
平成３１年度三重県立高等学校入学者選抜に関する各高等学校別実施要項の概要について

三重県教育委員会

平成３１年度三重県立高等学校入学者選抜実施方針に基づき、平成３１年度三重県立高等学校入学者選抜に関

する各高等学校別実施要項を定めたので別表のとおり発表する。

その概要は、下記のとおりである。

記

１ 入学者選抜を実施する課程別の高等学校、学科・コース数について （別表１参照）

全日制課程 ５４校１３２学科・コース 〔参考〕平成３０年度から全日制課程で１学科減

定時制課程 １１校 １８学科

通信制課程 ２校 ２学科

２ 前期選抜について （別表１参照）

(1) 実施する高等学校、学科・コース数と募集枠（定員に対する割合(％)）等について

ア 課程別の学校、学科・コース数

全日制課程 ４９校１１５学科・コース 〔参考〕平成３０年度から全日制課程で１学科減

定時制課程 ５校 １２学科

通信制課程 １校 １学科

イ 全日制課程（４９校１１５学科・コース）

＜前期選抜を実施する学科別の実施校、学科・コース数＞

普通科 ２０校２８学科・コース

専門学科 ２９校８０学科 〔参考〕平成３０年度から専門学科で１学科減

総合学科 ７校 ７学科

全日制課程の前期選抜募集枠

募集枠 普通科（高等学校名－コース名） 専門学科・総合学科（高等学校名－学科名）

１００％ ○四日市四郷－スポーツ科学コース

○白子－文化教養(吹奏楽)コース

〔２校２学科・コース〕

○桑名－衛生看護 ○飯野－応用デザイン

○松阪工業－繊維デザイン ○相可－食物調理

○昴学園－総合学科 〔５校５学科〕

５０％ ○稲生－情報コース

○久居－スポーツ科学コース

○名張青峰－文理探究コース

○南伊勢・度会

○南伊勢・南勢

○志摩－普通、国際コース

〔６校７学科・コース〕

○桑名工業－機械、材料技術、電気、電子

○朝明－ふくし

○四日市工業－機械、電子機械、電気、電子工学、

建築、物質工学、自動車

○四日市中央工業－機械、電気、化学工学、都市工学、

設備システム

○四日市商業－商業、情報マネジメント

○四日市農芸－生産科学、食品科学、環境造園、

園芸科学、生活文化

○川越－国際文理

○神戸－理数

○飯野－英語コミュニケーション

○白子－生活創造

○稲生－体育

○亀山－システムメディア、総合生活



募集枠 普通科（高等学校名－コース名） 専門学科・総合学科（高等学校名－学科名）

５０％ ○津西－国際科学

○津商業－ビジネス、情報システム

○津工業－機械、電気、電子、建設工学

○久居農林－生物生産、生物資源、環境情報、

環境土木、生活デザイン

○白山－情報コミュニケーション

○上野－理数

○伊賀白鳳－機械、電子機械、建築デザイン、

生物資源、フードシステム、経営、

ヒューマンサービス

○松阪－理数

○松阪工業－機械、電気工学、工業化学、自動車

○松阪商業－情報ビジネス、情報システム、国際教養

○相可－生産経済、環境創造

○明野－生産科学、食品科学、生活教養、福祉

○宇治山田商業－商業、情報処理、国際

○伊勢工業－機械、電気、建築

○水産－海洋・機関、水産資源

○いなべ総合学園－総合学科

○あけぼの学園－総合学科

○名張－総合学科

○飯南－総合学科

○鳥羽－総合学科

○木本－総合学科

〔３３校８０学科〕

４０％ ○白山

〔１校１学科・コース〕

３０％ ○桑名北 ○朝明 ○四日市四郷

○菰野 ○白子 ○石薬師

○稲生－普通

○亀山 ○久居

○名張青峰－普通

○相可 ○宇治山田

○尾鷲－普通、プログレッシブコース

○紀南

〔１４校１５学科・コース〕

○尾鷲－情報ビジネス、システム工学

〔１校２学科〕

２５％ ○四日市西－比較文化･歴史コース、

数理情報コース

〔１校２学科・コース〕

２０％ ○津東

〔１校１学科・コース〕

ウ 定時制課程（５校１２学科）

＜前期選抜を実施する学科別の実施校、学科数＞

普通科 ３校５学科 〔参考〕 平成３０年度と同じ。

専門学科 ３校４学科

総合学科 １校３学科



定時制課程の前期選抜募集枠

募集枠 普通科（高等学校名） 専門学科・総合学科（高等学校名－学科名）

５０％ ○北星－(昼間部)

○伊勢まなび－(午前の部)(午後の部)

〔２校３学科〕

○北星－情報ビジネス(昼間部)

○伊勢まなび－ものづくり工学(夜間部)

○みえ夢学園－総合学科(午前の部)(午後の部)

(夜間部)

〔３校５学科〕

３０％ ○飯野

〔１校１学科〕

○四日市工業－機械交通工学、住システム工学

〔１校２学科〕

２０％ ○北星－(夜間部)

〔１校１学科〕

エ 通信制課程（１校１学科）

募集枠 普通科（高等学校名）

２０％ ○北星

(2) 「学校の特色」及び「選抜において重視する要件」について （別表２参照）

前期選抜を実施する全ての高等学校について、各校、学科・コースで明示する。

(3) 選抜資料及び検査について （別表２参照）

① 選抜資料として、実施する全ての高等学校で「自己推薦書」及び「調査書」を用いることとする。

② 検査については、面接又は「自己表現」、作文又は小論文、実技検査、学力検査（２教科以内の学力

検査又は「総合問題」）、その他の検査（グループ討議）の中から、高等学校が指定する１つ以上の検

査を行う。

＜検査内容を変更する高等学校、学科・コース＞

全日制課程 変更内容

いなべ総合学園（総合学科）
（変更前）検査Ⅰ 作文 ５５分 ８００～１０００字

（変更後）検査Ⅰ 作文 ４５分 ６００～８００字

朝明（ふくし科、普通科）
（変更前）面接、作文

（変更後）面接、学力検査（国語）

稲生（普通科、普通科・情報コース）
（変更前）面接、作文

（変更後）面接、学力検査（国語）

飯南（総合学科）
（変更前）作文 ６００字程度

（変更後）作文 ２００字程度を３題

水産（海洋・機関科、水産資源科）
（変更前）面接、作文 ５０分 ４００字程度

（変更後）面接、作文 ４０分 ４００字程度

定時制課程 変更内容

四日市工業（機械交通工学、住システム工学）
（変更前）個人面接（１０分程度）、作文 ５００字程度

（変更後）個人面接（１５分程度）、作文 ６００字程度

(4) 選抜方法について

前期選抜を実施する全ての高等学校について、選抜資料の取扱いと選抜方法を明示する。

３ 後期選抜について

(1) 全日制課程５３校１２５学科・コース、定時制課程１１校１８学科、通信制課程２校２学科で実施する。

（別表１参照） 〔参考〕平成３０年度から全日制課程で１学科減

そのうち、全日制課程１３校１７学科・コース、定時制課程６校６学科、通信制課程１校１学科は、前

期選抜を実施せず、後期選抜のみを行う。



(2) 傾斜配点を実施する高等学校、学科・コース （別表１参照）

全日制課程は、４校４学科・コースで実施する。定時制課程での実施はない。

〔参考〕 平成３０年度と同じ。

数学２倍 英語２倍

四日市南－数理科学コース 飯野－英語コミュニケーション

松阪商業－国際教養

宇治山田商業－国際

(3) 実技検査を実施する高等学校、学科・コース （別表１参照）

全日制課程１校１学科・コース、定時制課程１校２学科で実施する。

〔参考〕 平成３０年度と同じ。

全日制課程 定時制課程

久居－スポーツ科学コース 四日市工業－機械交通工学、住システム工学

(4) 検査内容の変更をする高等学校、学科・コース なし

(5) 選抜方法 （別表３参照）

「調査書の第３学年における『各教科の学習の記録』及び『特別活動の記録』等により、およそ募集定員

に当たる数の者を選ぶ」としているところを、募集定員の110％又は120％とすることができる。

＜変更する学校、学科・コース＞ なし

(6) 実施教科を減じる又は免じる選抜方法を実施する高等学校、学科 （別表１参照）

定時制課程１１校１８学科、通信制課程２校２学科で実施する。全日制課程での実施はない。

課 程 高等学校名 学 科 名
実施する学力検査

国語 数学 社会 英語 理科 なし

定時制

桑名 普通 ○ ○ ○

四日市工業 機械交通工学、住システム工学 ○ ○

北星
普通(昼間部)、情報ビジネス(昼間部)

普通(夜間部）
○

飯野 普通 ○ ○

みえ夢学園 総合学科(午前の部)(午後の部)(夜間部) ○ ○ ○

上野 普通 ○ ○ ○

名張 普通 ○ ○ ○

松阪工業 普通 ○ ○ ○

伊勢まなび
普通(午前の部)(午後の部)

ものづくり工学(夜間部)
○ ○

尾鷲 普通 ○ ○

木本 普通 ○ ○

通信制
北星 普通 ○

松阪 普通 ○

４ 連携型中高一貫教育に係る選抜について

飯南高等学校、南伊勢高等学校（南勢校舎）において実施する。

募集枠は特に定めない。

検査は面接を行う。また、基礎学力検査を課すことができる。



５ 特別選抜について （別表１参照）

実施する高等学校、学科、募集枠及び実施項目は、次の表に示す。（平成３０年度と同じ）

課 程 高等学校名 学 科 名 募集枠 実施項目

全日制 あけぼの学園 総合学科 ５％ 面接・作文

定時制

四日市工業 機械交通工学、住システム工学 １０％ 面接・作文

北星
普通(昼間部)、情報ビジネス(昼間部)

普通(夜間部)
１０％ 「自己表現」

飯野 普通科 ５％ 面接・作文

みえ夢学園 総合学科(午前の部)(午後の部)(夜間部) １０％ 面接・作文

伊勢まなび
普通(午前の部)(午後の部)

ものづくり工学(夜間部)
１０％ 面接・作文

６ スポーツ特別枠選抜について （別表５、６参照）

(1) 実施する高等学校、学科・コース数、募集人数及び募集競技数について

実施校数 １５校３６学科・コース 募集競技数 ３９競技（男女別）

〔参考〕平成３０年度より１校３学科・コース増、２競技増

募集人数は前期選抜の枠内とし、募集競技ごとに募集学科及び募集人数を定める。

＜新たにスポーツ特別枠選抜を実施する競技＞

学校名 募集競技 募集学科（募集人数）

いなべ総合学園 レスリング競技（女子） 総合学科（２人以内）

津工業 セーリング競技（男子）
機械科（２人以内） 電気科（１人以内）

電子科（１人以内） 建設工学科（１人以内）

＜募集人数を変更する競技＞

学校名 募集競技 募集学科（募集人数）

変更前 変更後

いなべ総合学園 バスケットボール競技（女子） 総合学科(３人以内) 総合学科(５人以内)

朝明
自転車競技（男子）

普通科（３人以内） 普通科（５人以内）
レスリング競技（男子）

四日市商業

陸上競技（女子）

商業科（３人以内）

情報マネジメント科（１人以内） 商業科（４人以内）

テニス競技（女子）

バスケットボール競技（女子）

ハンドボール競技（女子）

空手道競技（女子）

(2) 「応募資格」、「実技検査」及び「選抜方法」について

スポーツ特別枠選抜を実施する全ての高等学校は、募集競技ごとに応募資格、実技検査、選抜方法を明

示する。

(3) 選抜方法について

スポーツ特別枠自己推薦書、調査書、高等学校が実施する検査の結果を総合し、合格内定者を決定する。

なお、スポーツ特別枠選抜において合格内定とならなかった者が、前期選抜の合格内定基準に達してい

る場合には、前期選抜として合格内定とする。ただし、普通科において通学区域外の者についてはこの限

りではない。


