
平成３１年度 生徒募集要項 

 

 

 

１ 募集定員 

課程・学科名 定員 通学区域 

全日制・総合学科 160名（募集定員には一般・特別推薦の定員を含む） 全県区 

 

２ 選抜方法 

 １ 「推薦入学者選抜」「一般入学者選抜」の方法による。 

 ２ 「平成３１年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」及び、本募集要項による。 

 

３ 推薦入学者選抜 

 １ 募集定員 

課程・学科名 一般推薦 特別推薦 通学区域 

全日制・総合学科 48名 5名以内 全県区 

 ※特別推薦の適用部活動は野球・バレーボール（女）・ハンドボール（女）・剣道 

 

 ２ 一般推薦入学 

  （１）志願資格 

「平成 31 年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」の一般推薦入学の志願資格①～④に該当し、か

つ、④のア～ウのいずれかの要件に該当する者で、中学校長の推薦を得た者。 

①平成３１年３月に中学校卒業見込みの者 

②中学校における学習活動が良好で、行動や生活態度が意欲的である者 

③当該高等学校を志願する明確な目的意識を有する者又は当該学科・コースに対する適性・興

味・関心を有する者 

    ④人物が優れており、次のア～ウのいずれかの要件に該当する者 

ア 積極的に学習活動を行い、学校全体の学習面の活性化に貢献が期待される者 
イ 部活動において優れた能力、適性、実績を有する者 
ウ 生徒会活動、ボランティア活動等、校内外で意欲的に活動している者 

  （２）選抜方法 

     調査書・推薦書等の書類、面接の結果を資料として、総合的に選考する。 

 

 ３ 特別推薦入学 

  （１）志願資格 

文化・スポーツの各種大会等で優れた実績を有する者又は部活動等で優れた資質や能力を有する者で、入

学後も継続的に活動を希望する者とする。ただし、一般推薦入学と特別推薦入学を同時に志願することはで

きない。 

  （２）選抜方法 

     自己推薦書・添付資料・調査書等の書類・面接の結果を資料として、総合的に選考する。 

 

 ４ 入学志願書等の受付 

    願書受付期間は、一般推薦入学・特別推薦入学のいずれも、平成31年1月17日（木）～1月23日（水）

までとし、最終日必着とする。また、受付時間は9:00から16:00（最終日は12:00）までとする。 

 

 

 



 ５ 志願の手続き 

  （１）手続き 

    志願者は、提出書類（「6 提出書類」の欄に参照）に選抜手数料（現金\2,200）を添えて、中学校長を

通じて本校校長に提出すること。 

  （２）提出先 

    長崎県立清峰高等学校 事務室（管理棟１階） 

    〒857-0333 長崎県北松浦郡佐々町中川原免１１１ 

    TEL：0956-62-2132  FAX：0956-62-2131 

  （３）その他 

   ①郵送する場合は、必要書類の他に選抜手数料の郵便為替と、「簡易書留速達」料金として\672分の切手を

貼付した受検票送付用封筒（住所・宛名を書いた長形3号）を同封して、清峰高等学校長あてに送付すること。 

②推薦入学願書等の必要な書類を受理した際、受領書及び受検票を交付するので、忘れずに受領すること。（郵

送による出願の場合は、これらを返信する。） 

 

 ６ 提出書類 

  （１）一般推薦 

①一般推薦入学願書（様式4-1） 

②一般推薦入学誓約書（様式4-2） 

③写真票（様式1-10） 

  （２）特別推薦 

    ①文化・スポーツ特別推薦入学願書（様式4-7） 

    ②文化・スポーツ特別推薦入学誓約書（様式4-8） 

    ③文化・スポーツ特別推薦入学自己推薦書（様式4-9） 

    ④写真票（様式1-10） 

    ⑤添付資料（賞状、新聞記事等の写し） 

 

 ７ 選抜の方法及び検査日程 

    （１）検査日時     ２月５日（火） （受付）１２:30～ 

                                            （検査）１３:00～ 

  （２）集合場所     大講義室（産振棟３階） ※上履きを持参すること。 

  （３）検査方法        個人面接 

  （４）受検上の注意   遅刻すると受検できないことがあるので、早めに登校すること。当日は、受検票・上履

きを持参すること。 

 

 ８ 選考結果 

  （１）合格内定通知 平成31年2月12日（火）までに中学校長に通知する。 

（２）合格発表   平成31年3月15日（金）9:30に、本校において受検番号のみを発表する。（一般入学

者選抜の合格者発表と同時に発表する。） 

 

 ９ 合格内定とならなかった者の取り扱い 

（１）推薦入学に志願時、合格内定とならなかった者は、「平成31年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」

に定める各課程の選抜の手続きにより、改めて出願することができる。 

（２）推薦入学に志願し、合格内定にならなかった者が、改めて県立高等学校の一般入学者選抜を志願する場合、

選抜手数料は必要としない。ただし、出願に当たっては、必ず推薦入学受検票（選抜手数料領収書）を入学願書

に添付すること。 

 

４ 一般入学者選抜 

 １ 入学願書の受付 

    願書受付期間は、平成31年2月14日（木）～2月19日（火）までとし、最終日必着とする。また、受

付時間は9:00から16:00（最終日は12:00）までとする。 

 



 ２ 志願の手続き 

  （１）手続き 

    志願者（過年度卒業生を含む）は、入学願書（様式 1-1）及び写真票（様式 1-10）に選抜手数料（現金

\2,200）を添えて、中学校長を通じて本校校長に提出すること。 

  （２）提出先 

    長崎県立清峰高等学校 事務室（管理棟１階） 

    〒857-0333 長崎県北松浦郡佐々町中川原免１１１ 

    TEL：0956-62-2132  FAX：0956-62-2131 

  （３）その他 

   ①郵送する場合は、必要書類の他に選抜手数料の郵便為替と、「簡易書留速達」料金として\672分の切手を

貼付した受検票送付用封筒（住所・宛名を書いた長形3号）を同封して、清峰高等学校長あてに送付すること。 

②入学願書等の必要な書類を受理した際、受領書及び受検票を交付するので、忘れずに受領すること。（郵送

による出願の場合は、これらを返信する。） 

 

 ３ 志願校の変更 

  志願校の変更については、「平成31年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」定められた所定の手続き

を行うこと。 

    志願校変更期間は、平成31年2月21日（木）～2月26日（火）までとし、最終日必着とする。また、受

付時間は9:00から16:00（最終日は12:00）までとする。 

    なお、志願後、他校に進学するなどの理由で受検を取り消す場合は、所定の「受検取消届」を中学校長を通

じて速やかに清峰高等学校長あてに提出すること。 

 

 ４ 選抜日程 

     （１）検査期日    平成３１年３月６日（水）・７日（木） 

     （２）集合場所  大講義室（産振棟３階）    ※上履きを持参すること。 

   （３）検査教科  国語、社会、数学、理科、英語（聞き取りテストを含む） 

     （４）検査時間  各教科５０分（英語は聞き取りテスト１０分を含む） 

     （５）配  点    全教科とも１００点満点の合計５００点満点 

   （６）日  程 

３月６日（水） ３月７日（木） 

時 間 日    程 時 間 日    程 

9:00 集合、点検、注意事項伝達 9:00 集合、点検、注意事項伝達 

9:20 入室、座席決定、受検票点検 9:20 入室、座席決定、受検票点検 

9:30 諸注意、問題配付 9:30 諸注意、問題配付 

9:40～10:30 国語の検査 9:40～10:30 社会の検査 

10:30 休憩 10:30 休憩 

10:50 入室、諸注意、問題配付、音声 10:50 入室、諸注意、問題配付調整 

11:00～11:50 英語の検査 

（11:00～11:10聞き取りテスト） 

11:00～11:50 数学の検査 

11:50～ 休憩（昼食） 11:50～ 休憩（昼食） 

12:45 入室、諸注意、問題配付 12:40 集合、点検、注意事項伝達 

12:55～13:45 理科の検査 13:10～ 面接 

   （７）検査当日に持参する物 

受検票、上履き、鉛筆（シャープペンシルも可、色鉛筆は不可）、消しゴム、鉛筆けずり、三角定規一

組（分度器などのついていないもの。直定規は不可）、コンパス、弁当（両日とも） 

   （８）検査場に持ち込めないもの 

下敷き、筆箱、色鉛筆、直定規、携帯電話などの通信機器、検査の公平をそこなうおそれのある品物 

・商標以外の文字のある鉛筆 

・計算機付き時計 

・辞書機能をもつ機器等 

   （９）検査場に時計がないため、必要に応じて準備すること 



 ５ 受検上の注意 

    受検者に対する注意事項を、平成31年3月5日（火）13:00から16:00まで、本校体育館入口に掲示す

る。 

 

 ６ 合格者発表 

    平成31年3月18日（月）9:30、本校正面玄関前で合格者の受検番号を掲示するとともに、出身中学校に

通知する。 

 

 ７ 追検査 

    インフルエンザ等、本人に責任を帰さないやむを得ない理由によって、本検査の一部又はすべてにおいて本

検査場及び別室での受検が困難な者に限っては、追検査を受検することができる。追検査の対象としては、イン

フルエンザの他、原則として以下の事由によるものとする。 

    ① 不慮の事故による骨折等、本検査を受検できないと判断された者 

    ② 本検査当日の保護者の葬儀等、本検査の受検ができない相当の理由があると判断された者。 

 

   （１）追検査の受検申請は中学校長を通じて行う。 

   （２）追検査問題 

追検査Ⅰ：国語・社会・理科の3教科で合わせて60分で実施 

追検査Ⅱ：英語・数学の2教科で合わせて40分で実施（ただし、英語は聞き取りテストは行わない） 

   （３）検査の期日及び日程 

３月１５日（金） 

時 間 日    程 

12:20  集合、点検、注意事項伝達、移動等 

12:40 入室、座席決定、受検票点検 

12:50 諸注意、問題配付 

13:00～14:00 追検査Ⅰ（国語・社会・理科）の検査 

14:00 休憩 

14:10 入室、諸注意、問題配付 

14:20～15:00 追検査Ⅱ（英語・数学）の検査 

15:20～ 面接 

   （４）合格者の発表 

平成31年3月20日（水）９:３０、本校正面玄関前で合格者の受検番号を掲示するとともに、出身中学

校に通知する。 

 

５ 合格者に対する注意事項 

 １ 合格者説明会 

    （１） ３月１８日（月）13:00から本校体育館で実施する。なお、追検査合格者の合格者説明会は3月20日

（水）13:30から実施する。 

  （２） 教科書等の物品販売と採寸（制服、ジャージ等）を行う。 

    （３）  合格者本人は、上履きを持参すること。 

    （５） 本人と保護者が必ず出席すること。なお、特別な事情で出席できないときは、事前に連絡すること。 

 

２  学力検査得点の簡易開示 

    （１）開示期間   ３月１８日（月）～４月１７日（水） 

    （２）時  間  土日・祝日を除く平日の9:00～16:00まで 

    （３）場  所   会議室 

    （４）そ の 他  学校行事等により開示できない日時等については、プリント「受検生のみなさんへ」により受

検生に知らせる。 

 


