
平成３０年度 生徒募集要項 

１．募集定員 

全日制普通科（総合コース／美術コース／特別進学コース） ３９５名   

２．志願資格 

(1) 平成３０年３月中学校卒業見込みの者 

(2) 中学校を卒業した者 

３．志願書類と受験料 

(1) 入学願書 

(2) 入学志願者調査書 

(3) 志願者名簿（中学校ごと） 

(4) 受験料 9,000 円 

※提出された書類・受験料は理由の如何を問わず返還しない 

４．志願期間 

平成３０年１月１８日（木）９：00～16：00 

１月１９日（金）９：00～13：00 

志願書類等を郵送する場合も１月１９日（金）13：00 までに必着のこと  

５．志願方法 

志願書類及び受験料は中学校が一括とりまとめ、本校校長宛に提出のこと  

６．志願書類受付場所  

本校事務室（〒930-0916 富山市向新庄町５－１－54 076－451－3396）  

７．入学試験 

(1) 期 日 平成３０年２月１日（木）  

(2) 教 科 国語・社会・数学・理科・英語（聞きとりテストを含む）各 50 分 

      社会・数学・理科の中学３年生分についての出題範囲 

       社会…教科書 経済分野まで 

       数学…教科書 円、三平方の定理まで 

       理科…教科書 地球と宇宙まで 

(3) 時間割 

 時  間 教 科 

１ 限  ９：２０～１０：１０ 社 会 

２ 限 １０：３０～１１：２０ 国 語 

３ 限 １１：４０～１２：３０ 理 科 

＜昼食＞  １２：３０～１３：０５ 

４ 限 １３：１０～１４：００ 英 語 

５ 限 １４：２０～１５：１０ 数 学 

※過年度卒業生には、当日入学試験終了後、面接を行う 

（詳細は本人宛に別途通知する） 

(4) 入学試験に際して、次の２項目に該当する場合は優遇する 

      ア．英語検定・数学検定・漢字検定３級以上の資格を持つ場合 

      イ．中学３年間の出席状況が無遅刻・無欠席である場合  

 

 

 

 



８．入学試験会場 

１ 本   校 

富山市向新庄町５－１－５４ 076-451-3396 

２ 入善まちなか交流施設 うるおい館     

下新川郡入善町入膳５２３２－５ 0765-72-0123 

３ 黒部市総合体育センター 

黒部市堀切１１４２ 0765-57-2300 

４ 新川学びの森天神山交流館 

魚津市天神野新１４７－１ 0765-31-7001 

５ 富山商工会議所ビル 

富山市総曲輪２－１－３ 076-423-1112 

６ インテック本社ビル タワー111 

富山市牛島新町５－５ 076-431-5698 

７ 富山県民共生センター サンフォルテ 

富山市湊入船町６－７ 076-432-4500 

８ 富山大原簿記公務員医療専門学校 

富山市桜町１－４－２０ 076-471-6681 

９ 富山県中小企業研修センター 

富山市赤江町１－７ 076-441-2716 

10 大沢野生涯学習センター 

富山市高内３６５ 076-467-1171 

11 八尾コミュニティセンター 

富山市八尾町井田１２６ 076-454-6555 

12 小杉社会福祉会館 

射水市戸破４２００－１１ 0766-55-1881 

13 富山県トラック会館 

富山市婦中町島本郷１－５ 076-495-8800 

９． 合 格 発 表 

平成３０年２月９日（金）13：00 までに中学校長に合否を通知する 

受験生には合否の通知書を郵送する（合格者には入学手続きの書類を同封する）   

合格の場合、通知書には合格コースを記載する 

なお、特別進学コース志望者でも、試験の成績によっては総合コース合格となる  

また、特別進学コース合格は３ヶ年の特別進学コース在籍を保証するものではない  

10．入学手続きのための納入金 

入 学 金 130,000 円 

(1) 第１次入学手続き 

・納入金額 40,000 円（入学金の一部）  

・納入期間 平成３０年２月９日（金）～２１日（水）（銀行休業日を除く） 

・納入方法 所定の振込用紙を用い、北陸銀行の本校指定口座に振り込む  

(2) 第２次入学手続き 

・納入金額 90,000 円（残りの入学金）  

・納入期間 平成３０年３月１４日(水）～１６日（金）９：00～16：00 

・納入方法 所定の入学手続き用紙を用い、本校事務室にて納入する 

※いったん納められた納入金は、理由の如何を問わず返還しない 

 



11．美術コース推薦選考 

美術を専門的に学びたいという意欲のある者で、将来美術系の４年制大学や短期大

学、専門学校への進学を希望する者を対象とする 

ただし、中学校長の推薦を得た者、また本校のみを受験する者に限る 

・受付期間：平成３０年１月９日（火）・１０日（水）９：00～16：00 

・選考日時：平成３０年１月１３日（土）９：00 より 

・選考方法：推薦書、調査書、実技及び面接の結果を総合して選考する 

・結果発表：平成３０年１月１５日（月）  

選考の結果、合格した者は入学試験合格内定者とするが、２月１日の

本試験を受験しなければならない 

・入学手続：当該選考での合格内定者も通常の本校入学手続きを行う 

12．部活動推薦選考 

Ⅰ 運動部 

中学校在学中に部活動で優れた能力を発揮し成果をあげ、本校入学後もその能力を

十分に生かし得る者を対象とする 

ただし、中学校長の推薦を得た者、また本校のみを受験する者に限る 

・該 当 部：硬式野球（男子のみ）    バスケットボール（男・女） 

柔道（男・女）    ラグビー（男・女） 

サッカー（男・女）    バドミントン（男・女） 

剣道（男・女）    バレーボール（男・女） 

テニス（男・女）    スキー（アルペン）（男・女） 

レスリング（男・女）    ソフトボール（女子のみ） 

チアリーディング（女子のみ）  ソフトテニス（男・女） 

弓道（男・女） 

・受付期間：平成３０年１月９日（火）・１０日（水）９：00～16：00 

・選考日時：平成３０年１月１３日（土）９：00 より 

・選考方法：推薦書、調査書、作文（600 字）及び面接の結果を総合して選考する 

・結果発表：平成３０年１月１５日（月）  

選考の結果、合格した者は入学試験合格内定者とするが、２月１日の

本試験を受験しなければならない 

・入学手続：当該選考での合格内定者も通常の本校入学手続きを行う 

・部活動奨学生制度：合格内定者のうち、学業が優れ生活態度が他の生徒の模範となる

者を部活動奨学生とし、奨学金を６月と１０月の２回に分けて支

給する 

なお野球部においては、日本高等学校野球連盟の方針により、そ

の人数を５名以内とする 

       Ⅱ 吹奏楽部 

中学校在学中に部活動で優れた能力を発揮し成果をあげ、本校入学後もその能力を

十分に生かし得る者を対象とする 

ただし、中学校長の推薦を得た者、また本校のみを受験する者に限る 

・受付期間：平成３０年１月９日（火）・１０日（水）９：00～16：00 

・選考日時：平成３０年１月１３日（土）９：00 より 

・選考方法：推薦書、調査書、作文（600 字）及び面接の結果を総合して選考する 

・結果発表：平成３０年１月１５日（月）  

選考の結果、合格した者は入学試験合格内定者とするが、２月１日の



本試験を受験しなければならない 

・入学手続：当該選考での合格内定者も通常の本校入学手続きを行う 

    Ⅲ 情報クリエイト部 

コンピュータ科学分野に興味を持ち、中学校在学中に下の検定試験のいずれか１つ

（以上）に合格した者で、本校在学中に経済産業省「情報処理技術者試験」やコン

ピュータスキル系の資格試験合格を目指し、競技大会参加等活発に活動する者を対

象とする 

  ICT プロフィシエンシー検定試験（Ｐ検）３級以上 

  経済産業省「ＩＴパスポート」試験合格者 

  日本情報処理検定協会が実施する各種検定２級以上 

  日本漢字能力検定準２級以上 

  実用数学技能検定３級以上 

（合格証書の写しの提出必要） 

ただし、中学校長の推薦を得た者、また本校のみを受験する者に限る 

・受付期間：平成３０年１月９日（火）・１０日（水）９：00～16：00 

・選考日時：平成３０年１月１３日（土）９：00 より 

・選考方法：推薦書、調査書、作文（600 字）及び面接の結果を総合して選考する 

・結果発表：平成３０年１月１５日（月）  

選考の結果、合格した者は入学試験合格内定者とするが、２月１日の

本試験を受験しなければならない 

・入学手続：当該選考での合格内定者も通常の本校入学手続きを行う 

・部活動奨学生制度：合格内定者は部活動奨学生とし、奨学金を６月と１０月の２回に

分けて支給する 

13．学業奨学生制度 

中学校並びに本校入学試験の成績優秀者（ただし、特進コース志願者に限る）を奨

学生候補とし、面接試験を実施し、合格者に奨学金（１年次 230,000 円、２・３

年次 100,000 円）を６月と１０月の２回に分けて支給する  

奨学生候補の発表は、入学試験の合格発表にあわせて行う  

受付期間：平成３０年３月１４日（水）～１６日（金）９：00～16：00 

面接日時：平成３０年３月１９日（月）10：00 より（受付は９：50 まで）  

結果発表：平成３０年３月２０日（火） 

なお、この制度に係る受給資格については、年度ごとに見直しを行う  

14．早期入学確約奨学生制度  

次のすべての項目に該当する合格者を早期入学確約奨学生とし、以下の特典を付与

する  

(1) 本校を第一志望校とする者 

(2) 中学校の調査書と本校入学試験の成績をあわせ、一定基準の成績に達した者 

(3) 平成３０年２月２８日（水）までに入学確約書を本校に提出した者 

特典は３段階あり、該当する早期入学確約奨学生候補者には、合格通知書にそ

れぞれ特典を明記する  

特典Ａ 奨学金（１年次 500,000 円、２・３年次 360,000 円）を支給する 

ただし、美術・特進コース志願者に限る 

特典Ｂ 奨学金（１年次 230,000 円、２・３年次 100,000 円）を支給する 

特典Ｃ 奨学金（１年次のみ 130,000 円）を支給する 

当該年度に６月と１０月の２回に分けて支給する 



なお、この制度に係る受給資格については、在学中、欠席・遅刻・早退が多い

場合、成績不良に陥った場合、問題行動を起こした場合等には取り消すことが

ある  

また、入学確約書を提出した者も通常の本校入学手続きを行う 

15．授業料等学納金 

月額の授業料は 30,000 円、施設費、後援会費等を含め、合計 32,700 円 

なお、授業料に対して国からの就学支援金（所得に応じて月額 9,900 円～24,750

円の補助）と県の減免制度（経済的理由のある者対象）がある 

16．コースの説明 

(1) 総合コース 

４年制大学から短期大学、専門学校、就職まで個人の適性に応じて幅広く進

路を選ぶことができる 

１年次は普通科としての主要科目をしっかり学ぶことで基礎学力の充実を図

り、２年次以降は一人ひとりの進路目標に合わせて３つの系（文系・理系・

情報ビジネス系）に分かれ、それぞれの目標に沿った科目を重点的に学ぶ 

なお、生徒の希望と成績に応じて第２学年進級時に特別進学コースへの編入が

可能である 

(2) 美術コース 

１年次より専門科目（素描・構成）を重点的に学ぶことができる 

高校卒業後、美術系の４年制大学や短期大学、専門学校への進学を希望する

生徒で編成する 

１年次に６時間、２年時に８時間、３年次に１１時間の美術の時間を設け、

絵画やデザイン、造形等各分野でかなり踏み込んだ授業を展開し、幅広い進

路先を確保している 

なお、各種コンテスト・コンクールには積極的に作品を出品する 

(3) 特別進学コース 

国公立大学、難関私立大学への進学を希望する生徒で編成されている 

１年次は基礎学力の充実を図るため、特に主要教科では習熟度別授業を行い、

個々の学力に応じた授業を展開する 

２学年進級時には、文系・理系のいずれかを選択し、希望する進路の実現に

向けて、受験科目に合わせたカリキュラムで学習する 


