
令和３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（前期選抜80名・後期選抜80名） 全県区 

 

２ 選抜方法 

 １ 「前期選抜Ａ特色選抜」「前期選抜Ｂ文化・スポーツ特別選抜」「後期選抜」の方法による。 

 ２ 「令和３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 前期選抜 

 １ 募集定員 

課程・学科名 Ａ特色選抜 
Ｂ文化・スポーツ 

特別選抜 
通学区域 

全日制・総合学科 ８０名（Ｂ文化・スポーツ特別選抜（８名以内）を含む） 全県区 

 ※Ｂ文化・スポーツ特別選抜の適用部活動は野球・バレーボール（女）・ハンドボール（女） 

 ２ Ａ特色選抜 

  （１）志願資格 

「令和３年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」の一の１の１の用件を充たし、かつ、本校 

が示す育成したい生徒像・求める生徒像を理解し、本校で学ぶ意欲を持つ者とする。 

    ○育成したい生徒像・求める生徒像 

    ・基本的な生活習慣が身に付いており、社会や学校のルールを守り責任のある行動がとれる 

生徒 

    ・学習活動に真面目に取り組み、地道に努力を続けることのできる生徒 

    ・将来の社会的・職業的自立に向けて、意欲的に学べる生徒 

・部活動、生徒会活動、ボランティア活動、学校行事に積極的に取り組み自分を成長させよ 

うとする生徒 
  （２）選抜方法 

     調査書・基礎学力検査（国語・数学・英語）、面接の結果を資料として、総合的に選考する。 

     各検査項目の比重 調査書：基礎学力検査：面接 ＝ ５：２：３ 

 

 ３ Ｂ文化・スポーツ特別選抜 

  （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、前期選抜のＡ特色選抜とＢ文化・スポーツ特別選抜を同

時に志願することはできない。 

  （２）選抜方法 

     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。 

     各検査項目の比重 調査書等：面接 ＝ ５：５ 

 

 ４ 入学志願書等の受付 

   願書受付期間は、Ａ特色選抜、Ｂ文化・スポーツ特別選抜のいずれも、令和3年1月14日（木）～1月20

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15:00）までとする。 
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 ５ 志願の手続き 

  （１）手続き 

     志願者は、提出書類（「6 提出書類」の欄を参照）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、必ず簡易書留とし、必要書類の他に選抜手数料の郵便為替と、「簡易書留」料金とし

て\404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。なお、受領後に本校から確認の電話を入れる。 

②入学願書等の必要な書類を受理した際、受領書及び受検票等を交付するので、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）Ａ特色選抜 

①前期選抜Ａ特色選抜入学願書（様式１－１） 

②写真票（様式３－５） 

③前期選抜Ａ特色選抜志願理由書（様式２－１） 

  （２）Ｂ文化・スポーツ特別選抜 

    ①前期選抜Ｂ文化・スポーツ特別選抜入学願書（様式１－２） 

    ②写真票（様式３－５） 

    ③前期選抜Ｂ文化・スポーツ特別選抜志願理由書（様式２－２） 

    ④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      

令和３年２月３日（水）（Ａ特色選抜） 

９：００～ ９：３０ 集合、点検、諸注意 

９：４０～１０：４０ 基礎学力検査 

１０：５５～１１：０５ 面接諸注意 

１２：００～１４：３０ 面接① 

 

令和３年２月４日（木） 

８：３０～ ８：５０ 集合、点検、諸注意 

９：００～１１：３０ 面接② 

（Ｂ文化・スポーツ特別選抜） 

１１：２０～ １１：５０ 集合、点検、諸注意 

１２：００～       面接 

 

 

 

 

 

 

  （２）集合場所    本校体育館 ※上履きを持参すること。 

   

（３）検査方法     

（Ａ特色選抜）  基礎学力検査・個人面接 

（Ｂ文化・スポーツ特別選抜）  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）合格通知   令和３年2月12日（金）までに中学校長を通じて合格通知書を交付する。 

（２）合格発表   令和３年3月1７日（水）9:30に、本校において受検番号のみを発表する。（後期選抜の

合格者発表と同時に発表する。） 
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 ９ 合格内定とならなかった者の取り扱い 

（１）前期選抜に志願し、合格とならなかった者は、「令和３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、改めて希望する高等学校に出願することができる。 

（２）前期選抜に志願し、合格内定にならなかった者が、全日制過程及び定時制課程の高等学校を志願する場合、

選抜手数料は必要としない。ただし、出願に当たっては、必ず前期選抜の受検票（選抜手数料領収書）を入

学願書に添付するものとする。 

 

４ 後期選抜 

 １ 入学願書の受付 

    願書受付期間は、令和３年2月1９日（金）～2月２６日（金）まで（必着）とし、受付時間は9時から16

時（最終日は１５時）までとする。 

 ２ 志願の手続き 

  （１）手続き 

     志願者は、後期選抜入学願書（様式１－４）及び写真票（様式３－５）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 

    郵送する場合は、必ず簡易書留とし、必要書類の他に選抜手数料の郵便為替と、「簡易書留」料金として

\404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。なお、受領後に本校から確認の電話を入れる。 

 ３ 検査問題は、県教育委員会において作成する。また、その内容は、学習指導要領に基づき、中学校終了程度と 

する。ただし、社会については、新学習指導要領への移行措置の内容に配慮する。 

 ４ 選抜日程 

（１）検査期日  令和３年３月９日（火）・1０日（水） 

（２）集合場所  本校体育館 ※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９日（火） ３月1０日（水） 

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、音声調整 10:50 入室、諸注意、問題配付 

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るもの。及び直定規は不可）、コンパス、弁当（両日とも） 
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（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や商

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、令和３年3月８日（月）13:00以降に本校生徒玄関前に掲示する。 

 

 ６ 選抜方法 調査書・学力検査・面接の結果を資料として総合的に判断する。 

   各検査項目の比重 調査書：学力検査：面接 ＝ ４：５：１ 

 

７ 合格者発表   令和３年3月1７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。（前期選抜の合格者発表 

と同時に発表する。） 

  

８ 追検査 

    インフルエンザ等のやむを得ない理由で後期選抜における学力検査を受検できなかった場合、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、新型コロナウイルス感染症への羅患等、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）検査場 本校 

（３）追検査問題 小論文 

（４）検査の期日及び日程 

３月1７日（水） 

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（小論文） 

14:00 休憩 

14:10 入室、諸注意 

14:20～ 面接 

（５）合格者の発表 

令和３年3月２２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。 

５ 合格者に対する注意事項 

 １ 合格者説明会 

（１）３月1８日（木）13:00から本校体育館で実施する。 

追検査合格者の合格者説明会は3月2４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。 

（４）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（木）～４月１９日（月） 

（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。 
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