
1 

 

長崎県立佐世保中央高等学校    単位制による定時制課程     夜 間 部  

平成３０年度 募 集 要 項  

 

 入学志願者募集及び入学者の選抜は、「平成３０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、下記の要領で実施します。 

 

１ 募集定員 

 ○一般推薦・・・普通科（夜間コース）       ８名 

         普通科（エンカレッジコース）   ８名 

   商業科（エンカレッジコース）   ８名 

 ○前期日程・・・普通科（夜間コース）      ２８名（推薦内定者を含む） 

         普通科（エンカレッジコース）  ２８名（推薦内定者を含む） 

   商業科（エンカレッジコース）  ２８名（推薦内定者を含む） 

 ○後期日程・・・普通科（夜間コース）      ４０名から前期合格者を除いた人数 

         普通科（エンカレッジコース）  ４０名から前期合格者を除いた人数 

   商業科（エンカレッジコース）  ４０名から前期合格者を除いた人数 

 

２ 応募資格 

 次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 （１）中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は平成３０年３月に卒業する見込みの者 

 （２）中等教育学校前期課程を修了した者、又は平成３０年３月に修了する見込みの者 

 （３）外国において、学校教育における９年の課程を修了した者、又は平成３０年３月に修了する見

込みの者 

 （４）文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該

課程を修了した者、又は平成３０年３月に修了する見込みの者 

 （５）文部科学大臣の指定した者（昭和２３年文部省告示第５８号） 

 （６）就学義務を猶予又は免除された者で、文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認定された者 

 （７）その他、高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

３ 通学区域 

 県全域とする。 

 

４ 障害のある受検生への配慮措置の申請について 

 障害のある理由で通常の方法による受検が困難と認められる場合、中学校長は入学願書受付期間よ

り前、または入学願書受付期間に本校校長に対し、受検上必要と考えられる配慮措置について申請を行

う。申請は、当該受検者の志願の予定が明らかとなった時点からできるだけ速やかに行なうこと。 

 

５ 推薦入学者選抜（一般推薦入学） 

［１］志願資格 

  下記の（１）～（３）に示す要件のすべてを満たし、中学校長の推薦を得た者とする。ただし、夜

間コースにおいては、これに加え、（４）で本校夜間部が独自に定める要件アまたはイに該当する

者とする。なお、県外からの志願者は一般推薦入学の対象から除く。 

 （１）当該年度の中学校卒業見込みの者 

 （２）中学校における学習活動が良好で、行動や生活態度が意欲的である者 
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 （３）本校夜間部を志願する明確な目的意識を有する者又は夜間部の当該学科に対する適性・興味・

関心を有する者 

 （４）規範意識に富み、次のアまたはイのいずれかに該当する者 

ア 本校定時制夜間部での学業に対して明確な目的を有する者 

   イ 働きながら学ぶ強い意欲を持つ者 

［２］志願の手続き 

 （１）出願期間 平成３０年１月１８日（木）～１月２４日（水）正午必着 

         （受付時間は平日午前９時から午後４時まで。ただし、最終日は正午までとする。

土曜日、日曜日は受け付けない。） 

 （２）出 願 先 〒857-0017  佐世保市梅田町10番14号 

          長崎県立佐世保中央高等学校事務室 夜間部 

 （３）注意事項 

   ① 推薦入学志願は、１校１課程１学科に限るものとする。 

   ② 志願に係る各様式について、その用紙は県教育委員会のホームページから取得すること。 

   ③ 推薦入学志願者は、所定の必要書類（一般推薦入学願書、一般推薦入学誓約書、写真票）に

選抜手数料（現金９５０円）を添えて、中学校長を通じて提出すること。 

   ④ 中学校長は、志願者から提出される上記書類と選抜手数料に次の書類を添えて、本校校長に

提出する。なお、いったん受理した一般推薦入学願書等は、理由のいかんを問わず返還しない。

また、一般推薦入学願書提出後の志願先の変更は認めない。 

     ａ．一般推薦入学推薦書・・・推薦理由は、本要項の４［１］志願資格に即して、具体的に 

記入する。 

     ｂ．調査書・・・・・第３学年の第２学期末現在（２学期制をとる中学校においては、平成

２９年１２月末日現在）で作成する。 

     ｃ．志願者名簿・・・男女別で作成する。 

     ｄ．送り状 

     ｅ．成績一覧表・・・提出期間は２月１５日（木）から２月２０日（火）正午までとする。 

   ⑤ 入学願書等を郵送する場合は、必ず速達・書留とし、選抜手数料（郵便小為替９５０円）と

受検票送付のための返信用郵送料６７２円（定形、速達、簡易書留）分の切手を同封すること。 

［３］選抜の方法及び日程 

 （１）検査日時  平成３０年２月６日（火） 午後１時３０分 集合・出欠確認 

                       午後２時    面接開始 

 （２）検査会場  長崎県立佐世保中央高等学校 

 （３）検査方法  個人面接 

 

６ 一般入学者選抜 ＜前期日程＞ 

［１］志願の手続き 

 （１）出願期間  平成３０年２月１５日（木）～２月２０日（火）正午必着 

         （受付時間は平日午前９時から午後４時まで。ただし、最終日は正午までとする。

土曜日、日曜日は受け付けない。） 

 （２）出 願 先 〒857-0017  佐世保市梅田町10番14号 

          長崎県立佐世保中央高等学校事務室 夜間部 

 （３）志願変更期間  平成２９年２月２２日（木）～２月２７日（火）正午必着 

         （受付時間は平日午前９時から午後４時まで。ただし、最終日は正午までとする。

土曜日、日曜日は受け付けない。） 

 （４）注意事項 

   ① 入学志願は、１校に限るものとする。 

   ② ２校以上の高等学校に志願をしているときは、高等学校長はその受検を停止させ、また、入
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学許可後においても入学を取り消すことができる。 

   ③ 志願に係る各様式について、その用紙は県教育委員会のホームページから取得すること。 

   ④ 入学志願者は、所定の必要書類（入学願書、写真票）に選抜手数料（現金９５０円）を添え、

中学校長を通じて提出すること。入学願書の記入においては、下記の事項に留意する。 

     ａ．「志願校」欄は、「佐世保中央（高等学校）夜間（制）」と記入する。 

     ｂ．「志望学科・コース」欄は、「普通科」または「商業科」、および「エンカレッジ」

「夜間」を志望順に記入する。ただし、第２志望および第３志望がない場合は、第２志望

および第３志望は斜線とする。 

     ｃ．旧年度卒業生は、「中学校卒業後」欄に、他の高校へ入学した年月・退学した年月・現

在の状況等を記入する。 

   ⑤ 志願者が満２０歳以上の者（平成１０年４月１日までに生まれた者）で、「作文による受検

願い」を提出した者は、学力検査に代えて作文で受検することができる。 

   ⑥ 中学校長は、志願者から提出された入学願書、写真票と選抜手数料に、下記に示す書類を添

えて、本校校長に提出する。なお、提出する入学願書、調査書等は男女別・学科別にまとめる

こととする。 

     ａ．志願者名簿・・・男女別に作成する。 

     ｂ．調査書・・・平成３０年１月末日現在で作成する。 

     ｃ．成績一覧表 

     ｄ．送り状 

   ⑦ 入学願書等を郵送する場合は、必ず速達・書留とし、選抜手数料（郵便小為替９５０円）と

受検票送付のための返信用郵送料６７２円（定形、速達、簡易書留）分の切手を同封すること。 

［２］選抜の方法及び日程 

 （１）検査日時  平成３０年３月７日（水）・８日(木) 

３月７日（水） ３月８日（木） 

時  間 日   程 時  間 日   程 

9:00 集合、点検、注意事項伝達 9:00 集合、点検、注意事項伝達 

9:20 入室、座席決定、受検票点検  9:20 入室、座席決定、受検票点検 

9:30 諸注意、問題配布  9:30 諸注意、問題配布 

9:40～10:30 国語の検査  9:40～10:30 社会の検査 

10:30 休憩 10:30 休憩 

10:50 
入室、諸注意、問題配布、

音声調整 
10:50 入室、諸注意、問題配布 

11:00～11:50 
英語の検査 

(11:00～11:10聞き取りテスト) 
11:00～11:50 数学の検査 

11:50 休憩（昼食） 

面   接 

 
12:45 入室、諸注意、問題配布 

12:55～13:45 理科の検査 
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 （２）検査会場  長崎県立佐世保中央高等学校 

 （３）検査方法  学力検査 及び 集団面接 

 （４）受検者に対する注意事項 

   ① 受検者に対する注意事項は、３月６日（火）午後１時～午後５時に佐世保中央高等学校正面

玄関に掲示するので、必ず見ておくこと。 

   ② 遅刻すると受検できないことがあるので、早めに登校すること。もし、遅刻した場合は本校

事務室に申し出ること。 

   ③ 英語の聞き取りテスト実施中は、原則として遅刻者は入室できないので留意すること。 

   ④ 各検査場には必ず受検票を持参すること。 

   ⑤ 当日持参するもの 

     受検票、上履き、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、昼食。 

   ⑥ 検査場に持参できないもの 

     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、下敷き、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。 

   ⑦ 検査時間は、各教科とも５０分（英語は聞き取りテスト１０分を含む）である。特別な場合

を除いては、時間終了まで退出できないので注意すること。      

［３］合格者発表 

   ３月１５日（木） 午前９時３０分  本校正面玄関 

             合格者は、検査終了時に配付した書類を玄関ロビーの受付に提出してく 

ださい。受付時間は、午前９時３０分から午前１０時００分の間です。 

 

 

７ 一般入学者選抜 ＜後期日程＞ 

［１］志願の手続き 

 （１）出願期間  平成３０年３月１３日（火）～３月２２日（木）午後４時 

         （受付時間は平日午前９時から午後４時まで。最終日も同じとする。 

          土曜日、日曜日、祝祭日は受け付けない。） 

 （２）出 願 先 〒857-0017  佐世保市梅田町10番14号 

          長崎県立佐世保中央高等学校事務室 夜間部 

 （３）注意事項 

   ① 入学志願は、１校に限るものとする。なお、公立高等学校の合格者となった者は志願できな

い。また、全日制課程、単位制による定時制課程昼間部及び定時制課程（単位制による定時制

課程夜間部を含む）前期日程を受検した者は、その合格発表以前には志願できない。 

   ② ２校以上の高等学校に志願をしているときは、高等学校長はその受検を停止させ、また、入

学許可後においても入学を取り消すことができる。 

   ③ 志願に係る各様式について、その用紙は県教育委員会のホームページから取得すること。 

   ④ 入学志願者は、所定の必要書類（入学願書、写真票）に選抜手数料（現金９５０円）を添え、

中学校長を通じて提出すること。入学願書の記入においては、下記の事項に留意する。 

     なお、全日制課程または定時制課程の選抜手数料をすでに納付している者については、選抜

手数料は必要としない。この場合は、必ず前志願先高等学校の受検票を添付すること。 

     ａ．「志願校」欄は、「佐世保中央（高等学校）夜間（制）」と記入する。 

     ｂ．「志望学科・コース」欄は、「普通科」または「商業科」、および「エンカレッジ」

「夜間」を志望順に記入する。ただし、第２志望および第３志望がない場合は第２志望お

よび第３志望は斜線とする。      

     ｄ．旧年度卒業生は、「中学校卒業後」欄に、他の高校へ進学した年月・退学した年月・現

在の状況等を記入する。 
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   ⑤ 中学校長は、志願者から提出された入学願書、写真票と選抜手数料に、下記に示す書類を添

えて、本校校長に提出する。なお、提出する入学願書、調査書等は男女別・学科別にまとめる

こととする。 

     ａ．調査書・・・・・「既受検校名」欄は、公立高等学校を受検した場合（志願のみで受検

しなかった場合も含む）、その受検校名を記入し、その他の場合は

斜線とする。なお、当該欄を除き、調査書の記載内容は平成３０年

１月末日現在でよい。 

     ｂ．成績一覧表 

     ｃ．志願者名簿・・・男女別に作成する。 

     ｄ．送り状 

   ⑥ 入学願書等を郵送する場合は、必ず速達・書留とし、選抜手数料（郵便小為替９５０円）と

受検票送付のための返信用郵送料６７２円（定形、速達、簡易書留）分の切手を同封すること。 

［２］選抜の方法及び日程 

 （１）検査日時  平成３０年３月２６日（月） 

9:00～9:30 9:40～10:40 11:10～ 

集合・点検・諸注意 作文 個人面接 

 （２）検査会場  長崎県立佐世保中央高等学校 

 （３）検査方法  検査は、作文及び個人面接 

 （４）受検者に対する注意事項 

   ① 受検者に対する注意事項は、３月２３日（金）午後１時～午後５時に佐世保中央高等学校正

面玄関に掲示するので、必ず見ておくこと。 

   ② 当日持参するもの 

    受検票、上履き、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、昼

食。 

   ③ 検査場に持参できないもの 

    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、下敷き、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。 

   ④ 遅刻すると受検できないことがあるので、早めに登校すること。もし、遅刻した場合は本校

事務室に申し出ること。 

［３］合格者発表 

   平成３０年３月２８日（水） 午前９時３０分  本校正面玄関 

             合格者は、検査終了時に配付した書類を玄関ロビーの受付に提出してく 

ださい。受付時間は、午前９時３０分から午前１０時００分の間です。 

 

 

８ 合格者登校 

   合格者説明会  平成３０年３月２９日（木）  午後１時～午後４時まで（保護者同伴） 

 

 


