
- 1 - 

令和２年度 島根県立隠岐島前高等学校 

生徒募集要項 

 

 

「令和２年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱」に基づき、島根県立隠岐島前高等学校令和２年

度生徒募集要項を次のように定める。 

「令和２年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱」は島根県教育委員会教育指導課のウェブペー

ジ、高等学校入学者選抜関連情報からダウンロード可能。 

 

 

１ 入学定員および募集人員 
(1)入学定員：全日制普通科 80名 

(2)募集人員：(ｱ) 推薦選抜                           32名（入学定員の 40%）程度 

(ｲ) スポーツ特別選抜(男子レスリング)   ４名以内 

(ｳ) 一般選抜         入学定員から推薦選抜・スポーツ特別選抜の合格内定者を引いた数 

(ｴ) 第２次募集       入学定員から推薦選抜・スポーツ特別選抜・一般選抜の合格者を引いた数 

(3)身元引受人による県外受検の合格者定員           32名（入学定員の 40%）以内 

（ただし、スポーツ特別選抜における県外の合格者数はここに含まない） 

 

２ 応募資格および出願手続 
「令和２年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱」（以下、「要綱」と略記）を参照のこと。 

 

なお、選抜区分ごとの参照ページは次の通り。 

(1) 推薦選抜             （「要綱」 P.1および P.18～P.21 参照) 

(2) スポーツ特別選抜（男子レスリング）（「要綱」 P.1および P.24～P.26 参照) 

(3) 一般選抜             （「要綱」 P.1および P.27～P.39 参照) 

(4) 第２次募集                       （「要綱」 P.1および P.40～P.43 参照) 

 

＊１ 保護者が県外に居住する場合については、上記に併せて「要綱」 P.3～P.4および P.6 をご参照

ください。 

＊２ 身元引受人による県外受検の合格者定員については、推薦選抜より順次充足します。推薦選抜で 

定員を充足した場合、一般選抜及び第２次募集での身元引受人による県外受検者の募集はなく

なりますのでご注意ください。推薦選抜の合格内定者数（身元引受人による県外受検の合格内定

者数）は、島根県教育委員会教育指導課のウェブページに掲載されますので、ご確認くださ

い。 

 

３ 求める生徒像 

(1) 基礎的な知識と技能を着実に身につけ、自ら学ぶ意欲を持つ生徒 

(2) 自己の将来をじっくりと見つめ、｢夢｣の実現に向かって努力する生徒 

(3) 多様な価値観を尊重し、他者と協働して課題を解決しようとすることのできる生徒 

(4) 自己を大切にし、他者を思いやることのできる生徒 

(5) 部活動、生徒会活動、その他地域の活動などに進んで取り組み、自己を高めていこうとする生徒 

 

４ 選抜において重視する点   

(1) 一般選抜および第２次募集 

(ｱ) 中学校等における学習の状況、基礎学力の定着状況、部活動、生徒会活動、社会体育・社会文

化活動への取り組み状況 

(ｲ） 本校入学後、進んで自己を高めようとする姿勢 
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(2) 推薦選抜 

(ｱ) 中学校等における出席の状況、学習の状況、部活動、生徒会活動、社会体育・社会文化活動及

び資格取得などへの取り組み状況 

(ｲ) 本校入学後、進んで自己を高めようとする姿勢  

(ｳ) 他者と協働して物事を成し遂げようとする態度 

 

５ 合格発表 

(1) 一般選抜、推薦選抜およびスポーツ特別選抜 

令和２年３月 12日(木)午前 10時本校に合格者の受検番号を掲示し、また当日 10時 30分から 17時

の間、本校ホームページに掲載する。ただし、郵送の場合は当日中に投函することとする。(合否に

関する問い合わせには一切応じない) 

(2) 第２次募集 

令和２年３月 23日(月)15時本校に掲示し、併せて本校校長が出身中学校等の校長を通じて本人に連

絡する。(合否に関する問い合わせには一切応じない) 

 

６ 推薦選抜要項 

(1) 出願資格 

令和２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者又

は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者で、次のア～オに該当し、当該中学校等の校長

が推薦する者とする。 

ア 基礎的な学力を有し、健康かつ出席状況が良好で、模範的な生活態度であること。 

イ 本校を志望する動機や理由が明確かつ適切で、本校に関心を持ち、自主的に学習に取り組むこと

ができること。 

ウ 将来に対する明確な進路目標を持ち、努力することができること。 

エ 合格した場合、入学の意思が確実であること。 

オ 人物が優秀で、次のいずれかに該当すること。 

(ｱ) 学力推薦：学習成績が優れていると中学校等の校長が認める者 

(ｲ) 活動推薦：部活動、生徒会活動、社会体育・社会文化活動について顕著な実績を持つ者 

(ｳ) 資格推薦：資格取得に顕著な実績を持つ者 

(2) 出願期間 

令和２年１月９日(木)から１月 15日(水)12時までとする。 

持込の場合 : １月９日(木)、10日(金)、14日(火)は 9時から 17時まで 

１月 15日(水)は 9時から 12時まで 

郵送の場合 : １月 15日(水)12時以降に届いたものについては、1月 10日(金)までの消印が

あるものに限り受け付ける。 

＊受検票は選抜実施日、受付にて交付します。志願者宛ての郵送はしませんのでご了承ください。 

(3) 実施日時・場所：令和２年１月 18日(土) 8時 40分から受付。本校を会場とする。 

(4) 選抜方法：面接、集団討議、作文検査及び書類選考による。 

(5) 作文検査について：与えられたテーマについて 700～800字で記述する。 

（時間は 60分、テーマは検査当日に発表） 

(6) 合格内定通知：令和２年１月 27日(月)10時以降、本校校長から中学校等の校長を通じて本人に合

格内定通知書により通知する。ただし、郵送の場合は当日中に投函することとす

る。 

(7) その他：合格内定とならなかった場合等については「要綱」(P.21)に従う。 

 

７ 評価の観点（推薦選抜） 

(1) 面接および集団討議 

(ｱ) 本校志望の意思、熱意  

(ｲ) 学習への意欲  

(ｳ) 部活動、生徒会活動、その他地域の活動などへの意欲  

(ｴ) 面接の態度  

(ｵ) 課題を解決しようとする力や周囲と協働する姿勢 
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(2) 作文検査 

(ｱ) 学習、特別活動への意欲  

(ｲ) 部活動、その他地域の活動などへの意欲 

(ｳ) キャリア形成力、課題を解決しようとする姿勢  

(ｴ) 表現力、構成力 

 

８ スポーツ特別選抜要項 
(1) 出願資格 

令和２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者又は中

等教育学校の前期課程を修了する見込みの者で、次の(ｱ)～(ｳ)の全てに該当し、当該中学校等の校長

が推薦する者とする。 

(ｱ) スポーツの各種大会で実績を有する又は部活動等で優れた資質や能力を有すること。 

(ｲ) 合格した場合、入学の意思が確実であること。 

(ｳ) 入学後もレスリングの継続的な活動を希望すること。 

(2) 出願期間 

令和２年１月９日(木)から１月 15日(水)12時までとする。 

持込の場合 : １月９日(木)、10日(金)、14日(火)は 9時から 17時まで 

１月 15日(水)は 9時から 12時まで 

郵送の場合 : １月 15日(水)12時以降に届いたものについては、1月 10日(金)までの消印が

あるものに限り受け付ける。 

＊受検票は選抜実施日、受付にて交付します。志願者宛ての郵送はしませんのでご了承ください。 

(3) 実施日時・場所：令和２年 1月 18日(土) 8時 40分から受付。本校を会場とする。 

(4) 選抜方法：面接及び書類選考による。 

(5) 合格内定通知：令和２年１月 27日 (月)10時以降、本校校長から中学校等の校長を通じて本人に

合格内定通知書により通知する。ただし、郵送の場合は当日中に投函することとす

る。 

(6)その他：合格内定とならなかった場合等については「要綱」(P.21)に従う。 

 

９ 一般選抜要項 

(1) 出願資格 

次の(ｱ)～(ｳ)のいずれかに該当する者 

(ｱ) 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 

(ｲ) 令和２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者

又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者 

(ｳ) 学校教育法施行規則第 95条の規定に該当する者 

(2) 出願期間 

令和２年１月 30日(木)から２月４日(火)12時までとする。 

持込の場合：１月 30日(木)、１月 31日(金)、３日(月)は 9時から 17時まで 

２月４日(火)は 9時から 12時まで 

郵送の場合：２月４日(火)12時以降に届いたものについては、１月 31日(金)までの消印があ

るものに限り受け付ける。 

(3) 学力検査 

(ｱ) 実施日時：令和２年３月５日(木) 8時 30分～15時 20分(詳細は願書を参照してください) 

(ｲ) 検査場：島根県立隠岐島前高等学校 

島前地域以外から志願する場合は、以下の検査場で受検することができる(検査場特措)。 

検査場特措を願い出る場合は、入学願書右部の受検票の検査場名(※印）欄に検査場名を朱書す

ること(詳細は「要綱」 P.34 参照)。 

・島後からの志願者 …島根県立隠岐島前高等学校または島根県立隠岐高等学校 

・その他の地域からの志願者  …島根県立隠岐島前高等学校または島根県立松江北高等学校 

 
１０ 第２次募集要項 
令和２年度入学者選抜合格発表後において、欠員が生じた時には次により第２次募集を行う。 

(1) 出願資格 
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９  一般選抜要項の(1)出願資格(ｱ)～(ｳ)のいずれかに該当する者のうち、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する

者を除くものとする。ただし、注記＊1、＊2の条件に従うこと。 

(ｱ) 令和２年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者 

(ｲ) 令和２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、入学手続きをした者 

＊1 島根県公立高等学校入学者一般選抜学力検査を受検していること。 

＊2 令和２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、第２次募集

で再度本校に出願することはできない。 

(2) 出願期間 

令和２年 3月 13日(金)から 3月 17日(火)12時までとする。ただし、郵送による場合は、簡易書

留速達に限る。 

持込の場合：3月 13日(金)、16日(月)は 9時から 17時まで 

3月 17日(火)は 9時から 12時まで 

郵送の場合：3月 17日(火)12時以降に届いたものについては、3月 13日(金)までの消印があ

るものに限り受け付ける。 

(3) 選抜方法：書類選考並びに一般学力検査の結果、及び面接による。 

(4) 配点：書類 50点、一般学力検査の結果 20点、面接 30点 

(5) 実施日時・場所：令和２年３月 19日(木)9時から受付。本校を会場とする。 

(6) 持ち物 ：筆記用具、上履き 

 

１１ 所要学資金の概要（参考：前年度実績） 

(1) 諸会費等納入金 

計 286,600円(4月：35,950円、 5月：24,150円、6月～2月：23,150円、3月：18,150円） 

なお、上記には、２年次に実施予定の海外研修旅行の経費が含まれます。 

また、寮生の場合には、別途費用(月額、寮費 12,000円、食費 28,000円)が必要となります。 

(2) 入学料(島根県収入証紙を誓約書に貼付又はゆうちょ銀行発行の普通為替・定額小為替を入学式当

日に提出) 5,650円 

(3) 入学予定者説明会(平成 31年 3月 23日実施)での所要金額教科書・副教材・体育用品等 約 55,000

円 ～ 約 65,000円 

(4) 制服 約 45,000円 

 

１２ 県外からの受検を希望される生徒・保護者の皆様および中学校等ご担当者様へ 
島根県の公立高校入学者選抜に係る情報や、出願に際して添付いただく書類の様式については次に示

す島根県のウェブページよりご確認・ダウンロードいただけます。 

出願に際しましては、本校ウェブページより願書請求をしていただきますとともに、下記より出願書

類の様式をご確認の上、書類の準備をお願いいたします。 

○島根県：子育て・教育> 教育・学習 > 高校入学者選抜 > 高校入学者選抜関連情報 
http://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/senbatsu/senbatsu_info/ 

 

１３ その他 

(1) 追検査は、原則として行いません。 

(2) 入寮について 

来年度の第１学年の定員は 38名程度で、推薦選抜の合格内定の発表以後、入寮を希望する者から

順次充当します。また、一般選抜及び第２次募集合格者については、入寮定員に空きがあり希望者

が定員を超えている場合、面接等による選考を行い、入寮者を決定します。したがって、出願の際

に寮の定員の充足状況を必ずお問い合わせください。 

(3) 制服について 

本校指定のもの。標準マーク入りの学生服であれば、中学校等のものでさしつかえありません。 

(4) 合格者の入学予定者説明会を、保護者の方同伴で令和２年 3月 25日(水)に予定しています。その

際、教科書・副教材・体育用品等の販売を行います。 

(5) ここに定めるものの他、必要な事項は「令和２年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱」の定

めるところによります。 

(6) この募集要項について不明な点は、次の連絡先までお問い合わせください。 

     連絡先 島根県立隠岐島前高等学校  教務部 

入学者選抜専用 TEL 080-2946-3999 （11月～3月末） 

  （学校代表 TEL 08514-2-0731 FAX 08514-2-0035） 

 

http://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/senbatsu/senbatsu_info/

