令和２度入学者選抜補充募集実施要項
普通科 （コ ースを 除く ）及び 普通 科スポ ーツ 文化コ ース
福 岡県 立三潴 高等 学校

次 のとお り、 福岡県 立三 潴高等 学校 普通科 (コー スを除 く)及 び普 通科ス ポー ツ文化 コ
ー スの 入学者 選抜 補充募 集を 実施し ます 。

１

出 願資格

（ １） 令和２ 年度 の福岡 県立 高等学 校入 学者選 抜の学 力検 査にお いて 、定め られ た検査 教
科 を受検 して 不合格 とな った者 。た だし、 同一校 の同 一課程 にお ける同 一学 科、同 一
コ ース又 は同 一系（ 第２ 志望以 下の 志望学 科・コ ース ・系を 含む 。）の 再受 検は認 め
な い。
（ ２） 学力検 査の 期日及 び内 容が福 岡県 立高等 学校入 学者 選抜と 同一 の県内 市立 高等学 校
の 入学者 選抜 で不合 格と なった 者。

２

募 集人員
普 通科(コ ース を除く )
普通科 スポ ーツ文 化コ ース

３

５４名
７名

出 願期間
令 和２年 ３月 １９日 （木 ）から ３月 ２４日 （火） の正 午まで

４

志 願書類

（ １） 中学校 長を 経て志 願先 高等学 校長 （本校 ）へ提 出す る書類
ア

補充募 集入 学願書 （様 式補Ａ ）

イ

通学に 関す る誓約 書（ 様式補 Ｂ）

ウ

補充募 集志 願者一 覧表 （本校 独自 様式）

エ

入学選 考料 （2,100円の 福岡県 領収 証紙を 貼付 した福 岡県 領収証 紙納 付書）
※購入 した 証紙は 、証 紙条例 の規 定によ り原則 とし て返還 及び 交換が でき ないの で、
注意 する こと。 なお 、大規 模災 害（平 成３０ 年７ 月豪雨 災害 、平成 ２９ 年７月 九
州北 部豪 雨、平 成２ ８年熊 本地 震によ る災害 及び 東日本 大震 災をい う。 以下同
じ。 ）の 被災者 は、 入学選 考料 が免除 される ので 、必要 な書 類や手 続き につい て、
本校 に問 い合わ せる こと。

オ

その他 （該 当者の み）
学区外 高等 学校入 学志 願申請 書（ 様式２ Ａ）

身 元引受 書（ 様式２ Ｂ）

（ ２） 初回受 検校 から志 願先 高等学 校長 （本校 ）へ提 出す る書類
ア

調査書 （住 民票の 写し を含む 。） の写し （初回 受検 校の奥 書証 明付）

イ

学力検 査の 成績に 関す る証明 書

５

試 験要領

（ １） 日

時

令和 ２年 ３月２ ５日 （水）

（ ２） 会

場

福岡 県立 三潴高 等学 校

（ ３） 面

接

受付 ：午 前９時 ００ 分～９ 時１ ５分

図 書館

ア

会場

図書 館閲 覧室

イ

面接説 明

午前 ９時 ２０分 ～９ 時３０ 分

ウ

面接

午前 ９時 ４０分 より 個人面 接を行 いま す。

（ ４） 携行品
受検票 、筆 記用具 、上 履き、 下足 入れ

６

合 格発表
令 和２年 ３月 ２７日 （金 ）午前 ９時 に玄関 前に合 格者 番号を 掲示 します 。

７

そ の他

（ １） 遅刻者
正当な 理由 がある と本 校校長 が認 めた場 合に限 り、 面接を 受け ること がで きます 。
（ ２） 欠席者
欠席者 につ いては 本校 入学の 意志 がない ものと して 取り扱 いま す。
（ ３） 本校補 充募 集の合 格者 発表後 に初 回受検 校で繰 り上 げ合格 とな り、初 回受 検校へ 入
学 を希望 する 場合は 、中 学校長 を通 じて入 学辞退 届を 提出し てく ださい 。
（ ４） 合格者 につ いては 、令 和２年 ３月 ２７日 （金） 午後 １４時 （受 付

１ ３時 ２０分

～ １３時 ５０ 分）よ り合 格者説 明会 を。令 和２年 ３月 ３０日 （月 ）午前 ９時 より合 格
者 テスト （受 付

８ 時３ ０分～ ８時 ５０分 ）をそ れぞ れ本校 にて 実施し ます 。

