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2022 年度（令和 4 年度）岩手女子高等学校 生徒募集要項の概要 

１ 募集人員  220名  

 

 

 

 

 

 

２ 入学者選抜概要 

内 

訳 

 

普通科：  120 名 

看護科：   60名（うち推薦 45名程度） 

福祉教養科： 40名 

受験区分 
推薦入試 

一般入試 
調査書推薦 自己推薦 

募集する科 普通科 看護科 福祉教養科 普通科 
普通科・看護科 

福祉教養科 

第 2・3学年の評定 全教科 2以上 条件なし 
 

3か年 9教科の評定

合計 

（評定平均） 

基準なし 
89以上 

（3.30以上） 
基準なし 基準なし 

 

出願期間 1月 11日（火）1日のみ    1 月 12日（水）1日のみ 

出願受付時間 9：00～16：00 

選考試験日 1月 14 日（金） 1月 21 日（金） 

選考方法 書類（推薦書、調査書等）、面接 

 

基礎テスト

（国数英） 

書類、面接 

学力検査 

（国語、数学、英語） 

書類、面接 

試験会場 本校のみ 

合格通知日 1月 17 日（月） 1月 28日（金） 

重複受験 

不合格の場合同じ

受験番号で一般入

試を受験 

できる できない 

 

 

受験料 10,000 円 

入学手続き 1月 27日（木）・28 日（金） 3月 16日（水）～18日（金） 

入学条件 合格した場合は、必ず入学する 
 

手続き納入金 199,700円（一括納入） 
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推薦入学試験要項  調査書推薦入試 

日程 
 

 

 

 

 

⓵ 募集学科 

  普通科・看護科・福祉教養科 

➁ 出願資格・条件 

  ・令和 4年 3月中学校卒業見込みの女子であること。 

・出身中学校長の推薦がある者。 

  ・本校のみを受験し、合格後は本校に必ず入学する者。 

・生活態度・学習態度が良好である者。 

  ・下記の学業成績基準を満たしている者。 

・県外から受験する際は、事前にご連絡ください。 

➂ 学業成績基準 

 

 

 

 

 

 

④ 出願期間   1月 11 日（火）9：00～16：00   1日のみ 

         郵送の場合は、書留または、簡易書留とし 1月 11日（火）必着で出願ください。 

         郵送で受理した場合、受験票は出身の中学校へ郵送します。 

⑤ 出願書類   黒のペンまたは、黒のボールペンを使用し必要事項を記入してください。 

         以下の 4点を 1部とし、クリップでとじて出願ください。 

Ａ 調査書推薦受験 入学志願書 

（赤色用紙） 

所定の用紙を使用し、写真を貼付してください。 

（カラー・白黒どちらでも可） 

Ｂ 調査書推薦受験 推薦書 所定の用紙、または本校 Webページからダウンロードし

たものを使用してください。 

Ｆ 

 

調査書 

 

所定の用紙、または岩手県公立高等学校志願者用のもの

を使用してください。 

Ｇ    受験票  

受験料振込通知書貼付票 

受験票には写真を貼付、受験料振込通知書貼付票には振り

込み後の振込通知書(A)を貼付してください。 

受験料は銀行窓口で 12月 1日(水)から受け付けます。 

⑥ 受験料     10,000円(手数料振込人負担) 

➆ 選考方法    書類（推薦書、調査書等）および個人面接により選考します。 

➇ 選考試験会場  本校 

⑨ 推薦不合格者  推薦入学試験を受験し不合格となった場合、希望により一般入学試験を受験する

再受験     ことができます。志願書に必要事項を記入してください。推薦入学試験の受験票 

          で一般入学試験を受験することになります。再受験の場合、面接はありません。

再受験料は無料です。      

⑩ その他     いったん提出された書類・納金は返却しません。 

 

試験日 

1月 14日（金） 

受付 8:00～ 8:50 

面接 9:00～(11:00) 

合格通知日 
1月 17日（月）必着で各中学校長宛に郵送します。 

電話での合否のお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 普通科 看護科 福祉教養科 

第 2・3学年の評定 全教科 2以上 

3か年 9教科の評定合計 

(評定平均) 
基準なし 

89 以上 

(3.30 以上) 
基準なし 
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推薦入学試験要項  自己推薦入試 

日程 

試験日 

 

1月 14日（金） 

受   付  8：00～ 8：50 

基礎テスト  9：00～ 9：50 

面   接  10：05～(11：00) 

合格通知日 
1月 17日（月）必着で各中学校長宛に郵送します。 

電話での合否のお問い合わせは、ご遠慮ください。 

 

⓵ 募集学科 

  普通科 

 

➁ 出願資格・条件 

  ・令和 4年 3月中学校卒業見込みの女子であること。 

  ・本校のみを受験し、合格後は本校に必ず入学する者。 

  ・学業成績の基準は特に設けないが、入学後、意欲的に活動する者。 

  ・県外から受験する際は、事前にご連絡ください。 

 

➂ 出願期間   1月 11 日（火）9：00～16：00   1日のみ 

         郵送の場合は、書留または、簡易書留とし 1月 11日（火）必着で出願ください。 

         郵送で受理した場合、受験票は出身の中学校へ郵送します。 

④ 出願書類   黒のペンまたは、黒のボールペンを使用し必要事項を記入してください。 

以下の 4点を 1部とし、クリップでとじて出願ください。 

 

⑤ 受験料     10,000円(手数料振込人負担) 

 

⑥ 選考方法    基礎テスト（国語・数学・英語の基礎的内容）と書類（調査書等）および個人面

接により選考します。 

 

➆ 選考試験会場  本校 

 

⑧ 推薦不合格者  推薦入学試験を受験し不合格となった場合、一般入学試験を受験することがで 

再受験     きません。 

 

⑨ その他     いったん提出された書類・納金は返却しません。 

           

  

Ｃ 普通科自己推薦受験 入学志願書 

（青色用紙） 

所定の用紙を使用し、写真を貼付してください。 

（カラー・白黒どちらでも可） 

Ｄ 自己推薦書 所定の用紙を使用し、志願者本人が記入してください。 

Ｆ 

 

調査書 

 

所定の用紙、または岩手県公立高等学校志願者用のもの

を使用してください。 

Ｇ    受験票  

受験料振込通知書貼付票 

受験票には写真を貼付、受験料振込通知書貼付票には振

り込み後の振込通知書(A)を貼付してください。受験料

は銀行窓口で 12月 1日(水)から受け付けます。 
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一般入学試験要項 

 

日程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓵ 募集学科 

  普通科・看護科・福祉教養科 

 

➁ 出願資格 

  ・令和 4年 3月中学校卒業見込みの女子、または中学校卒業の女子であること。 

  ・県外から受験する際は、事前にご連絡ください。 

 

➂ 出願期間   1月 12 日（水）9：00～16：00   1日のみ 

         11日に持参した場合には、12日に受付後受験票を中学校へ郵送します。 

         郵送の場合は、書留または、簡易書留とし 1月 12日（水）必着で出願ください。 

         郵送で受理した場合、受験票は中学校へ郵送します。 

④ 出願書類   黒のペンまたは、黒のボールペンを使用し必要事項を記入してください。 

以下の 3点を 1部とし、クリップでとじて出願ください。 

Ｅ 一般受験入学志願書 

（白色用紙） 

所定の用紙を使用し、写真を貼付してください。 

（カラー・白黒どちらでも可） 

Ｆ 

 

調査書 

 

所定の用紙、または岩手県公立高等学校志願者用のものを

使用してください。 

Ｇ    受験票  

受験料振込通知書貼付票 

受験票には写真を貼付、受験料振込通知書貼付票には振り

込み後の振込通知書(A)を貼付してください。受験料は銀

行窓口で 12月 1日(水)～1月 12日(水)にお振込みくださ

い。 

 

⑤ 受験料     10,000円(手数料振込人負担) 

 

⑥ 選考方法    学力検査（国語・数学・英語）、個人面接および書類（調査書等）により選考し

ます。 

 

➆ 選考試験会場  本校 

⑧ その他     いったん提出された書類・納金は返却しません。 

          下見は、1月 20日（木）16：00～17：00 2Ｆロビー受付まで可能です。 

          事前に連絡ください。 

 

※二次募集試験を実施する際は、2月以降本校 Webページでお知らせします。 

試験日 

 

1月 21日（金） 

受付    8：00～ 8：50 

国語    9：00～ 9：50 

数学    10：05～ 10：55 

英語    11：10～ 12：00 

面接    12：15～(13：00) 

合格通知日  1月 28日（金）必着で各中学校長宛に郵送します。 

電話での合否のお問い合わせは、ご遠慮ください。 
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入学手続き等について 

 推薦入試合格者 一般入試合格者 

入学諸経費 199,700円（内訳は 6ページ） 

入学諸経費の納入期間 令和 4 年 1月 27日(木) 

～28日(金) 

令和 4年 3 月 16日(水) 

～18日(金) 

入学諸経費の納入方法 合格者に配布される入学手続き書類に同封された所定の用紙を用いて銀

行振込とします。分納は認めていません。 

 期間内に入学諸経費の納入を完了しない場合は、入学資格を失います。 

制服・運動着の購入 令和 4年 1月 27日（木）・28日（金）

13：30～17：00 

本校 school store（購買室 体育館

棟 2Ｆロビー前）で採寸があります。 

必ず本人が来校してください。 

 

令和 4年 3 月 19日(土) 

11：00～12：00 本校 3Ｆ小ホール 

靴・校章等、物品の購

入 

令和 4 年 3月 19日(土)11：00～12：00 本校 3Ｆ小ホール 

 

※ いったん提出された書類・納金は返却しません。 

※ 一般入試合格者で、3 月 18日（金）までに入学手続きをしない場合の辞退届は不要です。 

 

入学者の出校日 

令和 4年 3月 19日（土） 

時間・場所 内容 推薦入試合格者 一般入試合格者 

10：00～10：25 

2Ｆロビー 
受付 

入学確認カード提出 

※ 課題等の配布 

10：30～11：00 

大ホール 
入学説明会 

１．入学に関すること 

２．学習・服装・生活に関すること 

３．その他 

11：00～12：00 

小ホール＆ 

東校舎 3Ｆ 

物
品
購
入 

制服・体育着 受け渡し 購入 

靴・校章等 購入 

寄宿舎入舎面接 入舎希望者 

 

入学式 

 令和 4年 4月７日（木）  

 〈時程〉受付         8:30 ～9:10 

     入学式       10:00～11:20頃（大ホール） 

     場所        本校体育館 

       提出書類      誓約書・住民票 等 
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受験料・学納金 

１ 受験料   10,000円 

  本校所定の振込用紙を用いて、銀行に振り込んでください。(手数料振込人負担) 

２ 学納金等 

  (1) 入学諸経費 

    入学手続き時に納入する金額 

入学金 100,000 円 

特別施設費 50,000 円 

諸入会金（PTA 300円・生徒会 400円） 700円 

生徒会費（1 年分） 10,000円 

後援会費（1 年分） 8.000円 

同窓会費（1 年分） 1,000円 

教材費  初回納入分 30,000円 

合計 199,700円 

  (2) 学費（月額）（令和 3年度入学生） 

授業料 30,000円 

施設設備および維持費 1,000円 

教育振興費 1,000円 

合計 32,000円 

 (3) 物品購入費 （令和 3年度入学生） 

 

 

 

  

  

 

 

 

(4) 教科書代（令和 3年度入学生） 

普通科 看護科 福祉教養科 

7,905円 6,336円 8,036円 

※ 辞典等は、除く 

(5) 学習費 （令和 3年度入学生） 

   普通科 看護科 福祉教養科 

37,000 円 67,000 円 62,000 円 

※ 入学手続き時の初回納入分 30,000円を差し引いた金額 

※ (高文連・高体連入会金・行事費等含む) 

 

(6) 修学旅行費 （令和 3年度入学生） 

    約 90,000～112,000円     ※ １年次からの月々の積み立て可 

夏・冬制服一式 110,000 円 

運動着等 13,850 円 

靴・校章等  

※通学用靴クラリーノ 25.5ｃｍまでの場合 
19,007 円 

計 142,857 円 



7 

 

就学支援金 

世帯の年収目安（注）が約 910万円未満の場合、授業料のうち月額 9,900円が就学支援金として給付

されます。また、令和 2 年度から世帯の年収目安（注）が約 590 万円未満の場合、授業料分の 30,000

円が就学支援金として給付されます。学納金は、世帯収入によって、月額 32,000 円から就学支援金を

除いた金額を納付していただくことになります。 

 

（注）両親・高校生・中学生の 4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安 

 ※ 保護者等の「課税所得」を基準として就学支援金の額が決定します。 

 

岩手女子高等学校特待生制度 

  

年度末に、学業成績優秀者を表彰し、奨学金を支給します。 

 

公的奨学金制度 

 

岩手県私立高等学校授業料減免制度 

岩手県私立高等学校生徒等奨学給付金制度 

日本学生支援機構岩手育英奨学会 

岩手県私学協会奨学金 

看護職員修学資金(看護科対象) 

等 

 

看護科「専攻科課程」 

「看護科」入学生が、進級する際の費用 （令和 3 年度） 

 

4年生 進級諸経費、授業料、教材費、教科書代、制服代 等 974,000円 

5年生 授業料、教材費、教科書代 等 836,340円 

 

寄宿舎への入舎 

 

所在地         盛岡市清水町 け・や・り(学校から徒歩 8分) 

経 費         入舎費   5,000円 

            燃料費  30,000円(年額) 

              舎 費  51,000円(月額、食事代を含む) 

新入生入舎予定人数   若干名 

入舎決定        令和 4年 3月 19日（土）の新入生出校日に面接の上決定します。 

            なお、希望者が定員を上回る場合には、抽選となります 

 

※個人情報の取り扱い 

 出願書類に記入いただいた住所、氏名、その他の個人情報は、入学試験の実施、合格発表、入学手続

き、入学者の受け入れ業務を行うために利用いたします。 
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追試験の実施 

 ① 追試験の対象者（推薦入試・一般入試共通） 

  ア 感染症（インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス等）の拡大防止のため出席停止

の対象となるもので、在籍または出身中学校長が受験できないと判断したもの。 

  イ 風邪症状（発熱・頭痛・のどの痛み等）があり、在籍または出身中学校長が受験できないと判

断したもの。 

  ウ その他真にやむを得ない理由で受験できないもので、在籍または出身中学校長が受験できない

と判断したもの。 

 

 ② 追試験の実施期日 

   令和 4年 2月 10日（木） 

 調査書推薦入試 自己推薦入試 一般入試 

受付 8:30～8:50 

基礎力テスト（自己推薦入

試の受験者） 
 9:00～9:50  

学力検査（調査書推薦入試、

一般入試の受験者） 
9:00～12:00  9:00～12:00 

面接 12:15～ 10:05～ 12:15～ 

 

   合格通知日 令和 4 年 2月 17日（木） 

 

 ③ 追試験の受験の手続 

  (1) 受験生本人または保護者が試験の欠席連絡を試験開始前までに在籍または出身中学校へ電話

連絡する。その際、追試験の受験意志があることを伝える。 

  (2) 欠席連絡を受けた在籍または出身中学校長は本校へ試験の欠席と追試験の受験意志があるこ

とを電話連絡する。 

  (3) 後日、1月中に在籍または出身中学校長は追試験受験者一覧（様式は本校 webページからダウ

ンロード）を本校へ郵送する。 

 

 ④ 追試験の選考方法 

  ア 調査書推薦入試の追試験は書類および個人面接により合否を判定します。調査書推薦入試で不

合格だった場合、一般入試での選考となり、書類、学力検査および個人面接により合否を判定

します。 

  イ 自己推薦入試および一般入試の追試験は書類、基礎力テストまたは学力検査および個人面接に

より合否を判定します。 

 

 ⑤ 追試験合格者の入学手続きについて 

一般入試合格者と同じ日程で手続きを行ってください。 

 

試験が実施できない場合の措置 

 新型コロナウイルス感染症のまん延状況により、本校が学力検査等実施できないと判断した場合、推

薦入学試験及び一般入学試験の基礎力テスト、学力検査、個人面接は実施せず、書類により選考します。

その際は、推薦入学試験の合否判定後、一般入学試験の合否判定を行い、中学校長へ 1 月 25 日（火）

に結果を通知いたします。入学手続き書類には入学試験区分が記載されていますので、その後の手続き

につきましては、書類をご覧ください。 


