
令和４年度 生徒募集要項 

一 般 選 抜 等 

（本校の入学者選抜は、推薦選抜と一般選抜等によって行う。） 

 

松江市立皆美が丘女子高等学校 

〒690-0835 松江市西尾町 540 番地 1 

Tel 0852-39-0216 Fax 0852-39-0829 

 

実施の詳細は、『令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱』による（以下は抜粋）。 

 

 

 

１ 「求める生徒像」 

(1)学ぶことに真摯であろうとする生徒 

(2)様々な活動に意欲的に取り組み、自分を高めようとする生徒 

(3)ルールを守り、自分も人も大切にすることができる生徒 

 

２ 募集課程・学科及び入学定員 

全日制課程 普通科    修業年限３年 

国際コミュニケーション科 修業年限３年 

入学定員 普通科    ９０名 

国際コミュニケーション科 ３０名 

３ 募集地域 島根県全域 

 

４ 応募資格 

(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４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 

 

５ 出願手続 

(1) 出願 

入学志願者は出願にあたり、次に掲げるものを、出身中学校等の校長を経由して、本校校長に提出

しなければならない。 

(ｱ) 入学願書（様式第１号により本校で作成した様式）写真（たて４ｃｍ×よこ３ｃｍで６か月以

内に撮影したもの）を貼付のこと。 

   

(ｲ) 学力検査料 1、400円及び入学検定料 800円、合計 2、200円 

（松江市指定金融機関、松江市指定代理金融機関又は松江市収納代理金融機関を通じて納め、

納付書兼領収証書２枚をそれぞれ入学願書裏面の所定欄にはりつける。） 

(2) 島根県以外からの出願 

(ｱ) 正当と認められる特別な理由のある者、又は県内に居住している確かな身元引受人（原則とし

て志願者の親族（祖父母、おじ、おば等））のある者は、原則として出願することができる。

なお、本校校長が認めた場合、親族以外を身元引受人とすることができる。 

(ｲ) 保護者が県外に居住する出願者は、在学（出身）中学校等の校長を経由して島根県公立高等学

校入学志願承認願（様式第８号）を入学願書とともに、令和３年１月 27日（木）から２月１日

（火）12時までに本校校長に提出し、その承認を受けること。 

ただし、身元引受人による県外居住者の出願にあたっては、島根県公立高等学校入学志願承認

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る。 

 



願（様式第８号）に身元引受人の承諾証明書（様式自由）及び受検者又は保護者と身元引受人

との関係を示す、民生児童委員の証明（様式自由）、 身元引受人の住民票を添付すること。 

身元引受人によって出願した者については、本校の入学定員内で、原則として４名以内におい

て合格者を決定するものとする。ただし、入学定員内において４名を超えて合格者を決定しよう

とする場合は、本校校長は松江市教育委員会との協議により、合格者を決定することができる。 

(3) 特別入学志願者 

県外居住者で、保護者の転勤又は転住によって、出願期限を過ぎて出願するときは、松江市教育委

員会（学校教育課）に願い出、公立高等学校特別入学志願許可書（様式第 12号）によって許可を受

けた者に限り出願することができる。その場合には公立高等学校特別入学志願許可書を入学願書に

添付しなければならない。 

(4) 本校の学科の志願は第２志望まで記入することができる。 

(5) 出願期間 

令和４年１月 27日(木)から２月１日(火)12時までとする。 

持込みの場合；１月 27日(木)、１月 28日(金）、１月 31日(月)は９時から 17時まで 

２月１日(火)は９時から 12時まで 

郵送の場合； ２月１日(火)12 時以降に届いたものについては、１月 28 日(金)までの消印があ

るものに限り受け付ける。 

(6) その他 

(ｱ) 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。 

(ｲ) 学力検査場について、特別措置を願い出る場合（隠岐郡から志願する場合）は、入学願書（様

式第１号により本校で作成した様式）右部の受検票の検査場名（※印）欄に最寄りの検査場名

を朱書すること。 

 

６ 志願変更 

出願をした者が希望する場合には、１回に限り、同一学校又は他の学校の課程、学科（部）に志願変

更することができる。 

ただし、第１志望が変わらない変更は認めない。 

(1) 志願変更受付期間 

(ｱ) 出願先高等学校への提出期間は令和４年２月８日(火)から２月 10 日(木)17 時までとする。持

込みによる提出のみとし、郵送による提出は認めない。 

受付時間；３日間とも９時から 17時まで 

(ｲ) 志願変更先高等学校への提出期間は令和４年２月 14 日(月)から２月 15 日(火)17 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。 

持込みの場合；２月 14日(月)、２月 15日(火)の９時から 17時まで 

郵送の場合； ２月 15日(火)17時以降に届いたものについては、２月 14日(月)までの消印

があるものに限り受け付ける。 

(2) 志願変更手続 

(ｱ) 志願変更を希望する者は、次に掲げるものを、出身中学校等の校長を経由して、志願変更受付

期間中に出願先の高等学校長に提出しなければならない。 

① 入学志願変更届（様式第 10号） 

入学志願変更証明書（様式第 10号－２）にも必要事項を記載し、切り取らずに提出するこ

と。 

② 志願変更先高等学校の入学願書（様式第１号により志願変更先の高等学校で作成された様

式）写真貼付のこと。 

同一学校の他の課程、学科（部）へ志願変更する場合も提出すること。 

(ｲ) 入学志願変更証明書を交付された者は、次に掲げるものを、出身中学校等の校長を経由して、

所定の期間中に志願変更先の高等学校長に提出しなければならない。 

① 出願先高等学校長から交付された入学志願変更証明書 

② 志願変更先高等学校の入学願書（出願先高等学校で収入済みの収納印を受けたもの） 

③ その他、志願変更先高等学校への出願に必要なもの 



(3) その他 

(ｱ) 志願変更手続において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。 

(ｲ) 学力検査場について、特別措置を願い出る場合（隠岐郡から志願する場合）は、入学願書（様

式第１号により本校で作成した様式）右部の受検票の検査場名（※印）欄に最寄りの検査場名

を朱書すること。 

７ 選抜方法 

『令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱』による。 

なお、選抜にあたっては本校の「求める生徒像」を踏まえ、総合的に判断する。 

８ 学力検査 

(1) 実施期日及び教科 

令和４年３月３日（木） 

8:30～ 8:50 受 付 

8:50～ 9:15 諸注意・入場 

9:20～10:10 国 語 

10:30～11:20 数 学 

11:40～12:30 社 会 

昼 食 

13:20～14:10 英 語 

14:30～15:20 理 科 

(2) 学力検査場 

本校 ただし、隠岐郡の場合に限り、特別措置を講ずる。 

  本校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、本校ホームページでも周知する。 

９ 追検査 

(1) 出願資格 

    一般入学者選抜検査（以下「本検査」という。）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 

出身中学校等の校長は、以下のものを、3月 4日（金）10時までに本校校長に提出する。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４年３月８日（火）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、松江市教育委員会が定める。 

(5) 選抜方法 

『令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱』による。 

なお、選抜にあたっては本校の「求める生徒像」を踏まえ、総合的に判断する。 

 

(6) その他 

(ｱ) 追検査の受検料は徴収しない。 

(ｲ) 追検査受検者は、本検査時に交付された受検票を持ってくる。 

(ｳ) 「追検査受検者が準備すべき用具及び受検上の諸注意」、「学力検査実施上の留意事項」は本



検査に準ずる。 

(ｴ) その他詳細については、別途通知する。 

10 合格発表 

令和４年３月 11 日（金）10 時とする。本校ホームページにおいて合格者の受検番号を発表するとと

もに、出身中学校等の校長を通じて合格通知書を送る。 

11 第２次募集 

令和４年度入学者選抜合格発表の時点で欠員が生じたときは、次により第２次募集を行う。 

第２次募集を行う学科及びその募集人員は、令和４年３月 11 日(金)10 時に県教育委員会のホーム

ページで公表する。 

(1) 出願資格 

４に定める応募資格を持つ者のうち、以下の(ｱ)又は(ｲ)に該当する者を除くものとする。 

(ｱ) 令和４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４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、入学手続をした者 

ただし、令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜の一般選抜において本校に出願した者（志

願変更受付期間に本校に志願変更手続した場合も含む）は、再度出願することはできない。ま

た、本校は、一般選抜学力検査の結果を選抜資料として利用するため、他校で一般選抜学力検

査を受検していることが必要である。 

(2) 出願期間 

令和４年３月 14日(月)から３月 16日(水)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。 

持込みの場合；３月 14日(月)、３月 15日(火)は９時から 17時まで 

３月 16日(水)は９時から 12時まで 

郵送の場合； ３月 16日(水)12時以降に届いたものについては、３月 14日(月)までの消印があ

るものに限り受け付ける 

(3) 出願手続 

一般選抜同様、『令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱』による（以下は抜粋、詳細

は実施要綱参照）。 

入学志願者は出願に当たり、次に掲げるものを、出身中学校等の校長を経由して、所定の期間中に

志願先の高等学校長に提出しなければならない。 

(ｱ) 入学願書（様式第１号－２により本校で作成した様式）写真貼付のこと。 

(ｲ) 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。 

(ｳ) 入学検定料 800円を松江市指定金融機関、松江市指定代理金融機関又は松江市収納代理金融機

関を通じて納め、納付書兼領収証書を入学願書裏面の所定欄にはりつける。 

(ｴ) いったん受理した入学願書、添付書類等及び入学検定料は返還しない。 

(4) 島根県以外からの出願は、 ５の(2)と同様に行う。 

(5) 欠員状況によっては、本校の志望学科を第２志望まで順位をつけて出願することができる。 

(6) 選抜方法 

『令和４年度島根県公立高等学校入学者選抜実施要綱』による。 

書類及び一般選抜学力検査の結果による総合評価 

書類審査の評点と一般選抜学力検査の結果を選抜の資料とする。なお、選抜にあたっては本校の「求

める生徒像」を踏まえ、総合的に判断する。 

 

(7) 合格発表 

令和４年３月 23日（水）15時とする。出身中学校等の校長を通じて本人に連絡する。 

(8) 出願後の辞退 

  何らかの事由で出願後に受験を辞退する場合は、出身中学校等の校長はすみやかに志願先の高等学 

校長に受検辞退届（様式１３号）を提出すこと。 

 

 



12 注意事項 

(1) 合格者は、合格発表後直ちに所定の用紙により入学の意思表示をすること。 

令和４年３月 24日（木）12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。 

(2) 合格者に対して、令和４年３月 25日（金）午前に入学予定者説明会を実施し、あわせて教科書その

他を販売するので、保護者とともに来校すること。 

(3) 合格発表後でも就学上著しく不適当と認められる事由が生じた場合入学を許可しないことがある。 

(4) 受検者は、入学者選抜学力検査における教科別得点及び合計得点を、一般選抜における、出願先の

公立高等学校で口頭による開示請求ができる。 

 

   

 


