平成３ １年 度岐阜 県立 羽島 特 別支 援学 校高等 部 入学者 募集 要項
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出 願者 の資格
出 願者 は、次 の（ １）及 び（ ２） に該当 す る者で ある こと。

（１） 知的障 がい 者、肢 体不 自由者 又は 病弱 者
（２） 次のい ずれ か一に 該当 する者
ア

中 学校 若しく は義 務教育 学校 若し くは 特 別 支援学 校の 中学部 を卒 業した 者又 は平
成３１ 年３ 月卒業 見込 みの者

イ

中 等教 育学校 の前 期課程 を修 了し た者又 は 平成３ １年 ３月修 了見 込みの 者（ 以下、
中学校 、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 。）

ウ
３

学 校教 育法施 行規 則第 ９ ５条 各号 のいず れ かに該 当す る者

出願

（１） 入学願 書等 の提出
ア

出 願者は 、所 定の入 学願 書に 必要事 項 を記入 し、 出願前 ６か 月以内 に撮 影し た上
半身の 写真 （縦４ ㎝・ 横３㎝ ） を 所定 の欄に 貼 付し、 在学 （出身 ）学 校の校 長に 提
出する 。な お、他 の都 道府県 の区 域に 居住す る 者又は 県外 の学校 に在 学して いる 者
にあっ ては 、７に 定め る承認 書を 入学 願書に 添 付する もの とする 。

イ

在 学（出 身） 学校の 校長 は、 調査書 を 作成し 、入 学願書 とと もに出 願の 期間 内に
当校の 校長 に提出 する こと。
調 査書は 、教 育課程 の実 施状 況によ り 、 調査 書Ａ 又は調 査書 Ｂ を選 択し て使 用す
ること 。た だし、 平成 ２４年 度以 前に 中学校 又 は特別 支援 学校の 中学 部を卒 業し た
者は、 調査 書にか え、 卒業を 証明 する に足る 書 類とす るこ とがで きる 。

ウ

入 学選 考上必 要と 認めら れる 場合 は、そ の 他の書 類の 提出を 求め ること があ る。

（２） 出願の 期間
平成３ １年 ２月５ 日（火）から平 成３ １年２ 月 ７日（木）まで。受 付は、毎日午 前
９時か ら午 後４時 まで とする 。
（３） 出願先
岐阜県 立羽 島特別 支援 学校
住所

〒 501-6224

岐 阜県 羽島 市正木 町大 浦 230 番 地 1

電話

(058)392-8181

FAX

(058)392-8185

（４） 出願先 の変 更
ア

出 願先 学校を 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 。

イ

変 更期 間は、 平成 ３１年 ２月 ８ 日 （金） の １日と し、 受付は 午前 ９時か ら午 後４
1

時まで とす る。
ウ

出 願先 学校の 変更 手続き は、 次の とお り と する。

（ア） 当校 への出 願を 変更し よう とす る者は 、 在学（ 出身 ）学校 の校 長に申 し出 るこ
と。
（イ） 在学 （出身 ）学 校の校 長は 、出 願取下 願 （別記 第５ 号様式 ） を 出願先 学校 へ提
出し、 出願 先学校 の変 更を申 し出 た者 の提出 済 みの入 学願 書、調 査書 等の書 類の
返付を 出願 先学校 の校 長に求 める こと 。
（ウ） 在学 （出身 ）学 校の校 長は 、変 更前の 出 願先学 校の 校長か ら返 付され た入 学願
書、調 査書 等の書 類を 、変更 後の 出願 先学校 の 入学願 書、 調査書 等の 書類に 添付
して、 変更 後の出 願先 学校の 校長 に提 出する こ と。
４

検 査等 の実施

（１） 検査等 の期 日
平成３ １年 ２月１ ４日 （木）
（２） 検査の 会場
岐阜県 立羽 島特別 支援 学校
（３） 検査等 の内 容
ア

学力 検査等
受検者 の障 がいの 程度 等に よ って 、次 の３通 り とし、 事前 の教育 相談 により 、決
定する 。

イ

Ⅰ型

発達 検査

Ⅱ型

国語 、数学 、作 業能力 検査 、個 別面接

Ⅲ型

国語 、数学 、英 語、個 別面 接

個別 面接
Ⅱ型 又はⅢ 型で 受検す る者 のみ 実施す る 。

（４） 検査の 日程
受検型
時間
9:00～ 9:30
9:35～ 9:45
10:00～ 10:30

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

受付
諸連絡
学力検 査
学力検 査
国語
国語
学力検 査
学力検 査
数学
数学
作業能力
学力検 査
検査
英語
昼食
諸連絡
個別面 接
個別面接

発達
検査

10:40～ 11:10
11:20～ 11:50
12:00～ 12:50
12:50～ 12:55
13:00～
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（５） 出 題 範 囲
Ⅰ型・・・集団参加の状況や物や人とのかかわりに関する内容
Ⅱ型・・・小学校卒業程度の学習内容
Ⅲ型・・・中学校卒業程度の学習内容
（６） 検査 当日の 持ち 物
○受検 票

○上靴 （全 受検者 ）

○弁 当（Ⅱ 型 及びⅢ 型の 受検者 ）

○筆記 具（ 鉛筆又 はシ ャープ ペン シル 、消し ゴ ム）（Ⅱ 型及 びⅢ 型の受 検者 ）
（７） 留意 事項

５

ア

受 検生 は、保 護者 同伴で 登校 する こと。

イ

検 査中 、保護 者は 別室（ 控え 室） で 待機 す ること 。

入 学者 の選考 方法
提 出さ れた書 類及 び実施 した 検査 等の結 果 に基づ き、 総合的 に 入 学者の 選考 を行 う 。

６

合 格者 の発表
平 成３ １年２ 月２ １日（ 木） 午前 ９時に 、 岐阜県 立羽 島特別 支援 学校正 面玄 関に おい
て合格 者の 受検 番 号を 掲示す ると とも に、在 学（出身 ）学校 長に 合否の 結果 を通 知する 。
また、 合格 発表の 後、 午前 ９ 時２ ０分 から合 格 者説明 会を 実施す るの で、合 格者 は 受 検
票を持 参の 上、保 護者 同伴で 出席 する こと。

７

県 外か らの出 願
他 の都 道府県 の区 域に居 住す る者 又は県 外 の学校 に在 学して いる 者が 当 校の 高等 部に
出願し よう とする とき は、あ らか じめ 「岐阜 県 立特別 支援 学校出 願承 認願」（別記 第 1
号様式 ）を当校 の校 長に提 出し 、その承 認書（ 別記第 2 号様式 ）を入学 願書 に添 えるこ
と。

８

特 別な 事由に よる 検査等
障 がい の状態 、学 習意欲 及び 家庭 事情等 を 考慮し 、特 別な事 由が あると 認め られ た場
合には 、定 員の範 囲内 におい て、 平成 ３１年 ３ 月２７ 日（ 水）ま でに 、上記 の他 の検 査
等を行 うこ とがあ る。 実施方 法及 び期 日につ い ては、 教育 委員会 と協 議の上 、当 校の 校
長が定 める 。

９

入 学者 選考に 係る 情報の 提供
当 校の 入学者 選考 の資 料 であ る調 査書及 び 検査の 得点 につい ては 、 受検 者本 人か ら本
人の調 査書 又は学 力検 査得点 の情 報の 提供の 請 求があ った 場合に は、 次によ り、 即日 情
報の提 供を 行う。
また、 学力 検査終 了後 にその 問題 を掲 示する 。

（１） 調査書 情報 の提供
ア

請 求が できる 者は 受検者 とし 、保 護者が 立 ち合う こと ができ るも のとす る。
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イ

請 求者 の確認 は、 受検票 の提 示を 受けて 行 う。

ウ

請 求場 所は、 岐阜 県立 羽 島特 別支 援学校 と する。

エ

請 求が できる 期間 は、平 成 ３ １年４ 月１ 日（月）から２ ０２ ０年 ３月３ １日（火）
までと する。（土 曜日、 日曜 日、祝 日及 び 当 校 の振替 休業 日を除 く）

オ

情 報提 供は、 閲覧 又は写 しの 交付 により 行 う。た だし 、当該 写し の交付 に要 する
費用は 本人 が負担 する 。

（２） 学力検 査得 点情報 の提 供
ア

請 求が できる 者は 受検者 とし 、保 護者が 立 ち合う こと ができ るも のとす る。

イ

請 求者 の確認 は、 受検票 の提 示を 受けて 行 う。

ウ

請 求場 所は、 岐阜 県立 羽 島特 別支 援学校 と する。

エ

請 求が できる 期間 は、平 成 ３ １年２ 月２ ２ 日（金）から 平成３ １年 ３月 ２１日（木）
までと する。（土 曜日、 日曜 日、祝 日及 び 当 校 の振替 休業 日を除 く）

オ

情 報提 供は、 学力 検査の 教科 別得 点と す る 。提供 方法 は、閲 覧の みとし 、写 しの
交付は 行わ ない。

１０

その 他

（１） 入学希 望者 は、事 前に 保護 者 とと もに 教育相 談 を受け るこ と 。
（２） 検査当 日 、欠席 、遅刻す ると きは 、当 校入 学検 査担当 者に 午前 ８ 時３ ０分ま でに 電
話連絡 をす ること 。
（３） 入学検 査に 関する 問い 合わせ は、 在学 （出身 ） 学校の 校長 を通じ て す ること 。

※ 出 願書 類 につ いて
教育相 談が 終わら れた 方の入 学願 書は、１２ 月 １ 日頃 在学（ 出身 ）学校 へ送 付し
ます。
また、調 査書 Ａ（別 記第３ 号様 式）、調 査書Ｂ（別記第 ４号 様式）、岐阜県 立特
別支援 学校 出願承 認願（ 別記第 １号 様式）、岐 阜県立 特 別 支援学 校出 願承認 書（別
記第２ 号様 式）につい ては 、中 学校 または 特別 支援学 校で 作成す る書 類です ので 様
式の掲 載は 省略し ます 。
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