平成３１年度

生徒募集要項
島根県立隠岐高等学校

募
集
１ 入学定員および募集人員・定員
(1) 入学定員
普通科 ６０名， 商業科 ３０名，
合計 ９０名
(2) 募集人員・募集定員
ア 推薦選抜募集人員
普通科 6 名程度（入学定員の 10％程度）
イ 一般選抜募集定員
普通科 入学定員から推薦選抜の合格内定者数を除いた数
商業科 30 名
ウ 第２次募集募集人員
平成 31 年３月 13 日（水）の公立高等学校入学者選抜の合格発表の時点で，欠員が生
じた学科において，各学科の欠員数を第２次募集の募集人員とします。
(3) (1)のうち身元引受人による県外受検生の合格者数の制限
普通科 ６名（入学定員の 10％）まで
商業科 ３名（入学定員の 10％）まで

２

応募資格

島根県公立高等学校入学者選抜に応募することのできる者は，次の(1)から(3)のいずれかに該
当する者とします。
(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中等教育学校の前
期課程を修了した者
(2)

平成 31 年３月に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する見込みの

(3)

者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者
学校教育法施行規則第 95 条の規定に該当する者

３

求める生徒像

(1)
(2)
(3)
(4)

４

自他の人権を尊重し，豊かな人間関係を構築できる生徒
基本的な生活習慣と基礎的な学力が身についている生徒
自ら主体的に諸活動に取り組み，自己実現を目指す生徒
地域社会や国内外の諸問題に興味・関心をもつ生徒

選抜において重視する点

推薦選抜
(1) 基礎的な学力
(2) 出席の状況，基本的な生活習慣
(3) 学習に対する意欲と特別活動等の活動状況
(4) 面接，作文
一般選抜・第２次募集
(1) 基礎的な学力
(2) 学習に対する意欲と特別活動等の活動状況
(3) 面接（一般選抜の商業科志願者・第２次募集志願者）

５

評価の観点

(1)推薦選抜・一般選抜及び第２次募集での面接
ア 志望した理由
イ 中学時代の活動状況（学習，部活動，生徒会活動，地域活動等）
ウ 学習意欲
エ 部活動，特別活動等に対する意欲，地域社会や国内外に対する興味・関心
オ 面接の態度，身だしなみ（礼儀・作法，言葉遣い，服装，頭髪等）
(2)推薦選抜での作文
ア 表記，表現力
イ 論理的思考力
ウ 構成力
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推薦選抜
１

募集人員
普通科 6 名程度（入学定員の 10％程度）
２ 出 願
(1) 出願資格
平成 31 年３月に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する見込み又
は中等教育学校の前期課程を修了する見込みで，次のア～エの各事項に該当し，当該中学校等の
校長が推薦する者とします。
ア 本校を志望する動機や理由が明確で適切であること。
イ 合格した場合，入学の意思が確実であること。
ウ 基礎学力を有し，出席状況が良好で，基本的な生活習慣が身についていること。
エ 次のいずれかに該当すること。
(A) 学習成績が優秀である者
(B) 部活動・生徒会活動・地域活動を熱心に行った者
(2) 出願期間
志願者は，必要な書類を作成し，下記の期間内に提出しなければなりません。
平成 31 年 1 月 10 日（木）から 1 月 16 日（水）12 時までとします。
持込の場合；1 月 10 日（木），1 月 11 日（金），1 月 15 日（火）は９時から 17 時まで
1 月 16 日（水）は９時から 12 時まで
郵送の場合；1 月 16 日（水）12 時以降に届いたものについては，1 月 11 日（金）までの
消印があるものに限り受け付けます。その際，簡易書留として封筒に「入学
者選抜関係書類在中」と朱書すること。なお，自然災害等により必要書類が
整わない場合は，本校校長にすみやかに連絡すること。
(3) 出願手続
ア 志願者は，次に掲げるものを，卒業見込みの中学校等の校長を経由して，所定の期間中に本
校校長に提出してください。
(ｱ) 推薦選抜入学願書（本校所定）
黒又は青のペンで記入してください。志願者の氏名にある文字と各種調査報告書の入力
及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該当の文字を「入力用文字」の欄に記載してく
ださい。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線を記してください。
(ｲ)

写真１枚
たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはり
つけてください｡なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるものとし
ます｡原 則として制服とし，白黒・カラー写真の別は問いません｡
(ｳ) 受検料 2,200 円
島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつけてください。ただし，消印をしてはいけ
ません。
(ｴ)

調査票（本校所定）

(ｵ)

島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）
（保護者が県外に居住する場合又は卒業見込みの中学校等が県外の場合）

イ

卒業見込みの中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に本校校
長に提出しなければなりません。
(ｱ)

卒業見込みの中学校等の校長推薦書（本校所定）

(ｲ)

個人調査報告書(様式第２号)

（ｳ)

学習成績・特別活動の記録等概要表(様式第３号)

（ｴ)

公立高等学校入学者選抜出願者名簿(様式第 15 号)（推薦選抜用）

(ｵ)

上記(ｲ)及び(ｴ)の電子データ（暗号化され，ＣＤ－Ｒに保存したもの）
なお，上記(ｲ)及び(ｴ)は，島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成し，配付する「高
校提出書類作成シート」（以下，「作成シート」という。）を用いて作成してください。た
だし，卒業見込みの中学校等が県外の場合は，作成シートを用いず，島根県教育委員会教育
指導課ホームページから様式をダウンロードして作成してください。その場合，(ｵ)の電子デ
ータ（ＣＤ－Ｒ）の提出は求めません。
- 2 -

(4)

県外居住者の出願
保護者が県外に居住し,下記のア，イに該当する場合は，島根県公立高等学校入学志願承認
願（様式第８号）に次の書類を添付して，入学願書とともに，卒業見込みの中学校等の校長を経
由して本校校長に提出してください。この手続きを経て，本校校長の承認を受けた場合に限り入
学願書は受理されます。
ア

保護者の転勤等による転住の場合

(ｱ)

保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料

(ｲ)

島根県内の居住地が分かる資料

イ

身元引受人により出願する場合

(ｱ)

身元引受人の承諾証明書（様式自由）

(ｲ)

受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す，民生児童委員の証明（様式自由）
又は，その他それを証明する資料(様式自由)

(ｳ)
３

身元引受人の住民票

選抜方法
書類審査，作文及び面接

４

作文・面接検査
(1) 日時
平成 31 年１月 22 日(火)

(2)
(3)

検査場
面接時間

(4) 評価の観点
５

受
付
全体説明
作文検査
面接検査

8:40 ～
9:00 ～
9:20 ～
10:20 ～

8:50
9:10
10:10

島根県立隠岐高等学校
10 分間程度
P.１の 募

集 の５

評価の観点による

６

合格内定通知
合格内定の有無について，本校校長から卒業見込みの中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（様
式第４号）により通知する。また，合格内定をした志願者へは，本校校長から卒業見込みの中学校
等の校長を通じて本人に合格内定通知書（様式第５号）により通知します。この通知は，平成 31
年１月 28 日（月）10 時以降に行います。ただし，郵送の場合は当日中に投函することとします。
また，合格発表は，平成 31 年３月 13 日（水）10 時とします。
入学意思通知
合格発表以降に合格者に送付する本校所定の「入学意思通知書」を３月 19 日（火）17 時までに，
本校事務室に到着するように持参あるいは郵送してください。遠隔地などの理由で，期日までに提
出が困難な場合は，あらかじめファックスにて意思表示をしておき，さらに，できるだけ早く「入
学意思通知書」を提出してください。期日までに意思表示のない場合は，入学意思がないものとし
ます。

７ その他
(1) いったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しません。
(2) 推薦選抜による合格内定者は，公立高等学校に改めて出願することはできません。
(3) 合格内定とならなかった場合は，改めて隠岐高等学校を含め，公立高等学校に出願することが
できます。その場合，本校から交付された学力検査料納付済証明書を一般選抜又は第２次募集の
入学願書裏面の所定欄にはり，入学検定料 800 円のみの島根県収入証紙を所定欄にはりつけてく
ださい。ただし，消印をしてはいけません。
(4)

P.９の その他 も必ずご参照ください。
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一般選抜
１

２

募集定員
普通科
商業科
出

入学定員から推薦選抜の合格内定者数を除いた数
30 名

願

(1)

出願資格
P.１の 募

(2)

集 の２に定める応募資格をもつ者

出願期間
志願者は，必要な書類を作成し，下記の期間内に提出しなければなりません。
平成 31 年１月 31 日（木）から２月５日（火）12 時までとします。
持込の場合；１月 31 日（木）から２月１日（金），２月４日（月）は９時から 17 時まで
２月５日（火）は９時から 12 時まで
郵送の場合；２月５日（火）12 時以降に届いたものについては，２月１日（金）までの
消印があるものに限り受け付けます。その際，簡易書留として封筒に「入学
者選抜関係書類在中」と朱書すること。なお，自然災害等により必要書類が
整わない場合は，本校校長にすみやかに連絡すること。

(3)

出願手続
入学志願者は，次に掲げるものを，卒業又は卒業見込みの中学校又はこれに準ずる学校（以
下「出身中学校等」という。）の校長を経由して，所定の期間中に本校校長に提出してくださ
い。
(ｱ) 一般選抜入学願書（本校所定）
ウ(ｲ)に定める場合を除き，黒又は青のペンで記入してください。第２志望学科を出願し
ない場合は空欄とせず，斜線を記してください。志願者の氏名にある文字と各種調査報告
書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該当の文字を「入力用文字」の欄に記
載してください。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線を記してください。

ア

(ｲ)

写真１枚

たて４cm×よこ３cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはり
つけてください｡なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるものとし
ます｡原 則として制服とし，白黒・カラー写真の別は問いません｡
(ｳ) 受検料 2,200 円
学力検査料 1,400 円及び入学検定料 800 円，合計 2,200 円の島根県収入証紙を入学願書
の所定欄にはりつけてください。ただし，消印をしてはいけません。
推薦選抜で合格内定とならなかった者は，受検料については，入学検定料 800 円のみの
納付です。島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつけてください。ただし，消印をし
てはいけません。さらに，学力検査料納付済証明書を入学願書裏面の所定欄にはりつけて
ください。
(ｴ)

島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）

イ

出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に本校校長に提出

しなければなりません。
(ｱ)

個人調査報告書(様式第２号)

(ｲ)

学習成績・特別活動の記録等概要表(様式第３号)

（ｳ)

公立高等学校入学者選抜出願者名簿(様式第 15 号)（一般選抜用）

(ｴ)

上記(ｱ)及び(ｳ)の電子データ（暗号化され，ＣＤ－Ｒに保存したもの）
なお，上記(ｱ)及び(ｳ)は，島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成し，配付する「高
校提出書類作成シート」（以下，「作成シート」という。）を用いて作成してください。た
だし，出身中学校等が県外の場合は，作成シートを用いず，島根県教育委員会教育指導課ホ
ームページから様式をダウンロードして作成してください。その場合，(ｴ)の電子データ（Ｃ
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ウ

Ｄ－Ｒ）の提出は求めません。
その他

(ｱ)

いったん受理した入学願書，添付書類等及び受検料は返還しません。

(ｲ)

学力検査場について，特別措置を願い出る場合は，入学願書（様式第 1 号）右部の受検

票の検査場名(※印)欄に検査場名を朱書してください。（本校以外で受検する場合にのみ
記入します）
その場合下記の受検会場で受検することとなります。
島前からの志願者･･･島根県立隠岐島前高等学校
その他の地域からの志願者･･･島根県立松江北高等学校
(4)

県外居住者の出願
保護者が県外に居住し,下記のア，イに該当する場合は，島根県公立高等学校入学志願承認
願（様 式第８号 ） に次 の書類 を添付し て ，入学願書 とともに ， 出身中学校 等 の校長 を 経
由して本校校長に提出してください。この手続きを経て，本校校長の承認を受けた場合に限り入
学願書は受理されます。
ア

保護者の転勤等による転住の場合

(ｱ)

保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料

(ｲ)

島根県内の居住地が分かる資料

イ

身元引受人により出願する場合

(ｱ)

身元引受人の承諾証明書（様式自由）

(ｲ)

受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す，民生児童委員の証明（様式自由）

又は，その他それを証明する資料(様式自由)
(ｳ)
(5)

身元引受人の住民票

自己申告書の提出
いずれかの学年で欠席日数が 30 日以上ある場合や,すでに中学校等を卒業している場合に,自
己申告書（様式第 14 号）を提出することができます。自己申告書の本人の記入欄及び保護者の
記入欄は，それぞれ直筆で記入してください。提出を希望する場合は，他の提出書類とともに，
出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中に本校校長へ提出してください。なお，出身中
学校等の校長に提出する際は，厳封してもかまいません。その際，封筒の表に本校名及び志望
学科名，出身中学校等の学校名，本人氏名を記入してください。

(6)

海外からの帰国生徒等の出願
海外からの帰国生徒等で本校の出願を考えている場合は,本校まで問い合わせてください。

３

出願状況の発表
上記１による出願者の状況を，平成 31 年２月６日（水）の 14 時に，県教育委員会のホームペー
ジで発表します。また，志願変更等により変更となった後の出願者の状況を，2 月 22 日（金）の 10
時に，同ホームページで発表します。

４

志願変更及び，志願変更に係る特別措置
上記１により出願をした者が希望する場合には，1 回に限り，同一学校又は他の学校の課程，学
科に志願変更することができます。ただし，第 1 志望が変わらない変更は認められません。志願変
更の受付期間及び手続き等は，「平成 31 年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱」（島根県教
育委員会のホームページにあります）の P.29～P.33 及び P.39 に従って行ってください。ご不明な
点は，本校へお問い合わせください。
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５

辞退届の提出
出願した後，何らかの事由で受検を辞退する場合は，出身中学校等の校長は志願変更受付期間終
了後すみやかに本校校長に受検辞退届(様式第 13 号）を提出してください。本校に志願変更をし
た者が受検を辞退した場合にも，同様に本校校長に受検辞退届を提出してください。ただし，普通
科，商業科ともに出願している場合，一部の学科のみを辞退することはできません。

６

学力検査実施期日及び教科とその配点
学力検査の実施期日は，平成 31 年３月６日（水）の１日とし，各検査場とも下記の教科を
１教科 50 分として，一斉に実施します。配点は，各教科とも５０点満点とします。
受
３月６日（水）

付

諸注意・入場

8:30～ 8:50
社

会

11:40～12:30
７

8:50～ 9:15
昼

国

数

学

9:20～10:10 10:30～11:20
英

食

語
語

理

科

13:20～14:10 14:30～15:20

面接検査

(1)

対

象

(2)

実施期日

第１志望，第２志望にかかわらず商業科を志望する受検者
平成 31 年３月７日（木）
受

(3) 検
(4)

査

場

面接時間

付

８：４０

～

８：５０

全体説明

９：００

～

９：１０

面接検査

９：２０

～

島根県立隠岐高等学校
１０分間程度

(5) 評価の観点

P.１の 募

(6) そ

面接検査については評点化し，評点 10 点とします。

の

他

集 の５

評価の観点(1)による

面接検査についての詳細は，受検票の送付とともに該当出願者に連絡します｡
ただし，学力検査場について，特別措置を願い出た出願者の面接検査について
は，別途連絡します。
８

合格発表
平成 31 年３月 13 日（水）10 時
合格者（受検番号のみ）を本校玄関前に公示し，出身中学校等の校長を通じて本人に連絡します。

ただし，郵送の場合は当日中に投函します。なお，合格者の受検番号については，以下の時間に本
校ホームページ上で掲示します。
掲示時間
９

平成 31 年３月 13 日（水）

10 時 30 分～17 時

入学意思通知
合格発表以降に合格者に送付する本校所定の「入学意思通知書」を３月 19 日（火）17 時までに，
本校事務室に到着するように持参あるいは郵送してください。遠隔地などの理由で，期日までに提
出が困難な場合は，あらかじめファックスにて意思表示をしておき，さらに，できるだけ早く「入
学意思通知書」を提出してください。期日までに意思表示のない場合は，入学意思がないものとし
ます。

10

その他
P.９の その他 も必ずご参照ください。
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第２次募集
平成 31 年度入学者選抜合格発表の時点で欠員が生じたときは，第２次募集を行います。

１

募集人員
第２次募集を行う学科及び募集人員は，平成 31 年３月 13 日（水）10 時に県教育委員会のホーム

ページで公表します。

２

出願

(1)

出願資格
P.１の 募

集 の２に定める応募資格をもつ者のうち，以下の(ｱ)又は(ｲ)に該当する者を除

くものとします。ただし，平成 31 年度島根県公立高等学校一般選抜学力検査を受検していなけれ
ばなりません。
(ｱ)

平成 31 年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者

(ｲ)

平成 31 年度入学者選抜において，高等専門学校，県外の高等学校又は県内の私立高等学

校等に合格し，入学手続をした者
注：平成 31 年度島根県公立高等学校入学者選抜の一般選抜において，本校に出願した場合（志願
変更をした者については本校へ志願変更をした場合）は再度出願することはできません。
(2)

出願期間
平成 31 年３月 14 日（木）から３月 18 日（月）12 時までとする。
持込の場合；３月 14 日（木），３月 15 日（金）は９時から 17 時まで
３月 18 日（月）は９時から 12 時まで
郵送の場合；３月 18 日（月）12 時以降に届いたものについては，３月 15 日（金）まで
の消印があるものに限り受け付けます。その際，簡易書留速達として封筒に
「入学者選抜関係書類在中」と朱書すること。なお，自然災害等により必要
書類が整わない場合は，本校校長にすみやかに連絡すること。
(3) 出願手続
ア 入学志願者は次に掲げるものを，出身中学校等の校長を経由して，所定の期間中に本校校長
に提出してください。
(ｱ) 第２次募集入学願書（本校所定）
黒又は青のペンで記入してください。第２志望学科を出願しない場合は空欄とせず，斜
線を記してください。一般選抜受検校の欄は，第２，第３，第４志望学科を出願しなかっ
た場合は空欄とせず，それぞれ斜線を記してください。志願者の氏名にある文字と各種調
査報告書の入力及び印刷に用いる文字が異なる場合には，該当の文字を「入力用文字」の
欄に記載してください。異なる文字を用いていない場合は空欄とせず，斜線を記してくだ
さい。
(ｲ) 写真１枚
たて 4cm×よこ 3cm（６か月以内に撮影したもの）を願書右部の「受検票」部分にはりつ
けてください｡なお，写真は無帽・無背景・正面とし，本人を鮮明に識別できるものとし
ます。原 則として制服とし，白黒・カラー写真の別は問いません｡
(ｳ) 入学検定料 800 円
島根県収入証紙を入学願書の所定欄にはりつけてください。ただし，消印をしてはいけ
ません。
(ｴ) 一般選抜の際に交付された学力検査料納付済証明書
一般選抜へ出願した際に交付された学力検査料納付済証明書を入学願書裏面の所定欄に
はりつけてください。
(ｵ) 島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号）
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合）
(ｶ) 調査票（本校所定）
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イ

出身中学校等の校長は，入学願書等に次の書類等を添付し，所定の期間中に本校校長に提出
しなければなりません。
(ｱ) 個人調査報告書(様式第２号)
(ｲ) 学習成績・特別活動の記録等概要表(様式第３号)
（ｳ) 公立高等学校入学者選抜出願者名簿(様式第 15 号)（第２次募集用）
(ｴ) 上記(ｱ)及び(ｳ)の電子データ（暗号化され，ＣＤ－Ｒに保存したもの）
なお，上記(ｱ)及び(ｳ)は，島根県教育委員会及び松江市教育委員会が作成し，配付する「高
校提出書類作成シート」を用いて作成してください。ただし，出身中学校等が県外の場合は，
(ｴ)の電子データ（ＣＤ－Ｒ）の提出は求めません。
ウ その他
いったん受理した入学願書，添付書類等及び入学検定料は返還しません。
(4) 県外居住者の出願
P.５の 一般選抜 の１
(5)

願(4)

県外居住者の出願をご参照ください。

出

願(5)

自己申告書の提出をご参照ください。

自己申告書の提出
P.５の 一般選抜 の１

３

出

４

辞退届の提出
出願した後，何らかの事由で受検を辞退する 場合は，出身中学校等の校長はすみやかに 本校
校長に辞退届(様式第 13 号）を提出してください。ただし，普通科，商業科ともに出願している
場合，一部の学科のみを辞退することはできません。
選抜方法及び配点
選抜方法
一般選抜学力検査の結果，書類（個人調査報告書）及び面接による総合評価
配
点
一般選抜学力検査の結果 ５０点
書類（個人調査報告書） ５０点
面接
１０点
合計
１１０点

５

面接検査
(1) 実 施 期 日

(4) 評価の観点

P.１の 募

６

(2) 検 査 場
(3) 面 接 時 間

平成 31 年３月 20 日（水）
受付（正面玄関）
９：１０
全体説明
９：３０
面接検査
１０：００
島根県立隠岐高等学校
１０分間程度

７

～
～
～

９：２０
９：４０

集 の５ 評価の観点(1) によります

合格発表
平成 31 年３月 22 日（金）15 時
合格者（受検番号のみ）を本校玄関前に公示し，出身中学校等の校長を通じて本人に連絡します。
入学意思通知
３月 24 日（日）に実施する入学予定者説明会のときに，「入学意思通知書」を記入・提出してい
ただきますので，説明会当日は筆記用具と保護者の方の印鑑をお持ちください。なお，入学の意思
表示をしない場合は，入学意思がないものとします。
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その他
１

(1)

追検査は原則として行いません。

(2)

推薦選抜，一般選抜，第２次募集のいずれにおいても，受検日の前日までに隠岐の島町にお
越しいただけないと受検不可能です。また，悪天候により，フェリーまたは飛行機が欠航する
恐れもありますので，天気予報等を確認のうえ余裕をもってご来島ください。

(3)

身元引受人による県外受検の合格者数については，推薦選抜で人数制限に達した場合，一般
選抜での募集人員はなくなりますのでご注意ください。推薦選抜の合格内定者数については，
島根県教育委員会のホームページに掲載されますのでご確認ください。

(4)

合格者の入学予定者説明会を，保護者同伴で平成 31 年３月 24 日（日）の午前中に予定して
います。

(5)

その他必要に応じて，「平成 31 年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱」（島根県教
育委員会のホームページにあります）をご覧ください。

２

学費（平成 30 年度実績）

(1)

入学時納入金

普通科 50,100 円

商業科 45,460 円

（ＰＴＡ入会金，諸会費等）

9,900 円（高等学校等就学支援金制度を適用の場合は無償）

(3)

6,625 円（ＰＴＡ会費等）

３

(2) 毎月の授業料
毎月の納入金

各種奨学金
各種奨学金に関する詳細については，入学予定者説明会等でお知らせします。

４

寄宿舎費用（平成 30 年度実績）
入寮費 10,000 円

寮費（月額）47,000 円（町から補助を受ける場合は 42,000 円。）食費込み。

問い合わせ先
〒６８５－８５１２
島根県隠岐郡隠岐の島町有木尼寺原 1 島根県立隠岐高等学校
教務部
TEL ０８５１２－２－１１８１
FAX ０８５１２－２－６１９５
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付録：願書の記入例
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