平成３１年度推薦入学者選抜実施要項
福岡 県立須 恵高等 学校
１ 実 施の趣 旨等
（ １） 本校普 通科に ふさわ しい個 性（ 能力・ 適性、 興味・ 関心、 目的 意識、 学習意 欲等） を有
す る生徒 の入学 を促進 するた 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。
本校は 開校以 来、「 進取・ 敬愛 ・鍛錬 」を校 訓とし ていま す。 この校 訓にふ さわし い次
の ような 生徒を 求めま す。
ア 新 しい発 想で、 自己や 集団 の能力 向上に 意欲的 に取り 組む 態度を 有する 者（進 取）
イ 他 者への 敬意や 思いや りの 心をも ち、円 滑な人 間関係 を構 築でき る者
（敬 愛）
ウ 学 校行事 や部活 動等に 積極 的かつ 真摯に 取り組 み、自 らの 向上に 努める 者（鍛 錬）
２

募 集人員
普 通科

６５ 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。
（ １） 本校普 通科の 通学区 域内（ 第４ 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） 入学の 意志が 確実で あるこ と。
（ ３） 本校普 通科を 志願す る動機 ・理 由が明 白、適 切であ ること 。
（ ４） 本校普 通科に 対する 適性及 び興 味・関 心を有 するこ と。
（ ５） 本校普 通科の 教育を 受ける にふ さわし い資質 ・能力 を有す るこ と。
（ ６） 次のア ～ウの いずれ かを満 たす 者であ ること 。
ア 学業 に真摯 に取り 組み、 本校 入学後 もなお 一層そ の態度 を発 揮して 自己研 鑚に励 む者 。
イ 部活 動（社 会体育 等を含 む） におい て、在 籍学校 で熱心 に取 り組み 、本校 入学後 もそ
の能 力を継 続し て発揮 する意 志を有 する者 。
ウ 諸活 動（生 徒会活 動やボ ラン ティア 活動等 ）にお いて、 リー ダーシ ップや フォ ロワー
シッ プを発 揮し て活躍 した者 。
４

出 願の制 限
他 校の特 色化選 抜又は 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 するこ と。
ケ 推薦 入学志 願者一 覧表（ 県共 通様式 ）
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

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。
(ｲ)

６ 作 文及び 面接
（ １） 日時
平成31年２月 ５日（ 火）
・受付
午前 ８時３ ０分 ～ ８ 時４５ 分 （ 集合完 了 午前８ 時４５ 分）
・日程 説明 午前 ８時５ ０分 ～ ９ 時００ 分
・作文
午前 ９時０ ０分 ～ ９ 時５０ 分
・面接
午前１ ０時１ ０分 ～
（ 面接終 了後 、各自 下校）
（ ２） 場所
本校
・受付
セミ ナー ハウス 玄関
・ 受検 者控室
セミ ナーハ ウス １階研 修室、 ２階資 料室
・引率 者控室
物理 実験 室
（ ３） 携行品
受検票 、筆記 用具、 上履き 、下 足を入 れる袋
（ ４） その他
・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、受 検す ること ができ ます。
た だし、 午前９ 時２５ 分以 降は認 めませ ん。
・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 作文及 び面接 は行い ません 。
７

選考
在 籍学校 長から 提出さ れた書 類及 び作文 ・面接 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） 本校普 通科を 志願す る動機 ・理 由が明 白、適 切であ ること 。
（ ２） 本校普 通科の 教育を 受ける にふ さわし い資質 ・能力 を有す るこ と。
（ ３） 本校で 勉学（ 学校行 事・部 活動 等を含 む）に 励む強 い意志 を有 するこ と。
８

選 考結果 の通知
選 考の結 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 。

９

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。 ）
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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 。

