令和３年度

香川県公立高等学校全日制課程

学校
学校名 大学科
番号

1

2

3

小豆島
中央

三本松

石田

普通

普通
理数

農業
家庭

転編入学試験実施計画

出願期間

試験日

試 験 教 科 ・ 科 目 等

提出書類等

担当職名

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、転入学を必要とすることを証明する書類、在学証明書及び学業成績証明書（又は単位修得証
明書）、住民票記載事項証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、最終学校の学業成績証明書（又は単位取得証明書）、住民票記載事項証明書

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票記載事項証明書
編入学：
担当者まで問い合わせてください。

教務主任

転入学：
転入学願書、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書（出席状況明記）、単位履修･修得証明書、保護者の転勤証明書、住民票記載
事項証明書
編入学：
編入学願書、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書（出席状況明記）、単位履修･修得証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、住民票記載事項証明書等又は保護者の転勤証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、学業成績証明書、住民票記載事項証明書(ただし、編入学試験は、8月と12月の試験を行わない。)

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票抄本
編入学：(編入学試験は3月のみとする。)
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票抄本

教務主任

国語、数学、英語、面接

転入学：
転入学許可願書、転入学志願者調書、転学照会、在学証明書、成績(単位修得)証明書、転入学理由書(転勤証明書、住民票記載事項証明書
等)
編入学：
担当まで問い合わせてください。

教務主任

国語、数学、英語、面接

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、学業成績証明書、住民票抄本、保護者の転勤証明書
編入学：
直接担当まで問い合わせてください。

教務主任

令和3年7月26日(月)

～ 令和3年8月 2日(月)

令和3年8月20日(金)

令和3年12月1日(水)

～ 令和3年12月7日(火)

令和3年12月27日(月) 国語、数学、英語、面接

令和4年2月25日(金)

～ 令和4年3月3日(木)

令和4年3月28日(月)

令和3年7月26日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月20日(金)

令和3年12月1日(水)

～ 令和3年12月7日(火)

令和3年12月20日(月) 国語、数学、英語、面接

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

令和3年7月29日(木)

～ 令和3年8月4日(水)

令和3年8月19日(木)

令和3年12月1日(水)

～ 令和3年12月7日(火)

令和3年12月23日(木)

令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月7日(月)

令和4年3月24日(木)

農業科：国語、数学、農業、面接
家庭科：国語、数学、家庭、面接

令和3年6月24日（木） ～ 令和3年7月6日（火） 令和3年7月21日（水）
4

志度

工業
商業

令和3年12月1日（水） ～ 令和3年12月7日（火） 令和3年12月24日（金） 国語、数学、英語、専門、面接
令和4年2月25日（金） ～ 令和4年3月4日（金） 令和4年3月25日（金）
令和3年7月26日(月)

5

6

7

津田

三木

高松

普通

8

～ 令和4年2月28日(月)

令和4年3月22日(火)

令和3年7月28日(水)

～ 令和3年8月3日(火)

令和3年8月17日(火)

文理
総合
令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月7日(月)

令和4年3月25日(金)

令和3年7月27日(火)

～ 令和3年8月3日(火)

令和3年8月17日(火)

令和3年8月5日(木)

～ 令和3年8月17日(火)

令和3年8月27日(金)

普通

工業
美術

～ 令和3年12月1日(水)

令和3年12月22日(水)

令和4年2月24日(木)

～ 令和4年3月10日(木)

令和4年3月30日(水)

令和3年7月8日(木)

～ 令和3年7月21日(水)

令和3年7月29日(木)

令和3年12月1日(水)
令和4年2月21日(月)

9

高松
商業

令和3年8月17日(火)

令和4年2月21日(月)

令和3年11月24日(水)

高松
工芸

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年11月24日(水) ～ 令和3年11月30日(火) 令和3年12月17日(金) 国語、数学、英語、面接

令和3年7月2日(金)
商業
情報 令和3年12月3日(金)
外国語
令和4年2月25日(金)

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会書、在学証明書、成績証明書及び単位修得証明書、在学高等学校の教育課程表、住民票記載事項
国語、数学、英語、専門（基礎科目）、
証明書又は保護者の転勤等証明書
～ 令和3年12月14日(火) 令和3年12月27日(月) 面接
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、成績証明書及び単位修得証明書、住民票記載事項証明書(ただし、編入学試験は3月とする。)
令和4年3月4日(金)
令和4年3月22日(火)
～
～ 令和3年7月9日(金)

令和3年7月21日(水)

商業科：
国語、数学、英語、簿記、面接
～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月27日(月) 情報数理科・英語実務科：
国語、数学、英語、面接
令和4年3月22日(火)
～ 令和4年3月4日(金)

令和3年8月2日（月） ～ 令和3年8月6日（金） 令和3年8月17日(火)
令和3年8月16日（月） ～ 令和3年8月20日（金） 令和3年8月27日(金)
10

高松東

普通

国語、数学、英語、面接
令和3年12月1日（水） ～ 令和3年12月7日（火） 令和3年12月22日(水)
令和4年2月28日（月） ～ 令和4年3月4日（金） 令和4年3月25日(金)

教務主任

転入学：
転入学許可願書、転入学照会状、在学証明書、成績証明書、住民票記載事項証明書又は保護者の転勤証明書
編入学：
担当まで問い合わせてください。

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式）、転入学照会状（在学中の高校で作成）、在学証明書（同左）、学業成績証明書（同左）、単位修得証明書
（同左）、住民票記載事項証明書（新所在地の市役所、町役場にて作成）（住所等の変更が行われていない場合については、保護者の転勤
証明書等の提出も可とする。）
編入学：
編入学願書(学校所定の様式）、編入学照会状（最終在籍校で作成）、学業成績証明書（同左）、単位修得証明書（同左）、在学証明書
（同左。ただし提出できる場合のみ）、住民票記載事項証明書（新所在地の市役所、町役場にて作成）（住所等の変更が行われていない場
合については、保護者の転勤証明書等の提出も可とする。）

教務主任

学校
学校名 大学科
番号

11

12

高松南

高松西

普通
農業
家庭
看護
福祉

出願期間

14

15

16

高松北

香川中
央

高松
桜井

農業
経営

提出書類等

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年11月29日(月)

～ 令和3年12月3日(金)

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月14日(月)

～ 令和4年3月18日(金)

転入学：
(1)在籍校が準備するもの
国語、数学、英語、面接
転入学についての照会書、在学証明書、成績・単位修得証明書
令和3年12月22日(水)
※専門学科については、上記試験科目の (2)本人が準備するもの
ほかに、専門科目について簡単な試験を
転入学許可願(所定の用紙)、転入志願者調書(所定の用紙)、保護者の転勤証明書又は住民票記載事項証明書
令和4年3月25日(金)
行う場合がある。
編入学：
転入学試験の要領に準ずる。
令和4年3月30日(水)

令和3年7月26日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月17日(火)

令和3年11月29日(月)

～ 令和3年12月3日(金)

令和3年12月22日(水)

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和4年3月14日(月)

～ 令和4年3月18日(金)

令和4年3月30日(水)

令和3年7月19日(月)

～ 令和3年7月27日(火)

令和3年8月17日(火)

担当職名

令和3年8月17日(火)

普通

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和4年3月18日(金)

～ 令和4年3月25日(金)

令和4年3月30日(水)

令和3年7月26日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月17日(火)

令和3年12月1日(水)

～ 令和3年12月15日(水） 令和3年12月22日(水)

普通
令和4年2月21日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和4年3月18日(金)

～ 令和4年3月25日(金)

令和4年3月30日(水)

令和3年7月20日(火)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月17日(火)

令和3年8月4日(水)

～ 令和3年8月17日(火)

令和3年8月27日(金)

普通
令和3年11月24日(水) ～ 令和3年12月3日(金)

令和3年12月22日(水)

令和4年2月22日(火)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和3年7月26日(月)

～ 令和3年8月2日(月)

令和3年8月20日(金)

令和3年11月24日(水)

～ 令和3年12月1日(水)

令和3年12月27日(月)

令和4年2月18日(金)

～ 令和4年2月25日(金)

令和4年3月23日(水)

教務主任
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)､住民票記載事項証明書、編入学照会状、成績証明書または単位修得証明書
最終学校における在学証明書(中途退学の場合は退学証明書)

国語、数学、英語、面接

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転学照会書、在学証明書、成績・単位修得証明書、
住民票記載事項証明書又は保護者の転勤証明書等転学の理由が客観的に証明できるもの
編入学：
担当まで問い合わせてください。

教務主任

国語、数学、英語、面接

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書または住民票記載事項証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

国語、数学、英語、面接

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、在学校校長の転入学についての照会書、在学証明書、成績・単位修得証明書、生徒及び保護者の住民票記載
事項証明書又は保護者の転勤証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、最終学校の成績・単位修得証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

国語、農業（農業と環境）、
数学または英語、面接

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、単位履修・修得証明書、保護者の転勤証明書、住民票抄本
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、単位履修・修得証明書、住民票抄本

教務主任

令和3年12月22日(水)

令和4年2月28日(月)

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、成績証明書、住民票記載事項証明書、
保護者の転勤証明書等転学の理由が客観的に証明できる文書
国語、数学、英語、面接

普通

農業

試 験 教 科 ・ 科 目 等

令和3年7月26日(月)

令和3年11月29日(月) ～ 令和3年12月3日(金)
13

試験日

令和3年7月12日（月） ～ 令和3年7月16日（金） 令和3年7月29日（木）
17

坂出
商業

商業
情報

18

坂出

普通
音楽

転入学：
国語、数学、英語、専門、面接
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、住民票記載事項証明書等、保護者の転勤証明書
令和3年12月8日（水） ～ 令和3年12月14日(火) 令和3年12月27日（月） ※専門科目は、簿記または情報産業と社
編入学：
会を実施
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票記載事項証明書等
令和4年3月1日（火） ～ 令和4年3月7日（月） 令和4年3月22日（火）
令和3年7月5日(月)

19

20

坂出
工業

丸亀

工業

普通

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、単位履修及び修得証明書、住民票記載事項証明書または会
社等発行の転勤証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の学業成績証明書、単位履修及び修得証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

令和4年2月21日(月)

令和3年7月30日(金)
普通科：国語、数学、英語、面接
～ 令和3年11月30日(火) 令和3年12月22日(水) 音楽科：国語、数学、英語、適性検査、
面接
～ 令和4年2月28日(月) 令和4年3月25日(金)

令和3年7月9日(金)

～ 令和3年7月16日(金)

令和3年12月3日(金)

～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月27日(月) 国語、数学、英語、専門、面接

教務主任

令和4年2月25日(金)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会書、在学証明書、成績証明書及び単位履修・修得証明書、住民票記載事項証明書または保護者の
転勤証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会書、最終学校の成績証明書及び単位履修・修得証明書、住民票記載事項証明書

令和3年7月16日(金)

～ 令和3年7月29日(木)

令和3年8月19日(木)

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、成績証明書及び単位修得証明書、転入学を必要とすることを証明する書類、住
民票抄本
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、成績証明書（単位修得証明書）、住民票抄本

教務主任

令和3年11月24日(水)

～ 令和3年7月9日(金)

教務主任

令和3年8月10日(火)

令和3年11月22日(月) ～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月23日(木) 国語、数学、英語、面接
令和4年2月21日(月)

～ 令和4年3月3日(木)

令和4年3月22日（火）

学校
学校名 大学科
番号

21

22

23

24

25

26

27

28

飯山

丸亀
城西

善通寺
第一

琴平

多度津

笠田

高瀬

観音寺
第一

看護
総合

普通

普通
工業

普通

工業
水産

農業
家庭

普通

普通
理数

出願期間

試験日

試 験 教 科 ・ 科 目 等

令和3年7月5日(月)

～ 令和3年7月9日(金)

令和3年7月26日(月)

令和3年12月6日(月)

看護科：国語、数学、専門、面接
～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月27日(月) 総合学科：国語、数学、英語、面接

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月23日(水)

令和3年7月1日(木)

～ 令和3年7月9日(金)

令和3年7月21日(水)

令和3年12月1日(水)

～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月23日(木) 国語、数学、英語、面接

令和4年2月24日(木)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月23日(水)

令和3年6月29日(火)

～ 令和3年7月2日(金)

令和3年7月21日(水)

観音寺
総合

工業
総合

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、学業成績証明書、住民票記載事項証明書 (保護者の転勤証明書等)
編入学：
編入学願書（学校所定の様式）、最終学校の学業成績証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和3年7月12日(月)

～ 令和3年7月16日(金)

令和3年8月3日(火)

令和3年11月29日(月)

～ 令和3年12月3日(金)

令和3年12月27日(月) 国語、数学、英語、面接

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和3年6月28日(月)

～ 令和3年7月9日(金)

令和3年7月21日(水)

令和3年12月2日(木)

～ 令和3年12月15日(水) 令和3年12月28日(火) 国語、数学、英語、専門、面接

令和4年2月17日(木)

～ 令和4年3月2日(水)

令和3年7月5日(月)

～ 令和3年7月16日(金)

令和3年11月30日(火) ～ 令和3年12月3日(金)

担当職名

転入学：
転学照会（転学照会書、在学証明書、学業成績証明書その他必要と認める書類）→転入学試験受験許可の決定
必要書類：転入学願書、転入学の理由を具体的に証明できる書類、住民票記載事項証明書 ただし、12月の試験は1，2年生のみです。
編入学：
編入学については、転入学の要領に準じます。担当教員に問い合わせてください。

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書等転入学を必要とすることを証明する
転入学：国語、数学、英語、面接
令和3年12月24日(金)
書類、住民票抄本
編入学：国語、数学、英語、作文、面接
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票抄本
令和4年3月23日(水)

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、学業成績証明書、単位修得証明書、出欠状況に関する書類、保護者の転勤証明
書等転入学を必要とすることを証明する書類、住民票記載事項証明書
編入学：(編入学試験は３月のみとする)
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、単位修得証明書、学業成績証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票抄本
編入学：(編入学試験は3月のみ実施)
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票抄本

教務主任

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書(履修・修得単位数・出席状況記載のもの)、住民票抄本、保
護者の転勤証明書等転入学を必要とすることを証明する書類
編入学：
担当まで問い合わせてください。

教務主任

令和4年2月21日(月)

令和3年7月29日(木) 国語、数学、農業(農業と環境/農業科の
み)、家庭(生活デザイン/家庭科のみ)、
～ 令和3年12月14日(火) 令和3年12月22日(水) 面接
※農業科及び家庭科についての実技試験
令和4年3月23日(水) を実施することがある。
～ 令和4年3月4日(金)

令和3年7月12日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年11月29日(月)

～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月24日(金) 国語、数学、英語、面接

教務主任

令和4年2月21日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書(履修中及び修得単位のわかるもの)、保護者の転勤証明書又
は住民票抄本
編入学：
担当まで問い合わせてください。

令和3年7月19日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月20日(金)

令和3年11月22日(月)

～ 令和3年12月3日(金)

令和3年12月24日(金) 国語、数学、英語、面接

教務主任

令和4年2月21日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票抄本
編入学：(編入学試験は３月のみ実施)
編入学願書(学校所定の様式)、単位修得(成績)証明書、住民票抄本
転入学：
｢転入学照会書｣、｢在学証明書｣、｢成績証明書(履修・修得単位数・出席状況記載のもの)｣、受け入れ可能な場合は｢転入学願書(学校所定の
様式)｣、その他必要に応じて｢住民票抄本｣または｢保護者の転勤証明書｣を添付する。
編入学：
担当まで問い合わせてください。

主幹教諭

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、住民票記載事項証明書(転勤等で転入試験の日までに住民
票記載事項証明書を提出できない場合は、保護者の転勤証明書[様式自由])
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

令和3年12月1日(水)

令和4年3月16日(水)

令和3年8月20日(金)

令和3年7月19日(月)
29

提出書類等

令和3年8月25日(水) 国語・数学・英語、面接
～ 令和3年8月6日(金)
※ただし、上記に、工業科は専門を、総
令和3年11月29日(月) ～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月27日(月) 合学科商業系列は簿記を、総合学科食物
系列は調理(食物調理技術検定に準ずる
令和4年2月21日(月) ～ 令和4年3月4日(金)
令和4年3月22日(火) 理論と実技)を加える。
令和3年 7月26日(月) ～ 令和3年 7月30日(金) 令和3年 8月17日(火)

30

高松
第一

普通
音楽

令和3年 8月 2日(月) ～ 令和3年 8月 6日(金) 令和3年 8月27日(金)
令和3年11月29日(月) ～ 令和3年12月 3日(金) 令和3年12月22日(水)
令和4年 2月28日(月) ～ 令和4年 3月 4日(金) 令和4年 3月25日(金)

注意
・受験資格等の詳細については、各学校にお問い合わせください。
・高松第一高校は、高松市立です。
・転入学及び編入学試験を受験する際は、香川県証紙2200円が必要です。

国語、数学、英語、面接
※音楽科は実技を加える

令和３年度

香川県公立高等学校定時制課程

学校
学校名 大学科
番号

1

2

6

7

8

9

20

25

28

小豆島
中央

普通

三本松

普通

三木

高松

高松
工芸

高松
商業

丸亀

多度津

観音寺
第一

転編入学試験実施計画

出願期間

試験日

令和3年8月27日(金)

～ 令和3年9月3日(金)

令和3年9月18日(土)

令和4年2月25日(金)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和3年7月26日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月20日(金)

令和3年12月1日(水)

～ 令和3年12月7日(火)

令和3年12月20日(月) 国語(作文含む)、数学、英語、面接

令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

令和3年9月7日(火)

～ 令和3年9月9日(木)

令和3年9月18日(土)

国語、数学、英語、面接

普通

普通

工業

商業

国語、数学、英語、面接
令和4年2月28日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和3年7月21日(水)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月20日(金)

令和3年11月26日(金)

～ 令和3年12月3日(金)

令和3年12月24日(金) 国語、数学、英語、面接

令和4年2月25日(金)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月25日(金)

令和3年6月24日(木)

～ 令和3年7月7日(水)

令和3年7月21日(水)

令和4年2月21日(月)

国語、数学、英語、 面接
～ 令和3年12月14日(火) 令和3年12月27日(月) 専門(転編入の学年により課す場合があ
る)
令和4年3月22日(火)
～ 令和4年3月4日(金)

令和3年7月9日(金)

～ 令和3年7月16日(金)

令和3年12月3日(金)

～ 令和3年12月10日(金) 令和3年12月27日(月) 国語、英語、商業、面接

令和4年2月25日(金)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

令和3年9月7日(火)

～ 令和3年9月10日(金)

令和3年9月18日(土)

令和3年12月1日(水)

令和3年7月26日(月)

普通

工業

普通

試 験 教 科 ・ 科 目 等

国語、数学、英語、面接
令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月3日(木)

令和4年3月25日(金)

令和3年6月28日(月)

～ 令和3年7月9日(金)

令和3年7月21日(水)

令和3年12月2日(木)

～ 令和3年12月15日(水) 令和3年12月28日(火) 国語、数学、英語、専門、面接

令和4年2月17日(木)

～ 令和4年3月2日(水)

令和4年3月16日(水)

令和3年7月19日(月)

～ 令和3年7月30日(金)

令和3年8月20日(金)

令和3年11月22日(月)

～ 令和3年12月3日(金)

令和3年12月24日(金) 国語、数学、英語、面接

令和4年2月21日(月)

～ 令和4年3月4日(金)

令和4年3月18日(金)

注意
・受験資格等の詳細については、各学校にお問い合わせください。
・転入学及び編入学試験を受験する際は、香川県証紙950円が必要です。

提出書類等

担当職名

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、転入学を必要とすることを証明する書類、在学証明書及び学業成績証明書（又は単位修得証
明書）、住民票記載事項証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、学業成績証明書（又は単位修得証明書）、住民票記載事項証明書

教頭

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票記載事項証明書
編入学：
担当者まで問い合わせてください。

教頭

転入学：
転入学許可願書、転入学志願者調書、転学照会、在学証明書、成績(単位修得)証明書、転入学理由書(転勤証明書、住民票記載事項証明書
等)
編入学：
担当まで問い合わせてください。
転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、学業成績証明書、住民票記載事項証明書、保護者の転勤証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、学業成績証明書、住民票記載事項証明書
転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会書、在学証明書、単位修得(成績)証明書、在学高等学校の教育課程表、住民票記載事項証明書又
は保護者の転勤等証明書
編入学：
編入学願書(学校所定の様式)、単位修得(成績)証明書、住民票記載事項証明書

教務主任

教頭

教務主任

転入学：
転入学許可願書、転入学照会状、在学証明書、成績証明書、住民票記載事項証明書又は保護者の転勤証明書
編入学：
編入学願書、成績証明書又は単位修得証明書、住民票記載事項証明書

教頭

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書、単位修得（成績）証明書、住民票記載事項証明書、作文
編入学：(編入学試験は３月のみ実施)
編入学願書（学校所定の様式）、単位修得（成績）証明書、住民票記載事項証明書、作文

教頭

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び学業成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票抄本
編入学：(編入学試験は3月のみ実施)
編入学願書(学校所定の様式)、編入学照会状、最終学校の在学証明書及び学業成績証明書、住民票抄本

教頭

転入学：
転入学願書(学校所定の様式)、転入学照会状、在学証明書及び成績証明書、保護者の転勤証明書、住民票抄本
編入学：(編入学試験は３月のみ実施)
編入学願書(学校所定の様式)、単位修得(成績)証明書、住民票抄本

教頭

令和３年度

香川県公立高等学校通信制課程

学校
学校名 大学科
番号

7

20

高松

丸亀

転編入学試験実施計画

出願期間

試験日

令和3年8月16日(月)

～ 令和3年8月25日(水)

令和3年12月6日(月)

～ 令和3年12月15日(水) 令和3年12月18日(土)

令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月12日(土)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月18日(金)

令和4年3月19日(土)

令和3年8月16日(月)

～ 令和3年8月25日(水)

令和3年8月28日(土)

令和3年8月28日(土)

令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月12日(土)

令和4年3月13日(日)

令和4年3月1日(火)

～ 令和4年3月18日(金)

令和4年3月19日(土)

普通

普通

試 験 教 科 ・ 科 目 等

作文、面接

注意
・受験資格等の詳細については、各学校にお問い合わせください。
・転入学及び編入学試験を受験する際は、香川県証紙480円が必要です。

作文、面接

提出書類等
転入学：
転学照会状、在学証明書、成績証明書、転入学願書(本校指定)、返信用封筒(1通)、顔写真、
転入学志望動機をテーマとする作文(400字詰め原稿用紙3枚)
編入学：
成績証明書・単位修得証明書、編入学願書(本校指定)、返信用封筒(1通)、顔写真、
編入学志望動機をテーマとする作文(400字詰め原稿用紙3枚)
※令和3年8月・12月、令和4年3月13日は転入学試験、令和4年3月13日・19日は編入学試験を実施
転入学：
転学照会状、在学証明書、成績証明書、転入学願書(本校指定)、返信用封筒(1通)、顔写真、
転入学志望動機をテーマとする作文(400字詰め原稿用紙3枚)
編入学：
成績証明書・単位修得証明書、編入学願書(本校指定)、返信用封筒(1通)、顔写真、
編入学志望動機をテーマとする作文(400字詰め原稿用紙3枚)
※令和3年8月28日、令和4年3月13日に転入学試験、令和4年3月13日・19日に編入学試験を実施

担当職名

教頭

教頭

