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（別表２）

平成２０年度島根県公立高等学校入学者選抜（推薦・傾斜配点・比率・学力検査後の面接）について平成２０年度島根県公立高等学校入学者選抜（推薦・傾斜配点・比率・学力検査後の面接）について平成２０年度島根県公立高等学校入学者選抜（推薦・傾斜配点・比率・学力検査後の面接）について平成２０年度島根県公立高等学校入学者選抜（推薦・傾斜配点・比率・学力検査後の面接）について

推薦入学 一般入学

入番
学 ｽﾎﾟｰﾂ特別推薦

個人調査報
学力検査後の

面接試験号 実施学科 選抜方法 傾斜配点学校名 学科名定 募集人員（入学定員
告書と学力

員 指定種目に対する％） 評点化
検査の比率

1 安来高等学校 200 普通科 普通科 10% 書類審査，面接 ５０：５０ 男女バレーボール

男女フェンシング

2 情報科学高等学校 120 くくり募集 全学科 40% 書類審査，面接 ６０：４０ 全志望者 １０点

情報システム科・情報処理科

マルチメディア科

3 松江北高等学校 320 理数科・普通科 － ４０：６０ 男女陸上競技

女子ボート

4 松江南高等学校 320 理数科・普通科 － ４０：６０

5 松江東高等学校 240 普通科 普通科 5% 書類審査，面接及び作文 ４０：６０ 男子バスケットボール

6 松江工業高等学校 240 くくり募集 全学科 50% 書類審査，面接及び作文 全学科： ６０：４０ 全志望者 １０点 男子ソフトテニス

(機械科・電子機械科) 数学200

(電気科・電子科・情報技術科)

建築都市工学科

7 松江商業高等学校 240 くくり募集 全学科 40% 書類審査，面接 ６０：４０ しない 女子バスケットボール第１志望者のみ

商業科・情報処理科・ 国際

ビジネス科

8 松江農林高等学校 160 生物生産科・環境土木科・ 全学科 生物生産科：50％ 書類審査，面接及びプレ ６０：４０ しない第１志望者のみ

総合学科 環境土木科：60％ ゼンテーション

総合学科：40％

9 大東高等学校 160 普通科 普通科 10% 書類審査，面接 ５０：５０ 男子バドミントン

10 横田高等学校 160 普通科 普通科 10% 書類審査，面接及び作文 ５０：５０ 男女ホッケー

11 三刀屋高等学校 200 総合学科 総合学科 15％ 書類審査，面接及び作文 ５０：５０ 男女ソフトボール

吹奏楽・美術・書道の該

当者は作品提出

12 三刀屋高校・掛合分校 40 普通科 － ６０：４０ 全志望者 １０点

13 飯南高等学校 80 普通科 － ６０：４０ 全志望者 １０点

14 平田高等学校 160 普通科 普通科 12% 書類審査，面接 ５０：５０ 女子柔道

15 出雲高等学校 320 理数科・普通科 － ５０：５０ 女子弓道

16 出雲工業高等学校 160 機械科・電気科・電子機械科・ 全学科 40% 書類審査，面接 ６０：４０ 全志望者 １０点 男子自転車

建築科

17 出雲商業高等学校 160 商業科・情報処理科 全学科 50% 書類審査，面接及び作文 ６０：４０ しない第１志望者のみ

18 出雲農林高等学校 160 植物科学科・環境科学科・ 全学科 50% 書類審査，面接及び作文 全学科： ５０：５０ しない 男子ウェイトリフティング第１志望者のみ

食品科学科・動物科学科 国語150 男子カヌー

19 大社高等学校 320 普通科・体育科 全学科 普通科：10％ 普通科：書類審査，面接 ５０：５０ 体育科 しない 男女剣道

体育科：60％ 及び作文 全志望者

体育科：書類審査，面接

及び実技

20 大社高校・佐田分校 40 普通科 － ６０：４０ 全志望者 １０点

21 大田高等学校 200 理数科・普通科 普通科 10% 書類審査，面接及び作文 ４０：６０

22 邇摩高等学校 120 総合学科 総合学科 40% 書類審査，面接 ５０：５０

23 島根中央高等学校 120 普通科 普通科 30% 書類審査，面接及び作文 ６０：４０ 女子カヌー

24 矢上高等学校 120 普通科・産業技術科 産業技術科：30％ 書類審査，面接 ５０：５０産業技術科

25 江津高等学校 120 普通科・英語科 全学科 普通科：15％ 普通科：書類審査， 面接 英語科： ５０：５０ 男子水球

英語科：30％ 英語科：書類審査， 面接 英語200 女子ソフトテニス

（日本語，英語）

26 江津工業高等学校 120 機械科・総合電気科・建築科 全学科 40% 書類審査，面接 ５０：５０ 全志望者 １０点 男子ボート

男子弓道

27 浜田高等学校 240 理数科・普通科 － ５０：５０

28 浜田高校・今市分校 40 普通科 － ６０：４０ 全志望者 １０点

29 浜田商業高等学校 120 商業科・情報処理科 全学科 45% 書類審査，面接 ６０：４０ １０点第１志望者のみ

30 浜田水産高等学校 80 海洋技術科・食品流通科 全学科 30% 書類審査，面接及び作文 ６０：４０ 全志望者 １０点

31 益田高等学校 200 理数科・普通科 理数科 20% 書類審査，面接 ４０：６０

32 益田翔陽高等学校 200 電子機械科・電気科・ 全学科 電子機械科･電気科 書類審査，面接及び作文 ６０：４０ 全志望者 ８点

生物生産工学科・ 生物生産工学科･

環境土木科・総合学科 環境土木科：50％

総合学科：30％

33 吉賀高等学校 40 普通科 － ６０：４０

34 津和野高等学校 80 普通科 普通科 30% 書類審査，面接及び作文 ５０：５０ 全志望者 しない

35 隠岐高等学校 120 普通科・商業科 全学科 15% 書類審査，面接及び作文 ５０：５０

36 隠岐島前高等学校 40 普通科 普通科 10% 書類審査，面接及び作文 ６０：４０ １０点 男子レスリング第１志望者のみ

37 隠岐水産高等学校 80 海洋システム科・海洋生産科 全学科 30% 書類審査，面接及び作文 ６０：４０

38 松江市立女子高等学校 120 普通科・国際文化観光科 国際文化 50% 書類審査， 国際文化 ５０：５０ ５点第１志望者のみ

観光科 面接(日本語，英語) 観光科：

国語150

英語150

39 松江南高校・宍道分校 80 家政科 － ６０：４０ 全志望者 １０点

40 松江工業高校・定時制 160 － ６０：４０ 全志望者 しない普通科・建築科・機械科・電気科

41 出雲高校・定時制 80 普通科 － ７０：３０ 全志望者 １０点

42 浜田高校・定時制 40 普通科 － ６０：４０ 全志望者 １０点


