。 

10．その他 ・受験にあたって、特に考慮する必要のある者については、事前に学校長へ 

 その旨を連絡すること。 

・病気、交通事情、その他の事由で学力検査等を受験できなかった者については、 

 事情調査の上、学校長が適切な方法により試験を行うことがある。 

・感染症等の状況により、面接試験を行わない場合がある。 

・この試験において成績優秀な者を「特別教育奨学生」として採用する。 



一 般 後 期 入 学 試 験 要 項 

１．募集人員 商業科（男女） 若干名 

２．出願資格 下記の(1)から(3)のいずれかに該当する者。 

（１）令和４年３月に中学校又はこれに準ずる学校を卒業見込の者。 

（２）中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者。 

（３）学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者。 

３．出願受付 令和４年３月１５日（火）～３月１７日（木） 

 午前９時～午後４時 

 郵送の場合は、受付期間最終日の受付時間内に必着のこと。 

４．出願書類 （１）入学志願票（本校所定の様式） 

   入学志願票用紙は各中学校の請求により交付する。 

（２）調査書 

   県立高校入学者選抜要項内『調査書作成上の注意』に従い作成すること。 

（３）受験料 5,000円（現金または郵便為替） 

５．試験日 令和４年３月１８日（金） 受付時間 午前７時３０分～８時２５分 

６．試験内容 ・基礎学力試験 ８：４５～ ９：３５【50分】 

 国語、数学、英語の学力検査で中学校の履修範囲内から出題する。 

・作 文    ９：４５～１０：１５【30分】 

当日与えられた複数の課題から選択し、４００字程度でまとめる。 

・面接試験  １０：２５～１１：５５ 

７．合格発表 令和４年３月１８日（金）午後２時 各中学校長宛に通知する。 

８．入学手続 令和４年３月１８日（金）～３月２３日（水） 

午前 9時～午後 4時（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

以下の書類を期間内に事務窓口へ提出し、手続を完了させること。 

（１） 誓約・在学保証書（本校所定の様式） 

（２） 入学する者の住民票 

（３） 保護者のマイナンバーカード又は通知カードの写し 

（４） 保護者の令和 3年度所得課税証明書 

※提出された書類等は返還しない。 

 期日までに入学手続を完了しなかった場合、合格を取り消す。 

９．入学諸納金 入学金 40,000円 施設設備費 40,000円 本校指定の振込用紙にて納付すること。 

10．その他 ・受験にあたって、特に考慮する必要のある者については、事前に学校長へ 

 その旨を連絡すること。 

・病気、交通事情、その他の事由で学力検査等を受験できなかった者については、 

 事情調査の上、学校長が適切な方法により試験を行うことがある。 

・感染症等の状況により、面接試験を行わない場合がある。 

 


