
 

Ⅰ【第一次選抜（標準検査）】（ 独自検査についてはⅡ【第一次選抜（独自検査）】を参照 ） 

項  目 内      容      等 

１  学科 流通ビジネス科、ビジネス情報科、会計科、グローバルビジネス科 

２  募集人員 入学定員から独自検査を含む選抜の合格者数を減じた数 

３  志望できる学科数 ３                             （独自検査についてはⅡを参照） 

４  調査書の評定と学力検査の 

結果の比率 

（調査書：学力検査） 

５：５ 

５  面接 実施しない。                        （独自検査についてはⅡを参照） 

６  実技検査  

７  傾斜配点  教科（配点）  

８  検査期日及び日程の概要 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月３日（木） 
８：２０～ 
９：２０～１０：１０ 

１０：３０～１１：２０ 
１１：４０～１２：３０ 
１２：３０～１３：２０ 
１３：２０～１４：１０ 
１４：３０～１５：２０ 
１５：２５～１５：３０ 
１５：３０～ 

 
集合点呼、諸連絡 
学力検査（国語） 
学力検査（数学） 
学力検査（英語） 
（昼食） 
学力検査（理科） 
学力検査（社会） 
諸連絡 
解散 

（独自検査についてはⅡを参照） 

９  集合時刻及び集合場所 ８時２０分  岐阜県立岐阜商業高等学校 体育館２階 （独自検査についてはⅡを参照） 

10  携行品 

 

 

 

・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 
・昼食 
・体育館シューズと上履き（体育館シューズと上履きが共用の学校は、それを校舎用と
して利用し、体育館用の履き物を別に準備してください。） 

・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。 （独自検査についてはⅡを参照） 

11  本校に出願する皆さんへ 

（学校からのメッセージ） 

文武両道を志す人、リーダーシップを発揮できる人、明るく誠実な人、努力を継続で

きる人、関連分野への大学進学や就職等を希望している人等を求めます。 

12  独自検査を受検しない場合の入学願書の志望学科の記入方法 

（独自検査を受検する場合は Ⅱ【第一次選抜（独自検査）】 を参照） 
第一次選抜の調査書及び標準検査による選抜において、本校の他の学科を第２志望、第３志望とすることができます。 

その場合、入学願書の「第１志望」の欄に第１志望の学科名を、第２志望の学科がある場合には「第２志望」の欄にその
学科名を、第３志望の学科がある場合には「第３志望」の欄にその学科名を記入してください。第２志望、第３志望がな
い場合には「志望なし」と記入してください。 
「★独自検査」の「第１志望」、「第２志望」、「第３志望」の欄には「無」を○印で囲んでください。ただし、「志

望なし」の場合には何も記入しないでください。 

記入例 

志望順位 学科（群）・部 ★独自検査  志望順位 学科（群)・部 ★独自検査 

第１志望 グローバルビジネス 有【  】・無  第１志望 流通ビジネス 有【  】・無 

第２志望 ビジネス情報 有【  】・無  第２志望 会計 有【  】・無 

第３志望 会計 有【  】・無  第３志望 志望なし 有【  】・無 

       

 

志望順位 学科（群）・部 ★独自検査 

第１志望 ビジネス情報 有【  】・無 

第２志望 志望なし 有【  】・無 

第３志望 志望なし 有【  】・無 

   

 

 

13 追検査 Ⅵ 【追検査】を参照 

14 留意事項 

・新型コロナウイルスの感染予防等については、出願時に配付する「受検生の皆さんへ」で別途連絡する。 



 

Ⅱ 【第一次選抜（独自検査）】 

項  目 内      容      等 

１  学科 流通ビジネス科、ビジネス情報科、会計科、グローバルビジネス科 

２  募集人員 流通ビジネス科 ４８人、ビジネス情報科 ２４人、会計科 ２４人、 

グローバルビジネス科 １２人 

３  志望できる学科数 ３                      

４  選抜の要件 次の１又は２のいずれかに該当する者。     

１ 下記の競技において、中学校在学中に部活動又は外部のクラブチーム（道場を含

む）で次の（１）から（３）のいずれかに該当する実績（１年生大会などの１、２

年生限定の大会も含む）を有する者。 

  野球、テニス、ソフトテニス、サッカー、陸上競技、水泳、ハンドボール、バレー

ボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、柔道、剣道、空手道 

 （１）個人又は団体で郡市大会ベスト４以上。ただし、団体種目については、その実

績を収めた大会の登録選手であること。 

 （２）県又は地区の選抜チームに選ばれた者。 

 （３）中学校在学中に、部活動又は外部のクラブチーム（道場を含む）に継続して参

加し、本校に入学後、上記の部に所属し、３年間継続して意欲的に活動する強

い意志のある者。 

２ 中学校在学中に次の（１）又は（２）のいずれかに該当する実績（１年生大会な

どの１、２年生限定の大会も含む）を有する者。 

 （１）吹奏楽又はバトントワーリングの県コンクールにおいて個人又は団体で銀賞以

上。ただし、団体については、その実績を収めた大会に登録された者であるこ

と。 

 （２）中学校在学中に、（１）の部活動等に継続して参加し、本校に入学後、吹奏楽

部に所属し、３年間継続して意欲的に活動する強い意志のある者。 

５  独自検査を受検する 

皆さんへ 

（学校からのメッセージ） 

上記４の「選抜の要件」に合致することがらについて、自分の言葉で自信をもって自

己表現をしてください。 

 

６  面接 実施しない。 

７  小論文 実施しない。 

８  実技検査 実施しない。 

９  自己表現 上記４の「選抜の要件」に合致することがらについて、制限時間内（２０分間）で専

用の用紙に記述することにより自己表現をしてもらいます。ただし、検査場にメモ用紙

などを持ち込むことはできません。また、面接のように口頭により自己をアピールした

り特技を披露したりするものではありません。 

10  検査期日及び日程の概要 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月３日（木） 
８：２０～ 
９：２０～１０：１０ 

１０：３０～１１：２０ 
１１：４０～１２：３０ 
１２：３０～１３：２０ 
１３：２０～１４：１０ 
１４：３０～１５：２０ 
１５：２５～１５：３０ 
１５：５０～１６：１０ 

１６：１０～ 

 
集合点呼、諸連絡 
学力検査（国語） 
学力検査（数学） 
学力検査（英語） 
（昼食） 
学力検査（理科） 
学力検査（社会） 
諸連絡 
独自検査（自己表現） 
解散 

11  集合時刻及び集合場所 ８時２０分 岐阜県立岐阜商業高等学校 体育館２階 

12  携行品 ・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 
・昼食 
・体育館シューズと上履き（体育館シューズと上履きが共用の学校は、それを校舎用と
して利用し、体育館用の履き物を別に準備してください。） 

・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。  



13  留意事項  

 

 

 

・選抜の要件についての質問は、在学（出身）学校を通して本校へ問い合わせること。 

・実績を証明する書類を提出する必要はありません。 

・新型コロナウイルスの感染予防等については、出願時に配付する「受検生の皆さんへ」

で別途連絡する。 

14  入学願書の志望学科の記入方法 

 

 

 

 

 

独自検査を含む選抜において、本校の他の学科を第２志望、第３志望とすることができます。その場合、下の記入例を

参考にして、入学願書を記入してください。 

 

記入例 

○ 独自検査を含む選抜において第３志望まで希望する場合 

 

○ 独自検査を含む選抜において第２志望まで希望する場合 

 

○ 独自検査を含む選抜において第１志望のみ希望する場合 

 
 

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査     

第１志望 会計 有【  】・無    

第２志望 ビジネス情報 有【  】・無    

第３志望 流通ビジネス 有【  】・無    

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査  志望順位 学科(群)・部 ★独自検査 

第１志望 流通ビジネス 有【  】・無 第１志望 流通ビジネス 有【  】・無 

第２志望 ビジネス情報 有【  】・無 第２志望 グローバルビジネス 有【  】・無 

第３志望 会計 有【  】・無 第３志望 志望なし 有【  】・無 

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査  志望順位 学科(群)・部 ★独自検査 

第１志望 ビジネス情報 有【  】・無 第１志望 会計 有【  】・無 

第２志望 グローバルビジネス 有【  】・無 第２志望 ビジネス情報 有【  】・無 

第３志望 流通ビジネス 有【  】・無 第３志望 志望なし 有【  】・無 

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査     

第１志望 グローバルビジネス 有【  】・無    

第２志望 志望なし 有【  】・無    

第３志望 志望なし 有【  】・無    

15 追検査  Ⅵ 【追検査】を参照 

出願において、次のことに注意すること。 
・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、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。 

（令和４年度岐阜県立高等学校入学者選抜要項 ｐ２参照） 



Ⅲ 【帰国生徒等に係る入学者の選抜】 

項  目 内      容      等 

１  学科 本校の全ての学科 

２  募集人員  入学定員とは別に、全学科あわせて３名程度 

３  学力検査  「国語」、「数学」、「英語」の３教科 

４  面接 個人面接を実施する。（２０分程度） 

５  小論文 提示されたテーマについて、４００字程度で書く。（５０分） 

６  実技検査  

７  検査期日及び日程の概要 

 

令和４年３月３日（木） 
８：２０～ 
９：２０～１０：１０ 

１０：３０～１１：２０ 
１１：４０～１２：３０ 
１２：３０～１３：２０ 
１３：２０～１４：１０ 
１４：３０～ 

 

 
集合点呼、諸連絡 
学力検査（国語） 
学力検査（数学） 
学力検査（英語） 
（昼食） 
小論文 
面接 

面接が終わった人から順次解散 

８  集合時刻及び集合場所 ８時２０分 岐阜県立岐阜商業高等学校 体育館２階 

９  携行品 

 

・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 
・昼食 
・体育館シューズと上履き（体育館シューズと上履きが共用の学校は、それを校舎用と
して利用し、体育館用の履き物を別に準備してください。） 

・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。 

10 追検査  Ⅵ 【追検査】を参照 

 

 

 

Ⅳ 【外国人生徒等に係る入学者の選抜】 

 

 
 

項  目 内      容      等 

１  学科 本校の全ての学科 

２  募集人員  入学定員とは別に、全学科あわせて３名程度 

３  学力検査 「国語」、「数学」、「英語」の３教科 

４  面接 個人面接を実施する。（２０分程度） 

５  小論文 提示されたテーマについて、４００字程度で書く。（５０分） 

６  実技検査  

７  検査期日及び日程の概要 

 

令和４年３月３日（木） 
８：２０～ 
９：２０～１０：１０ 

１０：３０～１１：２０ 
１１：４０～１２：３０ 
１２：３０～１３：２０ 
１３：２０～１４：１０ 
１４：３０～ 

 

 
集合点呼、諸連絡 
学力検査（国語） 
学力検査（数学） 
学力検査（英語） 
（昼食） 
小論文 
面接 

面接が終わった人から順次解散 

８  集合時刻及び集合場所 ８時２０分 岐阜県立岐阜商業高等学校 体育館２階 

９  携行品 

 

・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 
・昼食 
・体育館シューズと上履き（体育館シューズと上履きが共用の学校は、それを校舎用と
して利用し、体育館用の履き物を別に準備してください。） 

・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。 

10 追検査  Ⅵ 【追検査】を参照 



Ⅴ 【県外募集実施校に係る入学者の選抜】 
項  目 内      容      等 

１  分野 硬式野球 

２ 学科 流通ビジネス科、ビジネス情報科、会計科 

３  募集人員  入学定員とは別に、流通ビジネス科、ビジネス情報科、会計科あわせて４名 

４  志望できる学科数 １ 

５ 標準検査 Ⅰ【第一次選抜（標準検査）】を参照 

６  面接 個人面接を実施する。（２０分程度） 

７  小論文 実施しない。 

８ 実技検査 実施しない。 

９ 自己表現 中学校在学中の実績や高校入学後の取組目標について、制限時間内（２０分間）で専

用の用紙に記述することにより自己表現をしてもらいます。ただし、検査場にメモ用紙

などを持ち込むことはできません。また、面接のように口頭により自己をアピールした

り特技を披露したりするものではありません。 

10 検査期日及び日程の概要 

 

 

 

令和４年３月３日（木） 
８：２０～ 
９：２０～１０：１０ 

１０：３０～１１：２０ 
１１：４０～１２：３０ 
１２：３０～１３：２０ 
１３：２０～１４：１０ 
１４：３０～１５：２０ 
１５：２５～１５：３０ 
１５：５０～１６：１０ 
１６：１０～ 
 
令和４年３月４日（金） 
８：２０～ 
９：２０～１０：１０ 

 
集合点呼、諸連絡 
学力検査（国語） 
学力検査（数学） 
学力検査（英語） 
（昼食） 
学力検査（理科） 
学力検査（社会） 
諸連絡 
自己表現 
解散 
 
 
集合点呼、諸連絡 
面接（県外募集） 

11  集合時刻及び集合場所 ３月３日（木） ８時２０分 岐阜県立岐阜商業高等学校 体育館２階 

３月４日（金） ８時２０分 ３月３日（木）に指示された場所 

12  携行品 ３月３日（木） 
・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 
・昼食 
・体育館シューズと上履き（体育館シューズと上履きが共用の学校は、それを校舎用
として利用し、体育館用の履き物を別に準備してください。） 

・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。  
３月４日（金） 

・受検票、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム 
・上履き 
・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。 

13 追検査 Ⅵ 【追検査】を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ 【追検査】 

項  目 内      容      等 

１  対象の選抜 第一次選抜（標準検査、独自検査）、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、県外募集実施校に係る入学者の選抜 

２  対象者  各選抜の検査日当日に、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、

当該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。 

３  追検査の受検手続 ・検査日当日に中学校から追検査の措置を希望する旨の電話連絡を行う。 

・中学校を通して、「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４年３月１１日（金）午後４時までに、出願先高等学校長へ提出する。 

・追検査の措置が認められた場合、「追検査受検承認書」が発行される。 

４  検査期日 

 

令和４年３月３日（木）の検査は令和４年３月１８日（金）、 

令和４年３月４日（金）の検査は令和４年３月１９日（土）に実施する。 

５  集合時刻及び集合場所 「追検査受検承認書」発行時に、高等学校から連絡をする。 

６  携行品 「追検査受検承認書」 

その他は、当該選抜の携行品に同じ。 

７  留意事項 詳細は「令和４年度 岐阜県立高等学校入学者選抜要項」を参照し、中学校とよく連

絡を取り合うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 【第二次選抜】 

項  目 内      容      等 

１  学科 流通ビジネス科、ビジネス情報科、会計科、グローバルビジネス科 

２  募集人員 入学定員から第一次選抜、帰国生徒等に係る入学者の選抜及び外国人生徒等に係る入

学者の選抜における合格者数の合計を減じた数 

３  志望できる学科数 ３ 

４  面接 個人面接を実施する。（２０分程度） 

５  小論文 実施しない。 

６  実技検査  

７  第二次選抜学力検査 「国語」、「数学」、「英語」の３教科 

８  検査期日及び日程の概要 

  

 

 

 

 

 

令和４年３月２４日（木） 

８：２０～ 

９：２０～ ９：５０ 

１０：０５～１０：３５ 

１０：５０～１１：２０ 

１１：３５～ 

 

 

集合点呼、諸連絡 

学力検査（国語） 

学力検査（数学） 

学力検査（英語） 

面接 

面接が終わったら順次解散 

９  集合時刻及び集合場所 ８時２０分 岐阜県立岐阜商業高等学校 体育館２階 

10  携行品 ・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 
・体育館シューズと上履き（体育館シューズと上履きが共用の学校は、それを校舎用と
して利用し、体育館用の履き物を別に準備してください。） 

・携帯電話等の通信機器は検査場に持ち込めません。 



11  入学願書の志望学科の記入方法 

第二次選抜において、本校の１つの学科で募集がある場合は、入学願書の「第１志望」の欄に第１志望の学科名を記入

してください。なお、「第２志望」、「第３志望」、「★独自検査」の欄には何も記入しないでください。 

 第二次選抜において、本校の２つの学科で募集がある場合は、他の学科を第２志望とすることができます。その場合、

入学願書の「第１志望」の欄に第１志望の学科名を、「第２志望」の欄にその学科名を記入してください。第２志望がな

い場合には、「志望なし」と記入してください。なお、「第３志望」、「★独自検査」の欄には何も記入しないでくださ

い。 

第二次選抜において、本校の３つ以上の学科で募集がある場合は、他の学科を第２志望、第３志望とすることができま

す。その場合、入学願書の「第１志望」の欄に第１志望の学科名を、第２志望、第３志望の学科がある場合には「第２志

望」及び「第３志望」の欄にその学科名を記入してください。第２志望及び第３志望がない場合には「志望なし」と記入

してください。なお、「★独自検査」の欄には何も記入しないでください。 

記入例 

（１）本校の１つの学科で募集がある場合 

（２）本校の２つの学科で募集がある場合 

 ○第２志望まで希望する場合             ○第１志望のみ希望する場合 

（３）本校の３つ以上の学科で募集がある場合 

 ○第３志望まで希望する場合             ○第２志望まで希望する場合 

○第１志望のみ希望する場合 
 

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査     

第１志望 会計 有【  】・無    

第２志望  有【  】・無    

第３志望  有【  】・無    

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査  志望順位 学科(群)・部 ★独自検査 

第１志望 グローバルビジネス 有【  】・無 第１志望 流通ビジネス 有【  】・無 

第２志望 ビジネス情報 有【  】・無 第２志望 志望なし 有【  】・無 

第３志望  有【  】・無 第３志望  有【  】・無 

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査  志望順位 学科(群)・部 ★独自検査 

第１志望 グローバルビジネス 有【  】・無 第１志望 流通ビジネス 有【  】・無 

第２志望 ビジネス情報 有【  】・無 第２志望 会計 有【  】・無 

第３志望 会計 有【  】・無 第３志望 志望なし 有【  】・無 

志望順位 学科(群)・部 ★独自検査     

第１志望 流通ビジネス 有【  】・無    

第２志望 志望なし 有【  】・無    

第３志望 志望なし 有【  】・無    

 


