
 

令和３年度令和３年度令和３年度令和３年度    推薦入学者選抜実施要項推薦入学者選抜実施要項推薦入学者選抜実施要項推薦入学者選抜実施要項    

                          

福岡県立福岡工業高等学校 全日制 

１１１１    実施の趣旨等実施の趣旨等実施の趣旨等実施の趣旨等    

（１）本校では、すべての学科・コースにおいて、各学科・コースの特色にふさわしい個性（能力・適性、

興味・関心、目的意識、学習意欲等）を有する生徒の入学を促進するため推薦入学者選抜を実施しま

す。 

（２）推薦入学者選抜では、本校を志願する理由や本校で学ぶ意欲、志願者の優れた個性や長所、多面的

な能力や適性を積極的に評価します。 

（３）本校では、①ものづくりのスペシャリスト養成、②学習と部活動の両立、③各種の資格取得などを

重視した教育活動に取り組んでいます。 

なお、本校の求める生徒像は次のとおりです。 

  ア 志願学科・コースの教育内容に興味・関心があり、学習意欲が旺盛で、将来の進路等について、

目的や目標をもっている。 

  イ 学校生活を送る上で必要な基本的な生活習慣等が確立できている。 

  ウ 学校行事や生徒会活動等に積極的に取り組む。 

 

２２２２    募集人員募集人員募集人員募集人員    

機械工学科（１２名程度）   工業進学コース（８名程度）   情報工学科（１２名程度） 

電気工学科（１２名程度）   電子工学科（１２名程度）    環境化学科（１２名程度） 

染織デザイン科（１２名程度） 建  築  科（１２名程度）    都市工学科（１２名程度） 

 

３３３３    出願資格出願資格出願資格出願資格    

  次の（１）～（６）の条件を満たし、在籍学校長の推薦を受けた者とします。 

（１）福岡県内に居住又は居住予定で、令和３年３月中学校卒業見込みの者（義務教育学校又は特別支援

学校中学部を卒業見込みの者及び中等教育学校の前期課程、外国の学校教育における９年の課程又は

文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

修了見込みの者を含む。） 

（２）本校の志願学科・コースを志願する動機・理由が明白、適切であること。 

（３）本校の志願学科・コースに対する適性及び興味・関心を有すること。 

（４）合格した場合、入学する意志が確実であると認められる者であること。 

（５）本校の志願学科・コースの教育を受けるにふさわしい学業成績であること。 

（６）次のいずれかの要件を満たす者 

ア 学業成績 

   学業成績が優秀で、ものづくりや工業技術に対する興味・関心が強く、志望の学科・コースの

 学習内容を理解し、積極的に学ぶ意欲をもつ者。 

イ 運動競技・文化活動 

運動競技や芸術・文化活動において、優れた能力や資質を有し、継続的かつ意欲的に取り組ん

だ者で、入学後も当該部活動に必ず入部する意志がある者。ただし、団体種目の場合は、レギュ

ラー選手など中心的な活動をした者に限る。 

ウ 生徒会活動・ボランティア活動 

生徒会の役員等を務めた者、又は、ボランティア活動を継続している者。 

エ 工業進学コース志望 

科学や工業技術に関する興味・関心が高く、将来、工業（機械・電気・電子・情報）系の大学

等への進学を希望している者。 

（上記エについては、工業進学コースのみ） 



 

４４４４    推薦書記載上の注意推薦書記載上の注意推薦書記載上の注意推薦書記載上の注意    

上記３（６）について、在籍学校長は、推薦書「３ その他」の欄に該当するものを次の記入例に準

じて該当する記号のみ記入すること。 

 ※ 該当する項目が複数ある場合は、特に顕著なものから順に記入すること。 

 

《推薦書記入例》 

３ その他（＊志願先各校の・・・・・） 

 

推薦要件：ウ，イ 

 

    

    

５５５５    出願の制限出願の制限出願の制限出願の制限    

  特色化選抜又は他校の推薦入学者選抜と併願することはできません。 

 

６６６６    入学志願手続入学志願手続入学志願手続入学志願手続    

（１）志願書類 

  ア 推薦入学願書    （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  イ 通学に関する誓約書 （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

    ※ アの裏面がイとなります。本校が用紙を準備します。 

  ウ 志願理由書         （本校が定める様式、様式ハ） 

  エ 推薦書             （県共通様式） 

  オ 調査書             （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  カ 評定一覧表         （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  キ 評定分布表     （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  ク 入学選考料         （２,１００円の福岡県領収証紙を貼付した福岡県領収証紙納付書） 

  ※ 購入した証紙は、原則として返還及び交換ができないので注意すること。 

ケ 推薦入学志願者一覧表（本校が定める様式、様式イ） 

  コ その他 

(ｱ) 住民票の写し   （本人、保護者及び世帯主との続柄が記載され、原則として３か月以内に

交付されたもの。なお、マイナンバーの記載は不要） 

  ※ 調査書の「居住証明」のない者。 オ「調査書」裏面の右側に貼付ける。 

(ｲ) 健康相談希望者名簿（本校が定める様式、様式ロ） 

  ※ 希望者がいる場合に提出 

(ｳ) 学区外高等学校入学志願申請書（令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  ※ 県外からの志願者について提出 

(ｴ) その他必要な証明書等（居住予定の住所を明らかにする書類等） 

  ※ 県外からの志願者について提出 

（２）出願手続 

     令和３年２月１日（月）から令和３年２月５日（金）正午までの間に、（１）の志願書類を提出し

てください。 

 

７７７７    面接・実技試験面接・実技試験面接・実技試験面接・実技試験    

（１）日時 

   令和３年２月９日（火） 

・受付    午前８時３０分から（集合完了 午前９時００分） 

・説明    午前９時００分から 

・面接開始  午前９時３０分から（染織デザイン科は、実技試験を含む。） 

 



 

（２）場所 

   本校 

・受付・集合・説明    福陵ホール 

・控室          教室（当日説明） 

・面接会場                教室（当日説明） 

（３）携行品 

受検票、筆記用具、上履き、下足入れ 

（４）その他 

ア 染織デザイン科志願者については、併せて実技試験（文字の拡大視写）を実施します。なお、必

要な用具については本校で準備いたします。 

イ 遅刻者については、正当な理由があると本校校長が認めた場合に限り、面接・実技試験（染織デ

ザイン科）を受けることができます。 

ウ 欠席する場合は、在籍学校長を通じて本校校長に連絡してください。欠席者については、改めて

面接・実技試験は行いません。 

     

８８８８    選考選考選考選考    

  在籍学校長から提出された書類及び面接・実技試験（染織デザイン科）の結果を資料として、総合的

に選考して、合格者を内定します。 

   なお、選考にあたっては、次の事項を特に重視します。 

 ア 本校や志願学科・コースに対する志望の動機、興味・関心、目的意識 

 イ 中学校生活における委員などの活動歴、及び運動競技などの実績 

 ウ 優れた個性や特技、趣味、奉仕活動等の校外活動 

 エ 志願学科・コースの教育を受けるにふさわしい資質（能力・適性及び人物） 

 

９９９９    選考結果の通知選考結果の通知選考結果の通知選考結果の通知    

  選考の結果については、令和３年２月１６日（火）午前９時に、推薦入学選考結果通知書を在籍学校

長に交付します。代理の方が受領する場合は、委任状と私印を持参委任状と私印を持参委任状と私印を持参委任状と私印を持参してください。 

 

 

１０１０１０１０ 合格者発表合格者発表合格者発表合格者発表 

   令和３年３月１８日（木）午前９時に、本校で行います。（一般入学者選抜の合格者発表と同時に

行います。）入学に必要な書類の配布方法については、別途連絡します。 

 

１１１１１１１１     その他その他その他その他    

（１）健康相談 

   次の健康相談内容に該当する受検者について、希望者には面接終了後保健室で健康相談を行います。 

なお、希望者については、健康相談希望者名簿を志願書類とともに提出してください。 

◎視力   矯正視力が両眼でＤ以下の者 

◎色覚   強度の異常の者 

◎聴力   高度の難聴の者（補聴器使用可） 

◎四肢   四肢機能が著しく不全の者    

（２） 推薦入学者選抜で合格内定とならなかった者は、再度、一般入学者選抜に志願することができます。 

この場合は、改めて入学願書等を提出しなければなりません。ただし、入学選考料は、すでに納め

られているので不要です。 

  



 

    

令和令和令和令和３３３３年度年度年度年度    一般入学者選抜について一般入学者選抜について一般入学者選抜について一般入学者選抜について    
 

                       福岡県立福岡工業高等学校 全日制 

 

 

１１１１    入学定員入学定員入学定員入学定員    

機械工学科（４０名）     工業進学コース（４０名）  情報工学科（４０名） 

電気工学科（４０名）     電子工学科（４０名）  環境化学科（４０名） 

染織デザイン科（４０名）   建  築  科（４０名）  都市工学科（４０名） 

   ※ いずれも、推薦入学者選抜の内定者数を含む。 

 

２２２２    志願高等学校志願高等学校志願高等学校志願高等学校    

  入学志願者は「福岡県立高等学校の通学区域に関する規則」に規定するところにより、１校に限り志

願できるものとする。 

 

３３３３    入学志願手続き入学志願手続き入学志願手続き入学志願手続き    

（１）志願書類 

 ア 入学願書      （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

 イ 通学に関する誓約書（令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

   ※ アの裏面がイとなります。本校が用紙を準備します。 

 ウ 調査書            （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

 エ 評定一覧表    （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

 オ 評定分布表    （令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

 カ 入学選考料        （２,１００円の福岡県領収証紙を貼付した福岡県領収証紙納付書） 

   ※ 購入した証紙は、返還及び交換ができないので注意すること。 

   ※ 推薦入学者選抜で合格内定とならなかった者が再度、一般入学者選抜に志願する場合は、入学選

考料に代わって「消印済み領収証紙納付書の写し」を提出すること。 

 キ 入学志願者一覧表 （本校が定める様式、様式ニ） 

 ク その他 

(ｱ) 住民票の写し  （本人、保護者及び世帯主との続柄が記載され、原則として３か月以内に交付

されたもの。なお、マイナンバーの記載は不要） 

  ※ 調査書に居住証明ができない者について提出。オ「調査書」裏面の右側に貼付ける。 

(ｲ) 健康相談希望者名簿（本校が定める様式、様式ロ） 

  ※ 希望者がいる場合に提出 

(ｳ) 学区外高等学校入学志願申請書（令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項で定める様式） 

  ※ 県外からの志願者について提出 

(ｴ) その他必要な証明書等（居住予定の住所を明らかにする書類等） 

  ※ 県外からの志願者について提出 

（２）出願手続 

令和３年２月１６日（火）から２月２４日（水）正午までの間に、（１）の志願書類を提出してく

ださい。（学区外からの志願者については２月５日（金）から３月２日（火）正午まで） 

 

４４４４    日程等日程等日程等日程等    

（１）学力検査 

令和３年３月１０日（水）  ８時５０分集合    場所 本校各検査室 

（２）下見 

令和３年３月 ９日（火）  １３時３０分～１６時３０分まで 

※ ただし、校舎内立ち入り禁止です。 



 

５５５５    選考選考選考選考    

 選考にあたっては、調査書、学力検査の結果をもとに総合的に判断します。なおＢ群精査にあたって、

調査書は全項目を見ますが、重視する項目は次のとおりです。 

ア 部活動・校外活動等の記録 

イ 総合所見 

ウ 観点別学習状況欄 

エ 特別活動の記録 

オ 行動の記録 

    

６６６６    健康相談健康相談健康相談健康相談    

   次の健康相談内容に該当する受検者について、希望者には健康相談を行います。なお、希望者につい

ては、健康相談希望者名簿（本校が定める様式）を志願書類とともに提出してください。 

  ア 健康相談内容 

◎視力  矯正視力が両眼でＤ以下の者 

◎色覚  強度の異常の者 

◎聴力  高度の難聴の者（補聴器使用可） 

◎四肢  四肢機能が著しく不全の者 

  イ 健康相談実施日時 

    令和３年２月２５日（木） １３時００分より 

ウ 健康相談希望者名簿は、健康相談の希望者がいる場合のみ提出してください。 

 

７７７７    合格者発表合格者発表合格者発表合格者発表                                                    

    令和３年３月１８日（木） ９時００分      本校 体育館ピロティ  

  合格者は、受検票を提示して入学に必要な書類を受け取ってください。（合否についての電話は一切

受け付けません。） 

 

８８８８    合格者説明会合格者説明会合格者説明会合格者説明会    

    令和３年３月１８日（木） １３時３０分   本校体育館（受付 １３時００分より） 

  （合格者は、保護者同伴で、出席してください。） 

 

９９９９    出願書類の記入等について出願書類の記入等について出願書類の記入等について出願書類の記入等について    

（１）入学願書・通学に関する誓約書 

ア 第一志望欄は必ず記入させてください。 

イ 第二志望欄は、別紙「入学願書(一般)の志望欄の記入方法について」をよく読んで、記入させて

ください。 

ウ 「本人との関係」欄には、例えば父、母、叔父等と記入させてください。 

エ 出身学校名は、「○○市・町立 ○○中学校」等と詳細に記入させてください。 

オ 願書の訂正印は、志願者又は保護者の印を使用してください。 

（２）受検票 

ア 志望学科又はコース名の訂正は、本校の訂正印を使用しますので、在籍校の印は押印しないでく

ださい。 

イ 裏面の「受検者心得」を受検者によく読ませてください。 

（３）調査書 

ア 各欄の記入にあたり、朱書や下線引き等をしないでください。 

イ 訂正印は在籍校長印を押印してください。 

（４）評定一覧表及び評定分布表 

ア 本校全日制については、まとめてそれぞれ一部で結構です。（各学科又はコース別に作成する必

要はありません。） 

イ 評定一覧表には、志望学科又はコース名を記入する必要はありません。 

（５）福岡県領収証紙納付書 

ア 証紙貼付欄に全日制志願者は２,１００円の福岡県領収証紙を貼付してください。なお、この証



 

紙には割印をしないでください。 

イ 福岡県領収証紙の代わりに、「収入印紙」を貼付すると無効になります。 

（６）志願者名簿 

入学志願者一覧表（本校が定める様式）に、志願者全員を第一志望について「機械工学科、工業進

学コース、情報工学科、電気工学科、電子工学科、環境化学科、染織デザイン科、建築科、都市工学

科」の順に並べて記入し、一部提出してください。 

第二志望の記入については、「入学願書(一般)の志望欄の記入方法について」をよくお読みの上、

願書の内容どおりに記入してください。 

なお、帰国生徒等特例措置の適用を受けようとする生徒は、備考欄に「帰」と記入し、また推薦入

学者選抜を受けた生徒（本校以外の県立高等学校も含む）は、備考欄に受検した高校名を記入してく

ださい。 

過年度卒業の志願者については、備考欄に「過」と記入し、最後尾に並べてください。 

（７）健康相談希望者名簿 

次の健康相談内容に該当する受検者について、希望者には健康相談を行います。なお、希望者につ

いては、健康相談希望者名簿（本校が定める様式）を志願書類とともに提出してください。なお、健

康相談希望者名簿は、健康相談の希望者がいる場合のみ提出してください。 

（８）志願先の変更 

ア 入学志願書類提出後、所属学区内において志願高等学校の変更を希望する者は、令和３年２月２

５日（木）から３月２日（火）の正午までの間に、１回に限り他校へ志願先を変更することができ

ます。 

イ 前項の志願先の変更をしようとする者は、在籍学校長を経由して、志願変更届を志願していた高

等学校の校長に提出し、志願変更証明書と、さきに提出した調査書等を受領し、それらをアに示し

た期間内に志願変更先高等学校長に提出してください。 

（９）本校志望学科又はコースの変更 

ア 志願先変更受付期間中（令和３年２月２５日（木）から３月２日（火）正午）に１回に限り志望

学科又はコースの変更を認めます。 

イ 志望学科又はコースの変更については、在籍校長より「志望学科・コース変更届（本校が定める

様式）」を提出してください。その際、受検票を必ず持参してください。 

（１０）その他 

ア 氏名は各書類とも「生徒指導要録」に基づき記載してください。 

イ 入学者選抜関係書類は、各書類別にそれぞれ別冊にして、志願者名簿の順にまとめて、評定一覧

表及び評定分布表を添えて提出してください。 

 

 



 

令和３令和３令和３令和３年度年度年度年度    入学者選抜について入学者選抜について入学者選抜について入学者選抜について    

福岡県立福岡工業高等学校 定時制 

 

このことについては、令和３年度福岡県立高等学校入学者選抜要項に基づき実施します。 

本校定時制課程として特に付記することは、次のとおりです。 

 

１ 入学定員 

  工業技術科（４０名） 

 

２ 工業技術科について 

  工業技術科では、機械と電気を中心とした基礎的・基本的な技術を身に付けることができるとともに

実習でのものづくりに力を入れています。併せて、年齢を問わず学力向上や希望進路実現などの目標達

成に向けて働きながらでも学べる学科です。 

 

３ 一般入試について 

（１）学力検査とともに当日、面接を実施します。 

    面接は、本校定時制課程への志望の動機や、学科に対する興味・関心、また将来の進路を含む目的

意識及び入学した場合の生活に関すること等について質問をする予定です。 

（２）選考にあたっては調査書、学力検査及び面接の結果をもとに総合的に判断します。 

   定時制課程では受検者全員を精査対象とし、調査書の全項目を見ますが、特に重視する項目は次の

とおりです。 

ア 総合所見 

イ 行動の記録 

ウ 特別活動の記録 

エ 各学年の評定 

（３）入学志願手続きは、本校全日制課程と同じです。ただし、入学選考料については、８５０円の福岡

県領収証紙を貼付した福岡県領収証紙納付書の提出となります。 

 

４ 定時制課程における特例措置について 

（１）満２０歳以上（令和３年４月１日現在）の志願者で、希望する者については、学力検査を行わず作

文をもってこれに代えます。併せて、面接を実施します。 

（２）選考にあたっては調査書、作文及び面接の結果をもとに総合的に判断します。 

 

５ 健康相談について 

  希望する受検者については健康相談を実施しますので、健康相談希望者名簿の提出をお願いします。 

 健康相談の対象となる基準は、本校全日制課程と同じです。 

 

６ 合格者説明会について 

  合格者説明会については、願書とともに配布します「令和３年度 福岡工業高等学校 受検者心得（定

時制）」を御参照ください。 
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