
- 1 -

令和５年度 島根県立隠岐水産高等学校

生 徒 募 集 要 項
【推薦選抜・一般選抜・第２次募集選抜】

〈求める生徒像〉

〇明確な目標を持って努力する生徒。

〇協調性があり、他人を思いやる心優しい生徒。

〇規則を尊重し、我慢強く責任感のある生徒。

Ⅰ 募集要項

１．はじめに

本校の入学者選抜は、島根県教育委員会の定める「令和５年度島根県公立高等学校入学者選

抜実施要綱」（以下｢選抜要綱」）に基づいて行います。本要項に記載していない事項もすべて

「選抜要綱」によるものとします。｢選抜要綱｣は中学校等を通じて取り寄せてください。また、

島根県教育委員会のホームページからダウンロードもできます。内容でご不明な点については、

所属中学校等または既卒中学校等を通じてお問い合わせください。

２．応募資格

次の（１）から（３）のいずれかに該当する者

（１）中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校

の前期課程を修了した者

（２）令和５年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業する見込

みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

（３）学校教育法施行規則第９５条の規定に該当する者

なお、各選抜の出願資格についてはそれぞれの選抜ページを参照すること。

３．募集学科及び定員

課程 学科 入学定員 備 考

海洋システム科 ４０
２年次より 海洋テクノコース（在籍生徒の５０％程度）

全日制
コース制 エンジニアコース（在籍生徒の５０％程度）

海 洋 生 産 科 ４０
２年次より 食品生産コース （在籍生徒の７５％程度）

コース制 資源生産コース （在籍生徒の２５％程度）

※海洋システム科においては、船員法の健康検査合格標準表に該当する場合は、船舶に乗船で

きないことがあります。詳しくは、学校へお問い合わせください。

４．身元引受人による県外受検生の入学定員内における合格者数の上限

設定する学科 海洋システム科 海洋生産科

設定割合 海洋システム科３０％ 海洋生産科３０％

（入学定員に対する％）
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５．新型コロナウイルス感染症対応に関わる方針について

今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、方針等を変更する場合があります。

学校会場以外を受検会場とすることなどが生じた場合には、中学校等を通じて志願者に連絡す

るとともに、学校ホームページでも周知します。
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Ⅱ 推薦入学者選抜（推薦選抜）

１．推薦選抜において重視する点

〇高校進学にふさわしい知識と教養が備わっていること。

〇中学校における生活状況。

〇志望動機、目的意識が明確であること。

２．募集人員

海洋システム科・海洋生産科ともに入学定員の２０％程度

３．出願資格

令和５年３月に中学校又はこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業見込み又は中等教育

学校前期課程を修了見込みの者で、本校の「求める生徒像」に該当し、かつ次の（ア）から（エ）

の条件を備え、当該中学校等の校長が推薦する者を対象とする。

（ア）当該学科を志望する動機や理由が明確で適切であること。

（イ）当該学科に適性、興味及び関心を有すること。

（ウ）人物が優秀で、学習成績が優れていること。

（エ）合格した場合、入学の意思が確実であること。

※出願資格の詳細については、中学校等の担任もしくは進路担当の先生から本校教頭までお問

い合わせください。

４．出願手続き

出願期間：令和５年１月１１日（水）から１月１６日（月）１２時までとする。

持込の場合 １月１１日（水）、１月１２日（木）、１月１３日（金）は９時から１７時まで。

１月１６日（月）は９時から１２時まで。

郵送の場合 １月１６日（月）１２時以降に届いたものについては、１月１３日（金）までの

消印があるものに限り受け付ける。

５．提出書類

ア 入学願書 本校指定の用紙の所定欄に次のものをはり付ける。
①志願者顔写真（４ cm×３ cm）：６か月以内に撮影したもの。
無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。
原則として制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

②受検料２，２００円分の島根県収入証紙。消印をしてはならない。
イ 調査票 本校指定の様式（本校ホームページからダウンロード可能・本人直筆）
ウ 校長推薦書 本校指定の様式（本校ホームページからダウンロード可能）
エ 個人調査報告書 「選抜要綱」様式第２号
オ 学習成績・特別活 「選抜要綱」様式第３号

動の記録等概要表
カ 公立高等学校入学 「選抜要綱」様式第１５号（推薦選抜用）

者選抜出願者名簿
キ 電子データ 上記｢ｴ｣および｢ｶ｣の電子データ（暗号化され、CD-Rに保存したもの）

（県外中学校等から出願する場合は不要）
ク 島根県公立高等学 「選抜要綱」様式第８号

校入学志願者承認 該当する書類を添付すること。 ※「選抜要綱」Ｐ１４参照
願 （保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合に必要）

※１ 「選抜要綱」Ｐ１３～１５に詳細が載っているので、それに基づいて行うこと。
※２ 出願に必要な書類ア、イ、ウは本校に請求する。
※３ 必ず中学校等の校長を経由して提出すること。
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６．選抜方法及び日時

選抜方法は、面接・作文及び提出された資料により総合的に判断して選抜する。

１月１９日 受 付 諸注意・入場 作 文 面 接

（木） 08:10～ 08:30 08:30～ 08:45 08:50～ 09:40 09:55～
※受検者は、筆記用具 上履き類を携行すること。受検票は当日の受付で交付する。

７．検査場

島根県立隠岐水産高等学校

８．面接及び作文における評価の観点

【面接】

〇目 的 意 識：本校進学に対して目的意識や学習意欲を持っているか。

〇人 間 性：志望学科にあった資質・適性を備えているか。

〇知識・能力：中学３年生にふさわしい知識・教養を身につけているか。

〇態度・服装：態度や動作、頭髪、服装などがきちんとしているか。

〇表 現 力：正しい言葉づかいができ、自分の意見をもって明確に表現できるか。

【作文】

〇表記・表現力：正しい文字づかいで、適切な表現ができているか。

〇構成・内容：出題の意図をふまえた上で、論理的に自分の考えを述べているか。

〇印象・個性：個性や発想、能力の点で見るべきところがあるか。

９．推薦選抜の合格内定通知

本校学校長から出身中学校等の校長へ合格内定状況一覧表（「選抜要綱」様式第 4号）によ
り通知する。また、合格内定をした志願者へは、本校学校長から出身中学校等の校長を通じ

て本人に合格内定通知書（「選抜要綱」様式第５号）により通知する。なお、以上の通知は令

和５年１月２６日（木）１０時以降に行う。郵送の場合は、当日中に投函することとする。

また、合格発表は一般選抜合格者とともに、令和５年３月１６日（木）１０時とする。

10．新型コロナウイルス感染症対応に関わる方針について
（１）今後の感染症の拡大状況から判断して、学校会場とは別に、松江会場を設定すること

がある。詳細については、手続き方法等も含めホームページ等で周知する。

（２）推薦選抜等実施日に、新型コロナウイルス感染症罹患等で受検できない受検生がいた

場合は、別の実施日として令和５年１月２５日（水）を設定する。

11．その他
〇いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。

〇推薦選抜による合格内定者は、公立高等学校に改めて出願することはできない。

〇合格内定とならなかった場合は、改めて本校を含め、島根県公立高等学校に出願すること

ができる。その場合、本校から交付された学力検査料納付済証明書を一般選抜または第２

次募集の入学願書裏面の所定欄にはり、入学検定料８００円のみを納付する。
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Ⅲ 一般入学者選抜（一般選抜）

１．一般選抜において重視する点

〇高校進学にふさわしい知識と教養が備わっていること。

〇中学校における生活状況。

２．募集定員

入学定員から推薦選抜の合格内定者数を除いた数を一般選抜の募集定員とする。

３．出願資格

Ⅰの２に定める応募資格をもつ者。

４．出願手続き

出願期間：令和５年１月３０日（月）から２月２日（木）１２時までとする。

持込の場合 １月３０日（月）、１月３１日（火）、２月１日（水）は９時から１７時まで。

２月２日（木）は９時から１２時まで。

郵送の場合 ２月２日（木）１２時以降に届いたものについては、２月１日（水）までの消印

があるものに限り受け付ける。

５．提出書類

ア 入学願書 本校指定の用紙の所定欄に次のものをはり付ける。
①志願者顔写真（４ cm×３ cm）：６か月以内に撮影したもの。
無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。
原則として制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

②受検料２，２００円（推薦選抜を受検した場合は８００円）分の島
根県収入証紙。消印をしてはならない。

イ 個人調査報告書 「選抜要綱」様式第２号
ウ 学習成績・特別活 「選抜要綱」様式第３号

動の記録等概要表
エ 公立高等学校入学 「選抜要綱」様式第１５号（一般選抜用）

者選抜出願者名簿
オ 電子データ 上記｢ｲ｣および｢ｴ｣の電子データ（暗号化され、CD-Rに保存したもの）

（県外中学校から出願する場合は不要）
カ 島根県公立高等学 「選抜要綱」様式第８号

校入学志願者承認 該当する書類を添付すること。 ※「選抜要綱」Ｐ２２参照
願 （保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合に必要）

※１ 「選抜要綱」Ｐ２１～３４に詳細が載っているので、それに基づいて行うこと。
※２ 出願に必要な書類アは本校に請求する。
※３ 必ず中学校等の校長を経由して提出すること。

６．志願変更

希望する場合は、「選抜要綱」Ｐ２３～２７の「４ 志願変更」に基づいて行うこと。

７．辞退届の提出

出願した後、何らかの事由で受検を辞退する場合は、「選抜要綱」Ｐ２７の「７ 出願後の辞

退」に基づいて行うこと。
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８．選抜方法及び日時

選抜方法は、一般学力検査及び提出された資料により総合的に判断して選抜する。

受 付 諸注意・入場 国 語 数 学

３月７日 08:30～ 08:50 08:50～ 09:15 09:20～ 10:10 10:30～ 11:20
（火） 社 会

昼 食
英 語 理 科

11:40～ 12:30 13:20～ 14:10 14:30～ 15:20

９．学力検査会場と対象中学校
〇隠岐水産高等学校会場：西郷中学校、西郷南中学校、五箇中学校、都万中学校
〇隠岐島前高等学校会場：海士中学校、西ノ島中学校、知夫中学校
〇松江北高等学校会場：隠岐地区以外の県内中学校、県外中学校

松江北高等学校住所：〒 690-0872
島根県松江市奥谷町 164 （TEL 0852-21-4888）

10．追検査
出身中学校長等の校長は、次の手続きを行う。

（１）受検資格
一般入学者選抜検査（以下「本検査」という。面接等を含む。）当日の特別措置によっ

ても対応できず、やむを得ず欠席した者のうち、次の（ア）、（イ）のいずれかに該当し、
追検査の受検を希望する者。ただし、学力検査、面接及び実技の一部でも受検した者は除
く。
（ア）学校保健安全法施行規則第１８条において、学校において予防すべき感染症に指定

されている疾病の罹患者
（イ）検査当日の災害、不慮の事故等やむを得ない理由により本検査を受検できなくなっ

た者
（２）出願手続

（ア）追検査の出願資格に該当し又は該当する可能性があり、追検査の受検を希望する者
がいる場合、ただちに出願先高等学校長及び高等学校所管の教育委員会へ電話で連
絡する。ただし、検査場特措を願い出た者については、学力検査場となった高等学
校長にも連絡すること。

（イ）出身中学校等の校長は、以下のものを、３月８日（水）午前１０時までに出願先
高等学校長に提出する。ただし、検査場特措を願い出た場合は、学力検査場となっ
た高等学校長にも提出すること。

・追検査受検願（様式第２５号） １部
・証明書類（検査当日の医師の診断書等） １部
・追検査受検者名簿（様式第２６号） ３部

（３）実施期日及び検査内容
令和５年３月１３日（月）の１日のみとし、学力検査の実施教科及び実施順序並びに検
査時間は本検査と同じとする。

（４）学力検査場
追検査の学力検査場は、別途通知する。

11．合格発表
令和５年３月１６日（木）１０時とする。ただし、郵送の場合は、当日中に投函することとす

る。また、本校ホームページにおいても発表する。

12．その他
〇いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。

〇合格者が、定める日時までに入学の意思表示をしない場合は、合格を取り消すことがある。



- 7 -

Ⅳ 第２次募集入学者選抜（第２次募集）

１．第２次募集において重視する点
〇高校進学にふさわしい知識と教養が備わっていること。

〇中学校における生活状況。

２．募集人員
令和５年３月１６日（水）１０時に県教育委員会のホームページで公表する。

３．出願資格
Ⅰの２に定める応募資格をもつ者のうち、次の（ア）～（ウ）に該当する者を除くものとする。

また、令和５年度島根県公立高等学校入学者選抜において一般選抜学力検査を受検していること。

（ア）令和５年度島根県公立高等学校入学者選抜に合格した者

（イ）令和５年度入学者選抜において、高等専門学校、県外の高等学校又は県内の私立高等学校

等に合格し、入学手続きをした者

（ウ）令和５年度島根県公立高等学校入学者選抜において、一般選抜で本校に出願した者

４．出願手続き
出願期間：令和５年３月１７日（金）から３月２０日（月）１２時までとする。

ただし、郵送による場合は、簡易書留速達に限る。

持込の場合 ３月１７日（金）は９時から１７時まで。

３月２０日（月）は９時から１２時まで。

郵送の場合 ３月２０日（月）１２時以降に届いたものについては、３月１７日（金）までの

消印があるものに限り受け付ける。なお、出身中学校長等から出願先高等学校長

へ電話にて一報を入れること。

５．提出書類
ア 入学願書 本校指定の用紙の所定欄に次のものをはり付ける。

①志願者顔写真（４ cm×３ cm）：６か月以内に撮影したもの。
無帽・無背景・正面とし、本人を鮮明に識別できるもの。
原則として制服とする。白黒・カラー写真の別は問わない。

②受検料８００円分の島根県収入証紙。消印をしてはならない。
③一般選抜の際に交付された学力検査料納付済証明書を入学願書裏面
の所定欄にはりつける。

イ 個人調査報告書 「選抜要綱」様式第２号
ウ 学習成績・特別活 「選抜要綱」様式第３号

動の記録等概要表
エ 公立高等学校入学 「選抜要綱」様式第１５号（第２次募集用）

者選抜出願者名簿
オ 電子データ 上記｢ｲ｣および｢ｴ｣の電子データ（暗号化され、CD-Rに保存したもの）

（県外中学校等から出願する場合は不要）
カ 島根県公立高等学 「選抜要綱」様式第８号

校入学志願者承認 該当する書類を添付すること。 ※「選抜要綱」Ｐ３６参照
願 （保護者が県外に居住する場合又は出身中学校等が県外の場合に必要）

※１ 「選抜要綱」Ｐ３５～３８に詳細が載っているので、それに基づいて行うこと。
※２ 出願に必要な書類アは本校に請求する。
※３ 必ず中学校等の校長を経由して提出すること。

６．辞退届の提出

出願した後、何らかの事由で受検を辞退する場合は、「選抜要綱」Ｐ３８の「６ 出願後の辞

退」に基づいて行うこと。
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７．選抜方法及び日時

選抜方法は、一般選抜学力検査の結果、面接に加え、提出された書類により総合的に判断して

選抜する。

３月２２日 受 付 諸注意・入場 面 接

（水） 09:10～ 09:30 09:30～ 09:45 09:50～
※受検者は、上履き類を携行すること。受検票は当日の受付で交付する。

８．検査場

島根県立隠岐水産高等学校

９．面接及における評価の観点

〇目 的 意 識：本校進学に対して目的意識や学習意欲を持っているか。

〇人 間 性：志望学科にあった資質・適性を備えているか。

〇知識・能力：中学３年生にふさわしい知識・教養を身につけているか。

〇態度・服装：態度や動作、頭髪、服装などがきちんとしているか。

〇表 現 力：正しい言葉づかいができ、自分の意見をもって明確に表現できるか。

10．合格発表
令和５年３月２４日（金）１５時とする。本校校長が出身中学校等の校長を通じて本人に連絡

する。

11．その他
〇いったん受理した入学願書、添付書類等及び受検料は返還しない。

〇合格者が、定める日時までに入学の意思表示をしない場合は、合格を取り消すことがある。
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Ⅴ その他

１．学費 （令和４年度実績）

〇入学時の経費

ア）納付金 50,000～ 65,000円程度（入学料、入学時納付金、諸会費等で
学科により異なる）

イ）制服、体操服、教科書等

65,000～ 160,000円程度（学科、男女、注文数で金額が異なる）
ウ）ＩＣＴ端末購入代金 44,000円(島根県育英会にて分割払いが可能。別紙

島根県育英会資料参照)

〇毎月の授業料 9,900円（就学支援金制度により納入不要になる場
合がある）

〇毎月の学校徴収金 6,000～ 8,000円程度（学年、学科により金額が異なる）

２．各種奨学金

各種奨学金に関する詳細については、合格発表後にお知らせします。

３．寄宿舎（碧水寮）

〇舎費（令和４年度実績）

ア）入舎時の経費 58,750円
入寮金 5,000円
設備費 5,000円

内訳 バス研修費 5,000円
冷暖房費 6,000円
舎費（４月分） 13,000円
食費（４月分） 24,750円

イ）舎費（月額） 53,300円
注：寄宿舎に入寮できる者は、島前、本土地区の本科生（保護者が隠岐の島町以外に居住し

ている者）に限ります。現在、寄宿舎が満室となっており、隠岐の島町が第３寮を建設

する予定になっています。第３寮が完成するまでの間、見なし寮（借り上げた民間の宿

泊施設）に入居して頂く場合もあります。入寮についてご不明な点があれば、下記連絡

先までお問い合わせ下さい。

４．入学説明会

合格者には入学手続き等に関する説明会を令和５年３月２６日（日）に開催します。

島根県立隠岐水産高等学校
〒 685-0005
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷吉津２

TEL 08512-2-1526
FAX 08512-2-6079


