
就実中学校 １期入試 ＷＥＢ出願パターン確認シート【女子用】

STEP.1 表中の受験する欄に○を記入しよう！ 記入例
入試区分 受験日 専併 略 称 受験する欄に○を記入

特別進学コース 2019年 専願 ３科(専)HG ※一方

３教科型 ハイグレードクラス 12月 8日(日) のみに

併願 ３科(併)HG ○印を

適性検査型 特別進学コース 2019年 併願 適性(併)AD
アドバンスクラス 12月 14日(土)

２教科型 特別進学コース 専願 ２科(専)AD ※一方

アドバンスクラス のみに

※アドバンス 2019年 併願 ２科(併)AD ○印を

クラス、また 12月 15日(日)
は進学コース 専願 ２科(専)進学 ※一方

のどちらかの 進学コース(女子) のみに

み出願可 併願 ２科(併)進学 ○印を

○(丸)の数を記入して下さい → ㋐ 合計 ２ 個

STEP.2 ＷＥＢ出願パターンを確認しよう！

３個の場合 Ａ 女子:１期入試【３回全て受験する方】へ 進んで下さい。

上表㋐の数が ２個の場合 Ｂ 女子:１期入試【２回受験する方】へ 進んで下さい。

１個の場合 Ｃ 女子:１期入試【１回のみ受験する方】へ 進んで下さい。

Ａ 女子:１期入試【３回全て受験する方】 ※「３教科型」と「適性検査型」と「２教科型」をすべて受験する。

次の(1)～(8)のうち、出願パターンを１つ選び、選択番号をご記入下さい。注：略称表示 選択番号：

(1) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(専)AD (2) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(専)進学

(3) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(併)AD (4) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(併)進学

(5) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(専)AD (6) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(専)進学

(7) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(併)AD (8) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(併)進学

Ｂ 女子:１期入試【２回受験する方】 ※「３教科型」と「適性検査型」と「２教科型」のうちから２つ受験する。

次の(9)～(22)のうち、出願パターンを１つ選び、選択番号をご記入下さい。注：略称表示 選択番号：(13)

(9) ３科(専)HG＋適性(併)AD (10) ３科(併)HG＋適性(併)AD

(11) ３科(専)HG＋２科(専)AD (12) ３科(専)HG＋２科(専)進学

(13) ３科(専)HG＋２科(併)AD (14) ３科(専)HG＋２科(併)進学

(15) ３科(併)HG＋２科(専)AD (16) ３科(併)HG＋２科(専)進学

(17) ３科(併)HG＋２科(併)AD (18) ３科(併)HG＋２科(併)進学

(19) 適性(併)AD＋２科(専)AD (20) 適性(併)AD＋２科(専)進学

(21) 適性(併)AD＋２科(併)AD (22) 適性(併)AD＋２科(併)進学

Ｃ 女子:１期入試【１回のみ受験する方】※「３教科型」と「適性検査型」と「２教科型」のうちから１つ受験する。

次の(23)～(29)のうち、出願パターンを１つ選び、選択番号をご記入下さい。注：略称表示 選択番号：

(23) ３科（専）HG (24 ) ３科（併）HG (25) 適性（併）AD

(26) ２科（専）AD (27) ２科（専）進学 (28)２科（併）AD

(29) ２科（併）進学 － －



就実中学校 １期入試 ＷＥＢ出願パターン確認シート【女子用】

STEP.1 表中の受験する欄に○を記入しよう！

入試区分 受験日 専併 略 称 受験する欄に○を記入

特別進学コース 2019年 専願 ３科(専)HG ※一方

３教科型 ハイグレードクラス 12月 8日(日) のみに

併願 ３科(併)HG ○印を

適性検査型 特別進学コース 2019年 併願 適性(併)AD
アドバンスクラス 12月 14日(土)

特別進学コース 専願 ２科(専)AD ※一方

アドバンスクラス のみに

2019年 併願 ２科(併)AD ○印を

２教科型 12月 15日(日)
専願 ２科(専)進学 ※一方

進学コース(女子) のみに

併願 ２科(併)進学 ○印を

○(丸)の数を記入して下さい → ㋐ 合計 個

STEP.2 ＷＥＢ出願パターンを確認しよう！

３個の場合 Ａ 女子:１期入試【３回全て受験する方】へ 進んで下さい。

上表㋐の数が ２個の場合 Ｂ 女子:１期入試【２回受験する方】へ 進んで下さい。

１個の場合 Ｃ 女子:１期入試【１回のみ受験する方】へ 進んで下さい。

Ａ 女子:１期入試【３回全て受験する方】 ※「３教科型」と「適性検査型」と「２教科型」をすべて受験する。

次の(1)～(8)のうち、出願パターンを１つ選び、選択番号をご記入下さい。注：略称表示 選択番号：

(1) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(専)AD (2) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(専)進学

(3) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(併)AD (4) ３科(専)HG＋適性(併)AD＋２科(併)進学

(5) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(専)AD (6) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(専)進学

(7) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(併)AD (8) ３科(併)HG＋適性(併)AD＋２科(併)進学

Ｂ 女子:１期入試【２回受験する方】 ※「３教科型」と「適性検査型」と「２教科型」のうちから２つ受験する。

次の(9)～(22)のうち、出願パターンを１つ選び、選択番号をご記入下さい。注：略称表示 選択番号：

(9) ３科(専)HG＋適性(併)AD (10) ３科(併)HG＋適性(併)AD

(11) ３科(専)HG＋２科(専)AD (12) ３科(専)HG＋２科(専)進学

(13) ３科(専)HG＋２科(併)AD (14) ３科(専)HG＋２科(併)進学

(15) ３科(併)HG＋２科(専)AD (16) ３科(併)HG＋２科(専)進学

(17) ３科(併)HG＋２科(併)AD (18) ３科(併)HG＋２科(併)進学

(19) 適性(併)AD＋２科(専)AD (20) 適性(併)AD＋２科(専)進学

(21) 適性(併)AD＋２科(併)AD (22) 適性(併)AD＋２科(併)進学

Ｃ 女子:１期入試【１回のみ受験する方】※「３教科型」と「適性検査型」と「２教科型」のうちから１つ受験する。

次の(23)～(29)のうち、出願パターンを１つ選び、選択番号をご記入下さい。注：略称表示 選択番号：

(23) ３科（専）HG (24 ) ３科（併）HG (25) 適性（併）AD

(26) ２科（専）AD (27) ２科（専）進学 (28)２科（併）AD

(29) ２科（併）進学 － －


