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『人事を尽くして天命を待つ』～公立出願完了～
２月１９日（火 ）に，全公立高校の 受検希望 者の出願が完 了し ，本 日正午をもっ て，第一 次
選抜の受付が 終了しま した。あと は受検当日 を待つのみで す 。３月 １７日を笑顔 で迎える た め
にも，残りわ ずかの期 間ですが，自 分のやれ ることをやり きっ て欲 しいと思いま す。
さて，岐 阜県内公 立高 等学校の出願 状況に関 してですが ，本日 夕方 に，出願 状況が岐 阜県 ホ
ームページに 発表され ます。閲覧 の 際には， 以下の手順で 閲覧して 下さい。
《閲覧方法》

《岐阜県庁ホームページ》

【岐阜県庁ホ ームペー ジ 】
↓
【教育・文化 ・スポー ツ 】
↓
【学校教育】
↓
【入試情報】
↓
【各高等学校 の
出願者数等ホ ームペー ジ
掲載 URL 一覧 表】

ここをクリッ クして下 さい。

また，同日１８ 時４０ 分から，ぎふチ ャン（ 岐阜放送）にて『岐阜 県公立高校入 試 出願 者
速報』として放送 され ます。その他にも，翌 日の新聞など で発表さ れますので，合わ せて ご覧
下さい。
万一，出 願状況を 見て ，出願先 を変更し よう とする場合 ，先日 の学 年懇談会の場 でも話さ せ
ていただいた ように，裏面に記した ような手 順にて手続き をします 。なお，出願変更は，明日
２月２５日（水）から ３月３日（火）正 午ま での間（ただし，２月 ２７日（金）正午 から ３月
２日（月）を 除く）に ，１回だけし か行えま せん 。

【出願先変更の方法】
(１)

出願 先を変更 しようとする 出願者は ，学級担任（学年主 任 ）に出願先変更 を申し 出
る。その 後の動き の関 係で，で きる限り ２月 ２５日（ 遅くとも ２月 ２６日）に申し出
る。
(２) 出願 者は，保 護者・学級担任 と 申し 出を受けた日 のうちに 三者懇談を行 い，次の ２
点を確認し， 出願 先変 更願の記入を する。
・ 出願変更 先…高等学校 名，学科 （コース）名
・ 出願変更 をする日 時… 万一のこ とを考え，最 終日の変 更については 避けたい と
思います。従 って，実 質変更は２月 ２７日正 午までに完了 させたい です。
(３) 学級 担任（学 年主任）は，三者懇談 で決めた日時 に ，提出 済みの入学願 書等の返 付
を受けてくる 。
(４) 出願 者は，保 護者と連署で 入学願書 に記入された 高等学校 ，学科の名称 等を書き 改
める。
(５) 学級 担任（学 年主任）は，新たに出 願しようとす る高等学 校長に出願 先 変更願 ，入
学願書等の必 要書類を 提出する。
※ 第２志望（第３ 志 望）学科の 変更や ，独自 検査の選定を 変更する 場合も出願変 更 です。
また，元の出 願先の学 科又はコース へ の再出 願はできませ ん 。
※ 公立高校 の出願を 取り下げるの も，この 期間にお願い します。公立高校に合 格した場
合，第２志望 学科であ っても ，原則 としてそ の学科に進学 すること になります。
出願先変更の 手順を誤 ると，受検 ができなく なる場合もあ ります。間違いを防ぐ ために出 願
先変更を希望 する場合 ，本人と保 護者の両者 から申し出る ようお願 いします。また入学願 書 等
の返付を受け た日に ，出願する高等 学校 ，学 科の名称を書 き改め ，新たに 出願す る高等学 校長
に提出します 。本 人と 保護者の連署 で出願先 変更を するた め，保護 者の 方には ，手続 き完 了ま
で平和中学校 で待機し ていただきま す 。お手 数をおかけし ますが， よろしくお願 いします 。

【お知らせ】公立高等学校 ３月１７日の動きについて
３月１７日（火）は，公立高等学校の第一次選抜の合格発表 が行われます。この日の細
かな動きにつきましては，３月１０日（火）の検査当日に，各高等学校から連絡がありま
すのが，現時点で分かっていることを下に記します。参考にして下さい。（なお，各校と
もに，登校す る際には 受検票を必ず 持参して 下さい。）
３月１７日（ 火）

９時００分

各校にて第一次選抜の合格発表
不合格の場合
○生徒の皆さ んは，自宅 に戻
り，中学校 からの電 話が あ
るまで待機していて下さ
い。
○保護者の皆 様は，併願 先と
なっていた私立高等学校
の入学手続きを速やかに
行って下さい。（ 詳細 は ，各
私立高等学校からの文書を参照
のこと 。）

合格の場合
合格者説明会 に，保護 者同伴で参加 します。
高等学校名
開始時間 （ 受 付 開 始 時 間 ）
多治見高等学 校
１３： ００ （１ ２： ３０ ～）
多治見北高等 学校
１０： ００
多治見工業高 等学校
９：３ ０
土岐商業高等 学校
９：４ ０
東濃フロンティア高等学校
９：２ ０
瑞浪高等学校
１０： ００
可児工業高等 学校
９：３ ０
加茂高等学校
現時点では不 明
関商工高等学 校
９：３ ０（ ９ ：０ ５～ ）

