
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 岐阜県立高等学校入学者選抜要項（要約）【中国語】 
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令和５年度 岐阜県立高等学校入学者選抜要項（要約）【中国語】 
令和5年度（2023年度）  岐阜县立高中招生简章（摘要） 

（この要項の全文は、県のホームページへ掲載するとともに、県内の各中学校及び義務教育学校 
 並びに各公立高等学校等に配付してありますので、必ずその要項によって確認をしてください。） 
（此简章全文、除了在县厅的主页上发布外、还将派发至县内各初中、义务教育学校及各公立高中、请
务必仔细阅读、确认。） 

岐阜県教育委員会 

岐阜县教育委员会 

Ⅰ 全 日 制 の 課 程 Ⅰ 全日制课程 

第１ 入学定員  入学名额 
県教育委員会において決定し、別に発表するところによる。 

由县教育委员会决定并另行发表。 

第２ 第一次選抜  第一次选拔 

１ 出願資格  申请资格 

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者のうち、岐阜県内に居住する者とする。 
符合下列(1)至(3)中任一条件为岐阜县内在住人员。 

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は令和５年３月卒業見込
みの者
初中或相当于初中的学校或义务教育学校的毕业人员或预计令和5年(2023年)3月初中毕业人员

(2) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和５年３月修了見込みの者
已修完或预计令和5年(2023年)3月修完中等教育学校前期课程者

（以下、中学校、これに準ずる学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程を総称して「中学校」
という。） 
（以下、初中、相当于初中的学校、义务教育学校及中等教育学校的前期课程统称为“初中”。） 

(3) 学校教育法施行規則第９５条各号のいずれかに該当する者
符合学校教育法施行规定第95条中任一规定者

  「岐阜県立高等学校出願承認書」、「帰国生徒等入学者選抜出願承認書」及び「外国人生徒等入学
者選抜出願承認書」により出願承認を得た者並びに県外募集実施校に係る入学者の選抜により県外
からの募集を行う学科（学科群を含む。以下同じ。）へ出願しようとする者については、県外（国外
を含む。以下同じ。）に居住する場合でも、出願することができる。 

  通过「岐阜县立高中申请认可书」、「归国学生等入学者选拔申请认可书」及「外国人学生等入学者选
拔申请认可书」获得申请认可的人员以及申请通过实施县外招生校的入学者选拔而从县外招生的学科
（含学科群。以下同。）的人员、即使居住在县外（含国外。以下同。）也可申请。 

「連携型の中高一貫教育校に係る入学者選抜」の実施校（岐阜県立揖斐高等学校、岐阜県立郡上
北高等学校、岐阜県立八百津高等学校及び岐阜県立飛驒神岡高等学校（以下「連携型高等学校」とい
う。））へ、連携する中学校（岐阜県立揖斐高等学校にあっては揖斐川町立揖斐川中学校、揖斐川町
立北和中学校及び揖斐川町立谷汲中学校、岐阜県立郡上北高等学校にあっては郡上市立白鳥中学校、
岐阜県立八百津高等学校にあっては八百津町立八百津中学校及び八百津町立八百津東部中学校、岐
阜県立飛驒神岡高等学校にあっては飛驒市立神岡中学校及び飛驒市立山之村中学校（以下「連携型
中学校」という。））に在籍している者が出願する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、第
一次選抜ではなく、連携型の中高一貫教育校に係る選抜によるものとする。 
联合型初中在籍学生（岐阜县立揖斐高中有揖斐川町立揖斐川初中、揖斐川町立北和初中以及揖斐川
町立谷汲初中、岐阜县立郡上北高中有郡上市立白鸟初中、岐阜县立八百津高中有八百津町立八百津
初中及八百津町立八百津东部初中、岐阜县立飞騨神冈高中有飞騨市立神冈初中及飞騨市立山之村初
中（以下称“联合型初中”））报考实施“联合型初高中联合教育学校的入学者选拔”的学校（岐阜县
立揖斐高中、岐阜县立郡上北高中、岐阜县立八百津高中及岐阜县立飞騨神冈高中（以下称“联合型高
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中”））时、除有特殊情况外、不参加第一次选拔考试、而要参加联合型初高中联合教育学校的选拔考
试。 

なお、第一次選抜と連携型の中高一貫教育校に係る選抜の双方に出願することはできない。 
此外、不可以同时申请第一次选拔和联合型初高中联合教育学校的选拔。 

２ 募集人員  招生人数 

募集人員は、入学定員とする。 
招生人数即为入学名额。 

なお、連携型の中高一貫教育校に係る選抜を実施する学科においては、入学定員から連携型の中
高一貫教育校に係る選抜の合格者数を減じた数を募集人員とする。 

此外、实施联合型初高中联合教育学校的选拔的学科、招生人数为入学名额减去联合型初高中联合教
育学校的选拔的合格人数。 

３ 出 願    申请 

(1) 出願校の選定 申请学校的选择 
ア 出願者は、全日制の課程の岐阜県立高等学校の中から、１つの高等学校の１つの学科を選定し、

出願することができる。
申请者可从全日制课程的岐阜县立高中里选择一所高中的一个学科进行申请。

また、同一校の他の学科に限り第２志望及び第３志望とすることができる。ただし、音楽科及
び美術科については、第１志望、第２志望及び第３志望として、同時に出願することはできない。 
其次、可以同时申请同一学校的其他学科作为第2志愿和第3志愿。但是、对于音乐学科和美术学科、
不可以作为第1志愿、第2志愿和第3志愿同时申请。 

イ 独自検査を実施する学科に出願する場合は、出願者は、独自検査を受検するかどうかを選定す
る。ただし、その学科の募集の単位が分割して区分されている場合は、その区分のうち１つを選
定する。
报考实施独立考试的学科的申请人、自行选择是否参加独立考试。另外、如该学科的招考标准划分
为几个部分时、请选择其中的一个部分。

なお、独自検査を受検する場合の第２志望及び第３志望については、次の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)に留意
の上、出願すること。 
此外、关于需要进行独立考试的第2志愿和第3志愿、请仔细阅读以下(ｱ)、(ｲ)及(ｳ)再申请。 

(ｱ) 高等学校長が独自検査における出願者の第２志望及び第３志望を認めるかどうかについては、
令和４年７月末日までに県教育委員会において発表する。
县教育委员于令和4年(2022年)7月底前公布高中校长是否承认独立考试申报者的第2志愿和第3志
愿。

(ｲ) アの規定にかかわらず、出願者は、異なる選抜要件の独自検査を実施する学科を、独自検査を
含む選抜における第２志望及び第３志望とすることはできない。
申请者报考实施独立考试的学科时、即使符合ア项规定、也不能申报该需通过独立考试进行选拔的
第2志愿和第3志愿。

(ｳ) 「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「５ 選抜方法」の「(3) 標準検査及び独自
検査を実施する学科について」に示すとおり、独自検査を受検した者について先に合格者を決定
する。このことから、アの規定により第２志望及び第３志望を希望するが、独自検査を含む選抜
については第２志望及び第３志望を希望しないこともできる。
按「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「5 选拔方法」中「(3) 关于实施标准考试及独
立考试的学科」规定、对于参加独立考试的人员、优先决定合格人员。按此规定、符合ア项规定希
望申报第2志愿和第3志愿的、可以不申报需通过独立考试进行选拔的第2志愿和第3志愿。

ウ 障がいなどにより受検上の配慮を希望する者は、事前に在学（出身）学校の学校長（以下「中学
校長」という。）に申し出る。中学校長は可能な限り令和５年１月末日までに、「受検上の配慮申
請書」を出願しようとする高等学校長に提出する。高等学校長は、県教育委員会と協議の上、受検
上の配慮をすることができる。
因身体等不健全、希望在考试上得到相关照料的考试人员请事先告知所在学校（毕业）学校的校长
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（以下称为初中校长）。初中校长尽量于令和5年（2023年）1月末前将「应试中的照料申请书」提交
给所申请的高中校长。高中校长在与县教育委员会协商后、可以给予相关照料。 

(2) 出願の期間 申请时间 
令和５年２月１３日（月）から２月１６日（木）までとする。 

令和5年(2023年)2月13日（周一）至2月16日（周四）。 

受付は、午前９時から午後４時（２月１６日（木）にあっては正午）までとする。 

受理时间为上午9点至下午4点（2月16日（周四）截止至正午）。 

(3) 出願の手続 申请手续 

ア 出願者は、「入学願書」に必要事項を記入し、入学考査料として２，２００円分の岐阜県収入証
紙及び出願前６か月以内に撮影した無帽・正面上半身の写真（縦４cm、横３cm）をそれぞれ所定
の欄に貼付して中学校長に提出する。
申请者在「入学申请书」中填写必要事项、在相应栏内贴上作为入学考试费的2200日元的岐阜县收
入证明表及6个月内拍摄的脱帽、正面上半身照片（长4cm、宽3cm）后、一起提交给初中校长。

イ 中学校長は、各出願者の入学願書、「調査書」等を各出願先高等学校長に提出する。
初中校长将各申请者的入学申请书和「调查书」等提交给各申请志愿的高中校长。

ウ 出願者のうち、欠席日数の多い者等は、「自己申告書」を提出することができる。
申请者中、缺席天数较多者可提交「自我声明书」。

(ｱ) 自己申告書は出願者及び保護者が記入し、中学校名及び出願者氏名を記入した封筒に入れて
中学校長に提出する。
自我声明书由申请者及监护人填写后装入信封、信封上写明初中校名及申请人姓名、再提交给初中
校长。

(ｲ) 中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを開封せず入学願書、調査書等とともに、出
願先高等学校長に提出しなければならない。
初中校长如收到自我声明书、请不要拆封、与入学申请书、调查书等一起提交给申请志愿的高中校
长。

(4) 出願先の変更   申请志愿的变更 

ア 出願先の高等学校又は学科を変更しようとする者は、１回に限り変更することができる。また、
次の(ｱ)から(ｳ)までの変更についても同様とする。
想变更申请志愿的高中或学科者、只有一次变更的机会。此外、对于下面从(ｱ)到(ｳ)的变更也是同样。

(ｱ) 第２志望又は第３志望の変更
第2志愿或者第3志愿的変更

(ｲ) 「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(1) 出願校の選定」のイ
の独自検査の選定の変更
「Ⅰ 全日制課程」中「第２ 第一次选抜」中「３ 申请」中「(1) 申请学校的选择」中的イ的
独立考试的选定的变更。

(ｳ) 帰国生徒等に係る入学者の選抜、外国人生徒等に係る入学者の選抜又は県外募集実施校に係
る入学者の選抜から第一次選抜への変更並びに第一次選抜から帰国生徒等に係る入学者の選抜、
外国人生徒等に係る入学者の選抜又は県外募集実施校に係る入学者の選抜への変更
从归国学生的选拔、外国学生的选拔或者省外学生的选拔到第一次选拔的变更以及从第一次选拔
到归国学生的选拔、外国学生的选拔或者省外学生的选拔的变更

イ 変更に当たって入学願書の返付を受けた場合は、前項アの(ｱ)から(ｳ)までの変更を除いて、元の
出願先の学科へ再出願することはできない。
变更申请时、如收到退回的入学申请书（前项ア中的从(ｱ)到(ｳ)的变更除外）、不可以再向原来申请
的学校的学科提出申请。

ウ 出願先の変更期間は、令和５年２月１７日（金）から２月２２日（水）までとする。ただし、２月
１８日（土）及び２月１９日（日）は除く。

受付は、午前９時から午後４時（２月２２日（水）にあっては正午）までとする。 
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申请志愿变更的时间为令和5年(2023年)2月17日（周五）至2月22日（周三）。其中、2月18日（周
六）、2月19日（周日）除外。
受理时间为上午9点至下午4点（2月22日（周三）截止至正午）。

エ 出願先を変更しようとする者は、中学校長に、「出願先変更願」及び受検票を提出する。
如想变更申请志愿须向初中校长提交「入学志愿变更申请书」及准考证。

オ 出願を取下げようとする者は、中学校長に、「出願取下願」及び受検票を提出する。
如想撤销入学志愿须向初中校长提交「入学志愿撤销申请书」及准考证。

４ 検査の内容等  考试内容等 

(1) 標準検査 标准考试 

出願者は、標準検査を受けなければならない。 

申请者必须接受标准考试。 

ア 標準検査の内容  标准考试的内容
この要項に定める第一次選抜学力検査を実施する。また、高等学校長は、その定めるところに

より、面接を実施することができる。音楽科及び美術科においては、いずれかの学科を志望する
者に、志望順位にかかわらず、実技検査を実施する。なお、面接の実施の有無については、令和４
年７月末日までに県教育委員会において発表する。また、各高等学校における面接、実技検査の
概要、実施期日、実施方法等については、令和４年１０月末日までにそれぞれの高等学校におい
て発表し、学校のホームページ上に掲載する。 
实施此章程中规定的第一次选拔学力考试。此外、高中校长可根据本简章的规定、实施面试。对于音
乐科和美术科、对任何一个学科作为志愿学科的考生、不考虑志愿顺序、都将实施技能考试。另外、
关于是否实施面试、由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底之前公布。此外、关于各高中实施的
面试、技能考试概要、实施日期、实施方法等、由各高中于令和4年(2022年)10月底之前公布、并登
载在学校网页上。 

イ 第一次選抜学力検査 第一次选拔学力考试
第一次選抜学力検査は、県教育委員会で作成した問題により、「国語」、「社会」、「数学」、

「理科」及び「英語（放送を聞いて答える問題を含む。以下同じ。）」の５教科において実施す
る。 
第一次选拔学力考试由县教育委员会出题、分「国语」、「社会」、「数学」、「理科」和「英语（含
听录音答题。以下同。）」5个科目考试。 

ウ 第一次選抜学力検査の実施期日及び日程  第一次选拔学力考试的实施日期及日程

期日 日期 時 間 帯 时 间 教 科 科 目 

令和５年 
３月３日 

（金） 
令和5年(2023年) 

3月3日 
（周五） 

９：２０～１０：１０ 国 語 国 语 

１０：３０～１１：２０ 数 学 数 学 

１１：４０～１２：３０ 英 語 英 语 

１２：３０～１３：２０ （昼食）（午餐） 

１３：２０～１４：１０ 理 科 理 科 

１４：３０～１５：２０ 社 会 社 会 

エ 面接、実技検査の実施期日  面试、技能考试的实施日期 
令和５年３月３日（金）又は３月４日（土） 
令和5年(2023年)3月3日（周五）或3月4日（周六） 

オ 第一次選抜学力検査の配点  第一次选拔学力考试的分数
第一次選抜学力検査の配点は、各教科１００点とする。
ただし、理数科及びグローバルビジネス科においては、各高等学校長の定めるところにより、

傾斜配点を実施することができる。この場合、傾斜配点を実施する教科については、次のとおり
とする。 
第一次选拔学力考试各科目满分为100分。 
但是、数理科及国际商务科、根据各高中校长决定可实施倾斜分数。实施倾斜分数的科目规定如下。 
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(ｱ) 理数科においては、数学及び理科のうちから１教科又は２教科
在数理科中、实施倾斜分数的是数学及理科中的1个科目或2个科目

(ｲ) グローバルビジネス科においては、英語
国际商务科中、实施倾斜分数学科的是英语
また、傾斜配点を実施する教科の得点に傾斜をかける倍率は、1.5倍を限度とする。
此外、实施倾斜分数得分的学科的倾斜比率最高为1.5倍。

なお、傾斜配点を実施する高等学校の名称及び学科並びに傾斜配点を実施する教科及び配点につ
いては、令和４年７月末日までに県教育委員会において発表する。 

此外、关于实施倾斜分数的高中名称、学科及实施倾斜分数的科目及倾斜划分等、由县教育委员会
于令和4年(2022年)7月底之前公布。 

カ 検査場  考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 

キ 携行品  携带物品 

(ｱ) 受検票、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、コンパス、直定規
准考证、铅笔或自动铅笔、橡皮、圆规、直尺

(ｲ) その他受検に必要な携行品については、各高等学校長が定める。
其它的考试携带物品由各高中校长决定。

(2) 独自検査  独立考试
高等学校長は、その定めるところにより、学科等の専門領域における実技能力や部活動等の実績

を特に重視して評価することを目的として、独自検査を実施することができる。なお、「Ⅰ 全日制
の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(1) 出願校の選定」のイの独自検査の選定にお
いて独自検査の受検を選定した者は、標準検査に加えて、独自検査を受けなければならない。 
高中校长可根据本简章的规定、以重点评价学生在某学科的专业领域中的实际操作能力及社团活动中
的实践成绩为目的、实施独立考试。另外、选择了「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 
申请」中「(1) 申请学校的选择」中イ项规定参加独立考试的人、除了参加标准考试外、必须参加独立
考试。 

ア 募集人員の割合  招生人数的比例
高等学校長は、独自検査を含む選抜による募集人員の割合を当該学科の入学定員の３０％を

上限として定める。 
高中校长规定、根据独立考试选拔招生人员的比例最高为该学科招生人数的30%。 

イ 独自検査の内容  独立考试的内容
高等学校長は、面接、小論文、実技検査及び自己表現のうちから、実施する検査を決定する。
なお、募集人員の割合、実施する検査、選抜の要件等については、令和４年７月末日までに県教

育委員会において発表する。また、各高等学校における検査の概要、実施期日、実施方法等につい
ては、令和４年１０月末日までにそれぞれの高等学校において発表し、学校のホームページ上に
掲載する。 
高中校长从面试、小论文、技能考试及自我表现中选择考试的内容。 
此外、招生人数的比例、实施考试内容、选拔的条件等、由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底之
前公布。另外、关于各高中的考试概要、实施日期、实施方法等、由各高中于令和4年(2022年)10月
底之前公布、并登载在学校网页上。 

ウ 独自検査の実施期日  独立考试的实施日期
令和５年３月３日（金）又は３月４日（土）

令和5年(2023年) 3月3日（周五）或3月4日（周六） 

エ 検査場  考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 
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オ 携行品  携带物品 
(ｱ) 受検票  准考证 

(ｲ) その他受検に必要な携行品については、各高等学校長が定める。
其它的考试携带物品由各高中校长决定。

５ 選抜方法  选拔方法 
高等学校長は、校長、副校長、教頭及び適宜の人数の教諭から成る入学者選抜委員会を組織し、選

抜の厳正を期する。 
各高中由校长、副校长、教导主任及适量人数的教师组成入学者选拔委员会、以期进行严正的选拔。 

(1) 調査書の評定の取扱いについて   关于调查书评定的办法
調査書に記入された「２ 各教科の学習の記録」の評定（目標に準拠した５段階の評定）について

は、「第１学年と第２学年の各教科の評定の合計値」と「第３学年の各教科の評定の合計値を２倍し
た値」の和を用いる。 
关于调查书上记载的「２ 各学科的学习记录」的评定办法（按标准分5个级别）、采用「第1学年与第
2学年各学科的评定总成绩」与「第3学年各学科的评定总成绩的2倍数」之和。 

(2) 標準検査のみを実施する学科について   关于只实施标准考试的学科
高等学校長は、中学校長から提出された各出願者の調査書の記録（出願者から自己申告書が提出

された場合は、これを含む。）及び標準検査の結果に基づいて、総合的に審査し、入学者の選抜に当
たる。この際、出願者の第２志望及び第３志望を含めて、選抜に当たる。また、調査書の評定と第一
次選抜学力検査の結果の比率については、７：３、６：４、５：５、４：６又は３：７のうちから各
高等学校長が定める。 
高中校长根据初中校长提交的各申请者的调查书记录（申请者提交了自我声明书的、也包含在内。）及
标准考试的结果、经过综合审查、选拔入学人员。同时、包括考生的第2志愿和第3志愿、也是选拔对
象。而且、调查书的评定分数与第一次选拔学力考试成绩的比率由各高中校长从7:3、6:4、5:5、4:6或
3:7中确定一项。 

なお、各学科の比率については、令和４年７月末日までに県教育委員会において発表する。 
此外、各学科的比率由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底之前公布。 

(3) 標準検査及び独自検査を実施する学科について  关于实施标准考试及独立考试的学科
ア 高等学校長は、独自検査を受検した者について、中学校長から提出された各出願者の調査書の

記録（出願者から自己申告書が提出された場合は、これを含む。）、標準検査及び独自検査の結果
に基づいて、総合的に審査し、入学者の選抜に当たる。
对于参加了独立考试的人员、高中校长根据初中校长提交的各申请者的调查书记录（申请者提交了
自我声明书的、也包含在内。）、标准考试及独立考试的结果、经过综合审查、选拔入学人员。

この際、独自検査を含む選抜における出願者の第２志望及び第３志望を含めて、選抜に当たる。 
此时、含独立考试而进行选拔的申请者的第2志愿及第3志愿、也在这时候进行选拔。 

イ 高等学校長は、アにより合格となる者を除いた全ての受検者を対象として、中学校長から提出
された各出願者の調査書の記録（出願者から自己申告書が提出された場合は、これを含む。）及び
標準検査の結果に基づいて、総合的に審査し、入学者の選抜に当たる。この際、出願者の第２志望
及び第３志望を含めて、選抜に当たる。また、調査書の評定と第一次選抜学力検査の結果の比率
については、７：３、６：４、５：５、４：６又は３：７のうちから各高等学校長が定める。
以所有考试人员为对象、除去ア项中合格人员、高中校长根据初中校长提交的各申请者的调查书记
录（申请者提交了自我声明书的、也包含在内。）及标准考试的结果、经过综合审查、选拔入学人
员。同时、包括考生的第2志愿和第3志愿、也是选拔对象。而且、调查书的评定分数与第一次选拔学
力考试成绩的比率由各高中校长从7:3、6:4、5:5、4:6或3:7中确定一项。

なお、各学科の比率については、令和４年７月末日までに県教育委員会において発表する。 
此外、各学科的比率由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底之前公布。 

６ 合格者の発表等 公布合格者等 
(1) 発表の日時 公布时间 

令和５年３月１７日（金） 午前９時  令和5年(2023年)3月17日（周五） 上午9点 
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(2) 発表の方法等  公布方法等
高等学校長は、合格者の受検番号を学校内に掲示するとともに、学校のホームページ上に掲載し

て発表する。また、合格者に「合格通知書」を交付するとともに、中学校長に「入学者選抜結果通知
書」により合否の結果を通知する。 

高中校长通过学校内告示和学校网站公布合格人员的准考证号，向合格人员颁发「合格通知书」的同
时，通过「入学者选拔结果通知书」向初中校长告知合格与否的结果。 

なお、「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「５ 選抜方法」の「(3) 標準検査及び独
自検査を実施する学科について」のアによる選抜結果については、合格通知書及び入学者選抜結果
通知書にその旨を記載する。 
此外、关于「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「５ 选拔方法」中「(3) 关于实施标准考
试及独立考试的学科」中ア规定的选拔结果、将会记载在合格通知书及入学者选拔结果通知书上。 

７ 入学辞退の手続  入学辞退手续 
岐阜県立高等学校に合格した者が、入学を辞退する場合は、速やかに、「入学辞退届」を中学校長

に提出する。 
岐阜县立高中的合格人员、如有拒绝入学的、请尽快向初中校长提交「入学辞退申请书」。 

８ 追検査  追加考试 
(1) 追検査の対象者 追加考试对象 

第一次選抜の検査当日に、新型コロナウイルス感染症及び新型コロナウイルス感染症罹患者との
濃厚接触、インフルエンザ等の感染症や負傷など、やむを得ない事情により、第一次選抜を受検す
ることができなかった者又は受検中の急病等により途中から受検できなかった者のうち、追検査の
措置を希望する者とする。 

第一次选拔考试当日、因冠状病毒感染或与感染者有密切接触、流感和受伤等不可抗力原因、考试当
日无法参加第一次选拔当日考试者、或因急病考试过程中放弃考试者、可参加追加考试。 

(2) 追検査の受検手続 参加追加考试的手续
ア 中学校長は、追検査の措置を希望する者が出た場合には、速やかに出願先高等学校長に、電話で

報告する。
希望参加追加考试的应试者、其所在的中学校长应尽快电话联系欲报考的高中校长。

イ 中学校長は、「追検査受検申請書」を、医師の診断書等の理由を証明する書類とともに、令和５
年３月８日（水）午後４時までに、出願先高等学校長へ提出する。なお、やむを得ない事情により
理由を証明できる書類が添付できない場合には、理由等を記入した副申書（任意の様式）を提出す
る。
中学校长请于令和 5 年（2023 年）3 月 8 日（周三）下午 4 点前、将医生开具的诊断证明和「追加
考试申请表」提交至所报考的高中校长处。另外、因不得已的理由若不能提供诊断证明者、请提交记
有缺考理由的证明（格式不限）。

ウ 高等学校長は、追検査の措置を希望する者に追検査の措置を認める場合、「追検査受検承認書」
を発行する。また、受検に必要な携行品（追検査受検承認書（出願者用）を含む。）、集合時間及
び集合場所等について指示する。
高中校长若接受追加考试申请者、则会发放「追加考试同意书」。并会另行通知参加考试需携带的物
品（包含追加考试同意书（申请者用）。）、集合时间和集合地点。

(3) 追検査の内容等  追加考试内容等 
ア 第一次選抜の学力検査の追検査 第一次选拔的学力追加考试

(ｱ) 検査の内容等 考试内容等
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「４ 検査の内容等」の「(1) 標準検査」の

アとイに準ずる。ただし、受検中の急病等による場合は、既に受検した教科及び受検中の教科
以外の学力検査を実施する。
以「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「4 考试内容等」中「(1) 标准考试」中ア和
イ为准。其中、在考试过程中突发疾病者、将对已经完成考试的科目和正在参加的考试科目以外
的科目实施考试。

なお、令和５年３月３日（金）に実施する第一次選抜学力検査の問題とは異なる問題とする。 

另外、追加考试的试卷内容与令和5年（2023年）3月3日（周五）进行的试卷内容不同。 
(ｲ) 実施期日及び日程 实施日期及日程
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(ｳ) 検査場  考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 

イ 第一次選抜の面接、実技検査の追検査 第一次选拔的面试、技能考试的追加考试
(ｱ) 検査の内容等  考试内容等

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「４ 検査の内容等」の「(1) 標準検査」の
アに準ずる。
以「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「４ 考试内容等」中「(1) 标准考试」中ア为
准。

(ｲ) 実施期日  实施日期
令和５年３月３日（金）の検査は令和５年３月１４日（火）に、令和５年３月４日（土）の検

査は令和５年３月１５日（水）に実施する。
令和5年（2023年）3月3日（周五）的考试于令和5年（2023年）3月14日（周二）进行、令和5年

（2023年）3月4日（周六）的考试于令和5年（2023年）3月15日（周三）进行。 

(ｳ) 検査場  考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 

ウ 独自検査の追検査  独立考试的追加考试 
(ｱ) 検査の内容等  考试内容 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「４ 検査の内容等」の「(2) 独自検査」に
準ずる。ただし、受検中の急病等による場合は、既に受検した検査及び受検中の検査以外の検
査を実施する。 

   以「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「４ 考试内容等」中「(2) 独立考试」为准。
其中、在考试过程中突发疾病者、将对已经完成考试的科目和正在参加的考试科目以外的科目实
施考试。 

(ｲ) 実施期日  考试时间
令和５年３月３日（金）の検査は令和５年３月１４日（火）に、令和５年３月４日（土）の

検査は令和５年３月１５日（水）に実施する。
   令和5年（2023年）3月3日（周五）的考试于令和5年（2023年）3月14日（周二）进行、令和5年
（2023年）3月4日（周六）的考试于令和5年（2023年）3月15日（周三）进行。 

(ｳ) 検査場  考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 

(4) 選抜方法  选拔方法 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「５ 選抜方法」と同様とし、追検査の結果は、

第一次選抜の標準検査又は独自検査の結果に含めて選抜に当たる。 

「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「５ 选拔方法」一样、追加考试的成绩包含在第一次
选拔的标准考试或独立考试的成绩中、进行选拔。 

(5) 合格者の発表等  公布合格者等 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「６ 合格者の発表等」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「６ 公布合格者等」相同。 

期日 日期 時 間 帯 时 间 教 科 科 目 

令和５年 
３月１４日 

（火） 

令和5年(2023年) 
3月14日 
（周二） 

９：２０～１０：１０ 国 語 国 语 

１０：３０～１１：２０ 数 学 数 学 

１１：４０～１２：３０ 英 語 英 语 

１２：３０～１３：２０ （昼食）（午餐） 

１３：２０～１４：１０ 理 科 理 科 

１４：３０～１５：２０ 社 会 社 会 



― 9 ―

第３ 連携型の中高一貫教育校に係る入学者選抜  联合型初高中联合教育学校的入学者选拔 
１ 実施校  实施学校 

連携型高等学校においては、連携型の中高一貫教育校に係る入学者選抜（以下「連携型選抜」とい
う。）を実施する。 
在联合型高中实施联合型初高中联合教育学校的入学者选拔（以下称“联合型选拔”）。 

２ 出願資格  申请资格 
連携型中学校を令和５年３月卒業見込みの者で、各連携型高等学校長が定める中高連携した教育

活動の記録（以下「中高連携した教育活動の記録」という。）を提出できる者とする。 
预计于令和5年(2023年)3月从联合型初中毕业的人员、能提交各联合型高中校长规定的初高中联合教
育活动记录（以下称“初高中联合教育活动记录”）的人员。 

なお、連携型高等学校長は、中高連携した教育活動の記録の内容及び様式を令和４年７月末日ま
でに連携型中学校長に通知する。 
此外、联合型高中校长于令和4年(2022年)7月底之前通知联合型初中校长关于初高中联合教育活动记
录的内容及样式。 

３ 募集人員  招生人数 
募集人員は、入学定員とする。   招生人数、为入学名额。 

４ 出 願  申请 
(1) 出願学科の選定  选择申请学科

出願者は、連携型高等学校の１つの学科を選定し、出願する。
申请人选择联合型高中的一个学科提出申请。 

障がいなどにより受検上の配慮を希望する者は、事前に連携型中学校長に申し出る。連携型中学
校長は可能な限り令和５年１月末日までに、「受検上の配慮申請書」を連携型高等学校長に提出す
る。連携型高等学校長は、県教育委員会と協議の上、受検上の配慮をすることができる。 
因身体等不健全、希望在考试上得到相关照料的考试人员请事先告知联合型初中校长。联合型初中校
长尽量于令和5年（2023年）1月末前将「应试中的照料申请书」提交给联合型高中校长。联合型高中校
长在与县教育委员会协商后、可以给予相关照料。 

(2) 出願の期間  申请时间
令和５年２月１３日（月）から２月１６日（木）までとする。

令和5年(2023年)2月13日（周一）至2月16日（周四）截止。 

受付は、午前９時から午後４時（２月１６日（木）にあっては正午）までとする。 
受理时间为上午9点至下午4点。（2月16日（周四）截止至正午） 

(3) 出願の手続  申请手续 
ア 出願者は、「入学願書」に必要事項を記入し、入学考査料として2，200円分の岐阜県収入証紙

及び出願前６か月以内に撮影した無帽・正面上半身の写真（縦４cm、横３cm）をそれぞれ所定の
欄に貼付して、中高連携した教育活動の記録とともに、連携型中学校長に提出する。
申请人填写「入学申请书」上的必要事项、在相应栏内贴上作为入学考试费的2200日元的岐阜县收
入证明表及6个月内拍摄的脱帽、正面上半身照片（长4cm、宽3cm）、与初高中联合教育活动记录等
一起、提交给联合型初中校长。

イ 連携型中学校長は、各出願者の「調査書」、入学願書及び中高連携した教育活動の記録等を連携
型高等学校長に提出する。
联合型初中校长将各申请人的「调查书」、入学申请书及初高中联合教育活动记录等一起提交给联
合型高中校长。

ウ 出願者のうち、欠席日数の多い者等は、「自己申告書」を提出することができる。
申请人当中、缺席天数较多者、可以提交「自我声明书」。

(ｱ) 自己申告書は、出願者及び保護者が記入し、中学校名及び出願者氏名を記入した封筒に入れて
連携型中学校長に提出する。
自我声明书由申请人及监护人填写、装入写有初中校名及申请人姓名的信封后、提交给联合型初中
校长。



― 10 ―

(ｲ) 連携型中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを開封せず入学願書、調査書等ととも
に、連携型高等学校長に提出しなければならない。
联合型初中校长如收到了自我声明书、请不要拆封、需将其和入学申请书、调查书等一起提交给联
合型高中校长。

(4) 出願先の変更  申请志愿的变更
出願先の変更については、「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(4)

出願先の変更」に準ずる。ただし、出願先の変更により連携型高等学校へ新たに出願する者は、中高
連携した教育活動の記録を連携型中学校長に提出する。 
申请志愿的变更以「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 申请」中「(4) 申请志愿的变
更」为基准。但是、因申请志愿的变更重新向联合型高中提交申请者、需要向联合型初中校长提交初高
中联合教育活动记录。 

５ 選 抜  选拔 
(1) 検 査  考试 

ア 検査の内容   考试的内容
面接を実施する。また、連携型高等学校長は、その定めるところにより、この要項に定める第一

次選抜学力検査、各連携型高等学校で作成する学力に関する検査及び小論文を実施することがで
きる。 
要进行面试。此外、联合型高中校长可根据本简章的规定、实施本简章中规定的第一次选拔学力考
试、各联合型高中出题的考查学力的考试及小论文。 

なお、各連携型高等学校の実施する検査については、令和４年７月末日までに県教育委員会に
おいて発表する。また、各連携型高等学校の検査の概要、実施期日、実施方法等については、令和
４年１０月末日までにそれぞれの連携型高等学校において発表し、学校のホームページ上に掲載
する。 

此外、关于各联合型高中实施的考试、由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底之前公布。另外、各
联合型高中的考试概要、实施日期、实施方法等、由各联合型高中于令和4年(2022年)10月底之前公
布、并登载到学校网页上。 

イ 検査の実施期日及び日程   考试的实施日期及日程 
令和５年３月３日（金）又は３月４日（土） 

令和5年(2023年)3月3日（周五）或3月4日（周六） 

ただし、各連携型高等学校長の定めるところにより、検査を３月３日（金）及び３月４日（土）
の両日にわたって実施することができる。 
但是、根据各联合型高中校长决定、考试时间可定为3月3日（周五）及3月4日（周六）两天进行。 

検査の日程については、各連携型高等学校長が定める。ただし、第一次選抜学力検査を実施す
る連携型高等学校は、「国語」、「社会」、「数学」、「理科」又は「英語」の５教科のうち、実
施する教科を定め、次の日程で実施する。 

关于考试的日程由各联合型高中校长决定。但是、实施第一次选拔学力考试的联合型高中从「国语」、
「社会」、「数学」、「理科」或「英语」5个科目中选择考试科目、并按以下日程实施。 

期日 日期 時 間 帯  时 间 教 科 科 目 

令和５年 
３月３日 

（金） 
令和5年(2023年) 

3月3日 
（周五） 

９：２０～１０：１０ 国 語 国 语 

１０：３０～１１：２０ 数 学 数 学 

１１：４０～１２：３０ 英 語 英 语 

１２：３０～１３：２０ （昼食）（午餐） 

１３：２０～１４：１０ 理 科 理 科 

１４：３０～１５：２０ 社 会 社 会 

ウ 検査場   考试地点
原則として、出願先の連携型高等学校とする。   原则上在申请志愿的联合型高中进行。 

エ 携行品   携带物品 

(ｱ) 受検票   准考证 

(ｲ) 第一次選抜学力検査を受検する場合は、(ｱ)に加えて、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、
コンパス、直定規
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参加第一次选拔学力考试的、除(ｱ)项外、请携带铅笔或自动铅笔、橡皮、圆规、直尺 

(ｳ) その他受検に必要な携行品については、各連携型高等学校長が定める。
其它的考试携带物品由各联合型高中校长决定。

(2) 入学者の選抜方法    入学者的选拔方法
連携型高等学校長は、校長、教頭及び適宜の人数の教諭から成る入学者選抜委員会を組織し、選

抜の厳正を期する。 

联合型高中由校长、教导主任及适量人数的教师组成入学者选拔委员会、以期进行严正的选拔。 

連携型高等学校長は、連携型中学校長から提出された各出願者の調査書の記録（出願者から自己
申告書が提出された場合は、これを含む。）、中高連携した教育活動の記録及び各連携型高等学校で
実施した検査の結果に基づいて、総合的に審査し、入学者の選抜に当たる。 

联合型高中校长根据联合型初中校长提交的各申请者的调查书记录（申请者提交了自我声明书的、也
包含在内。）、初高中联合教育活动记录及各联合型高中实施的考试结果、经过综合审查、选拔入学人
员。 

６ 合格者の発表等  公布合格者等 
(1) 発表の日時 公布时间 

令和５年３月１７日（金） 午前９時    令和5年(2023年)3月17日（周五）上午9点  

(2) 発表の方法等    公布方法等
連携型高等学校長は、合格者の受検番号を学校内に掲示するとともに、学校のホームページ上に

掲載して発表する。また、合格者に「合格通知書」を交付するとともに、連携型中学校長に「入学者
選抜結果通知書」により合否の結果を通知する。 

联合型高中校长通过学校内告示和学校网站公布合格人员的准考证号，向合格人员颁发「合格通知书」
的同时，通过「入学者选拔结果通知书」向初中校长告知合格与否的结果。 

７ 入学辞退の手続    入学辞退手续 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「７ 入学辞退の手続」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「７ 入学辞退手续」相同。 

８ 追検査   追加考试 
(1) 追検査の対象者及び受検手続  追加考试的对象和参加考试手续 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「８ 追検査」の「(1) 追検査の対象者」及び「(2) 
追検査の受検手続」に同じである。 
与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「８ 追加考试」中「(1) 追加考试对象」及 「(2)
参加追加考试的手续」相同。 

(2) 追検査の内容及び選抜方法等 考试内容及选拔方法 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第３ 連携型の中高一貫教育校に係る入学者選抜」の「５ 選抜」に準

ずる。ただし、受検中の急病等による場合は、既に受検した検査及び受検中の検査以外の検査を実
施する。 

なお、令和５年３月３日（金）に実施する第一次選抜学力検査の問題とは異なる問題とする。 
追検査の結果は、連携型選抜の結果に含めて、選抜に当たる。 

以「Ⅰ 全日制课程」中「第３ 联合型初高中联合教育学校的入学者选拔」中「５ 选拔」为基准。
其中、在考试过程中突发疾病者、已经完成考试的科目和正在参加的考试科目无需重复参加追加考试中
的相同科目。 
并且追加考试的内容与令和5年（2023年）3月3日（周五）进行的第一次选拔学力考试的试卷内容不同。
追加考试成绩包含在联合型选拔的成绩中、进行选拔。 

(3) 実施期日 实施日期 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「８ 追検査」の「(3) 追検査の内容等」の「ア 

第一次選抜の学力検査の追検査」の「(ｲ) 実施期日及び日程」と「イ 第一次選抜の面接、実技検
査の追検査」の「(ｲ) 実施期日」に同じである。 
与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「８ 追加考试」中「(3) 追加考试内容等」中「ア 
第一次选拔的学力追加考试」中「(ｲ) 实施日期及日程」和「イ 第一次选拔的面试、技能考试的追
加考试」中「(ｲ) 实施日期」相同。 
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(4) 検査場  考试地点
原則として、出願先の連携型高等学校とする。

原则上在申请志愿的连携高中进行。 

(5) 合格者の発表等 公布合格者等 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第３ 連携型の中高一貫教育校に係る入学者選抜」の「６ 合格者の発

表等」に同じである。 
与「Ⅰ 全日制课程」中「第３ 联合型初高中联合教育学校的入学者选拔」中「６ 公布合格者等」
相同。 

第４ 帰国生徒等に係る入学者の選抜  归国学生的入学者选拔 
帰国生徒等に対する第一次選抜における特別の入学者選抜は、全日制の課程の全ての高等学校の

学科で実施する。 
归国学生在全日制课程的第一次选拔中、所有学校的学科可采用特别入学者选拔方式。 

検査は、第一次選抜学力検査の「国語」、「数学」及び「英語」の３教科、面接並びに小論文を実
施する。また、音楽科及び美術科においては、いずれかの学科を志望する者に、志望順位にかかわら
ず、実技検査を実施する。 
考试内容是第一次选拔学力考试的「国语」、「数学」及「英语」3个科目、面试及小论文。报考音乐
科和美术科的、对任何一个学科作为志愿学科的考生、不考虑志愿顺序、都将实施技能考试。 

なお、詳細については、下記宛てに問い合わせること。 

详情请咨询下列地方。 

〒500-8570 岐阜市薮田南２丁目１番１号  岐阜県教育委員会 学校支援課 

 <電話058-272-1111(内線3678) 058-272-8842(直通)> 
邮编500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号  岐阜县教育委员会 学校支援课 

 <电话058-272-1111(内线3678)  058-272-8842(直拨) > 

第５ 外国人生徒等に係る入学者の選抜  外国人学生的入学者选拔 
外国人生徒等に対する第一次選抜における特別の入学者選抜は、全日制の課程の全ての高等学校の

学科で実施する。 

外国人学生参加全日制课程的第一次选拔、在所有学校的学科中、可采用特别入学者选拔方式。详情
请咨询下列地方。 

〒500-8570 岐阜市薮田南２丁目１番１号  岐阜県教育委員会 学校支援課 

 <電話058-272-1111(内線3678) 058-272-8842(直通)> 
邮编500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号  岐阜县教育委员会 学校支援课 

 <电话058-272-1111(内线3678)  058-272-8842(直拨) > 

１  実施校  实行学校 
外国人生徒等に対する第一次選抜における特別の入学者選抜（以下「外国人生徒等入学者選抜」と

いう。）は、全日制の課程の全ての高等学校の学科で実施する。 
在第一次选拔中对外国人学生的特别入学者选拔（以下称“外国人学生入学者选拔”）、适用于所有高
中的学科。 

２  出願資格    申请资格 
外国人生徒等入学者選抜に出願できる者は、「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「１ 

出願資格」に定める出願資格を有する者で、かつ、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者とする。 
凡符合「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「１ 申请资格」中规定的申请资格要求的、并
符合下列(1)和(2)中任意一项者、可申请参加外国人学生入学者选拔。 

(1) 外国籍を有する者で、原則として、国外における生活が継続して２年以上で、入国後３年以内の者。
外国国籍、原则上在外国连续生活2年以上、进入日本3年以内者。

(2) 保護者とともに県内に居住する者又は保護者とともに県内に居住することが確実な者。
ただし、保護者が引き続き国外に居住する場合は、県内に居住している確かな身元引受人のある者

に限る。 
与监护人一起居住在本县内、或确定将与监护人一起居住在县内者。如果监护人居于海外的话、仅限有
居住在县内的可靠身份担保人的报考者。 
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3 募集人員   招生人数 
募集人員は、各高等学校の入学定員とは別に、各校３名程度とする。 

招生人数不算入各高中的入学名额、各校招收3名左右。 

4 検査の内容  考试的内容 
第一次選抜学力検査の「国語」、「数学」及び「英語」の３教科、面接並びに小論文を実施する。

ただし、高等学校長の定めるところにより、第一次選抜学力検査に代えて、各高等学校で作成する外
国人生徒等学力検査を実施することができる。また、音楽科及び美術科においては、いずれかの学科
を志望する者に、志望順位にかかわらず、実技検査を実施する。 
考试内容是第一次选拔学力考试的「国语」、「数学」和「英语」3个科目、面试及小论文。但是、根
据高中校长的决定、可不参加第一次选拔学力考试、取而代之的是参加由各高中出卷的外国人学生学
力考试。此外、报考音乐科和美术科的、对任何一个学科作为志愿学科的考生，不考虑志愿顺序，都将
实施技能考试。 

外国人生徒等学力検査の実施の有無については、令和４年７月末日までに県教育委員会において発
表する。また、各高等学校における面接、小論文、外国人生徒等学力検査、実技検査の概要、実施期
日、実施方法等については、令和４年１０月末日までにそれぞれの高等学校において発表し、学校の
ホームページ上に掲載する。
关于是否实施外国人学生学力考试、由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底前公布。关于各高中开展
的面试、小论文、外国人学生学力考试、技能考试概要、实施日期、实施方法等、由各高中于令和4年
(2022年)10月底之前公布、并登载在学校网页上。

5 合格者の発表の日時  公布合格者时间 
令和５年３月１７日（金）午前９時  令和5年(2023年)3月17日（周五） 上午9点 

第６ 県外募集実施校に係る入学者の選抜 实施县外招生学校的入学者选拔 
  県外に居住する者で、県外からの募集を行う学科へ出願しようとする者については、次に定める

ところにより、全日制の課程の第一次選抜において、特別の入学者選抜方法によることができる。 
 在县外居住的、从县外申请学科报考的考生、按如下规定、对于全日制课程第一次选拔、可以根据 
特别考生选拔方法选拔。 

１ 実施校等  实施学校等 
(1) 県外募集実施校及び分野  省外招生的学校以及范围 
  県外募集実施校に係る入学者の選抜の実施校及び分野については、次の表のとおりとする。 
 县外招生的学校以及范围请参照下表 

学 校 名  学校名 分 野  范围 
加納高等学校 
加纳高中 

音楽 
音乐 

羽島北高等学校 
羽岛北高中 

フェンシング
击剑

岐阜総合学園高等学校 
岐阜综合学园高中 

ホッケー（男子）
曲棍球（男子）

岐阜城北高等学校 
岐阜城北高中 

硬式野球（男子） 
硬式棒球（男子） 

岐阜商業高等学校 
岐阜商业高中 

硬式野球（男子） 
硬式棒球（男子） 

岐南工業高等学校 
岐南工业高中 

自転車競技 
自行车竞技 

岐阜各務野高等学校 
岐阜各务野高中 

ホッケー（女子）
曲棍球（女子）

大垣東高等学校 
大垣东高中 

水球（男子） 
水球（男子） 

大垣南高等学校 
大垣南高中 

フェンシング
击剑

大垣商業高等学校 
大垣商业高中 

体操 
体操 

海津明誠高等学校 
海津明诚高中 

ヨット
帆船

関有知高等学校 
关有知高中 

ライフル射撃
步枪射击

加茂高等学校 
加茂高中 

ボート 
赛艇 

多治見工業高等学校 
多治见工业高中 

セラミック
陶艺

恵那農業高等学校 
惠那农业高中 

ふるさと教育（食、花と緑） 
乡土教育（食文化、花草） 

坂下高等学校 
坂下高中 

福祉 
福祉 
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益田清風高等学校 
益田清风高中 

ふるさと教育（地域文化伝承） 
乡土教育（地域文化传承） 

高山工業高等学校 
高山工业高中 

建築インテリア 
建筑内装 

飛驒神岡高等学校 
飞騨神冈高中 

ロボット
机器人

(2) 募集を行う学科  招生学科 
県教育委員会において別に発表する。 

 由县教育委员会另行发表。 

２ 出願資格  报名资格 
  県外募集実施校に係る入学者の選抜により県外からの募集を行う学科に出願できる者は、「Ⅰ 全

日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「１ 出願資格」の(1)から(3)までに定めるいずれかの出願
資格を有する者で、「Ⅰ 全日制の課程」の「第６ 県外募集実施校に係る入学者の選抜」の「１ 実
施校等」の分野に関心・意欲があり、かつ、「入学誓約書」を提出することができる県外に居住する
者とする。 
从省外能申请学科报考的考生根据省外招生学校的选拔、要有「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选
拔」中的「１ 申请资格」中从(1)到(3)规定的任一报考资格、「Ⅰ 全日制课程」中「第 6 实施县
外招生学校的入学者选拔」中「１ 实施学校等」的范围要关心和・热情、而且、要能提交「入学誓约
书」的省外居住的考生。 

３ 募集人員    招生人数 
  県外募集実施校に係る入学者の選抜により県外からの募集を行う学科における県外からの募集人

員は、各高等学校の入学定員とは別に定め、県教育委員会において決定し、別に発表する。 
对于从省外申请学科的招生名额根据省外招生学生的选拔、不算入各个高等学校招生的入学名额、由
省教育局决定、另行发表。 

４ 出願    申请 
(1) 出願校の選定  申请学校的选择 
  「Ⅰ 全日制の課程」の「第６ 県外募集実施校に係る入学者の選抜」の「１ 実施校等」の中か

ら、１つの高等学校の１つの学科を選定する。 
从「Ⅰ 全日制课程」中「第 6 实施县外招生学校的入学者选拔」中「１ 实施学校等」中、选定一
个高等学校的一个学科。 

(2) 出願の期間  申请时间 
  「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(2) 出願の期間」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第 2 第一次选拔」中「3 申请」中「(2) 申请时间」同样。 

(3) 出願等の手続  申请等的手续 
ア 入学願書等の提出  入学申请书等的交付 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(3) 出願の手続」に同じであ
る。また、入学誓約書を入学願書に添付し、出願先高等学校長に提出しなければならない。 
与「Ⅰ 全日制课程」中「第 2 第一次选拔」中「3 申请」中「(3) 申请手续」同样。并且、要
把入学誓约书与入学志愿书一起提交给报考高中的校长。 

イ 出願先の変更  申请高中的变更 
   「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(4) 出願先の変更」に準ずる。

中学校長が行う手続については、出願者又は保護者等が行うことができる。 
   以「Ⅰ 全日制课程」中「第 2 第一次选拔」中「3 申请」中「(4) 申请志愿的变更」为基准。 

    根据中学校长出的手续、考生或者考生的家长可以申请变更。 

５ 検査  考试 
  この要項に定める標準検査を実施する。また、実施校の高等学校長は、「Ⅰ 全日制の課程」の「第

６ 県外募集実施校に係る入学者の選抜」の「１ 実施校等」の分野に係る面接、小論文、実技検査
及び自己表現のうちから定める検査を実施することができる。 
按照规定的事项实施标准考试。同时、招生的高等学校校长、能根据「Ⅰ 全日制课程」中「第 6 实
施县外招生学校的入学者选拔」中「1 实施学校等」的范围实施面试、小论文、技能考试以及实施根
据自我表现而决定的考试。 

６ 合格者の発表等  公布合格者等 
(1) 発表の日時  公布时间 
  令和５年３月１７日（金） 午前 9 時 
  令和 5 年(2023 年)3 月 17 日（周五） 上午 9 点 

(2) 発表の方法等  公布方法等 
実施校の高等学校長は、合格者の受検番号を学校内に掲示するとともに、学校のホームページ上

に掲載して発表する。また、合格者に「合格通知書」を交付するとともに、中学校長に「入学者選抜
結果通知書」により合否の結果を通知する。 
实施县外招生学校的高中校长通过学校内告示和学校网站公布合格人员的准考证号、向合格人员颁发
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「合格通知书」的同时、通过「入学者选拔结果通知书」向初中校长告知合格与否的结果。 

７ 追検査  追加考试 
(1) 追検査の対象者及び受検手続 追加考试的对象以及考试手续 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「８ 追検査」の「(1) 追検査の対象者」及び「(2) 
追検査の受検手続」に同じである。 

 与「Ⅰ 全日制课程」中「第 2 第一次选拔」中「8 追加考试」中「(1) 追加考试对象」以及「(2) 
参加追加考试的手续」相同。 

(2) 追検査の内容及び選抜方法等  追加考试的内容及选拔方法等
「Ⅰ 全日制の課程」の「第６ 県外募集実施校に係る入学者の選抜」の「５ 検査」に準ずる。
ただし、受検中の急病等による場合は、既に受検した検査及び受検中の検査以外の検査を実施す

る。 
追検査の結果は、県外募集実施校に係る入学者の選抜の結果に含めて、選抜に当たる。 

以「Ⅰ 全日制课程」中「第 6 实施县外招生学校的入学者选拔」中「５ 考试」为基准。 
但是、考试期间由于生病导致的缺席测试的情况、需要追加实施除已测试过和正在接受测试以外的科
目。根据追加考试的成绩包括从省外招生学校的学生的成绩、进行选拔。 

(3) 実施期日  实施日期 
令和５年３月３日（金）の検査は令和５年３月１４日（火）に、令和５年３月４日（土）の検査は

令和５年３月１５日（水）に実施する。 
令和 5 年（2023 年）3 月 3 日（周五）的考试于令和 5 年（2023 年）3 月 14 日（周二）进行、令和 5
年（2023 年）3 月 4 日（周六）的考试于令和 5 年（2023 年）3 月 15 日（周三）进行。 

第７ 第二次選抜  第二次选拔 
１ 出願資格  申请资格 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「１ 出願資格」に該当し、かつ、公立高等学校
に合格していない者とする。 
凡符合「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「１ 申请资格」规定者、且未被公立高中录取
者。 

２ 募集人員  招生人数 
第一次選抜及び連携型選抜の合格者発表時に、当該選抜による合格者数の合計に帰国生徒等入学

者選抜及び外国人生徒等入学者選抜における合格者数を加えた数が入学定員に満たない学科におい
て、入学定員から第一次選抜、連携型選抜、帰国生徒等入学者選抜及び外国人生徒等入学者選抜に
おける合格者数の合計を減じた数を募集人員とし、令和５年３月１７日（金）に県教育委員会及び
各高等学校において発表する。 
公布的第一次选拔及联合型选拔的合格数、即第一次选拔及联合型选拔的合格人数的总和加上归国学
生入学者选拔和外国人学生入学者选拔时的合格人数、未达到招生名额的学科、从招生名额中减去第
一次选拔、联合型选拔、归国学生入学者选拔及外国人学生入学者选拔的合格人数的总和即为招生人
数、由县教育委员会及各高中于令和5年(2023年)3月17日（周五）公布。 

なお、第一次選抜及び連携型選抜の合格者発表時に、当該選抜による合格者数の合計に帰国生徒
等入学者選抜及び外国人生徒等入学者選抜における合格者数を加えた数が入学定員を満たしている
学科については、第二次選抜は実施しない。 
此外、公布的第一次选拔及联合型选拔的合格人数、即第一次选拔及联合型选拔的合格人数的总和加
上归国学生入学者选拔和外国人学生入学者选拔时的合格人数、已达到招生名额的学科、不再进行第
二次选拔。 

３ 出 願  申请 
(1) 出願校の選定    申请学校的选择

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(1) 出願校の選定」のア及びウ
に同じである。 
与「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 申请」中「(1) 申请学校的选择」中ア项及ウ
项规定一致。 

(2) 出願の期日    申请时间
令和５年３月２０日（月）  令和5年(2023年)3月20日（周一）
受付は、午前９時から午後４時までとする。

受理时间为上午9点至下午4点。 
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(3) 出願の手続    申请手续
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(3) 出願の手続」に準ずる。な

お、中学校長は、出願書類の提出に際し「第二次選抜出願資格証明書」を作成して添付しなければな
らない。 
以「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 申请」中「(3) 申请手续」为准。而且、初中
校长在提交申请书时必须附上「第二次选拔申请资格证明书」。 

(4) 出願先の変更    申请志愿的变更
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(4) 出願先の変更」に準ずる。

ただし、第二次選抜において、独自検査は実施しない。なお、第二次選抜出願資格証明書の再度の提
出は不要である。 
以「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 申请」中「(4) 申请志愿的变更」为准。但是、
在第二次选拔中不进行独立考试。不需要再次提交第二次选拔申请资格证明书。 

また、出願先の変更期日は、令和５年３月２２日（水）とし、受付は午前９時から午後４時までと
する。 
另外、申请志愿变更日期为令和5年(2023年)3月22日（周三）、受理时间为上午9点至下午4点。 

４ 選 抜  选拔 
(1) 検 査    考试 

ア 検査の内容   考试的内容
面接を実施する。また、高等学校長は、その定めるところにより、この要項に定める第二次選抜

学力検査及び小論文を実施することができる。また、音楽科及び美術科においては、いずれかの
学科を志望する者に、志望順位にかかわらず、実技検査を実施する。 
要进行面试。高中校长可根据本简章的规定、实施本简章中规定的第二次选拔学力考试和小论文。
此外、报考音乐科和美术科的、对任何一个学科作为志愿学科的考生、不考虑志愿顺序、都将实施技
能考试。 

なお、各高等学校で実施する検査については、令和４年７月末日までに県教育委員会において
発表する。また、各高等学校が実施する検査の概要、実施方法等については、令和４年１０月末日
までにそれぞれの高等学校において発表し、学校のホームページ上に掲載する。 

此外、各高中实施的考试由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底前公布。关于各高中实施的考试概
要、实施方法等、由各高中于令和4年(2022年)10月底之前公布、并登载在学校网页上。 

イ 第二次選抜学力検査    第二次选拔学力考试
第二次選抜学力検査は、県教育委員会で作成した問題により、「国語」、「数学」及び「英語（放

送を聞いて答える問題は含まない。）」の３教科において実施する。各教科の配点は１００ 点とする。 
第二次选拔学力考试由县教育委员会出题、考「国语」、「数学」和「英语（不含听广播答题）」3
门科目、各科目满分为100分。 

ウ 検査の実施期日及び日程    考试实施日期及日程 
令和５年３月２３日（木）   令和5年(2023年)3月23日（周四） 

検査の日程については、各高等学校長が定める。ただし、第二次選抜学力検査を実施する高等
学校は、「国語」、「数学」又は「英語（放送を聞いて答える問題は含まない。）」の３教科のう
ち、実施する教科を定め、次の日程で実施する。 
关于考试的日程由各高中校长决定。但是、实施第二次选拔学力考试的高中从「国语」、「数学」或
「英语（不含听广播答题）」3个科目中选择考试科目的、按以下日程实施。 

期日 日期 時 間 帯  时 间 教 科 科 目 

令和５年３月２３日（木） 
令和5年(2023年) 
3月23日（周四） 

９：２０～ ９：５０ 国 語 国 语 

１０：０５～１０：３５ 数 学 数 学 

１０：５０～１１：２０ 英 語 英 语 

エ 検査場    考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 
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オ 携行品  携带物品 
(ｱ) 受検票   准考证 

(ｲ) 第二次選抜学力検査を受検する場合は、(ｱ)に加えて、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、
コンパス、直定規
参加第二次选拔学力考试的、除(ｱ)项外、请携带铅笔或自动铅笔、橡皮、圆规、直尺

(ｳ) その他受検に必要な携行品については、各高等学校長が定める。
其它的考试携带物品由各高中校长决定。

(2) 入学者の選抜方法    入学者的选拔方法
高等学校長は、校長、副校長、教頭及び適宜の人数の教諭から成る入学者選抜委員会を組織し、選

抜の厳正を期する。 
各高中由校长、副校长、教导主任及适量人数的教师组成入学者选拔委员会、以期进行严正的选拔。 

また、調査書に記入された「２ 各教科の学習の記録」の評定（目標に準拠した５段階の評定）に
ついては、「第１学年と第２学年の各教科の評定の合計値」と「第３学年の各教科の評定の合計値を
２倍した値」の和を用いる。 
关于调查书上记载的「２ 各学科的学习记录」的评定办法（按标准分5个级别）、采用「第1学年与第
2学年各学科的评定总成绩」与「第3学年各学科的评定总成绩的2倍数」之和。 

高等学校長は、中学校長から提出された各出願者の調査書の記録（出願者から自己申告書が提出
された場合は、これを含む。）及び各高等学校で実施した検査の結果に基づいて、総合的に審査し、
入学者の選抜に当たる。 
高中校长根据初中校长提交的各申请者的调查书记录（申请者提交了自我声明书的、也包含在内。）及
各高中实施的考试结果、经过综合审查、选拔入学人员。 

５ 合格者の発表等  公布合格者等 
(1) 発表の日時   公布时间 

令和５年３月２７日（月）午前９時  令和5年(2023年)3月27日（周一） 上午9点 

(2) 発表の方法等    公布方法等
高等学校長は、合格者の受検番号を学校内に掲示するとともに、学校のホームページ上に掲載して

発表する。また、合格者に「合格通知書」を交付するとともに、中学校長に「入学者選抜結果通知書」
により合否の結果を通知する。 
高中校长通过学校内告示和学校网站公布合格人员的准考证号，向合格人员颁发「合格通知书」的

同时，通过「入学者选拔结果通知书」向初中校长告知合格与否的结果。 

６ 入学辞退の手続  入学辞退手续 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「７ 入学辞退の手続」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「７ 入学辞退手续」相同。 

第８ 一家転住等による県外からの出願  因迁居等来自县外的申请 
１ 「岐阜県立高等学校出願承認願」の提出手続  「岐阜县立高中申请认可书」的提交手续 

県外に居住する者で、一家転住その他のやむを得ない事情により岐阜県立高等学校へ出願しようと
する者（県外募集実施校に係る入学者の選抜により県外からの募集を行う学科へ出願しようとする者
を除く。）は、令和５年１月１０日（火）から１月２６日（木）の期間に、「岐阜県立高等学校出願
承認願」を出願先高等学校長に提出しなければならない。 
住在县外、但因为一家迁居等迫不得已的原因而申请岐阜县立高中的人员（申请根据实施县外招生学
校的入学者选拔而进行县外招生学科的人员除外。） 必须在令和5年（2023年）1月10日（周二）到1
月26日（周四）期间、向申请学校的高中校长提交「岐阜县立高中申请认可书」。 

 ２ 「岐阜県立高等学校出願承認願」の審査  「岐阜县立高中申请认可书」的审查 
岐阜県立高等学校出願承認願の提出があった場合は、当該承認願を受領した高等学校において速

やかに「出願承認審査会」を設けて審査し、承認した者に対しては「岐阜県立高等学校出願承認書」
を、不承認とした者に対してはその旨の文書を発送する。 
提交了岐阜县立高中申请认可书的情况下、受理该认可书的高中、尽早成立「申请认可审查会」进行审
查、向获得认可的人员寄送「岐阜县立高中申请认可书」、向没有获得认可的人员寄送文件、告知其没
有获得认可。 
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Ⅱ 定 時 制 の 課 程   定时制课程 

第１ 入学定員  入学名额 
県教育委員会において決定し、別に発表するところによる。 

由县教育委员会决定并另行发表。 

第２ 第一次選抜  第一次选拔 
１ 出願資格  申请资格 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「１ 出願資格」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「1 申请资格」相同。 

２ 募集人員  招生人数 
募集人員は、入学定員とする。 

招生人数即为入学名额。 

３ 出 願  申请 
(1) 出願校の選定    申请学校的选择

出願者は、定時制の課程の岐阜県立高等学校の中から、１つの高等学校の１つの学科又は部（入
学者の募集の単位としての学科又は部をいう。以下同じ。）を選定し、出願することができる。 

申请者可从定时制课程的岐阜县高中中选择一所高中的一个学科或部（指作为入学者招生单位的学科或
部。以下同。）进行申请。 

Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部を設置する高等学校においては、同一校の他の部を第２志望及び第３志望とす
ることができる。 

对于设置了I部、Ⅱ部、Ⅲ部的高中、可以报考同一所学校其他部的第2志愿和第3志愿。 

また、障がいなどにより受検上の配慮を希望する者は、事前に中学校長に申し出る。中学校長は
可能な限り令和５年１月末日までに、「受検上の配慮申請書」を出願しようとする高等学校長に提
出する。高等学校長は、県教育委員会と協議の上、受検上の配慮をすることができる。 

  另外、因身体等不健全、希望在考试上得到相关照料的考试人员请事先告知初中校长。初中校长尽量于
令和5年（2023年）1月末前将「应试中的照料申请书」提交给高中校长。高中校长在与县教育委员会协
商后、可以给予相关照料。 

(2) 出願の期間    申请时间
令和５年２月１３日（月）から２月１６日（木）までとする。

令和5年(2023年)2月13日（周一）至2月16日（周四）截止。 

受付は、午前９時から午後４時（２月１６日（木）にあっては正午）までとする。 
受理时间为上午9点至下午4点（2月16日（周四）截止至正午）。 

(3) 出願の手続  申请手续
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(3) 出願の手続」に準ずる。

ただし、入学考査料として950円分の岐阜県収入証紙を、入学願書に貼付する。 

以「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３  申请」中「(3) 申请手续」为准。但需在入
学申请书上贴上作为入学考试费的950日元的岐阜县收入证明表。 

(4) 出願先の変更     申请志愿的变更
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(4) 出願先の変更」に準ずる。

ただし、定時制の課程において、独自検査は実施しない。 

以「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「３  申请」中「(4) 申请志愿的变更」为准。但
是、定时制课程不实施独立考试。 

また、全日制の課程に出願先を変更する場合は、入学考査料の差額1，250円分の岐阜県収入証紙
を、入学願書の所定の欄に貼付する。 

此外、申请志愿变更到全日制课程时、需要在入学申请书的相应栏里贴上入学考试费差额1250日元的
岐阜县收入证明表。 
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４ 選 抜  选拔 
(1) 検 査    考试 

ア 検査の内容    考试的内容
面接を実施する。加えて、この要項に定める第一次選抜学力検査又は各高等学校で作成する基

礎的な学力をみる検査のうちから、高等学校長が定める検査を実施する。また、高等学校長は、そ
の定めるところにより、小論文、実技検査及び自己表現を実施することができる。 

除实施面试外、由高中校长决定选择本简章规定的第一次选拔学力考试或各高中出题的基础学力考
试、进行考试。高中校长决定、可根据本简章的规定、实施小论文、技能考试及自我表现。 

なお、各高等学校が実施する検査については、令和４年７月末日までに県教育委員会において
発表する。また、各高等学校が実施する検査の概要、実施方法等については、令和４年１０月末日
までにそれぞれの高等学校において発表し、学校のホームページ上に掲載する。 

各高中实施的考试由县教育委员会于令和4年(2022年)7月底之前公布。另外、关于各高中的考试概
要、实施方法等、由各高中于令和4年(2022年)10月底之前公布、并登载在学校网页上。 

イ 検査の実施期日及び日程   考试的实施日期及日程 

令和５年３月３日（金）  令和5年(2023年)3月3日（周五） 

ただし、各高等学校長の定めるところにより、検査を３月３日（金）及び３月４日（土）の両日
にわたって実施することができる。 

但是、根据各高中校长决定、考试时间可定为3月3日（周五）及3月4日（周六）两天进行。 

検査の日程については、各高等学校長が定める。ただし、第一次選抜学力検査を実施する高等
学校は、「国語」、「社会」、「数学」、「理科」又は「英語」の５教科のうち、実施する教科を
定め、次の日程で実施する。 

考试的日程由各高中校长决定。但是、实施第一次选拔学力考试的高中从「国语」、「社会」、「数
学」、「理科」或「英语」5个科目中选择考试科目的、按以下日程实施。 

期日 日期 時 間 帯  时 间 教 科 科 目 

令和５年 
３月３日 
（金） 

令和5年(2023年) 
3月3日 
（周五） 

９：２０～１０：１０ 国 語 国 语 

１０：３０～１１：２０ 数 学 数 学 

１１：４０～１２：３０ 英 語 英 语 

１２：３０～１３：２０ （昼食）（午餐） 

１３：２０～１４：１０ 理 科 理 科 

１４：３０～１５：２０ 社 会 社 会 

ウ 検査場    考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 

エ 携行品  携带物品 
(ｱ) 受検票  准考证 

(ｲ) 第一次選抜学力検査を受検する場合は、(ｱ)に加えて、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、
コンパス、直定規
参加第一次选拔学力考试的、除(ｱ)项外、请携带铅笔或自动铅笔、橡皮、圆规、直尺

(ｳ) その他受検に必要な携行品については、各高等学校長が定める。
其它的考试携带物品由各高中校长决定。

(2) 入学者の選抜方法    入学者的选拔方法
高等学校長は、校長、副校長、教頭及び適宜の人数の教諭から成る入学者選抜委員会を組織し、選

抜の厳正を期する。 
各高中由校长、副校长、教导主任及适量人数的教师组成入学者选拔委员会、以期进行严正的选拔。 

高等学校長は、中学校長から提出された各出願者の調査書の記録（出願者から自己申告書が提出
された場合は、これを含む。）及び各高等学校で実施した検査の結果に基づいて、総合的に審査し、
入学者の選抜に当たる。 
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高中校长根据初中校长提交的各申请者的调查书记录（申请者提交了自我声明书的、也包含在内。）及
各高中实施的考试结果、经过综合审查、选拔入学人员。 

５ 合格者の発表等  公布合格者等 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「６ 合格者の発表等」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「6 公布合格者等」相同。 

６ 入学辞退の手続  入学辞退手续 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「７ 入学辞退の手続」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第2 第一次选拔」中「７ 入学辞退手续」相同。 

７ 追検査 追加考试 
(1) 追検査の対象者及び受検手続 追加考试对象和参加考试手续 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「８ 追検査」の「(1) 追検査の対象者」及び「(2) 
追検査の受検手続」に同じである。 
与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「８ 追加考试」中「(1) 追加考试对象」及「(2) 
参加追加考试的手续」相同。 

(2) 追検査の内容等 追加考试内容等 
ア 検査の内容及び選抜方法等  考试内容和选拔方法等 

「Ⅱ  定時制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「４ 選抜」に準ずる。ただし、受検中の急病
等による場合は、既に受検した検査及び受検中の検査以外の検査を実施する。 

なお、令和５年３月３日（金）に実施する第一次選抜学力検査の問題とは異なる問題とする。 
追検査の結果は、第一次選抜の結果に含めて、選抜に当たる。 

以「Ⅱ 定时制课程」中「第２ 第一次选拔」中「４ 选拔」为准。其中、在考试过程中突发疾病
者、将对已经完成考试的科目和正在参加的考试科目以外的科目实施考试。 
另外、追加考试的试卷内容与令和5年(2023年)3月3日（周五）进行的考试试卷内容不同。 
追加考试的成绩包含在第一次选拔的结果中、进行选拔。 

イ 実施期日及び日程  实施日期和日程
令和５年３月３日（金）の検査は令和５年３月１４日（火）に、令和５年３月４日（土）の検査

は令和５年３月１５日（水）に実施する。ただし、第一次選抜学力検査を実施する高等学校は、
「国語」、「社会」、「数学」、「理科」又は「英語」の５教科のうち、実施する教科を定め、次の日程
で実施する。 
令和5年(2023年)3月3日（周五）的考试于令和5年(2023年)3月14日（周二）进行、令和5年(2023年)3
月4日（周六）的考试于令和5年(2023年)3月15日（周三）进行。但是、实施第一次选拔学力考试的
学校、请从「国语」、「社会」、「数学」、「理科」或「英语」5个科目中、选择实施考试的科目、
按照如下日程举行考试。 

ウ 検査場  考试地点
原則として、出願先高等学校とする。

原则上在申请志愿的高中进行。 

(3) 合格者の発表等  公布合格者等
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「６ 合格者の発表等」に同じである。
与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「６ 公布合格者等」相同。

第３ 第二次選抜  第二次选拔 
１ 出願資格    申请资格 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「１ 出願資格」に該当し、かつ、公立高等学校
に合格していない者とする。 

凡符合「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「１ 申请资格」、且未被公立高中录取者。 

期日 日期 時 間 帯  时 间 教 科 科 目 

令和５年 
３月１４日 

（火） 
令和5年(2023年) 

3月14日 
（周二） 

９：２０～１０：１０ 国 語 国 语 

１０：３０～１１：２０ 数 学 数 学 

１１：４０～１２：３０ 英 語 英 语 

１２：３０～１３：２０ （昼食）（午餐） 

１３：２０～１４：１０ 理 科 理 科 

１４：３０～１５：２０ 社 会 社 会 
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２ 募集人員    招生人数 
第一次選抜の合格者発表時に、合格者数が入学定員に満たない学科又は部において、入学定員か

ら第一次選抜の合格者数を減じた数を募集人員とし、令和５年３月１７日（金）に県教育委員会及び
各高等学校において発表する。 

なお、第一次選抜の合格者発表時に入学定員を満たしている学科又は部については、第二次選抜
を実施しない。 

公布的第一次选拔的合格数、未到到招生名额的学科或部、从招生名额中减去第一次选拔的合格人数
即为招生人数、由县教育委员会及各高中于令和5年(2023年)3月17日（周五）公布。 
此外、公布的第一次选拔的合格人数、已达到招生名额的学科或部、不再进行第二次选拔。 

３ 出 願  申请 
(1) 出願校の選定    申请学校的选择

「Ⅱ 定時制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(1) 出願校の選定」に同じであ
る。 
与「Ⅱ 定时制课程」中「第２ 第一次选拔」中「３ 申请」中「(1) 申请学校的选择」相同。 

(2) 出願の期日    申请时间
令和５年３月２０日（月）   令和5年(2023年)3月20日（周一） 
受付は、午前９時から午後４時までとする。 

受理时间为上午9点至下午4点。 

(3) 出願の手続    申请手续
「Ⅱ 定時制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(3) 出願の手続」に準ずる。な

お、中学校長は、出願書類の提出に際し「第二次選抜出願資格証明書」を作成して添付しなければな
らない。 
以「Ⅱ 定时制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 申请」中「(3) 申请手续」为准。此外、初中
校长在提交申请书时必须附上「第二次选拔申请资格证明书」。 

(4) 出願先の変更    申请志愿的变更
「Ⅱ 定時制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「３ 出願」の「(4) 出願先の変更」に準ずる。
ただし、出願先の変更期日は、令和５年３月２２日（水）とし、受付は午前９時から午後４時まで

とする。 
以「Ⅱ 定时制课程」中「第2 第一次选拔」中「３ 申请」中「(4) 申请志愿的变更」为准。 
并且、申请志愿变更日期为令和5年(2023年)3月22日（周三）、受理时间为上午9点至下午4点。 

４ 選 抜  选拔 
(1) 検 査   考试 

「Ⅰ 全日制の課程」の「第７ 第二次選抜」の「４ 選抜」の「(1) 検査」に準ずる。 
以「Ⅰ 全日制课程」中「第７ 第二次选拔」中「４ 选拔」中「(1) 考试」为准。 

(2) 入学者の選抜方法    入学者的选拔方法
高等学校長は、校長、副校長、教頭及び適宜の人数の教諭から成る入学者選抜委員会を組織し、選

抜の厳正を期する。 
各高中由校长、副校长、教导主任及适量人数的教师组成入学者选拔委员会、以期进行严正的选拔。 

高等学校長は、中学校長から提出された各出願者の調査書の記録（出願者から自己申告書が提出
された場合は、これを含む。）及び各高等学校で実施した検査の結果に基づいて、総合的に審査し、
入学者の選抜に当たる。 
高中校长根据初中校长提交的各申请者的调查书记录（申请者提交了自我声明书的、也包含在内。）及
各高中实施的考试结果、经过综合审查、选拔入学人员。 

５ 合格者の発表等    公布合格者等 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第７ 第二次選抜」の「５ 合格者の発表等」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第７ 第二次选拔」中「5 公布合格者等」相同。 

６ 入学辞退の手続    入学辞退手续 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「７ 入学辞退の手続」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「７ 入学辞退手续」相同。 
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Ⅲ 通 信 制 の 課 程  通信制课程 

１ 入学定員  入学名额 
県教育委員会において決定し、別に発表するところによる。 

由县教育委员会决定并另行发表。 

２ 出願資格  申请资格 
「Ⅰ 全日制の課程」の「第２ 第一次選抜」の「１ 出願資格」に同じである。 

与「Ⅰ 全日制课程」中「第２ 第一次选拔」中「1 申请资格」相同。 

３ 募集人員  招生人数 
募集人員は入学定員とする。 

招生人数为入学名额。 

４ 出 願  申请 
(1) 出願校の選定       申请学校的选择

出願者は、通信制の課程の岐阜県立高等学校の中から、１つの高等学校の１つの学科を選定し、
出願することができる。 
申请者可从通信制课程的岐阜县立高中中选择一所高中的一个学科进行申请。 

また、障がいなどにより受検上の配慮を希望する者は、原則として、事前に中学校長に申し出る。
中学校長は可能な限り令和５年１月末日までに、「受検上の配慮申請書」を出願しようとする高等
学校長に提出する。高等学校長は、県教育委員会と協議の上、受検上の配慮をすることができる。 

  另外、因身体等不健全、希望在考试上得到相关照料的考试人员原则上应事先告知初中校长。初中校长
尽量于令和5年（2023年）1月末前将「应试中的照料申请书」提交给高中校长。高中校长在与县教育委
员会协商后、可以给予相关照料。 

(2) 出願の期間    申请时间
令和５年３月６日（月）から３月２８日（火）まで

令和5年(2023年)3月6日（周一）至3月28日（周二） 

受付は、午前１０時から午後４時までとする。 
受理时间为上午10点至下午4点。 

ただし、各高等学校長の定めるところにより、各高等学校の教育活動等に支障のある日時を除く
ことができる。 
但是、根据各高中校长决定、受理时间将避开可能给各高中正常教学造成影响的时间段。 

なお、各高等学校における出願の受付日については、令和４年１０月末日までにそれぞれの高等
学校において発表し、学校のホームページ上に掲載する。 

此外、关于各高中受理申请的时间、由各高中于令和4年(2022年)10月底之前公布、并登载在学校网页
上。 

(3) 出願の手続    申请手续
出願者は、出願先高等学校から入学願書の用紙の交付を受けて必要な事項を記入し、「調査書」を

添えて、出願先高等学校長に提出する。 

申请者向所申请高中领取入学申请书、填写好必要事项、附上「调查书」后、一起提交给所申请志愿的
高中校长。 

５ 選 抜  选拔 
(1) 検 査    考试 

ア 検査の内容   考试内容
面接を実施する。また、高等学校長は、その定めるところにより、小論文及び基礎的な学力をみ

る検査を実施することができる。 
要进行面试。此外、各高中校长可根据本简章的规定、实施小论文及考查基础学力考试。 

なお、小論文及び基礎的な学力をみる検査の実施の有無については、令和４年７月末日までに
県教育委員会において発表する。また、各高等学校における面接、小論文、基礎的な学力をみる
検査の概要、実施方法等については、令和４年１０月末日までにそれぞれの高等学校において発
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表し、学校のホームページ上に掲載する。 

关于是否进行小论文及考查基础学力的考试、由县教育委员会令和4年(2022年)7月底前公布。此外、
关于各高中实施的面试、小论文、考查基础学力的考试概要、实施方法等、由各高中于令和4年(2022
年)10月底前公布、并登载在学校网页上。 

イ 検査の実施期日及び日程  实施考试日期及日程
令和５年３月２９日（水）  令和5年(2023年)3月29日（周三）
検査の日程については、各高等学校長が定める。

 考试日程由各高中自行决定。 

(2) 入学者の選抜方法    入学者的选拔方法 

高等学校長は、校長、副校長、教頭及び適宜の人数の教諭から成る入学者選抜委員会を組織し、選
抜の厳正を期する。 
各高中由校长、副校长、教务主任及适量人数的教师组成入学者选拔委员会、以期进行严正的选拔。 

高等学校長は、調査書及び各高等学校で実施した検査の結果に基づいて、総合的に審査し、入学
者の選抜に当たる。 
高中校长根据调查书及各高中实施的考试结果、经过综合审查、选拔入学人员。 

６ 選抜結果の通知  通知选拔结果 
高等学校長は、出願者に入学者選抜の結果を通知する。 

报名者的入学者选拔结果由各高中校长通知考试报名者。 

入 学 者 選 抜 に 関 す る 注 意 事 項 
有关招生的注意事项 

１ 第一次選抜の出願者数は、出願締切後、出願先高等学校の校内に掲示するとともに学校のホーム
ページ上に掲載する。また、出願先変更期間中は、正午及び午後４時現在の出願者数を校内に掲示す
るとともに学校のホームページ上に掲載する。なお、出願先変更締切時における出願者数も校内に掲
示するとともに学校のホームページ上に掲載する。電話等による問合せには応じない。 
第一次选拔的申请者人数、在申请截止后、公示在各申请志愿的高中校内并登载在学校网页上。另外、
在变更申请志愿期间、于正午以及下午4点在校内公示当前申请者人数、并登载在学校网页上。此外、变
更申请志愿截止后、将在校内公示申请者人数并登载在学校网页上。不接受电话咨询。 

第二次選抜については、第一次選抜の合格発表時に全ての学校で第二次選抜の有無と、実施する場
合は募集人員を校内に掲示するとともに学校のホームページ上に掲載する。また、出願締切後、出願
先変更期日の正午及び出願先変更締切後に、募集人員及び出願者数を校内に掲示するとともに学校の
ホームページ上に掲載する。
关于第二次选拔、在公布第一次选拔结果后、在所有学校的校内和网页上公示是否实施第二次选拔、
实施第二次选拔的学校还会同时公布招生名额。此外、申请截止后、变更申请志愿的当天正午及截止
期后、会在校内公示招生人数及申请者人数、并登载在学校网站上。

２ 検査場となる学校を前もって見学したいときは、必ず事務室で事前に許可を受けること。この場合、
校舎内の見学は許されない。 
如果希望提前参观作为考场的学校、请一定要提前征得事务室的批准许可。但不允许校内参观。 

３ 検査当日の検査場への集合時刻は、出願先高等学校の指示によること。 
考试当天的考场集合时间、以申请志愿的高中的指示为准。 

４ 受検者に、病気、その他の事故が発生したときは、速やかに出願先高等学校に連絡すること。 

参加考试人员、如生病或发生其它事故时、请速与申请志愿的高中联系。 

５ 合格者の発表に関する電話等による問合せには応じない。 

不接受电话咨询相关公布合格者的事宜。 

６ その他不明な点は、出願先高等学校に問い合わせること。 
如有其它不明之处、请向所申请志愿的高中咨询。 




