
本日配布した資料

本日説明するスライドが載せてあるプリント

※スライドは三中ホームページにも載せてあります。

令和3年度入試用 進学の手引き

進路説明会の次第

現時点で判明している各高校出題範囲の変更点



第２回 進路説明会

令和２年 １０月９日（金）

館林市立第三中学校 体育館

令和2年度



※スライドは三中ホームページにも載せてあります。



本日の説明会の内容

・三者面談について

・出願手続きについて（公立・私立）

・入試の制度について

・受検（受験）に向けて

・インターネット出願・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応

・その他



三者面談について

【実施日時】 １０月30日（金） １１月 2日(月)

11月 ４日（水） １１月 5日（木）

11月 ６日（金） 11月 ９日（月）

11月１０日（火） …… 14:45～

【実施場所】 ３年各教室

【待機場所】 2階 進路相談室



三者面談について【お願い】

・面談は短時間（15分）ですので、あらかじめ
ご家庭での話し合いを十分にしておいてください。

・特に、次のスライドで紹介する受検計画については
必ず事前に話し合いをした上で面談に臨んでください。

※学級担任は面談時間以外は対応することはできませんが、
3学年職員が職員室にいますので、面談前や面談後など、
ご遠慮なさらず声をおかけください。



私の受験計画

私の受験計画（仮）

三者面談

私の受験計画（決定）

10/19（月）
提出

11/17（火）
提出

三者面談で確認した内容を参考に、ご家庭での話し合いを十分にもってください。



三者面談について【留意点】

・この面談で、生徒の受験校を決めたいと思います。
特に、私立高校学業特待試験・一般入試（併願・単願）等

・公立高校前期選抜を受検しようと考えている場合は、
学級担任に申し出てください。

【その他】
三者面談期間以外でも、必要があれば三者面談や二者面

談を行いますので、学級担任か三年職員まで連絡ください。



出願手続きについて

（１） 入学願書の書き方について

① 願書の配布としめ切り

願書配布（出願日初日のおよそ2週間前）

→ 鉛筆下書き提出

→ 確認・返却

→ 清書・提出（出願日初日の1週間前）

校内締切日の期日厳守 → 当日朝の学活まで

私立高校によっては、イン
ターネット出願が今年から始
まる高校があります。詳細に
ついては後ほど説明します。



出願手続きについて

② 願書の記入

・願書は、本人が楷書で丁寧に
ただし、公立高校の願書の保護者欄は
必ず保護者が記入してください。

・印鑑
朱肉を使う シャチハタ印等は不可
※シャチハタ印のような簡易印は

受理してもらえません

絵柄入りの
印鑑も同様
です



出願手続きについて
◇ 願書は公文書です （簡単に訂正できません）

・最初に鉛筆で薄く下書きをする

・提出して、チェックしてもらう

③ 清書は、黒のボールペン、インク（消えないもの）で

※間違ってしまった場合は、
2本の直線（黒）を引いて、訂正印を押印

修正液・
修正テープは
絶対に使わな
いでください。

例： こんな幹事で

感じ



出願手続きについて

④ 願書の氏名・住所等

願書の氏名・住所等は調査書やその他受検書類と
す べ て 一 致 していなければなりません

例えば 高 と 髙 崎 と 﨑 沢 と 澤

⑤ 住所は以下の書き方 … 住民票の住居表示が原則

多くの場合、 館林市□□町○○番地の△
または、 館林市□□町○○番▼号
願書の表記と、以前提出していただいた氏名・住所等の確認の表記が
異なる場合、ご連絡する可能性があります。ご承知おきください。



出願手続きについて

⑥ 公立高校の名称は正式名称で
『群馬県立○○高等学校』 のように書きます。

※桐生商業は 「桐生市立商業高等学校」

※市立太田は 「太田市立太田高等学校」

※館商工は 「群馬県立館林商工高等学校」

私立高校も略称だけでなく正式名が言えるように
※佐日→ 足大附→ 関学→



出願手続きについて

⑦ 願書は1人1枚です！

良い印象は良い印（印鑑）章（文章）から。

毎年、訂正印だらけの願書が何枚か見られます。
良い印象を与えられるように慎重に記入しましょう。

◇ 早めに準備を （万が一のために、早め早めに）

◇ 折ったり汚したりしない （願書はその人の顔です）

◇ 文字に自信が無くとも、自分で書くように
（丁寧に書こうとする気持ちが大切です）



出願手続きについて

※注意…まゆ毛の隠れたものは不可
・縦4cm×横３cm ・正面上半身脱帽
・令和２年１０月１日以降に撮影したもの
・１１月中に写真屋さんが来ます（希望者）

（シール式 ２・４・６枚一組 ・ データ）

※私立特待～公立前・後期を受験する予定の生徒は
６枚組をお勧めします。（例外あり→インターネット出願）

⑧ 写真について ＜証明写真＞

追加はその都度注文になります。後日撮影希望調査をいたします。



志望学科の書き方＜前期選抜＞



志望学科の書き方＜後期選抜＞



出願手続きについて
（２） 受検料について

① 公立

県立は金融機関での払い込み、または群馬県証紙の
貼付により、２,２００円が必要です。

フレックススクール、定時制は９５０円

三中では群馬県証紙を貼り付けする方法ではなく、予
め金融機関で振り込んでいただき、領収済み証明証を
提出して頂きます。



出願手続きについて
（２） 受検料について

① 公立（例外）

市立高校は２,２００円を現金で納入します。

※一度高校に納入された受検料は返金されません。

栃木県の県立高校については栃木県証紙を、
埼玉県の県立高校については埼玉県証紙を購入して

いただく必要があります。



出願手続きについて
（２） 受験料について

② 私立高校 …銀行振込（基本は窓口で）

銀行、郵便局は月～金の３時までが基本です。

インターネット出願が行われ
る私立高校では、コンビニ振

込が可能なところもあります。

私立の受験料は振り込みが一般的です。
振込済みの領収書を提出していただきます。

高校により異なりますのでご確認をお願いします。
同一高校の重複受験で受験料が無料となる場合には、受験票と受験番号

が再度必要になりますので、受験後も大切に保管しておいてください。

なお公立同様、一度納入した受験料は返金されません。



出願手続きについて

（３） 入学願書の高校提出について

願書は３学年職員が高校に提出します。

ただし、 公立高校志願先変更（後述）等は、保護者に
お願いすることになります。ご了承ください。

県外高校の出願については、ご家庭と担任で
ご相談させていただきます。



出願手続きについて

説明をよく聞き、分からないことは相談を

「たぶん、これでいいだろう…」
という気持ちが一番危険です。

少しでも不明な点があったらご相談を
（念には念を入れましょう）



私立高校の制度

単願と併願

①単願 ②併願

合 格 不合格 合 格 不合格

その高校に
入学が決定

ほかの高校を受験

※②併願で合格している場合は、
ほかの高校が不合格のときに、
合格している高校に入学できる。



私立高校の制度

○ 入学試験の種類
・学業特待試験（学特） ・推薦試験 ・一般試験 など

○ 学業特待試験について
・試験日が早い → 不合格の場合、一般試験などが再度受験できる。

・同じ高校なら、受験料がかからずに重複受験が可能な場合が多い。

・試験の結果によって、特待生などの優遇がある。（入学金や授業料など）

・特待生を目指す生徒だけでなく、一般合格を目指す生徒も受験できる。



私立高校出願の手順
○ 出願

・願書…学校で下書きをします。 確認後、担任より返却。

○ 出願…校内締切（後日一覧表を掲示予定）
・清書した願書等提出 （振込証明書等はクリップでとめて提出）

※インターネット出願をする学校もあります。

ご家庭で指示に従い、出願手続きを進めていただくことになります。

・振込用紙等配付

◎ 受験票配付
・出願日の翌日 （場合によっては、後日）



私立高校の「就学支援金」について

※文科省HPより

申し込みは入学時
などに、通っている
高校から案内があり
ます。



入試の制度・システム

① 前期選抜 … 出願 ２月１・２日
試験日 ２月９・１０日

校内締切 １月１８日

公立高校受検は単願です。

② 後期選抜 … 出願 ２月２５・２６日
試験日 ３月９・１０日

③ 再募集（二次募集） … 出願 ３月２２・２３日
試験日 ３月２５日

群馬県公立高校の入試



入試の制度・システム

＜選抜方法＞

＜注意＞
合格するのは難しい。落ちて当たり前の覚悟で。

・筆記試験 （国語・数学・英語）
・作文 （または、小論文）
・志願理由書 ・調査書 など

※学校によって
・実技検査 ・総合問題
・パーソナルプレゼンテーション など

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜



入試の制度・システム

＜A選抜＞ 本校を志望する動機及び理由が明白かつ適切であり、本校
での諸活動に意欲的に取り組むことができる生徒

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜

＜B選抜＞ 本校を志望する動機及び理由が明白かつ適切であり、中学
校の部活動等において顕著な成績や活動実績を収め、入学
後も部活動を継続又は入部する強い意志のある生徒

一例です。高校によって
異なります。

特に学力に触れる高校多し。調査書＋学力検査＋面接による評価等

大抵の高校で、３年間部活動を続ける意思を求められる。
調査書＋学力検査＋面接による評価＋部活動の実績等

今年度は１・２年の大会が中心となります



前期選抜「校内手続き」等について

群馬県公立高等学校前期選抜受検を希望する生徒は
以下の要領で「校内手続き」を済ませてください。

※前期選抜を受検する生徒

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜

１２月１４日（月）～２１日（月）に
前期選抜「受検申込書」 （１２月１１日配付）を

担任の先生に提出してください。



前期選抜「校内手続き」等について

※前期選抜を受検する生徒

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜

１月８日（金）に配付

「入学願書」１枚 （前期分）

払込書（振込用紙）も同時配付。
保護者に振り込みに行っていただきます。



前期選抜「校内手続き」等について

※前期選抜を受検する生徒

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜

１月１８日（月）までに
① 「入学願書」（清書したもの）
② 受検料の「領収済証明証」 （市立は現金）

担任の先生に提出してください。

１月２７日（水）に全職員で「入学願書」「志願理由書」の確認作業
をします。誤字や脱字等があれば、その場で「入学願書」「志願理
由書」を訂正することになります。



前期選抜「校内手続き」等について

したがって、１月２７日（水） 前期選抜受検希望者は…

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜

下校後も自宅で18:00まで待機

訂正のため再登校する場合は、
入学願書等に使用した印鑑を持参する。



◇志願者直筆、黒ボールペン、万年筆で。
（基本、学校で購入したものを使います。）

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜 志願理由書

◇その高校に入りたいという思いをしっかりと書く。
※各校の志願してほしい生徒像を参考に

◇部活動の実績を書くときは正式な大会名を書く。
・顧問の先生に確認する。
・１,２年の成績も考慮。
・B選抜は3年間その部活を続けるという意志が必要。



群馬県公立高校の入試
① 前期選抜 志願理由書



公立高校前期選抜に出願を済ませた後、何らかの理由
で「志願の取り消し」をする場合は、決められている手順
で「志願の取り消し」をしなければなりません。

群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜 志願の取り消し

＜前期選抜「志願の取り消し」の仕方＞

重要

「志願の取り消し」については、保護者及び生徒に手続きをお願い

します。ご了承ください。 ※代理人の方は手続きできません。

「志願の取り消し」を希望されるご家庭は、
２月5日（金）午後4時まで（厳守）に三中にお越しください。
『印鑑』、交付された『受検票』、『黒のボールペンまたは万年筆』を

持参してください。



群馬県公立高校の入試 ① 前期選抜 志願の取り消し

2月8日（月）午後4時までには志願を取り消す高等学校に行き、「志願辞退
届」を高等学校長に提出し、「志願事態証明書」の交付を受けてください。

＜前期選抜「志願の取り消し」の仕方＞

○ 「志願辞退届」等に記入していただきます。
書き上がった「志願辞退届」に、中学校長から職員（学校長の印）を

いただきます。
○ 完成した「志願辞退届」をお渡しします。

「志願辞退証明書」を受け取りましたら、ご自宅に戻られ、大切に保管してお
いてください。三中にお越しいただいても、電話でも構いませんので、手続
きが完了した旨を必ず知らせてください。これで辞退手続き完了です。



入試の制度・システム

＜選抜方法＞

・学力試験 （国語・社会・数学・理科・英語）
・面接 など

※学力試験は基本的に全員同じ問題。
ただし、試験時間の延長や学校独自の傾斜配分をする高校もある。

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜



後期選抜「校内手続き」等について

群馬県公立高等学校後期選抜受検を希望する生徒は
以下の要領で「校内手続き」を済ませてください。

※後期選抜を受検する生徒

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜

１月２１日（木）～２７日（水）に
後期選抜「受検申込書」 （１月２０日配付）を

担任の先生に提出してください。



後期選抜「校内手続き」等について

※後期選抜のみを受検する生徒

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜

１月２９日（金）に配付

「入学願書」１枚 （後期分）

払込書（振込用紙）も同時配付。
保護者に振り込みに行っていただきます。
※前期受検した生徒には「入学願書」のみ



後期選抜「校内手続き」等について

※後期選抜のみを受検する生徒

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜

２月１０日（水）までに
① 「入学願書」（清書したもの）
② 受検料の「領収済証明証」（市立は現金）

担任の先生に提出してください。

２月１９日（金）に全職員で「入学願書」「志願理由書」の確認作業
をします。誤字や脱字等があれば、その場で「入学願書」「志願理
由書」を訂正することになります。



後期選抜「校内手続き」等について

したがって、２月１９日（金） 後期選抜受検希望者は…

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜

下校後も自宅で18:00まで待機

訂正のため再登校する場合は、
入学願書等に使用した印鑑を持参する。



後期選抜「校内手続き」等について

※前期選抜受検者

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜

２月８日（月）までに
「入学願書」（清書したもの）

を担任の先生に提出してください。

後期選抜の受検校が2月８日の時点で決定できないご家庭もあると思い
ます。その場合は入学願書の受検校、科（コース）、第１・２志望のところだけ
を空欄（未記入）にしておき、全員提出してください。2月18日の前期合格
発表の結果を見て、再度検討する場合もあると思いますが、その場合は提
出された入学願書を一旦お返しし、併せて受検料の「払込書・領収証書」も配
付いたします。後期の願書に受検校、科（コース）、第１・２志望等をご記入の
上、2月19日（金）または２２日（月）＜厳守＞でご提出をお願いします。



◇２月２５・２６日出願

群馬県公立高校の入試 ② 後期選抜 志願先変更

◇２月２６日（金） １７：００
群馬県教育委員会ホームページ掲載 （予定）

◇２月２８日（日）
新聞等で各高校の学科別倍率発表 （予定）

◇志願先変更希望者（生徒）は担任に申し出る。
志願先変更願と入学願書を受け取り、必要事項を記入する。

◇3月3日（水）午前9時～午後４時30分までに、変更先
の高校に提出していただきます。（変更は1回のみ可）



入試の制度・システム

後期選抜合格発表後、

学校全体で5名以上の欠員がある場合に実施

群馬県公立高校の入試 ③ 再募集（二次募集）

つまり、必ず実施するとは限らない。

※後期選抜で合格している場合は受検不可。
※後期選抜で受検した学校の同一学科も受検不可。

ただし、同一校であっても科が別なら受検可。



受検（受験）に向けて
面接について

お宅のお子さんは、大丈夫でしょうか？

実は…
にわか勉強で覚えたところで、いざ本番になると

メッキは、すぐはがれます。

※毎年何百人もの受験生を見ている高校の先生は、
メッキはがしのベテランです。受験生が校門を入って
きたその場で、その子の本質を見破っていると言っても
過言ではありません。



受検（受験）に向けて

予想外のことを聞かれたときに、普段の姿が出てしまいます。

面接官は、その時の姿を見逃しません。
日頃の家庭、学校でのしつけが本番でも出てくるわけです。

だからこそ…
わずかな時間でも、まずは家庭で、その場にあった
言葉づかいや態度を練習してほしいと思います。



受検（受験）に向けて

学校では
校長や教頭などによる面接練習を1人1回は行っていきた

いと考えています。

面接にふさわしい服装（頭髪も含む）
服装はその人の人柄を表す最初の言葉
面接官が受験生から一番強い印象を受けるのは服装です。



受検（受験）に向けて

① 男子

・制服のボタンが取れたりつぶれたりしていないか。

・髪が長すぎたり、パーマや染毛・不必要な手入れを
していないか。

・制服の丈や袖の長さが長すぎたり短すぎたりしていないか。

・ズボンの太さは標準のものか。 等

※共通して言えることは、「ああ、我が第三中学校」が守れているかどうかです。



受検（受験）に向けて
② 女子

・スカートの丈は長すぎたり短すぎたりしていないか。

・中学生らしい髪型で、パーマや染毛、不必要な手入れは
していないか。

・まゆ毛に手を入れていないか。
マニキュア・ピアス等はしていないか・またその跡等。

③ 男女共通

・靴のかかとをつぶしていないか。

・制服の下に、派手な衣類を着ていないか。 等



受検（受験）に向けて
面接官はこんなところを見ます

・きびきびした動作を取ることができるか。
（面接室への入り方、面接中の姿勢、退室の仕方まで ※場合によっては待機中も）

① 態度

・中学生らしい服装をしているか。

・言葉づかいはきちんとしているか。

② 表現 ・質問に正しく答えることができるか。
（質問の意味を正しく捉え、それに対する自分の考えを

まとめる力が見られるか）

・敬語が身についているか。

・筋道を立てて、始めから終わりまで話し通すことができるか。



受検（受験）に向けて
面接官はこんなところを見ます

・ほかの受験生に左右されずに、自分の意思や考えを言うことができるか。
（集団面接時）

③ 判断力

④ 積極性 ・自分のことを理解してもらうための努力をしているか。

・他の受験生と仲良く話し合うことができるか。
（他の生徒と協力して学校生活を送ることができるかを見る）

・進んで自分の意見や考えを発表できるか。

⑤ 協調性



その他 インターネット出願について
mirai compass（ミライコンパス）

近隣の主な利用校
関東学園大学附属高等学校 桐生第一高等学校 樹徳高等学校
常磐高等学校 前橋育英高等学校 足利大学附属高等学校 昌平高等学校
佐野日本大学高等学校 青藍泰斗高等学校 白鷗大学足利高等学校 等

※mirai compassHPより



その他 インターネット出願について
mirai compass（ミライコンパス）

出願の大まかな流れ
① IDを登録する
② メールアドレスを送信する
③ 志願者氏名（カナ）とパスワードを登録する
④ マイページにログインする
⑤ 出願を開始する
⑥ 志願者情報を登録する
⑦ 試験を選択する
⑧ 試験を確認する
⑨ 受験料を支払う（コンビニ可）
⑩ 受検票を印刷する

高校によって手順が異な
る箇所があります。必ず
各高校の要項をご確認く
ださい。
顔写真に関してはデータを送
信して登録ができます（こちら
も高校によって異なりますが）。
11月の顔写真申し込みの時
にデータ受け取りを選択する
か、ご自身で写真屋に行って
撮ってもらうかは自由です。



その他 新型コロナウイルス対応について
・休校期間を考慮して、出題範囲の変更がなされている県や

学校があります。
（現状把握しているものを本日配付しました。各県公立高校入試に
関しては夏休み前に生徒にも配付しています。）

・冬や春の新型コロナウイルスの罹患状況によって追検査が
行われる可能性があります。高校によって募集要項に載せ
たり出願の際に説明があったりするそうです。

※しかしながら、あくまでも可能性があるという話の段階です。教員対象の入試
説明会では、私立高校によっては、対応できるか現時点では分からないので、
複数回入試が設けられているところに関しては必ず第1回から受けてほしいと
いう話が出ていました。



その他 受験で使用する道具について
・鉛筆、シャープペン … 英単語等が書かれてあるものは試験会場

で注意されます。キャラものではなく無地の
ものを使った方が無難です。

・消しゴム … 三中の試験のルール同様、消しゴムカバーを
外して、何も落書き等がされていないものを
使用してください。

・定規 … 折りたたんで角度を測れるものはNG。英単語
等についても厳しく見られるでしょう。無地の
ものを使用してください。



その他 受験で使用する道具について
・腕時計 … 高校によっては試験会場に時計がない場合があります。

必ず腕時計を持参してください。ただし、いくつかルール
があります。

① 英単語等が書かれてあるものは他のもの同様不可です。
「blue」という単語や中には「Sunday」と書かれている
ものもあり、会場で注意を受けた例もあるそうです。

② アラームについては鳴らないよう設定をお願いします。
③ 計算機能がついているものや、所謂「スマートウォッチ」と

呼ばれる種類の時計は不可です。

・スマートフォン等 … 当然持ち込み厳禁です。試験中に音が鳴ったり
作動したりした時点で退室を言い渡されかねません。



ご質問がありましたら
3年職員に気軽に尋ねてください

以上で終了です


