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第１　募集・出願
１　対象学科
　　全日制・定時制の全学科において実施することができる。
２　応募資格
　　次の⑴～⑸の全てに該当する者
⑴　岩手県内の中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部（以下
「中学校」という。）を令和４年３月に卒業する見込みの者、若しくは令和３年３月に卒業した者
　　又は、令和４年３月に中学校を卒業する見込みの者、若しくは令和３年３月に中学校を卒業した
者のうち、東日本大震災津波の被災により、岩手県内から県外に転学した者と岩手県教育委員会が
認めた者
　　ただし、種市高等学校海洋開発科を志願する場合は、令和４年３月に中学校を卒業する見込みの
者、若しくは令和３年３月に中学校を卒業した者
⑵　当該高等学校に合格した場合、学力調査を受け、入学を確約できる者
⑶　当該高等学校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者
⑷　次の応募資格Ａ又は応募資格Ｂに該当する者
　　　　　　スポーツ、文化・芸術、特別活動（生徒会活動等）、その他校内外の活動（ボランティ
ア活動、地域貢献活動等）において顕著な実績を持つ者
　　　　　　将来の職業選択や社会貢献に強い意欲を持っている者

　⑸ 　当該高等学校の示す推薦基準を満たしている者
　　　（推薦入学者選抜を実施する各高等学校の各学科（学系・コース）の推薦基準は、別に定める。）
３　募集定員
　⑴　定員の 10％以内とする。
　ただし、体育科、体育コース、体育学系、スポーツ健康科学学系及び芸術学系については、50％
以内とする。
　また、普通科、普通・理数科及び体育科以外の学科のうち、応募資格Ａ及び応募資格Ｂの両方で
募集する学科は、次のア又はイの割合とする。
ア　動物科学科、植物科学科、食品科学科、人間科学科、環境科学科、生物科学科、食農科学科、
農業科学科、生産技術科及び農芸科学科は 20％以内とする。
イ　上記ア以外の学科は 15％以内とする。
　なお、定員の割合は 5％ごととする。
⑵　県のスポーツ特別強化指定校においては、当該指定競技に係る人数を推薦募集定員の中に入れる
こととする。
⑶　推薦入学者選抜実施校の各学科（学系・コース）の推薦募集定員は、巻末の別表「令和 4年度岩
手県立高等学校入学者選抜実施概要一覧表」のとおりとする。

４　通学区域
　　「岩手県立高等学校の通学区域に関する規則」第 4条⑶（P. 40）により、学区の制限を受けない。
５　出願制限
　⑴ 　出願は、本校又は分校 1校に限るものとする。
　⑵ 　志願先高等学校に二つ以上の学科（学系・コース）がある場合には、第 2、第 3志望まで出願す
ることができる。

応募資格Ａ

応募資格B
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６　出願期間
　⑴　期　　間　令和４年１月 12日（水）～１月 17 日（月）（ただし、休日を除く。）
　⑵　受付時間　午前９時～午後４時
　　　　　　　　ただし、１月 17日（月）は、午前９時～正午とする。（必着）
７　出願手続
　⑴　志願者の手続
　志願者は中学校長が指定する期日までに、中学校長に次の書類を提出する。
ア　推薦入学願書（Ａ票、Ｂ票、受検票）
　Ａ票に岩手県収入証紙（全日制 2,200 円、定時制 950 円）、Ｂ票と受検票に写真を貼付する。
　なお、東日本大震災津波、平成 28 年台風第 10 号若しくは令和元年台風第 19 号により甚大な
被害を受け、又は新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、入学選考料の減免を申
請する者は、岩手県収入証紙を貼付せず入学願書を提出する。
イ　志願理由書（様式推－1）
　　第 2、第 3志望がある場合には、それぞれに作成する。
ウ　入学選考料減免申請に係る書類（P. 38、39、47、48、73～81 参照）
ア　入学選考料減免申請書（様式免－1又は免－5）
イ　必要書類（P. 38、39 参照）

　⑵　中学校長の処理事項
ア　中学校長は、志願者が応募資格並びに当該高等学校の推薦基準を満たしているかどうかを確認
し、被推薦者を決定する。
イ　中学校長は、被推薦者に係る次の書類を作成し、⑴の書類を併せ、出願期間中に当該高等学校
長に提出する。
　※郵送の場合は簡易書留、返信用封筒は不要。
ア　推薦書（様式推－2）
イ　調査書（様式 1）
ウ　健康診断票の写し（原本証明をしたもの。）
　体育科、体育コース、体育学系、スポーツ健康科学学系の志願者については、健康診断票の
写しを添付する。
エ　適性検査実技選択調査票（様式適－1）
　不来方高等学校芸術学系音楽コースの志願者については、「適性検査実技選択調査票」を添
付する。

　⑶　高等学校長の処理事項
ア　出願期間中に受け取った推薦入学願書について「入学願書受取票」（様式 7－1）を各中学校長
あて交付する。
イ　高等学校長は、提出された書類を確認し、出願手続を完了した志願者について、受検票及び当
日の日程を 1月 21 日（金）までに、中学校長に送付する。（必着）

　ただし、異なる適性検査を実施する学科（学系・コース）への出願は二つまでとする。
　学科（学系・コース）により推薦基準が異なる場合には、志願する全ての学科（学系・コース）
の推薦基準を満たさなければならないものとする。

　⑶ 　岩手県立高等学校の連携型入学者選抜及び盛岡市立高等学校の推薦入学者選抜と併願することは
できない。
⑷　一関第一高等学校（全日制課程）の入学決定通知書の交付を受けた者は、推薦入学者選抜に出願
することはできない。
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ウ　入学選考料減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、結果を中学校長を通して申請者
に通知する。
　なお、減免対象とならない場合は岩手県収入証紙を貼付するよう中学校長を通して指示するこ
と。

⑷　県外から種市高等学校海洋開発科への出願手続
ア　志願承認手続
　志願者は、出願手続（上記⑴～⑶）の前に、県外からの志願について承認を受けること。
ア　入学願書等の請求
　本人又は保護者は、返信用封筒（角形 2号）に宛名を明記し切手（要項 1部希望の場合は
250 円切手、要項 2部希望の場合は 390 円切手）を貼付した上で、下記あて直接来室又は封書
により申し込む。

〒 020-8570　岩手県盛岡市内丸 10 番 1 号
　　　　　 　岩手県教育委員会事務局学校教育室　高校教育担当
　　　　　　　　TEL（019）629-6141（直通）　　FAX（019）629-6144
　　　　　　　　URL　http://www2.iwate-ed.jp/sed/

イ　志願者の手続
　本人又は保護者は、「入学志願承認申請書」（様式県外－1）を中学校長に提出する。

ウ　中学校長の処理事項
　中学校長は、志願者の提出した入学志願承認申請書（上記イ）及び「副申書」（様式県外－2）
を志願先高等学校に提出する。
エ　高等学校長の処理事項
　高等学校長は、入学志願承認申請書（上記イ）及び副申書（上記ウ）の事由を審査し、高校
教育課長と協議の上、その可否について速やかに中学校長を通して志願者に通知する。（様式
任意）

イ　志願承認後の手続
　志願が承認された場合、上記⑴～⑶により行う。

⑸　東日本大震災津波による県外からの出願については、県教育委員会事務局学校教育室に問い合わ
せること。（電話　（019）629-6141）

第２　選　　抜
１　検査内容
⑴　調査書、志願理由書及び面接
⑵　高等学校によっては、小論文又は作文、適性検査を実施することができる。
（推薦入学者選抜を実施する各高等学校の各学科（学系・コース）の検査内容は、別に定める。）
※　異なる適性検査を実施する学科（学系・コース）については、志望の順位にかかわらず、その
適性検査を検査内容とする。
　ただし、学科（学系・コース）の募集定員を第 1志望の志願者で満たしている場合には、第 2、
第 3志望の志願者に対し適性検査を実施せず、選抜の対象としない。

２　日程等
⑴　検査期日　　　　令和４年１月 26日（水）
⑵　集合時刻　　　　午前 9時
⑶　検査場　　　　　志願先高等学校（本校又は分校）
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⑷　受検者携行品　　受検票、上履き、その他志願先高等学校から指示されたもの。
　　　　　　　　　　※ 　携帯電話等の通信機能を有する機器（以下「携帯電話等」という。）は検

査場（校地内）に持ち込まないこと。
３　選抜方法
⑴　上記 1の検査の結果により行う。
　　（推薦入学者選抜を実施する各高等学校の各学科（学系・コース）の選抜方法は、別に定める。）
⑵　志願者が多い場合には、調査書及び志願理由書により一次選考を行うことができる。
　県教育委員会は、各教育事務所を通じ、1月 19 日（水）までに推薦入学一次選考の有無を中学
校長に通知する。
　高等学校長は、1月 21 日（金）までに「推薦入学一次選考結果通知書」（様式推－3）を中学校
長に送付する。（必着）
⑶　不正行為や検査場（校地内）への携帯電話等の持ち込みがあった場合には、不合格とする。
４　1月 26 日（水）の検査を受検できない志願者への対応
⑴　志願者のうち、検査期日において、次のア～ウのいずれかに該当する者は検査を欠席することと
する。
ア　新型コロナウイルス感染症の感染者のうち治癒していない者、濃厚接触者のうち健康観察期間
中の者、感染者又は濃厚接触者である疑いがある者
イ　インフルエンザ等により、受検できない者
ウ　その他真にやむを得ない事情により、受検できない者
⑵　欠席の手続
ア　志願者の手続
　　医師の診断書等を当該中学校長に提出する。
イ　中学校長の処理
ア　１月 25 日（火）午後 1時の時点で、上記⑴の者（過年度卒業生を含む）が確認された場合、
中学校名・受検番号・氏名を、午後 3時までに志願先高等学校へ電話連絡する。
イ　１月 26 日（水）検査当日の集合時刻の時点で、新たに上記⑴の者が確認された場合、該当
生徒の中学校名・受検番号・氏名を、午前 10 時までに志願先高等学校へ電話連絡する。
ウ　１月 27 日（木）午後 3時までに、次の書類を志願先高等学校長あて提出する。
　　なお、やむを得ない事情により期限までに提出できない場合は、事前にＦＡＸ等で書類の写
しを志願先高等学校長あて送信した上で、速やかに原本を郵送すること。
・「推薦入学者選抜の検査を受検できない志願者一覧」（様式 8に準ずる）
・医師の診断書等

ウ　高等学校長の処理
ア　提出された「推薦入学者選抜の検査を受検できない志願者一覧」について、「推薦入学者選
抜の検査を受検できない志願者一覧受取票」（様式 7－3に準ずる）を各中学校あて交付する。

イ　「推薦入学者選抜の検査を受検できない志願者一覧」の内容について疑義が生じた場合は 1
月 28 日（金）正午までに中学校長あて照会する。

⑶　選抜方法
　　調査書及び志願理由書に記載された内容を参考にしながら、各高等学校の各学科（学系・コース）
の選抜方法に基づいて行う。

５　合格者の通知・発表
　高等学校長は、2月 2 日（水）までに「選考結果通知書」（様式推－4）及び「合格通知書」（様式
推－ 5①②）を当該中学校長へ送付する。（必着）
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　なお、合格者の発表は、3月 16 日（水）午後 3時、志願先高等学校（本校又は分校）において一
般入学者選抜の合格者発表と併せて受検番号により行う。

６　一般入学者選抜への出願
⑴　推薦入学者選抜の合格者は、一般入学者選抜に出願することはできない。
⑵　推薦入学者選抜で不合格になった者の一般入学者選抜への出願
ア　一般入学者選抜の出願期間中に一般入学願書（Ａ票・Ｃ票には何も記入しないこと。）を作成し、
志願先高等学校長に提出する。その際、推薦入学者選抜の受検票の写しを添付する。
イ　推薦入学者選抜と同じ高等学校を志願する場合、調査書（学科（学系・コース）によっては健
康診断票の写しも含む）は、新たに提出する必要はない。
ただし、不来方高等学校芸術学系音楽コースの適性検査実技選択調査票は新たに提出すること。

７　合格者への対応
⑴　学習成績一覧表（様式 4）の提出
　中学校長は、一般入学者選抜で学習成績一覧表（様式 4）を提出する際（P. 8 参照）に、推薦入
学者選抜合格者も含めて提出する。
⑵　学力調査の実施
ア　高等学校長は、合格者を対象とする学力調査を、３月８日（火）に実施する。
イ　調査教科は５教科（国語、数学、社会、英語、理科）とし、一般入学者選抜学力検査と同じ問
題・時程で実施する。
　　なお、学力調査は、原則として一般入学者選抜学力検査と部屋を別にして実施する。
ウ　高等学校長は、合格者が正当な事由なく学力調査を欠席した場合、高校教育課長と協議の上、
合格を取り消すことがある。
エ　学力調査の結果については、「Ⅱ　一般入学者選抜」「第 2　選抜」「10　学力検査等成績の通知」
（P.15）により行う。ただし、通知する内容は教科別得点及び合計点とする。
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