
平成３１年度推薦入学者選抜実施要項 

＜普通科、普通科芸術コース（美術・書道）＞ 

 

                                                      福岡県立八幡中央高等学校  

 

１ 実施の趣旨等 

（１） 本校の教育方針を理解し,普通科又は普通科芸術コース（美術・書道）において，個

性や創造力を育み,積極的に高校生活に取り組もうとする意欲のある生徒を迎え入れ 

    るため，推薦入学者選抜を実施します。 

 （２） 本校の特色及び求める生徒像は，次のとおりです。 

     ・一昨年度１００周年を迎えた本校は,創立以来文武両道を信条として,自律・敬愛・

    創造の校訓のもと,調和のとれた人間性育成と進路保障を行ってきた伝統と実績のあ 

る学校です。 

     ・平成１０年４月に設立された普通科芸術コースは,豊かな個性を育み,美術・書道の 

    力量を高めて進路実現を図ろうとする魅力にあふれたコースです。 

     ・本校の求める生徒像は,本校の伝統や校風をよく理解し,｢真の自分らしさを生かす」 

ため,授業や特別活動,部活動等で精一杯努力しようとする意欲のある生徒です。 

 

２ 募集人員 

    全日制課程  普通科                   ３５名程度 

    全日制課程    普通科芸術コース（美術・書道）       ２８名程度 

 

３ 出願資格 

    次の条件を満たし,在籍学校長の推薦を受けた者とします。 

 【普通科と普通科芸術コース（美術・書道）に共通の条件】 

（１） 本校普通科又は普通科芸術コースの学区内に居住又は居住予定で，平成 31 年３月中 

学校卒業見込みの者（義務教育学校又は特別支援学校中学部を卒業見込みの者及び

中等教育学校の前期課程，外国の学校教育における９年の課程又は文部科学大臣が

中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

修了見込みの者を含む。） 

（２）本校普通科又は普通科芸術コースを志願する動機・理由が明白,適切であること。 

（３）本校普通科又は普通科芸術コースに対する適性及び興味・関心を有すること。 

（４）合格した場合,入学する意志が確実であると認められる者であること。 

（５）本校普通科又は普通科芸術コースの教育を受けるにふさわしい学業成績であること。 

 

 【普通科の条件】 

（６）第３学区に居住又は居住予定の者であること。 

（７）次の条件のいずれかに該当し,在籍学校長が責任を持って推薦できる者 

       ア 中学校３か年にわたり学習成績が優秀な者 

       イ  特進クラスを希望し,学習に対して熱意を有する者（１年次のクラス編成に於い 

      ては特進クラスを優先するが,次年度を保証するものではない。） 

      ウ 運動競技において意欲的に取り組んだ実績があり,その才能を伸ばしたい者で, 

       入学後も体育系部活動に入部する意志がある者。ただし,団体種目の場合は中心 

           的な活動をした者に限る。 

      エ 文化活動の面で基礎的な能力と資質を持ち,更に伸ばそうとする意欲のある者 

    オ 生徒会役員で生徒会活動に積極的に参加している者 

      カ  各種団体が主催する競技大会等で優秀な成績を収めた者 

 

 【普通科芸術コース（美術・書道）の条件】 

（８） 福岡県内に居住又は居住予定の者であること。 



（９）芸術コースを志願する動機・理由が明白,適切であり,興味・関心及び能力・適性を 

有し,授業や特別活動,部活動（美術部・書道部）等を通し,自己の伸長に意欲的･積

   極的に取り組む者 

 

 

４ 出願の制限 

    特色化選抜又は他校の推薦入学者選抜と併願することはできません。 

 

５ 入学志願手続 

（１）志願書類 

   ア  推薦入学願書     （平成 31 年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  イ  通学に関する誓約書 （平成 31 年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

   ウ  志願理由書        （本校が定める様式） 

   エ  推 薦 書    （本校が定める様式） 

   オ  調 査 書         （平成 31 年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  カ  評定一覧表        （平成 31 年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

キ  評定分布表        （平成 31 年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

   ク  入学選考料      （2,100 円の福岡県領収証紙を貼付した福岡県領収証紙納付書） 

           ※購入した証紙は，返還及び交換ができないので注意してください。 

  ケ  推薦入学志願者一覧表(本校が定める様式） 

  コ  そ の 他 

(ｱ) 学区外高等学校入学志願申請書(平成 31 年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式) 

     ※学区外からの志願者 

(ｲ) 住民票の写し（本人，保護者及び世帯主との続柄が記載され，原則として３か月以 

内に交付されたもの。なお，マイナンバーの記載は不要） 

 ※調査書に居住証明ができない者 

(ｳ) その他必要な証明書等（居住予定の住所を明らかにする書類等） 

（２）出願手続 

       平成 31 年１月 28 日（月）から平成 31 年２月１日（金）正午までの間に(１)の志願

      書類を提出してください。 

 

６ 面接・実技試験 

【普通科】  面接（集団討論を含む）を実施します。 

（１）面接 

   ア 日時・場所                                

     平成 31 年２月５日（火） 

        ・受付     ９時００分から  ９時２０分まで 本校図書館棟１階 

        ・点呼・説明  ９時３０分から           視聴覚教室 

        ・開始    １０時００分から 本館３階教室（当日連絡）    

                  ※控室は図書室とします。 

         ※面接が終了した受検者から順次下校してください。 

    イ 実施方法 

    ・形態  集団面接・集団討論（意見交換） 

         ※受検者５名程度  

         ※集団討論では,コミュニケーション力や主体性・協調性などをみます。

         ※討論のテーマは試験当日お知らせします。   

        ・時間  １グループ２５分程度 

（２）携行品 

      ・受検票，上履き，下足入れ（ビニール袋等） 

 



【普通科芸術コース】  実技試験及び集団面接を実施します。 

《美術専攻》 

（１）実技試験 

    ア 日時・場所 

    平成 31 年２月５日（火） 

    ・受付       ９時００分から  ９時２０分まで  本校図書館棟１階 

        ・点呼・説明   ９時３０分から            視聴覚教室 

       ・実技    １０時００分から １２時００分まで 絵画教室Ａ 

    イ 実施方法 

    ・内容  画用紙（27cm×39cm）に静物の鉛筆デッサン１点 

        ・時間    １２０分     

（２）面接 

   ア 日時・場所 

    平成 31 年２月５日（火） 

    ・点呼・説明   １２時５０分から 絵画教室Ａ 

        ・開始     １３時００分から 本館３階教室（当日連絡） 

         ※控室は絵画教室Ａ・書道教室Ａとします。  

                  ※面接が終了した受検者から順次下校してください。 

    イ 実施方法 

    ・形態  集団面接（５名程度のグループ面接）  

        ・時間  １グループ１５分程度 

（３）携行品 

     ・受検票，筆記用具，消しゴム，上履き，下足入れ（ビニール袋等），昼食 

   ・デッサン用鉛筆（ＨＢ,２Ｂ,４Ｂ），鉛筆削り ※画用紙は配付します。 

（４）その他 

   ・昼食は１２時００分から１２時５０分までにとってください。 

 

《書道専攻》 

（１）実技試験 

    ア 日時・場所 

    平成 31 年２月５日（火） 

    ・受付       ９時００分から  ９時２０分まで 本校図書館棟１階 

        ・点呼・説明   ９時３０分から            視聴覚教室 

       ・実技    １０時００分から １２時００分まで 書道教室Ａ 

    イ 実施方法 

    ・内容  漢字４字の半紙作品 

                    ａ 楷書の課題図版の臨書１点 

          ｂ 行書による課題語句の創作１点 

        ・時間    １２０分  

（２）面接 

   ア 日時・場所 

    平成 31 年２月５日（火） 

    ・点呼・説明   １２時５０分から  書道教室Ａ 

        ・開始     １３時００分から  本館３階教室（当日連絡） 

                  ※控室は書道教室Ａとします。 

         ※面接が終了した受検者から順次下校してください。 

    イ 実施方法 

    ・形態  集団面接（５人程度のグループ面接）  

        ・時間  １グループ１５分程度 

 



（３）携行品 

     ・受検票，筆記用具，消しゴム，上履き，下足入れ（ビニール袋等），昼食 

   ・書道用具一式（大筆,墨,硯,文鎮,下敷き,練習用半紙３０枚程度等）      

     ※墨は墨液でも可。提出用清書半紙は配付します。 

（４）その他 

      ・昼食は１２時００分から１２時５０分までにとってください。 

 

７ 実施上の注意事項 

（１）遅刻者 

       正当な理由があると本校校長が認めた場合に限り,面接・実技試験を受けることが 

   できます。 

（２）欠席者 

       欠席する場合は，在籍学校長を通じて本校校長に連絡してください。欠席者につい

   ては，改めて面接・実技試験は行いません。 

 

８ 選考 

     在籍学校長から提出された書類及び面接・実技試験の結果を資料として総合的に選考

  して，合格者を内定します。 

     なお，選考に当たっては,次の事項を特に重視します。 

（１）学習成績 

（２）文化・体育活動の面における能力・資質と実績 

（３）生徒会活動等 

（４）積極的に学校生活に取り組もうとする意欲 

 

９ 選考結果の通知 

     選考結果については,平成 31 年２月 12 日（火）午前９時に,推薦入学選考結果通知書を

  在籍学校長に交付します。 なお,代理で来られる場合は,委任状と私印をご持参ください。 

 

10 合格者発表 

     平成 31 年３月 14 日（木）午前９時に, 本校で行います。（一般入学者選抜の合格者発

  表と同時に行います。） 

 

11  その他 

     推薦入学者選抜で合格内定とならなかった者は,再度,一般入学者選抜に志願すること

  ができます。この場合は,改めて入学願書等を提出しなければなりません。ただし,入学

  選考料は,すでに納められているので不要です。 


