
 

 

 

 

 
 

 

 

 

令和４年度長崎県立口加高等学校の入学志願者募集及び入学者の選抜は、 

「令和４年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領」の定めるところにより実施する。 

 

 

●本校の学科とコース 

普 通 科 福 祉 科 

普通コース グローカルコース ３年間を通して福祉

の専門科目を中心に

履修する。 
２年次から文系・理系・生活創造コースに

分かれる。 

２年次からグローカル文系・グローカ

ル理系に分かれる。 

 

●募集定員 

 全体定員 
前期 

選抜 

 後期選抜 
※全体定員から、 

  前期合格者数を 

減じた数 

B 文化・スポーツ 

特別選抜 

普通科 普通コース ５４名 １３名 ６名以内 
※科・コースの 

  定員に含まれる 

４１名 

普通科 グローカルコース ４０名   ８名 ３２名 

福祉科 ２６名 １３名 １３名 

※募集定員には、県外受入定員（６名以内）を含む。 

 

●本校が定める育成したい生徒像・求める生徒像 

学科・コース 育成したい生徒像 求める生徒像 

普通科 

普通コース 

・大学、専門学校、公務員、一般就職等に対応できる基礎学力 

を有する生徒 

・他人に頼りにされ、自らの言動で他人を喜ばせることができ 

る生徒 

・将来、自分の強みを生かして人や社会の役に立てる生徒 

口加で長所を伸ば

し、自分の夢や目

標の実現を目指す

意欲ある生徒 

普通科 

グローカル 

コース 

・主体的に学び、国公立大学等に合格する学力を有する生徒 

・他人に頼りにされ、自らの言動で他人を喜ばせることができ 

る生徒 

・将来、自分の強みを生かして人や社会の役に立てる生徒 

口加で長所を伸ば

し、４年制大学へ

の進学を目指す意

欲ある生徒 

福祉科 ・福祉に関する専門的な知識、技術、技能を有する生徒 

・他人に頼りにされ、自らの言動で他人を喜ばせることができ 

る生徒 

・将来、自分の強みを生かして人や社会の役に立てる生徒 

口加で長所を伸ば

し、介護福祉士の

国家資格の取得を

目指す意欲ある生

徒 
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１：前期選抜  

（１）選抜に係る日程 

入学願書受付 
令和４年１月１3 日（木）～１月 19 日（水） 必着 

９時から１６時（最終日は１５時）までとする。 

検査 令和４年２月２日（水）、３日（木） 

合格者の発表 
令和４年２月９日（水）１６時に受検番号を本校に掲示する。併せて、 

１６時２０分以降、専用Ｗｅb サイトへの掲載を行う。 

 

（２）選抜区分ごとの志願の手続及び検査内容と日程等 

 A 特色選抜 B 文化・スポーツ特別選抜 

志
願
の
手
続
き 

●第１志望のみ志願できる。（普通科普通コー

ス又は普通科グローカルコース又は福祉

科） 

●「前期選抜 A 特色選抜入学願書」、「写真票」

を作成し、選抜手数料（2,200 円）を添え

て、中学校長を通じて出願する。 

●願書等の様式は、長崎県教育委員会の高校

教育課ホームページから取得可能。 

●受付場所は本校事務窓口。郵送の場合は必

ず簡易書留とし、選抜手数料（現金又は郵便

小為替）のほかに返信用封筒（長形３号にあ

て先を明記し、簡易書留料を含む４０４円

分の切手を貼付）を添えること。 

【適用分野・部活動】  

陸上競技 等 

●第３志望まで志願できる。（普通科

普通コース・普通科グローカルコ

ース・福祉科） 

●「前期選抜 B 文化・スポーツ特別

選抜入学願書」、「志願理由書」、

「写真票」を作成し、「選抜手数料

（2,200 円）」を添えて、中学校

長を通じて出願する。 

●願書等の様式は、長崎県教育委員

会の高校教育課ホームページから

取得可能。なお、「添付書類」につ

いて有に○印をつけた者は、必ず

A４判サイズで添付すること。 

●受付場所は本校事務窓口。郵送の

場合は必ず簡易書留とし、選抜手

数料（現金又は郵便小為替）のほ

かに返信用封筒（長形３号）にあ

て先を明記し、簡易書留料を含む

４０４円分の切手を貼付）を添え

ること。 

検
査
内
容 

●基礎学力検査（国数英あわせて６０分）及び

プレゼンテーションを実施する。 

 

【プレゼンテーションについて】 

個別に実施する。３分以内のプレゼンテーシ

ョンの後、４分程度の質疑応答を行う。なお、

グローカルコース志願者は、質疑応答の一部

を英語で実施する。 

プレゼンテーションは口頭で行うものとし、

各種ソフトや物品を持ち込むことはできな

い。内容は、以下の３点を盛り込んだ自己 PR

とする。 

１．中学時代に最も努力したこと 

２．高校での目標やチャレンジしたいこと 

３．将来の夢 

●基礎学力検査 （国数英あわせて 

６０分）及び面接を実施する。 

 

【面接について】 

個別に実施する。時間は１０分程度

とする。 
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１
日
目 場所 口加高校 

時刻 9：00 集合完了 
※詳細は中学校長を通じて連絡する。 

時間 9：40～10：40 基礎学力検査終了後 

内容 基礎学力検査 
B 文化・スポーツ志願者：面接 

（A 特色選抜志願者は帰宅） 

２
日
目 

時間 9：20～午前中 

内容 A 特色選抜志願者：プレゼンテーション 

 

基礎学力検査の配点及び各検査項目の比重 

全学科・コース 

共通 

基礎学力検査 

国数英あわせて 

１２０点（６０分） 

A 特色選抜 

調査書６：基礎学力検査２：プレゼンテーション２ 

B 文化・スポーツ特別選抜 

調査書７：基礎学力検査２：面接１ 

 

 

２：後期選抜  

（１）選抜に係る日程 

入学願書受付 
令和４年２月１７日（木）～２月２４日（木） 必着 

９時から１６時（最終日は１５時）までとする。 

検査 令和４年３月８日（火）・３月９日（水） ※面接も含む 

合格者の発表 
令和４年３月１６日（水）９時３０分受検番号を本校に掲示する。併せ

て、9 時 50 分以降、専用Ｗｅb サイトへの掲載を行う。 

 

（２）志願の手続 

第３志望まで志願できる。（普通科普通コース・普通科グローカルコース・福祉科） 

 「後期選抜 入学願書」、「写真票」を作成し、「選抜手数料（2,200 円）」を添えて、中学 

校長を通じて出願する。願書等の様式は、長崎県教育委員会の高校教育課ホームページか 

ら取得可能。受付場所は本校事務窓口。郵送の場合は必ず簡易書留とし、選抜手数料（現 

金又は郵便小為替）のほかに返信用封筒（長形３号にあて先を明記し、簡易書留料を含む 

４０４円分の切手を貼付）を添えること。 

 

（３）検査内容と日程等 

下記の２日間の日程で実施する。 

検 査 教 科 及 び 日 程 注 意 事 項 

８ 

日 

(火) 

体育館への集合・整列放送 

8:50 

集合完了 9:00 

国語   9:40～10:30 

英語  11:00～11:50 
(11:00～11:10 聞き取りテスト) 

理科  12:55～13:45 

＜持参するもの＞ 
受検票、鉛筆（シャープペンシルも可、色鉛筆は不

可）、消しゴム、鉛筆けずり、三角定規一組（分度器など

のついていないもの、直定規は不可）、コンパス。 

また、両日とも、上履き・昼食が必要である。 

＜備 考＞ 

※ 下敷きの使用は認めない。 

※ 商標以外の文字のある鉛筆や計算機つき時計、辞書機

能をもつ機器等、検査の公平をそこなうおそれのある品

物や携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末などの通

信機器等の持参は認めない。 

※ 面接の待ち時間がある。学習道具を持参してよい。 

９ 

日 

(水) 

体育館への集合・整列放送 

8:50 

集合完了 9:00 

社会   9:40～10:30 

数学  11:00～11:50 

面接  12:50～ 

 

 
-2- 



学力検査の配点及び各検査項目の比重 調査書等 学力検査 面接 

普通科  

普通コース 

傾斜配点を 

用いない。 

各教科 100 点の 

500 点満点 
２ ７ １ 

普通科 

グローカルコース 

傾斜配点を 

用いる。 

国語・数学・英語のそれぞれ

を 1.5 倍し 650 点満点 
２ ７ １ 

福祉科 
傾斜配点を 

用いない。 

各教科 100 点の 

500 点満点 
３ ５ ２ 

 

（４）検査会場の下見 

３月７日（月）１４時から１５時３０分までとする。校舎内に入ることはできない。受検 

者への注意事項を体育館前に掲示するので、確認しておくこと。注意事項は、下見の時刻 

以降、本校のホームページにも掲載する。 
 

３：追検査  ※インフルエンザ等の理由で後期選抜における学力検査を受検できな  

かった場合  

（１）選抜に係る日程 

追検査受検願提出 令和４年３月 ９日（水）１０時まで 

証明書類提出 令和４年３月１４日（月）１２時まで 

追検査 令和４年３月１６日（水）※小論文および面接 

合格者発表 
令和４年３月２２日（火）９時３０分 

受検番号のみを本校に掲示する。 

 

（２）検査内容と日程等 

場所 口加高校 

時刻 12：20 集合完了・諸注意 
※詳細は中学校長を通じて連絡する。 

時間 13：00～14：00 小論文終了後 

内容 小論文 面接 

 

４：合格者登校（オリエンテーション）  

 

日時 令和４年３月２２日（火）１３時～ 

集合場所 本校 体育館 

内容等 入学についての諸注意や、物品の注文、支払い、制服採寸等を行う。 

注意事項等 

① 保護者同伴 

② 持参物（下記は、前年度入学生の金額） 

ａ体育館内での上履き 

ｂ書類記入のためのペン類 

ｃ購入物品の代金 25,000 円程度（シューズ類、教材費等） 

 ※制服、体育服は採寸のみ実施し、支払いは４月の予定 

 

長崎県立口加高等学校  
 

〒859-2502 長崎県南島原市口之津町甲 3272 番地 

電 話  0957-86-2180（事務室） 76-1206（職員室） 

ＦＡＸ  0957-86-2307  

ＵＲＬ http://www.news.ed.jp/kouka-h/ 

口加高校ｽｸｰﾙﾏｽｺｯﾄ 

「ロカロちゃん」 

-3- 


