本校の令和３年度(２０２１年度)入学者選抜は、令和３年度(２０２１年度)熊本県立高
等学校入学者選抜要項（熊本県教育委員会）に基づき実施する。この募集要項に記載のな
い事項については、そちらを参照すること。

募集定員・通学区域
普通科：定員
・・・２００人（５学級）
通学区域・・・荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、玉名郡、阿蘇郡、
菊池郡大津町、熊本市（旧植木町）
みらい創造科スポーツ健康科学コース：定員
・・・４０人（１学級）
通学区域・・・県下全域
みらい創造科グローバル探究コース ：定員
・・・４０人（１学級）
通学区域・・・県下全域
※以下、「みらい創造科スポーツ健康科学コース」は「スポーツ健康科学コース」、
「みらい創造科グローバル探究コース」は「探究コース」と記す。

前期（特色）選抜
１ 募集学科・コース及び募集人員
スポーツ健康科学コース ２０人（募集定員の５０パーセント）
探究コース
１０人（募集定員の２５パーセント）
２ 出願資格
入学を志願できる者は、次の(1)、(2)をともに満たしていることを中学校又はこれに準
じる学校（以下、「中学校」という。）の校長が確認した者で、かつ、(3)～(5)のいずれ
かに該当する者とする。
(1) 前期（特色）選抜において本校校長が定めた重視する観点を理解し、希望する者
(2) 合格した場合は、必ず入学する者
(3) 令和３年(２０２１年)３月に中学校を卒業見込みの者又は中学校を卒業した者
(4) 令和３年(２０２１年)３月に中等教育学校の前期課程を修了見込みの者又は中等教
育学校の前期課程を修了した者
(5) 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同
等以上の学力があると認められた者
３ 重視する観点
スポーツ健康科学コース 次の①、②ともに該当する者
① 基礎的な学力を有し、学習意欲が旺盛であり、基本的な生活習慣を身につけた者。
② 中学校において体育及び部活動等のスポーツ活動に対して意欲的に取り組んだ
者、または運動・食・健康に関心が高く、将来、競技者や運動指導者・支援者を目
指す将来性豊かな者。
探究コース 次の①、②ともに該当する者
① 基礎的な学力を有し、学習意欲が旺盛であり、基本的な生活習慣を身につけた者。
② 自分の未来、地域の未来、日本の未来について興味・関心を持ち、課題解決能力
を高めようとする意欲を持つ者。
４ 通学区域等
通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則（付表）により、県下全域とな
る。同規則第４条による特例は、通学区域外（以下、「学区外」という。）となる県外か
らの出願者に入学を許可し得る数を、スポーツ健康科学コース１人、探究コース１人とす
る。
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５ 出願期間
出願期間は、令和３年(２０２１年)１月１９日（火）から１月２２日（金）までの間、
毎日午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による出願の
場合は、１月２１日（木）までの消印のあるものに限り受け付ける。郵送による出願の場合
は、受検票送付用として返信用封筒（長形３号）に出願者本人の住所、氏名を記入し、返信
用切手４０４円分（郵送料８４円分及び簡易書留の料金３２０円分）を貼って、同封する
こと。
６ 出願手続等
※この要項に示す（様式２）～（様式２３）は、令和３年度(２０２１年度)熊本県立高
等学校入学者選抜要項に定める様式とする。(以下同じ）
(1) 出願手続
ア 出願者による手続
出願者は、次の書類を在学する中学校長又は出身中学校長（以下、
「出身中学校長」
という。）を経由して本校校長に提出する。
(ｱ) 入学願 本校所定の用紙（様式１－(1)に準拠して本校校長が定めたもの。）
ａ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づい
て責任ある証明をしなければならない。
ｂ 本校の学区外の中学校出身者で、通学区域内（以下、「学区内」という。）
として出願する者は、保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明で
きる書類を添付しなければならない。
ｃ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、本校校長は、出願した者
に対し、その保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明する書類を
提出させることができる。
ｄ スポーツ健康科学コースの出願者は、実技検査の選択科目を次の中から一つ
選ぶこと。
陸上競技（100ｍ、1500ｍ（男子）、1000ｍ（女子）、走幅跳、砲丸投）
サッカー・柔道・剣道・バスケットボール
(ｲ) 受検票 （様式２）
(ｳ) 写真票 （様式３）
(ｴ) 自己申告書 （様式５）
ａ 出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を
提出することができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出
することができる。
ｂ 自己申告書（様式５をコピーして使用しても可。）は、出願者本人が記入する。
ｃ 自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（ 定形。
切手は不要。）を同封の上、厳封した後、中学校長に提出する。なお、提出する
封筒には、中学校名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が
準備すること。
ｄ 中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを入学願、調査書等とともに、
本校校長に提出しなければならない。
(ｵ) 県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２３）
県外中学校出身者で本校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願について
の証明書を添付しなければならない。
(ｶ) 入学者選抜手数料
入学者選抜手数料は２，２００円とする。郵送による出願の場合は、入学者選抜
手数料を定額小為替証書にして同封すること。いったん受理した入学者選抜手数
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料は、理由のいかんを問わず返付しない。
イ 中学校長による手続
中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｶ)のほか、次の書類(ｱ)、(ｲ)を、
令和３年(２０２１年)１月１９日（火）から１月２２日（金）正午までに、本校校長
に提出すること。なお、平成２７年(２０１５年)３月以前に中学校を卒業した者につ
いては、調査書の提出・成績一覧表の作成を要しない。
(ｱ) 調査書（様式６）
(ｲ) 成績一覧表（様式７）
(2) 出願の制限
出願は、１校１学科・コース限りとする。第２志望を申し出ることはできない。
(3) 出願変更
いったん出願した場合は、変更はできない。
(4) 出願取消し
やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和３年(２０２１年) １月
２５日（月）から１月２９日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長
連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。
７ 出願受付場所

〒861-0532 熊本県山鹿市鹿校通三丁目５番１号
熊本県立鹿本高等学校
電話（０９６８）４４－５１０１

８ 選抜
スポーツ健康科学コース
(1) 実 施 日
(2) 集合場所及び時刻
(3) 検査場所
(4) 検査時間割
内容
諸注意・更衣
準備運動等
実技検査

令和３年(２０２１年)２月１日（月）
熊本県立鹿本高等学校体育館、午前９時集合
体育館、陸上競技場、サッカー場、柔道場、剣道場、教室
午前９時体育館集合
開始時刻
終了時刻
場所
９：００
９：３０
体育館・更衣室
体 育 館 へ 移 動
９：５０
１０：１０
体育館
１０：１０
１１：３０
体育館･各検査会場
更 衣・昼 食
更衣室・教室
１２：３０
終了次第解散
教室

集団面接
(5) 検査内容及び携帯品
ア 実技検査
(ｱ) 共通実技検査として新体力テスト８種目の中から３種目を実施する。
(ｲ) 受検生が出願時に希望した選択種目について実施する。出願後の選択種目の変更
は認めない。
(ｳ) 選択種目は以下の(Ａ)～(Ｅ)の検査項目の中から１つを選び、出願時に希望する。
ただし、(Ａ)陸上競技を選択した場合は、更に(ａ)１００ｍ走～(ｄ)砲丸投の中
から１種目を選択すること。
選択種目及び検査内容
（Ａ）陸上競技 ［共通検査］ 基本動作 ［選択検査］(ａ)１００ｍ走
(ｂ)１５００ｍ走(男子)・１０００ｍ走(女子) (ｃ)走幅跳 (ｄ)砲丸投
（Ｂ）サッカー
（Ｃ）柔道
（Ｄ）剣道
（Ｅ）バスケットボール
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(ｴ) 実技検査は、体育館、陸上競技場、サッカー場、柔道場、剣道場で実施する。
(ｵ) 荒天時においては、（Ａ）陸上競技と（Ｂ）サッカーは体育館で行う。
※荒天時の（Ａ）陸上競技の体育館での選択検査は、次のように変更して実施
する。
(ａ)「１００ｍ走」 → 「３０ｍ走」
(ｂ)「１５００ｍ走(男子)・１０００ｍ走(女子)」 → 「シャトルラン」
(ｃ)「走幅跳」 → 「立幅跳」
(ｄ)「砲丸投」 → 「メディシンボール投」
(メディシンボールは、男子５kg直径２３cm、女子３kg直径１８cmのものを使用)
イ 集団面接
(ｱ) 昼食のあと、午後０時３０分から実施する。
(ｲ) １グループ１５分程度で面接終了次第順次解散する。
(ｳ) 午後３時２０分までには全員終了予定である。
ウ 携帯品
(ｱ) 受検票
(ｲ) 運動靴（運動場専用と体育館専用の２足の靴とする。）
(ｳ) ビニール袋（下足入れ及び雨天時の傘入れ用）
(ｴ) 上履き
(ｵ) 昼食、飲料水
(ｶ)選択種目検査用運動服及び用具
各選択種目検査用運動服には、上着の背中及び胸に白布地ゼッケンを縫いつけ、
受検番号を黒色で記入しておくこと。ゼッケンの大きさは、たて１５ｃｍ・よこ
２０ｃｍとする。ただし、柔道・剣道のゼッケンは背中のみでよい。
陸上競技
専門種目用具一式（スパイクも含む）
１００ｍ走、走幅跳選択者でスパイクを使用する場合は、全天候
ピン（８ｍｍ以下）を準備しておくこと
サッカー
サッカー用具一式（サッカーシューズ・レガースも含む）
柔
道
柔道着一式
剣
道
剣道着、防具一式
バスケットボール バスケットボール用具一式（バスケットシューズも含む）
※時計が必要な場合は、各自で準備すること。
(6) 健康診断
調査書の健康の記録欄によって、より精密な検査を必要と認める場合には、学校医
又は公的な医療機関による検査を求めることがある。
(7) その他
入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合
格発表後であっても、その合格を取り消すことがある。また、新型コロナウイルス感
染症のまん延状況等により検査内容を一部変更する場合がある。
探究コース
(1) 実 施 日
(2) 集合場所及び時刻
(3) 検査場所
(4) 検査時間割
内容
諸注意
作文検査
面接検査

令和３年(２０２１年)２月１日（月）
熊本県立鹿本高等学校体育館、午前９時集合
教室
午前９時体育館集合
開始時刻
終了時刻
場所
９：００
９：１５
体育館・教室
９：３０
１０：２０
教室
１０：４５
終了次第解散
教室
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(5) 検査内容及び携帯品
ア 作文検査
５０分の作文検査を実施する。
イ 個人面接
(ｱ) 作文検査のあと、午前１０時４５分から実施する。
(ｲ) １人１５分程度で、面接終了次第順次解散する。
(ｳ) 午後３時２０分までには全員終了予定である。
ウ 携帯品
(ｱ) 受検票
(ｲ) 筆記用具・消しゴム
(ｳ) ビニール袋（下足入れ及び雨天時の傘入れ用）
(ｴ) 上履き
(ｵ) 昼食、飲料水（必要な受検生に対しては本校から各中学校へ連絡する。）
(6) 健康診断
調査書の健康の記録欄によって、より精密な検査を必要と認める場合には、学校医
又は公的な医療機関による検査を求めることがある。
(7) その他
入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格
発表後であっても、その合格を取り消すことがある。
９ 選抜結果の通知
選抜結果は、令和３年(２０２１年)２月９日（火）に、本校校長から出願者の出身中学
校長に通知（様式８）するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本
人に通知（様式９）する。
ただし、当日朝（午前９時～午前１０時）、出願者の出身中学校長又は代理者が選抜結
果通知書の受領に来校の場合は、本校様式の受領者一覧表に記入のうえ手交する。
10 合格者の発表
令和３年(２０２１年)３月１６日（火）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検
番号で発表する。発表の方法については、別途通知するとともに県教育委員会のホームペ
ージに掲載する。
11 不合格者の取扱い
(1) 選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができ
る。なお、本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧
表を省略するものとする。
(2) 不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人
宛て、親展便にて返却するものとする。
12 合格者説明会
合格者は、令和３年（２０２１年）３月２６日（金）保護者同伴で本校体育館に集合す
ること。日程については入学者選抜検査当日に連絡する。なお、入学に関する諸連絡・調
査等を行うので筆記用具を持参すること。(無届け欠席は合格を取り消すことがある。)
13 入学式
令和３年（２０２１年）４月８日（木）午後２時に本校体育館において行う。午後１時
までに保護者同伴で登校すること。日程等の詳細は合格者説明会にて説明を行う。
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