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平成３０年度 推薦入学合否判定基準 
 

１．選抜基準 

（１）入学志望学科・コースに対する目的意識が明確であり、かつ当該学科・コースへの

興味・関心および適正を有する他、本校教育課程の履修が可能な者。 

 

（２）次のア、イまたはウの要件を満たしている者で中学校長が推薦するもの。 

 ア 「自己表現」 

   (ア)文化活動 

    (イ)スポーツ活動 

    (ウ)社会活動 

    (エ)ボランティア活動 

    (オ)資格取得等の活動 

 イ 「個性表現」 

   (ア)音楽、美術、書道等の芸術分野 

   (イ)文芸、研究等の分野 

   (ウ)舞踊、創作ダンス、手話等の身体的活動を伴う分野 

   (エ)留学等の体験的分野 

 ウ 「学校活性化特別枠」 

   (ア)部活動や生徒会活動等を通して、学校の活性化に資する生徒で、生活態度が良 

     好であること。   

   (イ)中学校３年間の評定平均が２．８以上であること。 

 

２．選抜方法 

  選抜は、推薦入学合否判定基準に基づき、面接の結果および「内申点・観点別学習評

価」「勤怠状況」「諸活動の実績」「特別活動・行動の記録」の各項目を点数化し、合否

を判定する。 

 

３．推薦入学合否判定基準 

推薦入学にあたっては各項目において点数化し、１００点満点になるように資料を作

成して行う。配点は下表の通りとする。 

項目 
内申点・観点別

学習評価 
勤怠状況 諸活動の実績 

特別活動・行動の

記録 

配点 ４５点 １５点 ３０点 １０点 

 

４．各項目の点数化方法 

（１）「内申点・観点別学習評価」（４５点満点） 

① 内申点（３０点満点） 

   ３ヵ年評定平均値を６倍した値で、点数化する。（※ 小数点第１位を四捨五入。） 

  ② 観点別学習評価（１５点満点） 

 「○」の数 １～３２ ３３～６２ ６３以上 

得点 ５点 １０点 １５点 
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（２）「勤怠状況」（１５点満点） 

  ３ヵ年の全欠席の合計（５点）、全欠課の合計（５点）、遅刻の合計（５点）を、 

それぞれ下表の通り点数化する。 

回数 ０ １～５ ６～１０ １１以上 

得点 ５点 ３点 １点 ０点 

 

（３）「諸活動の実績」（３０点満点） 

   ※諸活動の実績配点基準（下記）に基づき点数化する。 

 

（４）「特別活動・行動の記録」（１０点満点） 

   下記の項目ごとに、「○」の数を、下表の通り点数化する。 

   

① 特別活動 

「○」の数 １～３ ４～６ ７以上 

得点 １点 ３点 ５点 

  

  ② 行動の記録 

「○」の数 １～５ ６～１９ ２０以上 

得点 １点 ３点 ５点 

  

（５）「面接」 

  次の観点項目において面接を「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の三段階で評価する。 

① 服装容儀 ② 面接態度 ③ 言葉遣い ④ 志望動機 ⑤ その他 

 

５．諸活動の実績配点基準 

 

 推薦項目 ３０点 ２０点 １０点 

自

己

表

現 

文化活動 県代表、県レベル以上

での表彰。 

地区代表での表彰。生

徒会会長・副会長。 

学校代表での表彰。生

徒会役員。 

スポーツ活動 九州・全国大会出場。 県大会団体ベスト４

以上、個人戦ベスト８

以上。 

地区大会団体準優勝

以上、個人ベスト４以

上。 

社会活動 全県的活動、公的機

関・任意団体からの表

彰。 

市町村での活動、公的

機関・任意団体からの

表彰。 

地域・学校での活動、

活動歴２年以上。 

ボランティア

活動 

全県的活動、公的機

関・任意団体からの表

彰。 

市町村での活動、公的

機関・任意団体からの

表彰。 

地域・学校での活動、

活動歴２年以上。 

資格取得等の

活動 

英検・漢検・数検３級

以上、珠算・書道３段

以上。 

英検・漢検・数検４級

以上、珠算・書道初段

以上。 

英検・漢検・数検５級

以上、珠算・書道３級

以上。 
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個

性

表

現 

音楽、美術、書

道等の芸術分

野 

県代表、県レベル以上

での表彰。 

地区代表での表彰。 学校代表での表彰。 

文芸、研究等の

分野 

県代表、県レベル以上

での表彰。 

地区代表での表彰。 学校代表での表彰。 

舞踊、創作ダン

ス、手話等の身

体的活動を伴

う分野                  

県代表、県レベル以上

での表彰。 

地区代表での表彰。 学校代表での表彰。 

留学等の体験

的分野 
上記と比較検討し、点数化する。 

特

別

枠 

 

上記と比較検討し、点数化する。 

 

６．合否判定方法 

「自己表現」及び「個性表現」 

（１）各科・コースごとの合否判定班で、推薦入学合否判定基準に基づき、判定資料を作

成する。 

  

（２）判定資料における判断基準の合計点を得点順に並べ、「Ａ圏」「Ａ’圏」「Ｂ圏」 

「Ｂ’圏」および「Ｃ圏」を設定し審議する。 

  

 ≪各圏の決め方≫ 

  「Ａ 圏」・・・上位から推薦定員の５０％程度が含まれる範囲 

「Ａ’圏」・・・「Ａ圏」のうち、下記の条件（ア）～（エ）を有する者 

「Ｂ 圏」・・・内申合計が８１（評定平均３．０以上）以上の者で、「Ａ圏」以外の

者が含まれる範囲 

「Ｂ’圏」・・・「Ｂ圏」のうち、下記の条件（ア）～（エ）を有する者 

「Ｃ 圏」・・・「Ａ圏」「Ａ’圏」「Ｂ圏」および「Ｂ’圏」以外の者 

 

条件 

（ア）３ヵ年において正当な理由がなく、「欠席＝６日以上」「欠課＝６時間以上」 

「遅刻＝６回以上」のいずれかが該当する者。 

（イ）内申に評定「１」がある者。 

（ウ）行動の記録が悪い者・・・○の数が０個の者。 

（エ）面接の評価が「Ｃ」の者。 

 

（３）合否決定は「Ａ圏」から順次審議し、定員に達し次第終了する。 
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「学校活性化特別枠」 

（１）各科・コースごとの合否判定班で、推薦入学合否判定基準に基づき、判定資料を作

成する。 

  

（２）判定資料における判断基準の合計点を得点順に並べ、以下の条件に該当する生徒は 

   審議し定員に達し次第終了する。 

 

条件 

（ア）３ヵ年において正当な理由がなく、「欠席＝６日以上」「欠課＝６時間以上」 

「遅刻＝６回以上」のいずれかが該当する者。 

（イ）内申に評定「１」がある者。 

（ウ）行動の記録が悪い者・・・○の数が０個の者。 

（エ）面接の評価が「Ｃ」の者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 一般・２次入学合否判定基準 
 

１．選抜基準 

入学志望学科・コースに対する目的意識が明確であり、興味・関心および適正を有す

る他、本校教育課程の履修が可能な者。 

２．選抜方法 

  選抜は、県立学校入学者選抜実施要項に基づき、本校の一般入学合否判定基準を下記

のように定め、合否を判定する。 

（１）中学校校長から提出された「調査書」と「学力検査得点」および「面接」の結果を

もとに総合的に判断する。 

（２）調査書は「内申点」の他に、「観点別学習評価」「特別活動」「行動の記録」、各学年

の「所見」等を判断材料にする。 

（３）面接は「学力検査時の態度」も含め、次の観点項目において面接を「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」

の三段階で評価する。 

① 服装容儀 ② 面接態度 ③ 言葉遣い ④ 志望動機 ⑤ その他 

 

３．一般入学合否判定基準 

縦軸に「内申点」、横軸に「学力検査得点」を表記し、「Ａ圏」、「Ｂ圏」および 

「Ｃ圏」を定め、相関表を作成し判断材料とする。 
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 内申点    
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             k’σｘ     ｋσｘ     

 

   Ａ 圏 

Ｍ 

   

                  Ｂ圏 

                  (110%) 

      Ｃ 圏 

 

ｋσｙ 

     (80%) 

ｋ’σｙ 

  ０                           ｍｘ          300 

                                  （学力検査点） 

ｍｘ：学力検査点の平均点      ｍｙ：内申点の平均点   

σｘ：学力検査点の標準偏差値    σｙ：内申点の標準偏差値   ｋ、ｋ’：定数 

 

 

＊標準偏差値の例：学力点の個々の点をｘ１，ｘ２，・・・・ｘｎとすると、 

（学力検査点の標準偏差値）＝
ｘ１－ｍｘ ２＋ ｘ２－ｍｘ ２＋・・・＋ ｘｎ－ｍｘ ２

ｎ  

４．合否判定方法 

（１）各科・コースごとの合否判定班で、一般入学合否判定基準に基づき、判定資料を作

成する。 

  

（２）相関表における「内申点」「学力検査得点」のそれぞれについて得点の高い順に並 

べ、「Ａ圏」「Ａ’圏」「Ｂ圏」「Ｂ’圏」および「Ｃ圏」を設定し、合否の判定材料

とする。 

  ≪各圏の決め方≫ 

 「Ａ 圏」・・・第一志望の者について、「内申点」「学力検査点」に基づいて募集人員

（推薦合格人数を除く）の８０％程度の人数が含まれる範囲。 

  「Ａ’圏」・・・「Ａ圏」のうち、下記の条件（ア）～（エ）を有する者 

「Ｂ 圏」・・・「内申点」「学力検査点」に基づいて募集人員（推薦合格人数を除く）

の１１０％程度の人数が含まれ、かつ、「Ａ圏」「Ａ’圏」を除いた

範囲。但し、第二志望の者は、Ｂ圏として扱う。 

「Ｂ’圏」・・・「Ｂ圏」のうち、下記の条件（ア）～（エ）を有する者。 

 「Ｃ 圏」・・・「Ａ圏」「Ａ’圏」「Ｂ圏」および「Ｂ’圏」以外の者。 

 

学力検査得点：６０点×５科目＝３００点 

内申点：（国・社・数・理・英）×５段階評価×３年間＋（音・美・保体・技家）×５段階評価×係数 1.5×３年間＝165点 
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条件 

（ア）３ヵ年において正当な理由がなく、「欠席＝６日以上」「欠課＝６時間以上」 

「遅刻＝６回以上」のいずれかが該当する者。 

（イ）内申に評定「１」がある者。 

（ウ）行動の記録が悪い者・・・○の数が０個の者。 

（エ）面接の評価が「Ｃ」の者。 

     

（３）「観点別学習評価」、「特別活動」、および「行動の記録」、各学年の「所見」および「面

接」をもって、合否の判定材料とする。 

  

（４）合否決定は、上記（２）、（３）を総合的に判断し、「Ａ圏」から順次審議し定員に達

し次第終了する。 

 

 

 

 

 


