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令和４年度 
島根県立隠岐島前高等学校生徒募集要項 
 

令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づき、令和４年度
島根県立隠岐島前高等学校生徒募集要項を定める。令和４年度島根県立隠岐島前高等学校入学者選抜につ
いては、実施要綱に定めるもののほか、この募集要項に定めるところによるものとする。 

出願の際に必要となる書類は島根県教育委員会教育指導課のホームページ（以下「指導課 HP」という。）
と本校のホームページ（以下「本校 HP」という。）よりダウンロードすること。実施要綱は指導課 HP よ
りダウンロードできる。 

 
指導課 HP:https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/senbatsu/senbatsu_info/ 

（QR コードでは https://bit.ly/3CPLSR5 と検索される。） 
本校 HP:https://www.dozen.ed.jp/entrance/ 
 

 
 
入学定員 

全学科（普通科、地域共創科） 80 名（２学級） 
 
求める生徒像 

(１) 真理の探究に向け、協働的に粘り強く挑戦しようとする生徒 
(２) 理想を追求し、自己を高め、地域社会に貢献しようとする生徒 
(３) 進取の気象をもち、主体的、意欲的に行動しようとする生徒 
(４) 心身ともに健康、情操豊かで、他人を思いやろうとする生徒 

 
選抜において重視する点 
１ 推薦選抜 

(１) 中学校等における自身の取り組み（学校、個人または地域などでの取り組み）とそこから学んで
きたこと。 

(２) 学んできたことを踏まえて、これから本校で学んでいきたいこと。 
 

２ 一般選抜及び第 2 次募集 
(１) 学習に粘り強く取り組むことができ、基礎学力を有していること。 
(２) 中学校等において、学習活動や部活動、生徒会活動、ボランティア活動、社会体育・社会文化活

動及び資格取得などに意欲的に取り組んでいること。 
 
入学願書の請求について 

本校の入学願書の請求を希望する場合は、次に掲げるものを、出身中学校等を経由して本校まで郵送す
ること。また、封筒の表に「願書請求」と朱書すること。 

(ア) 願書請求書（本校 HP よりダウンロードすること） 
(イ) 返信用封筒 

角形２号で 140 円分の切手をはりつけること。 
宛先は出身中学校等の住所とし、宛名は出身中学校等の学校⾧とする。 

郵送先 
〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井 1403 

島根県立隠岐島前高等学校 入学者選抜担当 
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Ⅰ 推薦選抜及びスポーツ特別選抜 
今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、方針等を変更する場合がある。 
受検会場を変更するなどの事態が生じた場合などに備え、整理票の緊急連絡先の欄にご記入ください。 

 
１ 推薦選抜及びスポーツ特別選抜事務の流れ 

 
 願書請求  

↓ 
 県外居住者の出願前手続き  

↓ 
 出願  

↓ 
 推薦選抜・スポーツ特別選抜  

↓ 
 合格内定通知  

↓ 
 合格発表  

↓ 
 入学予定者説明会   

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・    

 令和３年 
 11 月下旬～  

 
 12 月６日(月)～17 日(金)  

 令和４年 
 １月７日(金)～13 日(木)  

 
 １月 18 日(火)～19 日(水)  

 
 １月 25 日(火)  

 
 3 月 11 日(金)  

 
 ３月 25 日(金)    

２ 募集人員 
学科名 選抜名 募集人員 

全学科 
（普通科、地域共創科） 
くくり募集 

推薦選抜 32 名程度 
スポーツ特別選抜 
（男子レスリング、女子レスリング） 

各４名以内 

身元引受人による県外受検生の合格者数上限は、入学定員の 40％で 32 名とする。ただし、スポーツ
特別選抜における身元引受人による県外受検生の合格者数は、ここに含めない。 

 
３ 出願資格 

(１) 推薦選抜 
令和４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、かつ、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 本校を志望する動機や理由が明確で適切であること。 
イ 本校に適性、興味及び関心を有すること。 
ウ 合格した場合、入学の意思が確実であること。 
エ 人物が優秀で、本校の求める生徒像に該当すること。 
オ 基礎的な学力を有し、入学後も規則を守った生活ができること。 
 

(２) スポーツ特別選抜 
令和４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、かつ、次のア～オの全てに該当し、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。 
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エ 人物が優秀で、本校の求める生徒像に該当すること。 
オ 基礎的な学力を有し、入学後も規則を守った生活ができること。 
 

４ 県外居住者の出願前手続き 
(１) 対象 

保護者が県外に居住し、次のア又はイに該当するものを除く
．．

者とする。 
ア 保護者の転勤等による一家転住等、正当と認められる特別な理由のある場合 
イ 県内に居住している確かな身元引受人のある場合 
  

(２) 出願前手続き期間 
令和３年 12 月６日(月)～12 月 17 日(金) 消印有効 

なお、この期間に間に合わなかった場合には、本校入学者選抜担当まで直接連絡をすること。 
 

(３) 出願前手続き 
封筒に次の書類を同封し本校まで郵送により送付すること。封筒には「身元引受人依頼願在中」と

朱書すること。 
(ア) 身元引受人依頼願（様式第Ａ号）（本校 HP よりダウンロードして作成する） 
(イ) 440 円分の切手を貼った角形２号の返信用封筒（返信先は志願者本人とする） 

 
 
 

 
 
(４) その他 

ア 本手続きを受理した後、身元引受人承諾証明書を 12 月 21 日(火)以降順次送付する。 
イ 本手続きをした後、本校への出願をしないことも認める。 
 

５ 出願 
(１) 出願期間 

令和４年１月７日(金)から１月 13 日(木) 
持込みの場合;１月７日(金)、1 月 11 日(火)、１月 12 日(水)は９時から 17 時まで 

１月 13 日(木)は９時から 12 時まで 
郵送の場合; １月 13 日(木)12 時以降に届いたものについては、１月 11 日(火)までの消印が

あるものに限り受け付ける 
 

(２) 受検料 
2,200 円分の島根県収入証紙を入学願書にはりつける。ただし、消印をしてはならない。 
なお、島根県収入証紙の購入が困難な場合は、ゆうちょ銀行の普通為替・定額小為替により代替で

きる。その場合、次のア、イのとおりとする。 
ア 指定受取人は空欄のままとし、記入しないこと。 
イ 普通為替・定額小為替は願書にはりつけずに、クリップ等で願書に添付すること。 
 
 
 

 

〈郵送先〉 
〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井 1403 
島根県立隠岐島前高等学校 入学者選抜担当 
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(３) 出願に必要な書類等 
ア 志願者が出身中学校等の校⾧を経由して、提出しなければならない書類等 

書類等 入手先 
入学願書・受検票・学力検査料納付済証明書（様式第１号－あ、い） 本校に願書請求 
島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号） 
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合） 

指導課 HP 

推薦選抜・スポーツ特別選抜調査票①（様式第Ｂ号） 本校 HP 
推薦選抜・スポーツ特別選抜調査票②（様式第Ｃ号） 本校 HP 
推薦選抜・スポーツ特別選抜調査票添付資料（様式第Ｄ号） 
（提出は任意） 

本校 HP 

404 円分の切手をはりつけた⾧形３号封筒 
（宛先は出身中学校等とし、宛名は学校⾧とする） 

 

 
イ 出身中学校等の校⾧が入学願書等に添付し、提出しなければならない書類等 

書類等 入手先 
個人調査報告書（様式第２号） 指導課 HP 
学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号） 指導課 HP 
公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号） 指導課 HP 
推薦選抜・スポーツ特別選抜推薦書（様式第Ｅ号） 本校 HP 
推薦選抜・スポーツ特別選抜出願書類チェックシート（様式第Ｆ号－１） 本校 HP 
電子データ（CD－R） 
（県外中学校等から出願する際は、提出不要） 

 

 
保護者が県外に居住し、下記のウ、エに該当する場合は、島根県公立高等学校入学志願承認願  

（様式第８号）に次の書類を添付して提出する。この手続を経て、本校校⾧の承認を受けた場合に限
り入学願書は受理される。 
 

ウ 保護者の転勤等による転住の場合 
(ア) 保護者の所属⾧の証明書又は事情を証明するに足る資料 
(イ) 島根県内の居住地が分かる資料 
 

エ 身元引受人により出願する場合 
(ア) 身元引受人の承諾証明書（様式自由） 
(イ) 受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す、民生児童委員の証明（様式自由） 

又は、その他それを証明する資料（様式自由） 
(ウ) 身元引受人の住民票 
 

(４) 出願方法 
出願方法は次のア及びイのとおりとする。 

ア Ⅰの５の(３)に定める出願書類等を本校に郵送又は直接持込むこと。 
なお、郵送による場合は、本校 HP から「出願封筒ラベル」をカラー印刷し、出願に必要な書類

等を同封した角形２号封筒にはりつけること。また、簡易書留とすること。 
 

イ 入学願書に記載されている本校のメールアドレスに、出身中学校等の代表メールアドレスからメ
ールを送信すること。 

なお、送信されたメールアドレスに、志願者数が確定した後、受検日等を送信する。また、送信
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にあたっては次の(ア)及び(イ)のとおりとする。 
(ア) 件名は「入学者選抜出願（出身中学校等名）」と明記すること。 
(イ) 本文には、「志願者氏名」「生年月日」「出身中学校等」を明記すること。 

 （収集したメールアドレスについては、推薦選抜及びスポーツ特別選抜において受検日等を通知す
る目的のみに使用し、他の目的には使用しない。） 

 
(５) その他 

 受検票は推薦選抜又はスポーツ特別選抜実施日に受付にて交付する。志願者宛てに郵送はしない。 
 

６ 入学者選抜方法等 
(１) 選抜方法 

選抜は、個人調査報告書等の書類及び面接の結果を資料として行う。各選抜における面接は次のと
おりとする。 

選抜名 面接検査 
推薦選抜・スポーツ特別選抜 面接（10 分程度）を 2 回行う。 

 
(２) 面接における評価の観点 

ア 主体性 

主体的に学習・課外活動に取り組むことができる。 
自身の思いや考えをもち、他者に明確に表現することができる。 

イ 協働性 
多様な他者を価値ある存在として尊重することができる。 
周囲を思いやりながら、誠実に行動することができる。 

ウ 探究性 
自己を高めようと、粘り強く挑戦することができる。 
自らの人生や新しい社会を切り拓こうとする希望や意志をもっている。 

エ 社会性 
自他の心身の健康状態や情緒を理解し、他人を思いやることができる。 
地域に根付く文化や伝統に関心をもち、尊重することができる。 

 
(３) 実施期日及び検査会場と面接検査 

実施期日 令和４年１月 18 日(火)又は１月 19 日(水)のいずれか 1 日 
（受検日等の通知についてはⅠの５の(４)のイのとおりとする） 

検査会場 松江会場 
受付 個人面接の 30～20 分前 

個人面接① 10 分程度 
個人面接② 10 分程度 

 
新型コロナウイルス感染症対策のため、検査会場は松江会場とし、受付時間を分散して実施する。 
志願者数によっては１月 19 日(水)の面接検査を実施しない。なお、両日とも受付の開始時刻は 

８時 30 分を予定している。 
また、船舶の欠航など交通障害等や複数名急病等により面接官が派遣できない場合は、緊急措置と

して松江会場と隠岐島前高等学校とをつないだオンラインでの面接となる場合がある。 
推薦選抜及びスポーツ特別選抜実施日に、新型コロナウイルス感染症罹患等で受検できない受検

生が出た場合は、別の実施日として令和４年１月 24 日(月)を設定する。 
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(４) 受検生が準備すべきもの 
印鑑（出願に必要な書類等に訂正が必要な場合に使用する） 

 
(５) 受検上の注意事項 

ア 検査室内には時計はないので、計時機能だけの時計については検査室内に携行できる。 
イ 携帯電話その他の通信機器の検査会場への持ち込みは禁止する。 
ウ 引率者は、受付後から検査終了まで受検生と接触することはできない。 
エ 面接が終了した受検生より順次、検査は終了となる。 
 

７ 合格内定通知 
合格内定の有無について、本校校⾧から出身中学校等の校⾧へ合格内定状況一覧表（様式第４号）に

より通知する。また、合格が内定した志願者へは、本校校⾧から出身中学校等の校⾧を通じて合格内定
通知書（様式第５号）により通知する。 

以上の通知は、令和４年１月 25 日(火)10 時以降に行う。ただし、郵送の場合は当日中に投函するこ
ととする。 

また、合格発表は、令和４年３月 11 日(金)10 時とする。 
なお、合否に関する問い合わせには一切応じない。 
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Ⅱ 一般選抜 
今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、方針等を変更する場合がある。 
受検会場を変更するなどの事態が生じた場合などに備え、整理票の緊急連絡先の欄にご記入ください。 

 
１ 一般選抜の流れ
 

 願書請求  
↓ 

 出願  
↓ 

 志願変更  
↓ 

 学力検査  
↓ 

 追検査  
↓ 

 合格発表  
↓ 

 入学予定者説明会  
 
 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
・・・・・ 

 
 

 令和３年 
 11 月下旬～  

令和４年 
 １月 27 日(木)～２月１日(火)   

 
 ２月８日(火)～２月 10 日(木)  

 
 ３月３日(木)  

 
 3 月８日(火)  

 
 3 月 11 日(金)  

 
 ３月 25 日(金)  

 

２ 募集人員 
入学定員から推薦選抜・スポーツ特別選抜の合格内定者数を除いた数を一般選抜の募集人員とする。 
推薦選抜において身元引受人による県外受検生の合格者数上限に達した場合、一般選抜での身元引受

人による県外受検生の募集を行わない。推薦選抜の身元引受人による県外受検生の合格内定者数は、指
導課 HP に掲載されるものを確認すること。 

 
３ 出願資格 

実施要綱Ⅰの２に定める応募資格を持つ者。 
 
４ 出願 

(１) 出願期間 
令和４年１月 27 日(木)から２月１日(火)12 時までとする。 

持込みの場合;１月 27 日(木)、１月 28 日(金)、１月 31 日(月)は９時から 17 時まで 
       ２月１日(火)は９時から 12 時まで 
郵送の場合; ２月１日(火)12 時以降に届いたものについては、１月 28 日(金)までの消印が

あるものに限り受け付ける 
なお、郵送による場合は、本校 HP から「出願封筒ラベル」をカラー印刷し、出願に必要な書類

等を同封した角形２号封筒にはりつけること。また、簡易書留とすること。 
 

(２) 受検料 
2,200 円分の島根県収入証紙を入学願書にはりつける。ただし、消印をしてはならない。 
推薦選抜等で合格内定にならなかった場合、推薦選抜等の受検校から交付された学力検査料納付

済証明書を一般選抜の入学願書裏面の所定欄にはり、入学検定料 800 円分の島根県収入証紙を入学
願書表面にはりつける。 
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なお、島根県収入証紙の購入が困難な場合は、ゆうちょ銀行の普通為替・定額小為替により代替
できる。その場合、次のア、イのとおりとする。 

ア 指定受取人は空欄のままとし、記入しないこと。 
イ 普通為替・定額小為替は願書にはりつけずに、クリップ等で願書に添付すること。 
 

(３) 志願変更 
実施要綱Ⅶの４と５に定めるとおり。 
 

(４) 出願に必要な書類等 
ア 志願者が出身中学校等の校⾧を経由して、提出しなければならない書類等 

書類等 入手先 
入学願書・受検票・学力検査料納付済証明書（様式第１号－う） 本校に願書請求 
島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号） 
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合） 

指導課 HP 

404 円分の切手をはりつけた⾧形３号封筒 
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合） 
（宛先は出身中学校等とし、宛名は学校⾧とする） 

 

 
イ 出身中学校等の校⾧が入学願書等に添付し、提出しなければならない書類等 

書類等 入手先 
個人調査報告書（様式第２号） 指導課 HP 
学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号） 指導課 HP 
公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号） 指導課 HP 
一般選抜出願書類チェックシート（様式第Ｆ号－２） 本校 HP 
電子データ（CD－R） 
（県外中学校等から出願する際は、提出不要） 

 

 
保護者が県外に居住し、下記のウ、エに該当する場合は、島根県公立高等学校入学志願承認願  

（様式第８号）に次の書類を添付して提出する。この手続を経て、本校校⾧の承認を受けた場合に
限り入学願書は受理される。 

 
ウ 保護者の転勤等による転住の場合 

(ア) 保護者の所属⾧の証明書又は事情を証明するに足る資料 
(イ) 島根県内の居住地が分かる資料 
 

エ 身元引受人により出願する場合 
(ア) 身元引受人の承諾証明書（様式自由） 
(イ) 受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す、民生児童委員の証明（様式自由） 

又は、その他それを証明する資料（様式自由） 
(ウ) 身元引受人の住民票 

 
５ 学力検査 

(１) 実施期日及び教科 

令和 4 年 
3 月 3 日(木) 

受付 諸注意・入場 国語 数学 
8:30～8:50 8:50～9:15 9:20～10:10 10:30～11:20 

社会 昼食 英語 理科 
11:40～12:30 13:20～14:10 14:30～15:20 
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(２) 学力検査場 
隠岐島前高等学校 
ただし、次のア～ウのとおり特別措置（以下「検査場特措」という。）を希望できる。 

ア 隠岐郡以外から本校を志願する場合は、島根県立松江北高等学校で受検することができる。 
イ 島後から本校を志願する場合は、島根県立隠岐高等学校で受検することができる。 
ウ 検査場特措を願い出る場合は、入学願書の右部の受検票の検査場名欄に最寄りの検査場名を朱書

すること。 
 

(３) 受検生が用意すべき用具及び受検上の諸注意 
実施要綱 p80、別記に定めるとおり。 

 
６ 追検査 

(１) 受検資格 
実施要綱Ⅶの９の(１)に定めるとおり。 
 

(２) 出願手続 
実施要綱Ⅶの９の(２)のアに定めるとおり。 
 

(３) 実施期日及び検査内容 
令和４年３月８日(火)の１日のみとし、学力検査の実施教科及び実施順序並びに検査時間は本検

査と同じとする。 
 

(４) 学力検査場 
別途通知する。 

 
７ 選抜要領 

実施要綱Ⅶの 10 に定めるとおり。 
なお、個人調査報告書と学力検査の比率は 50:50 とする。 

 
８ 合格発表 

令和４年３月 11 日(金)10 時とする。ただし、郵送の場合は当日中に投函することとする。 
また、当日本校 HP においても発表する。 
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Ⅲ 第 2 次募集 
今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、方針等を変更する場合がある。 
受検会場を変更するなどの事態が生じた場合などに備え、整理票の緊急連絡先の欄にご記入ください。 
 
令和４年度入学者選抜合格発表の時点で欠員が生じたときは、次により第 2 次募集を行う。 
 

１ 募集人員 
令和４年３月 11 日(金)の合格発表時点で、本校・全学科の欠員数を第 2 次募集の募集人員とする。 
 

２ 出願資格 
実施要綱Ⅰの２に定める応募資格のある者のうち、以下のア又はイに該当する者を除く

．．
ものとする。 

ア 令和４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４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、入学手続をした者 
ただし、令和４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を出願した者は再度出願

することはできない。 
また、令和４年度島根県公立高等学校一般選抜学力検査を受検していること。 

 
３ 出願 

(１) 出願期間 
令和４年３月 14 日(月)から３月 16 日(水)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。 

持込みの場合;3 月 14 日(月)、３月 15 日(火)は９時から 17 時まで 
３月 16 日(水)は９時から 12 時まで 

郵送の場合 ;３月 16 日(水)12 時以降に届いたものについては、３月 14 日(月)までの消印が 
あるものに限り受け付ける 

 
 

(２) 入学検定料 
800 円分の島根県収入証紙を入学願書にはりつける。 
一般選抜の際に受検校から交付された学力検査料納付済証明書を第２次募集の入学願書裏面の所

定欄にはりつけること。 
ただし、島根県収入証紙の購入が困難な場合は、ゆうちょ銀行の普通為替・定額小為替により代

替できる。その場合、次のア、イのとおりとする。 
ア 指定受取人は空欄のままとし、記入しないこと。 
イ 普通為替・定額小為替は願書にはりつけずに、クリップ等で願書に添付すること。 

 
 

(３) 出願に必要な書類 
ア 志願者が出身中学校等の校⾧を経由して、提出しなければならない書類等 

書類等 入手先 
入学願書・受検票・学力検査料納付済証明書（様式第１号－２） 本校に願書請求 
島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第８号） 
（保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合） 

指導課 HP 
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イ 出身中学校等の校⾧が入学願書等に添付し、提出しなければならない書類等 
書類等 入手先 

個人調査報告書（様式第２号） 指導課 HP 
学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号） 指導課 HP 
公立高等学校入学者選抜出願者名簿（様式第 15 号） 指導課 HP 
第 2 次募集出願書類チェックシート（様式第Ｆ号－３） 本校 HP 
電子データ（CD－R） 
（県外中学校等から出願する際は、提出不要） 

 

 
保護者が県外に居住し、下記のウ、エに該当する場合は、島根県公立高等学校入学志願承認願  

（様式第８号）に次の書類を添付して提出する。この手続を経て、本校校⾧の承認を受けた場合に
限り入学願書は受理される。 

 
ウ 保護者の転勤等による転住の場合 

(ア) 保護者の所属⾧の証明書又は事情を証明するに足る資料 
(イ) 島根県内の居住地が分かる資料 
 

エ 身元引受人により出願する場合 
(ア) 身元引受人の承諾証明書（様式自由） 
(イ) 受検者又は保護者と身元引受人との関係を示す、民生児童委員の証明（様式自由） 

又は、その他それを証明する資料（様式自由） 
(ウ) 身元引受人の住民票 

 
４ 面接 

(１) 実施期日  令和４年３月 18 日(金) 受付;９時 45 分から 10 時 
 
(２) 実施場所  隠岐島前高等学校 受付場所;情報棟 
 
(３) 実施内容  個人面接（10 分程度）を行う。 
 
(４) 評価の観点  推薦選抜と同様 
 
(５) 受検生が用意すべき持ち物 

上履き、印鑑（願書等に訂正が必要な場合に使用する） 
 
(６) その他 

  受検票は選抜実施日に受付にて交付する。志願者宛てに郵送はしない。 
 
５ 選抜方法及び配点 

選抜は、提出された資料と実施した検査結果等を総合的に判断する。 

書類 
一般選抜学力検査の

結果 
面接 合計 

50 20 30 100 
 
６ 合格発表 

令和４年３月 23 日(水)15 時とする。  
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Ⅳ その他 
１ 入学予定者説明会 

令和４年３月 25 日(金)に実施予定のため、保護者同伴で参加すること。 
 

２ 入寮 
入寮希望者は推薦選抜合格内定者を優先して決定する。 
一般選抜及び第２次募集の入寮希望者は、出願前に寮の充足状況について、必ず本校に問い合わせる

こと。一般選抜及び第２次募集合格者について、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、入寮者を決定する。 

 
３ 所要学資金の概要（参考:前年度実績） 

(ア) 諸会費等納入金 計 242,200 円(4 月;25,500 円､５月～３月;19,700 円) 
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る。 
また、寮生は別途費用（初年度入寮費 10,000 円、寮費・食費月額 40,000 円）が必要となる。 

(イ) 入学料 5,650 円 
(ウ) 入学予定者説明会での教科書、副教材、体育用品等 約 55,000～約 65,000 円 
(エ) 制服 約 45,000 円 

制服は本校指定のものとするが、標準マーク入りの学生服であれば、中学校等で使用しているも
のでよい。 

(オ) Chromebook 44,000 円（税込） 
   出願前に本校ＨＰの「県立高校における生徒一人一台端末の導入についての大切なお知らせ」

を確認すること。奨学金・貸出の申請については合格内定通知と、購入方法は合格通知と併せて
通知する。各自が事前に購入する必要はない。 

 
Ⅴ 校内配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅵ 問い合わせ先 
 
 
 
 

〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井 1403 
島根県立隠岐島前高等学校 教務部 入学者選抜担当 

TEL 08514-2-0731  FAX 08514-2-0035 
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〇訂正箇所 

１ 募集要項のⅠの３の(2)について 

（訂正前） 
令和４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、かつ、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。 

（訂正後） 
令和４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、かつ、次のア～オの全てに該当し、当該中学
校等の校⾧が推薦する者とする。 

 


