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  平成３１年度     島根県立浜田水産高等学校 

生 徒 募 集 要 項 

 
<求める生徒像> 
 〇水産教育に興味・関心を持ち、学ぶことへの強い意志を持つとともに適性を有する生徒。 

 〇中学校までの基礎的な学習内容を理解し、高校での発展的な学びに意欲的に取り組む生徒。 

 〇学校生活を送るにふさわしい基本的生活習慣を身につけている生徒。 

 〇高校の諸活動を通して、自分自身を成長させていく努力を惜しまない生徒。 

 

Ｉ 募集概要 

 

１．はじめに 

 本校の入学者選抜は、島根県教育委員会の定める「平成３１年度島根県公立高等学校入学者選

抜実施要綱」（以下「選抜要綱」）に基づいて行います。本要項に記載していない事項もすべて 

「選抜要綱」によるものとします。「選抜要綱」は中学校を通じて取り寄せてください。また、

島根県教育委員会のホームページからダウンロードもできます。内容でご不明な点については、

所属中学校または既卒中学校を通じてお問い合わせください。 

 

２．応募資格 

 次の（１）から（３）のいずれかに該当する者 

 （１）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 

 （２）平成３１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 

 （３）学校教育法施行規則第９５条の規定に該当する者 

 

３．募集学科及び定員 
 

 

４．身元引受人による県外受検生の入学定員内における合格者数の上限 

設定する学科 海洋技術科    、食品流通科 

設定割合 

（入学定員に対する％） 
海洋技術科３５％ 、食品流通科３５％ 

 

５．入学願書裏面の記入事項について 
（１）芸術の選択科目について 

 １年次に履修する芸術科目について、選択科目の履修希望調査をします。 

（２）寮について 

 入寮希望調査をします。入寮を希望する場合は必ず「○」を記入してください。 

 

課程 学科 入学定員 

全日制 
海洋技術科 ４０ 

食品流通科 ４０ 
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Ⅱ 推薦入学者選抜（推薦選抜） 
 

１．推薦選抜において重視する点 
 〇中学校までの学習および生活態度が優秀であること。 

 〇中学校における学校生活・諸活動に意欲的・積極的に取り組んでいること。 

 〇高校の学習活動に対して、明確な目的意識を持ち、学ぶ意欲にあふれていること。 

 〇学校生活を送るにふさわしい基本的生活習慣および態度がきちんと身についていること。 

 〇高校生活の中で自己を成長させようという強い意志を持っていること。 

 

２．募集人員   
 海洋技術科・食品流通科とも入学定員の４０％以内。 

 

３．出願資格 
 平成３１年３月、中学校を卒業する見込みの者で、本校の「求める生徒像」に該当し、かつ次の

（ア）から（ウ）の条件を備え、中学校長が推薦する者を対象とする。 

（ア）当該学科を志望する動機や理由が明確で適切であること。 

（イ）当該学科に適性、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。 

 

４．出願手続き 
 出願期間：平成３１年１月１０日（木）から１月１６日 (水）１２時までとする。 

持込の場合 
１月１０日（木）、１月１１日（金）、１月１５日（火）は９時から１７時

まで。１月１６日（水）は９時から１２時まで。 

郵送の場合 
１月１６日（水）１２時以降に届いたものについては、１月１１日（金) 

までの消印があるものに限り受け付ける。 

 

５．提出書類 
ｱ 入学願書 

 

 

 

 

 本校指定の用紙の所定欄に次のものをはりつける。 

①志願者顔写真（４㎝×３㎝）：６か月以内に撮影したもの。 

  無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。 

原則として制服とする。 

②受検料２,２００円分の島根県収入証紙。消印をしてはならない。 

ｲ 調査票  本校指定の様式 

ｳ 校長推薦書  本校指定の様式 

ｴ 個人調査報告書 「選抜要綱」様式第２号 

ｵ 学習成績・特別活動の 

  記録等概要表 

「選抜要綱」様式第３号 

 

ｶ 公立高等学校入学者 

  選抜出願者名簿 

「選抜要綱」様式第１５号（推薦選抜用） 

 

ｷ 電子データ 上記｢ｴ｣および｢ｶ｣の電子データ(暗号化され、CD-Rに保存したもの） 

(県外中学校から出願する場合は不要) 

ｸ 島根県公立高等学校 

 入学志願承認願 

 

「選抜要綱」様式第８号  

該当する書類を添付すること。         ※「選抜要綱」Ｐ２０ 参照 

(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に必要） 

 ※１ 「選抜要綱」Ｐ１８～２１に詳細が載っているので、それに基づいて行うこと。 

 ※２ 必ず中学校長を経由して提出すること。 
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６．選抜方法 
 面接及び提出された資料により総合的に判断して選抜する。 

 

７．推薦選抜の面接 
（１）場所：本校（浜田水産高等学校） 

（２）日時：１月２１日（月）１２：３０～ 実施日時の詳細については別途連絡する。 

（３）方法：個人面接を一人２回実施する。 

（４）面接での評価の観点 

   〇本校を志望する動機が適切かつ明確であるか。 

   〇学ぶ意欲が旺盛であるか。 

   〇自主・自律の精神を持ち、自己の成長が期待できるか。 

   〇学校生活に対し、意欲的・積極的に取り組む意志が感じられるか。 

    〇面接に臨む姿勢や態度が適切であるか。 

   〇入学の意思が確実であるか。 

 

８．推薦選抜の合格内定通知等 
（１）本校高等学校長から出身中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（「選抜要綱」様式第４号）   

により通知する。また合格内定をした志願者へは、本校高等学校長から出身中学校等の校長   

を通じて本人に合格内定通知書（「選抜要綱」様式第５号）により通知する。なお、以上の   

通知は、平成３１年１月２８日（月）１０時以降に行う。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、平成３１年３月１３日(水)１０時に一般選抜合格者ととも

に受検番号を本校体育館前に掲示する。 

（２）合格内定とならなかった場合は、改めて本校を含め、島根県公立高等学校に出願することが              

できる。その場合、本校から交付された学力検査料納付済証明書を一般選抜または第２次募    

集の入学願書裏面の所定欄にはり、入学検定料 800円のみを納付する。 

 

 

Ⅲ 一般入学者選抜（一般選抜） 
 

１．一般選抜において重視する点 
 〇基礎的な学習内容や学習態度が身についていること。 

 〇中学校における学校生活や諸活動にきちんと取り組んでいること。 

 〇学校を学びの場と考え、目的を持って高校生活に取り組んでいく意志があること。 

  〇高校生活の中で自己を成長させたいという意志を持っていること。 

 

２．募集定員 
 入学定員から推薦選抜の合格内定者数を除いた数を一般選抜の募集定員とする。 

 

３．出願資格 
 Ⅰの２に定める応募資格をもつ者。 

 

４．出願手続き 
 出願期間：平成３１年１月３１日（木）から２月５日 (火）１２時までとする。 

持込の場合 
１月３１日（木）、２月１日（金）、２月４日（月）は９時から１７時まで。 

２月５日（火）は９時から１２時まで。 

郵送の場合 
２月５日（火）１２時以降に届いたものについては、２月１日（金)までの

消印があるものに限り受け付ける。 
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５．提出書類  
ｱ 入学願書 

 

 

 

 

 

 本校指定の用紙の所定欄に次のものをはりつける。 

①志願者顔写真（４㎝×３㎝）：６か月以内に撮影したもの。 

無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則とし

て制服とする。 

②受検料：２,２００円（推薦選抜を受検した場合は８００円）分の 

島根県収入証紙。消印をしてはならない。 

ｲ 個人調査報告書 「選抜要綱」様式第２号 

ｳ 学習成績・特別活動の 

  記録等概要表 

「選抜要綱」様式第３号 

 

ｴ 公立高等学校入学者 

  選抜出願者名簿 

「選抜要綱」様式第１５号（一般選抜用） 

 

ｵ 電子データ 上記｢ｲ｣および｢ｴ｣の電子データ（暗号化され、CD-Rに保存したもの） 

(県外中学校から出願する場合は不要) 

ｶ 島根県公立高等学校 

 入学志願承認願 

 

「選抜要綱」様式第８号  

該当する書類を添付すること       ※「選抜要綱」Ｐ２９ 参照 

(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に必要） 

 ※１ 「選抜要綱」P２７～３９に詳細が載っているので、それに基づいて行うこと。 

 ※２ 必ず中学校長を経由して提出すること。 

 

６．志願変更 
 「選抜要綱」P２９～３１の「４ 志願変更」に基づいて行うこと。 

 

７．辞退届の提出 
 「選抜要綱」P３３の「７ 辞退届の提出」に基づいて行うこと。 

 

８．選抜方法 
一般選抜学力検査、面接に加え、提出された資料により総合的に判断して選抜する。 

 

９.一般選抜学力検査および面接 
（１） 学力検査 

  「選抜要綱」P３４～３５の「８ 学力検査」に基づいて実施する。 

（２）面接 

  ①場所：本校（浜田水産高等学校） 

    ②日時：３月６日（水）15:40～17:00 または ７日（木）9:00～17:00 のいずれか。 

    実施日時の詳細については、別途連絡する。 

    ③方法：個人面接を一人２回実施する。 

  ④面接での評価の観点 

    〇本校入学の志望動機や目的を持っているか。 

   〇学校を学習の場と考え、学ぶことへの意欲を持っているか。 

    〇高校の諸活動に懸命に取り組み、自己を成長させようとする意志はあるか。 

    〇面接に臨む姿勢や態度が適切であるか。 

 
１０．合格発表 

平成３１年３月１３日 (水）１０時とする。合格者の受検番号を本校体育館前に掲示する。 

   ただし、郵送の場合は、当日中に投函することとする。また、本校ホームページでの掲載は、

当日１０時３０分から１７時００分とする。 
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Ⅳ 第２次募集入学者選抜（第２次募集） 
 

１．第２次募集において重視する点 
 〇基礎的な学習内容や学習態度が身についていること。 

 〇中学校における学校生活や諸活動にきちんと取り組んでいること。 

 〇学校を学びの場と考え、目的を持って高校生活に取り組んでいく意志があること。 

  〇高校生活の中で自己を成長させたいという意志を持っていること。 

 
２．募集人員 
  平成３１年３月１３日（水）１０時に県教育委員会のホームページで公表する。 

 

３．出願資格 
 Ⅰの２に定める応募資格をもつ者のうち、次の(ア)～(ウ)に該当する者を除くものとする。また、

平成３１年度島根県公立高等学校入学者選抜において一般選抜学力検査を受検していること。 

(ア)平成３１年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者 

(イ)平成３１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 

(ウ)平成３１年度島根県公立高等学校入学者選抜において、一般選抜で本校に出願した者 

 

４．出願手続き 
 出願期間：平成３１年３月１４日（木）から３月１８日 (月）１２時までとする。 

持込の場合 
３月１４日（木）、３月１５日（金）は９時から１７時まで。 

３月１８日（月）は９時から１２時まで。 

郵送の場合 
３月１８日（月）１２時以降に届いたものについては、３月１５日（金) 

までの消印があるものに限り受け付ける。簡易書留速達に限る。 

 
５．提出書類 

ｱ 入学願書 

 

 

 

 

 

 本校指定の用紙の所定欄に次のものをはりつける。 

 ①志願者顔写真（４㎝×３㎝）：６か月以内に撮影したもの。 

  無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。原則とし   

て制服とする。 

 ②一般選抜の際に発行された学力検査料納付済証明書。 

 ③入学検定料８００円分の島根県収入証紙。 

ｲ 個人調査報告書 「選抜要綱」様式第２号 

ｳ 学習成績・特別活動の 

  記録等概要表 

「選抜要綱」様式第３号 

 

ｴ 公立高等学校入学者 

  選抜出願者名簿 

「選抜要綱」様式第１５号（第２次募集用） 

 

ｵ 電子データ 上記｢ｲ｣および｢ｴ｣の電子データ（暗号化され、CD-Rに保存したもの） 

(県外中学校から出願する場合は不要) 

ｶ 島根県公立高等学校 

 入学志願承認願 

 

「選抜要綱」様式第８号  

該当する書類を添付すること。    ※「選抜要綱」Ｐ４２ 参照 

(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に必要） 

 ※１ 「選抜要綱」Ｐ４０～４３に詳細が載っているので、それに基づいて行うこと。 

 ※２ 必ず中学校長を経由して提出すること。 

 

６．辞退届の提出  
「選抜要綱」Ｐ４２の「３ 辞退届の提出」に基づいて行うこと。 
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７．選抜方法 

一般選抜学力検査、面接に加え、提出された資料により総合的に判断して選抜する。 

 

８．第２次募集の面接 
（１）場所：本校（浜田水産高等学校） 

（２）日程：次の通り 

３月２０日 (水) 

時 程 

 12：30 ～ 12：45  受付（本校昇降口）・入室 

 12：45 ～ 12：55  諸注意 

 13：00 ～      面接 

（３）方法：個人面接を一人２回実施する。 

（４）配点： 

内容 書類（個人調査報告書等） 一般選抜学力検査の結果 面接 

割合 ５０ ５０ ５ 

（５）面接での評価の観点 

  〇本校入学の志望動機や目的を持っているか。 

 〇学校を学習の場と考え、学ぶことへの意欲を持っているか。 

  〇高校の諸活動に懸命に取り組み、自己を成長させようとする意志はあるか。 

  〇面接に臨む姿勢や態度が適切であるか。 

 

９．合格者の発表 
 平成３１年３月２２日 (金）１５時とする。合格者の受検番号を本校体育館前に掲示する。 

  併せて、本校高等学校長は出身中学校等の校長を通じて本人に連絡する。 

 

 

 

島根県立浜田水産高等学校（教務部） 

          入学者選抜担当： 渡辺 寛 ・ 角田 孝文 

                〒697-0051 島根県浜田市瀬戸ヶ島町２５番地の３ 

               ℡  ０８５５－２２－３０９８  （代表） 

                FAX   ０８５５－２３－４８１１ 

 

【入学者選抜についての問い合わせ先】 


