
2022年度

生 徒 募 集 要 項

千葉商科大学付属高等学校
〒272－0835　千葉県市川市中国分二丁目10番１号
TEL　047－373－2111　  FAX　047－371－8146

◇�出願手続きに必要な書類は、本校ホームページ（www.hs.cuc.ac.jp）から�
ダウンロードもできます（下記の書類４点はこの冊子に同梱されております）。

〈様式番号〉 書　類　名 対　象　者
〈様式１〉 2022年度　面接票 全　員
〈様式２〉 2022年度　推薦書 Ａ推薦、Ｂ推薦受験者
〈様式３〉 2022年度　実績報告書 Ｃ推薦受験者
〈様式４〉 2022年度　志願理由書 Ｄ推薦受験者
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2022年度　千葉商科大学付属高等学校　入学試験要項
試 験 名 称 前　期　選　抜　入　学　試　験

項 目 概　　要

募 集 人 員

普通科　特進選抜クラス 男・女　計 35名

普通科　総合進学クラス 男・女　計170名

商業科　　　　　　　　 男・女　計 70名

試 験 日
第１回 第２回 第３回（Ｅ入試）

2022年１月18日（火） 2022年１月19日（水） 2022年１月28日（金）

試 験 内 容 国語・数学・英語の３科目　※D推薦・第３回（Ｅ入試）のみ面接試験も実施

W e b 出 願・
提出書類郵送受付

第１回・２回　2021年12月17日（金）～2022年１月11日（火）※消印有効
第３回（Ｅ入試） 2022年１月21日（金）～１月26日（水）※消印有効

提 出 書 類

全試験共通
　①入学願書（写真貼付もしくはアップロードし印刷されたもの）　②調査書　③面接票（様式１）
Ａ・Ｂ推薦
　④推薦書（様式２）　⑤資格・検定等の証明書があるものはそのコピー
Ｃ推薦
　④実績報告書（様式３）　⑤資格・検定等の証明書があるものはそのコピー
Ｄ推薦
　④志願理由書（様式４）　⑤資格・検定等の証明書があるものはそのコピー

受 験 料 20,000円（納入された受験料は返還できません）

合 格 発 表 2022年１月21日（金）
９：00～ Web発表

2022年１月29日（土）
９：00～ Web発表

入学金・延納金
入 金 期 間

2022年１月21日（金）９：00～　
2022年１月25日（火）15：00まで

2022年１月29日（土）９：00～　
2022年２月１日（火）15：00まで

延 期 手 続

【該当者】

Ｂ推薦・Ｄ推薦（併願）の合格者 合格者のうち第一志望以外の者

【手続概要】
　 入学金決済システムより50,000円の入学手続金（分納）を上記期間内にご納金ください。

※上表は抜粋です。各詳細ページにて内容等ご確認ください。
※出願について、入学試験についての一連の事務処理は、すべてこの要項に基づいて行います。
　 特に「納入期限」については全受験者および合格者に対する公平性を担保するため、一切の例外的取り扱いができかねます

ので、予めご了承ください。
　所定の期日内に入学手続を完了しない場合は「入学の意思がないもの」とみなします。
※ 納入金の振込状況につきましては、本校で随時確認をしております。したがって本校に対し振込連絡をしていただく必要は

ございません。
※すべての入試の合否は、提出書類を含めた総合判定になります。
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前　期　選　抜　入　学　試　験（第１回・第２回）
⑴�2022年３月中学校卒業見込みの者。
⑵�人物優秀で健康状態・出席状況ともに良好で学習意欲のある者。
　�※出席状況良好とは、原則として３年間の欠席が30日以内の者（全試験共通）。
　�※ただし、病気・怪我による入院など特別な場合は考慮します。
⑶�受験生およびその保護者が本校の教育活動・教育方針に賛同していること。
⑷�Ａ推薦・Ｂ推薦で各科・クラスを志願する場合、それぞれの条件を満たし、在籍する中学校校長の推薦を必要とします。
　�※Ｂ推薦で合格の場合、所定の手続をとることにより、入学手続を延期することができます。
⑸�Ｃ推薦で各科・クラスを志願する場合、事前に本校部活動顧問と相談をしている者に限ります。
⑹�Ｄ推薦で各科・クラスを志願する場合、成績による出願基準は設けませんが、志願理由書を提出する必要があります。
　�※３科学力検査および面接を課します。
　�※併願で出願し合格された場合、所定の手続をとることにより、入学手続を延期することができます。

前　期　選　抜　入　学　試　験（第３回〔Ｅ入試〕）
⑴�2022年３月中学校卒業見込みの者および中学卒業者。
⑵�受験生およびその保護者が本校の教育活動・教育方針に賛同していること。
　�※合格された場合、所定の手続をとることにより、入学手続を延期することができます。

追　検　査
出願手続が全て完了後、インフルエンザ罹患による急な発熱で別室での受験も困難である等、やむを得ない理由により本検
査を全く受験することができなかった者のうち、本校の定める手続により、本校校長に承認を受けた者を対象とします。本
検査を一部でも受験した者は、追検査を受験することはできません。

◆　出　願　資　格

◆　募　集　人　員
募　集　学　科・ク　ラ　ス 性　別 合　計
普通科　特進選抜クラス

男・女
35名

普通科　総合進学クラス 170名
商業科　　　　　　　　 70名

◆　受　験　の　種　類
Ａ　推　薦 出願時在籍している中学校校長の推薦があり、本校各科・クラスを第一志望とする者。
Ｂ　推　薦 出願時在籍している中学校校長の推薦があり、本校各科・クラスと他校を併願する者。

Ｃ　推　薦 部活動推薦で本校各科・クラスを第一志望とする者。

Ｄ　推　薦 自己推薦で本校各科・クラスを第一志望もしくは他校を併願する者。

Ｅ　入　試 本校各科・クラスを第一志望もしくは他校を併願する者。

◆　入　学　試　験　概　要
入　試　区　分 試　験　科　目 試　験　日
Ａ　推　薦 学力検査（国・数・英）・書類選考 2022年１月18日（火）
Ｂ　推　薦 学力検査（国・数・英）・書類選考 2022年１月18日（火）または19日（水）
Ｃ　推　薦 学力検査（国・数・英）・書類選考 2022年１月18日（火）
Ｄ　推　薦 学力検査（国・数・英）・面接・書類選考 2022年１月18日（火）・19日（水）
Ｅ　入　試 学力検査（国・数・英）・面接・書類選考 2022年１月28日（金）
追　検　査 学力検査（国・数・英）・面接※・書類選考 2022年２月14日（月）

※追検査は出願した各入試の試験科目に従う。
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◆　出　願　基　準

◆　受　験　料

Ａ　推　薦（単願）
学科・クラス ９科 ５科 ３科

普通科　特進選抜クラス 35＊ア 20＊イ 12
普通科　総合進学クラス 31＊ア 17＊イ 10

商業科 29＊ア 16＊イ ９

Ｂ　推　薦（併願）
学科・クラス ９科 ５科 ３科

普通科　特進選抜クラス 37＊ア 21＊イ 13
普通科　総合進学クラス 33＊ア 18＊イ 11

商業科 31＊ア 17＊イ 10

注　意　事　項
①希望する学科・クラスで９科・５科・３科のいずれかが上記の基準を満たしている者。
　ただし、普通科特進選抜クラスは全教科の評定に「１」「２」がないこと。
　普通科総合進学クラス・商業科は全教科の評定に「１」がないこと。
　※９科とは「全教科」、５科とは「国語・数学・英語・理科・社会」、３科とは「国語・数学・英語」のことをいいます。
②中学校校長が推薦する者。
③各出願基準に記載されているア・イについては以下の優遇措置があります。

優　遇　措　置

　ア　各種検定試験（以下参照）取得で１ポイントまで、部活動（３年間活動し中学校が推薦に足ると認めた者）、
　　　生徒会、３年間皆勤いずれかで１ポイントまで加点で合計最大２ポイントまで加点
　　　①英検３級　②漢検３級　③数検３級　④日商簿記検定３級
　　　ただし①英検準２級　②漢検準２級　③数検準２級　④ＩＣ３のいずれかを取得の場合は２ポイントの加点とする。
　イ　各種検定試験（以下参照）取得、部活動（３年間活動し中学校が推薦に足ると認めた者）、
　　　生徒会、３年間皆勤いずれかで１ポイントまで加点
　　　①英検３級以上　②漢検３級以上　③数検３級以上　④日商簿記検定３級以上　⑤ＩＣ３

20,000円（納入された受験料は理由のいかんにかかわらず返還できません）
受験料のお支払いは、インターネット出願での手続時にクレジットカード、コンビニエンスストア、
金融機関ATM（ペイジー）をご利用ください。
　　※受験料振込の確認後、受験番号が発番されます。
　　※受験票・志願票・宛名票のプリントアウトは受験料の振込後から可能です。
　　※お支払いには、別途手数料がかかります。予めご了承ください。
　　※前期選抜入学試験第１回・第２回を連続で受験の場合、それぞれに受験料が必要となります。
　　　　〈受験パターン例〉
　　　　総合進学クラスＡ推薦またはＢ推薦＋特進選抜クラスＤ推薦単願または併願
　　　　商業科Ａ推薦またはＢ推薦＋総合進学クラスＤ推薦単願または併願
　　　　Ｄ推薦単願または併願の２日連続受験　など
　　※再受験について
　　　 前期選抜入学試験第１回・第２回を受験し不合格になった場合は「再受験」の手続きにより受験料免除で前

期選抜入学試験第３回（Ｅ入試）を受験することができます。
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◆　提　出　書　類
全試験共通：①入学願書（写真貼付もしくはアップロードし印刷されたもの）　②調査書　③面接票
Ａ・Ｂ推薦：④推薦書　⑤資格・検定等の証明書があるものはそのコピー
Ｃ　推　薦：④実績報告書　⑤資格・検定等の証明書があるものはそのコピー
Ｄ　推　薦：④志願理由書　⑤資格・検定等の証明書があるものはそのコピー

その他
・募集要項はwebでも公開いたします。
・一部詳細につきましては若干の変更がある場合もございます。随時ホームページ上で公開をしていきます。

＊�出願書類を通じて本校で取得する個人情報については、入学試験目的のみに利用します。なお、入学した場合は、本校の教育活
動に関わる事柄に利用させていただきます。
＊�本校コンピュータシステムの「フォント認識」の都合により、申請された文字を使用できない場合があります。「表記できない文字」
については、原則として「置換後の文字」を使用します。あしからずご了承ください。

表記できない文字例 邉・邉 他 濵・  他 ・葊 他 吉 圡 ⻆ 栁 槗・槗 䑓 辻 祐
置換後の文字 邊 又は 邉 濱 廣 吉 土 角 柳 橋 臺 辻 茂 祐 坐 島

◆　出　願　期　間
前期選抜入学試験（第１回・第２回） 前期選抜入学試験（第３回〔Ｅ入試〕）

Web出願・提出書類郵送受付
2021年12月17日（金）～2022年１月11日（火）※消印有効

Web出願・提出書類郵送受付
2022年１月21日（金）～2022年１月26日（水）※消印有効

◆　出　願　の　流　れ
本校ホームページ 開始期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのリンクを設置します。

▽
出願サイト開設 インターネットに接続できるパソコン・スマートフォン・タブレット端末等をご利用ください。

▽

マイページのユーザ登録
学校説明会等でユーザ登録をされていない方はマイページの新規登録を行ってください。
すでにユーザ登録をされている方はログインしてください。
※ユーザ登録情報、出願に関する進捗状況は自動メールでの案内となります。受信できる
　メールアドレスをご準備をお願いいたします。

▽

マイページからの出願情報の登録

マイページの「出願する」ボタンをクリックし、画面の指示に従い入試日程の選択、写真のアップロー
ド（貼り付けも可）、志願者情報の登録をしてください。内容に間違いがないかを確認後、「出願確認書
の印刷」をクリックすると一時保存されますのでOKをクリックしてください。
氏名にパソコン上で正しく表示されない漢字が含まれている場合、「あり」にチェックを入れ、手書き
パッドで正しい漢字を書いてください。手書きパッドで書いていただく場合には、代用できる漢字で志
願者氏名（漢字）をご入力ください。

▽
出願確認書を担任の先生に提出 出願確認書の【中学校提出用】を中学校の担任の先生に提出し、出願内容に間違いがないことを確認し

てもらってください。
▽

中学校に必要書類の作成を依頼 出願の内容に間違いがなければ、「調査書」の作成を依頼してください。また、A・B推薦で出願の場合
には「推薦書」の作成も依頼してください。

▽

再度の確認と支払方法の選択

再度マイページにログインすると一時保存リストが追加されていますので、出願内容に修正が必要な場
合、正しい場合いずれの場合も「受験料のお支払い」をクリックします。
再度出願内容の確認・修正ができますので、最終の確認をし、修正がない場合には「お支払方法選択へ」
をクリックし、支払い方法を選択します。
※受験料のお支払い確定後、受験区分、試験日、出願クラスの変更はできません。

▽

受験料のお支払い

受験料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM（ペイジー）のいず
れかをご利用ください。窓口でのお支払いはできません。
※受験料のお支払い確定後、受験区分、試験日、出願クラスの変更はできません。
※お支払いには別途手数料がかかります。予めご了承ください。
※コンビニエンスストアでのお支払いの場合、払い込みの完了に時間がかかる場合があります。

▽

必要書類等の印刷

受験料のお支払いが確認されると、支払い完了のメールが届き、受験番号が付番されます。出願サイト
のマイページから必要書類等の印刷ができるようになりますので、志願票・受験票、宛名票は必ず印刷
してください。その他の調査書や推薦書、志願理由書については必要な場合のみ印刷してください。
※志願票・受験票はA４の用紙を横向きに印刷をしてください。
　写真の貼り付け場所、もしくはアップロードした写真が縦４センチ、横３センチよりも小さい場合印
刷の向きを間違えています。
　印刷はご自宅やコンビニエンスストア等でお願いいたします。

▽

必要書類の郵送

「調査書」、「推薦書」は中学校より受け取り、その他上記必要書類等を、各自で用意した角２封筒（A４
サイズの書類を折らずに封入できる封筒）に入れプリントアウトした宛名票を貼付し、簡易書留で郵便
局より郵送してください。
封をする前に必要書類に不備がないか再度ご確認ください。
※調査書、推薦書等中学校が発行した書類は開封無効となります。
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◆　ス　ラ　イ　ド　合　格
Ｄ推薦・Ｅ入試で特進選抜クラスを志望した場合、スライド合格を希望できます。
スライド合格希望者は、特進選抜クラスで不合格の場合、総合進学クラスでの合格判定を行います。
スライド合格を希望する場合には出願の際に手続きを行ってください。

◆　合　否　の　判　定　に　つ　い　て
すべての入試の合否の判定は、提出書類を含めた総合判定になります。

◆　入　学　試　験　に　つ　い　て
入　学　試　験　日　程

Ａ・Ｂ・Ｃ推薦
開　場 ７：45
受　付（受付時間内に着席完了）７：45〜８：45
諸　注　意　等 ８：50
国　語 ９：00〜９：50
英　語 10：10〜 11：00
数　学 11：20〜 12：10

Ｄ推薦・Ｅ入試
開　場 ７：45
受　付（受付時間内に着席完了）７：45〜８：45
諸　注　意　等 ８：50
国　語 ９：00〜９：50
英　語 10：10〜 11：00
数　学 11：20〜 12：10
昼　食 12：10〜 13：00
面　接 13：10〜

受験上の注意
・�当日は７：40に開門します。試験場入室前に受付で配布物を受け取り、各自の受験番号に基づき、試験室と座席を確認の上、
集合時間内に着席してください。
・�携帯電話・スマートフォンの使用は禁止します。入室前に必ず電源を切りカバンに入れてください。会場内では休み時間であっ
ても電源は入れないでください。携帯電話・スマートフォン・ウェラブル端末を身につけていたり使用した場合、または試験
中に鳴動した場合は不正行為とみなし不合格になることがあります。
・�試験により終了時間が異なりますので注意してください。特にＤ推薦・Ｅ入試の面接試験は終了時間に差が出る場合があります。
・Ｄ推薦・Ｅ入試を受験する場合には昼食が必要になります。黙食にご協力ください。
・試験会場内では、必ず不織布マスクを着用してください。ウレタンマスクの着用はご遠慮ください。

◆　持　参　す　べ　き　も　の
用　　品 備　　考

①受験票 試験会場では常に机上に置いてください。

②筆記用具 分度器・コンパス・下敷き・計算機能・文字表示機能付きの時計や文房具などについては
いずれも持ち込み禁止です。

③昼食 Ｄ推薦・Ｅ入試を受験する場合には持参してください。購入はできませんので必ず持参して
ください。

◆　合　否　の　発　表　に　つ　い　て

前期選抜入学試験（第１回・第２回） 前期選抜入学試験（第３回〔Ｅ入試〕）
2022年１月21日（金）　９:00～

web発表
2022年１月29日（土）　９:00～

web発表
　※電話等でのお問い合わせには応じられません。
　※web以外での発表はいたしません。

１、発表の日時と方法

２、手続書類等について
　　web発表ページからダウンロード、印刷をして使用してください。
３、再受験について
　　�前期選抜入学試験第１回・第２回のいずれかの入試で不合格になった場合は「再受験」の手続により、受

験料免除で第３回〔Ｅ入試〕を受験することができます。ただし、スライド合格で合格された場合は再受
験の対象にはなりません。

　　第３回〔Ｅ入試〕の出願期間内にwebで再出願してください。再受験の場合、調査書は再提出不要です。
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※上記期間内に、入学金決済システムより入学手続金280,000円をご納金ください。
※一旦納入された納入金は、理由のいかんに関わらずお返しできません。予めご了承ください。

◆　入　学　手　続・延　期　手　続　に　つ　い　て

前期選抜入学試験（第１回・第２回） 前期選抜入学試験（第３回〔Ｅ入試〕）
2022年１月21日（金）９:00～
2022年１月25日（火）15:00まで

2022年１月29日（土）９:00～
2022年２月１日（火）15:00まで

項　目 前期選抜入学試験第１回・第２回 前期選抜入学試験（第３回〔Ｅ入試〕）
延納できる人 Ｂ推薦・Ｄ推薦（併願）で合格した者 合格者全員

延期手続期間 2022年１月21日（金）９:00〜
2022年１月25日（火）15:00まで

2022年１月29日（土）９:00〜
2022年２月１日（火）15:00まで

延期手続について 上記期間内に、入学金決済システムより入学手続金（分納）50,000円をご納金ください。
入学手続 最終的に本校へ入学する場合、合格者への手引きに基づき入学手続を完了してください。

その他
※�千葉県・東京都・埼玉県の公立高校を受験する場合は３月９日（水）まで延期を認めます。その他の県の公立高校
を受験する場合は事前にご相談ください。
※ご納金いただいた50,000円についてはその後入学を辞退されてもお返しできません。
※手続期間等詳細は、合格者への手引きをよくお読みください。

１、入　学　手　続

２、延　納　手　続

◆　学　納　金

性　別 入学金 施設設備費 学用品代 合　計
男　子 180,000 円 100,000 円 94,490 円 374,490 円
女　子 180,000 円 100,000 円 115,940 円 395,940 円

月　額 年　額 各期納入金
授　業　料 36,000 円 432,000 円 108,000 円
学園整備費 5,000 円 60,000 円 15,000 円
合　　　計 41,000 円 492,000 円 123,000 円

○入学手続時納入金（2021年度実績）

○入学後納入金（2021年度実績）

※３ヶ月を１期として、４期分の納入になります。
　（年４回　４月・７月・10月・１月が納入月となります）
※上表は2021年度実績につき、一部変更になる場合もあります。
※その他諸経費、保護者会費等が必要になります。



− 8−

◆　特　待　生　奨　学　支　援　金　に　つ　い　て
１、単願優秀生
　　Ａ推薦入試及びＣ推薦入試における筆記試験の合計得点が上位の者
　　�特進選抜クラス２名以内、総合進学クラス３名以内、商業クラス２名以内にそれぞれ月額３万円を奨学支援金
として１年分給付します。

２、併願優秀生
　　Ｂ推薦入試における筆記試験の合計得点が上位の者
　　�特進選抜クラス１名以内、総合進学クラス１名以内、商業クラス１名以内にそれぞれ月額３万円を奨学支援金
として１年分給付します。

３、部活動単願優秀生
　　�スポーツ活動において優秀な成績を収めた者で、本校を第一志望とし、本校部活動顧問が推薦し、原則とし
て前期選抜試験を受験する者

　　ア　スポーツ活動優秀者２名以内
　　　　�スポーツ活動において、優秀な成績を収めた者２名以内にそれぞれ月額３万円を奨学支援金として３年

分給付します。（特待生の資格を３年間継続するためには一定の条件を満たす必要があります）
　　イ　スポーツ活動優秀者８名以内
　　　　�スポーツ活動において、優秀な成績を収めた者８名以内にそれぞれ月額３万円を奨学支援金として１年分

給付します。
　　※なお、本校生徒として不都合があった場合は支給を停止することがあります。
　　※硬式野球部については以下の２点が追加事項となります。
　　　ア　すべての入学試験受験方式において、中学校校長の推薦者が必要になります。
　　　イ　特待生の人数は合計５名以内とします。

◆　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
１、制服採寸日

日時：2022年１月25日（火）　９：00〜15：30（受付終了）
　　　2022年１月26日（水）　９：00〜15：30（受付終了）
　　　2022年３月�８�日（火）　９：00〜15：30（受付終了）
　　　2022年３月�９�日（水）　９：00〜15：30（受付終了）
会場：千葉商科大学付属高等学校
　　　※�自由購入品・追加購入申し込み、サイズ確認等のため、できるかぎり本人と保護者同伴でご来校

ください。
　　　※お車でのご来校はご遠慮ください。

２、新入生登校日・到達度テスト
日時：2022年３月20日（日）　８：45〜13：00
会場：千葉商科大学付属高等学校
　　　※必ず本人と保護者同伴でご来校ください。
　　　※お車でのご来校はご遠慮ください。
　　　※中学校の制服でご来校ください。

３、入学式
日時：2022年４月５日（火）　10：00〜
会場：千葉商科大学付属高等学校　体育館
　　　※本校の制服で登校してください。
　　　※お車でのご来校はご遠慮ください。



面　接　票

〈様式１〉

在籍校名、卒業校名はどちらかを○で囲んでください。

受験番号 氏　　名

在籍校名・卒業校名 　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　中学校

つぎのそれぞれの事柄につき、ありのままを正直に答えてください。
記入する事柄のない時は、回答欄に斜線を引いてください。

（１）中学校時代の欠席とその理由を記入してください。
学　　年 １年　　　　　日ぐらい ２年　　　　　日ぐらい ３年　　　　　日ぐらい

主な理由

（２）�中学校時代の教科外活動（部・クラブ）についてポスト、活躍など具体的に記入し
てください。

（３）�あなたが本校の他に受験する（した）学校名（公立・私立）を記入してください。

　　　　　立　　　　　　　　　高等学校 　　　　　立　　　　　　　　　高等学校

（４）�あなたの性格と本校志望の動機について記入してください。

性　　格

志望動機

（５）高校生活３年間で何をどの様にやりたいか、記入してください。

黒のボールペンまたは万年筆による志願者直筆とする。



推　　薦　　書

下記の生徒は貴高等学校に推薦入学志願者として適当と認め
推薦いたします。

中学校名

学校長名 ○印

　年　　　月　　　日

生徒氏名

生年月日 　　　年　　　月　　　日生

ふりがな

（　　）普通科特進選抜クラス

（　　）普通科総合進学クラス

（　　）商業科

（　　）  Ａ　推　薦
（　　）  Ｂ　推　薦

Ⅰ．志望科・クラス Ⅱ．受　験　種　別

※ⅠとⅡの項目にそれぞれ○をつけてください。

※受験番号
※欄は記入しないでください。

千葉商科大学付属高等学校長　様
　

〈様式２〉



C 推 薦 入 学 試 験 実 績 報 告 書

記

受　験　番　号

校内における部活動、校外における大会等の実績を記入してください。
大会等名および年月、記録等具体的に記入してください。
実績の証明の添付（コピー）と共に提出してください。

千葉商科大学付属高等学校長　様

記入上の注意
１　黒のボールペン又は万年筆による志願者直筆とする。
　　ただし、記入の欄については、鉛筆による志願者の直筆でもよい。
２　保護者氏名横に押印を必ずすること。

〈様式３〉

中 学 校 名　　　　　　立　　　　　　中学校

志願者氏名 

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　年　　月　　日



D 推 薦 入 学 試 験 志 願 理 由 書

記

受　験　番　号

1　志願の理由　（本校学科・クラスを志願する動機や理由等について書くこと）

私は、下記により、貴校（ 普通科特進選抜クラス・普通科総合進学クラス・商業科 ）
への入学を志願します。

千葉商科大学付属高等学校長　様

中 学 校 名　　　　　　立　　　　　　中学校

志願者氏名 

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　年　　月　　日

2�　自己アピール　（自分について伝えたいことがらを書くこと）

記入上の注意
１　黒のボールペン又は万年筆による志願者直筆とする。
　　ただし、「１　志願の理由」、「２　自己アピール」の欄については、鉛筆による志願者の直筆でもよい。
２　志願する学科名（クラス名）を丸で囲むこと。
３　保護者氏名横に押印を必ずすること。
４　２日連続でD推薦を受験する場合、志願理由書は２日分提出すること。

〈様式４〉




