
 
 

広報資料 

平成21年度京都府公立高等学校入学者選抜について 
 
                                    平成20年８月27日   

 
 
 

選抜の概要 

１ 全日制、定時制 
 (1) 日 程 

事 項 月 日 時 間 場 所 備考

 

 願書受付 
 ２月24日(火) 
   25日(水) 
   26日(木) 

   【全日制・定時制(昼間)】 
   午前９時から午後４時まで 
  午前９時から午後４時まで 
  午前９時から正午まで 

【定時制(夜間)】 
   午後１時から午後７時まで 
  午後１時から午後７時まで 
  午後１時から午後３時まで 

 
 第1志望が総合選抜の場合 
 は､指定された高等学校 
 その他は第1志望とする高 
 等学校 

 

 学力検査 

等 

 

 ３月６日(金) 
【全日制】 

 午前９時30分から

午後２時55分まで

【定時制】 
午前９時30分から 

午後２時55分まで 
※高校によっては学力検査

終了後面接を実施 

 願書を提出した高等学校 

 追検査(*)  ３月９日(月)   同  上  別に教育委員会が指定する｡

一 
般 
選 
抜 

 合格発表  ３月17日(火)  午前９時から午後０時30分まで  願書を提出した高等学校 

 願書受付  ３月18日(水) 
   19日(木) 

  【全日制・定時制(昼間)】 
   午前９時から午後４時まで 
  午前９時から午後４時まで

【定時制(夜間)】 
午後４時から午後７時まで 
午後４時から午後７時まで

 第1志望とする高等学校 

 学力検査 

 等 
 ３月24日(火)   学力検査：午前９時30分から午後０時20分まで 

  面接：午後１時15分から 
 願書を提出した高等学校 

第 

２ 
次 
募 
集  合格発表  ３月26日(木)   【全日制・定時制(昼間)】 

   午後１時から午後３時まで

【定時制(夜間)】 
午後５時から午後７時まで   同 上 

全

定

共

通

   (*) 病気等で受検できなかった者 

 (2) 学力検査実施教科等 
   一般選抜 ：国語、社会、数学、理科、英語（リスニングテストを含む。） 

         面接（定時制で実施する高校のみ） 

   第２次募集：国語、数学、英語（リスニングテストを含む。）、面接 

 (3) 入学志願に関する特別の手続について（特別事情具申） 

    ア 対象者 
     他府県からの志願者、府内において入学日までに住所を変更することが確実な者等 

    イ 手続き期間 
    １月13日(火)から１月23日(金)まで 
   （日曜日及び土曜日を除き、午前９時から午後５時まで） 
        ※ 「推薦入学」「特色選抜」「海外勤務者帰国子女特別入学者選抜」「中国帰国孤児子女特別入学者選抜」「長

期欠席者特別入学者選抜」出願者及び「普通科第Ⅲ類」「介護福祉科」「音楽科」「美術工芸科」「国際コミュ
ニケーション科」「京都こすもす科」「京都国際科」「探究学科群」「エンタープライジング科」「自然科学科」
「サイエンスリサーチ科」「数理科学科」「理数探究科」「文理総合科」「教養科学科」「文理科学科」「人間
科学科」「教育みらい科」への入学希望者で特別事情具申をする必要のある者は、１月13日(火)から16日(金)
まで（午前９時から午後５時まで） 



  ウ 受付場所 
    京都府教育庁指導部高校教育課 
        各教育局（乙訓、山城、南丹、中丹、丹後） 

 
(4) 推薦入学 
  ア 実施高等学校等 
    全日制：４７校  ６９学科・類・類型・系統等 
        定時制： ３校   ３学科 
    イ 募集人員                        
       実施学科等の募集定員の30％程度、50％程度又は70％程度   
    ウ 選抜日程 

  願書受付期間  ２月２日(月)・３日(火)午前９時から午後４時まで 
※音楽科は、１月29日(木)・30日(金)午前９時から午後４時まで 

  面接、作文等実施日  ２月16日(月) 
  合格内定通知日  ２月19日(木) 

 

  合格発表  ３月17日(火) 
      ※ 実施高等学校名等は別表１のとおり 

 (5) 特色選抜 
  ア 実施高等学校等 

    全日制：４２校 

    ※ 実施高等学校名等は別表２のとおり 

    イ 選抜日程 
  願書受付期間  ２月２日(月)・３日(火)午前９時から午後４時まで
  面接、作文等実施日  ２月16日(月) 
  合格内定通知日  ２月19日(木) 

 

  合格発表  ３月17日(火) 
 

 (6) 海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 
  ア 実施高等学校及び募集人員 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 
京都府立鳥羽高等学校  普通科第Ⅰ類 

 

京都府立西舞鶴高等学校   全日制 
 普通科第Ⅰ類 

 各校５名以内 

   （府内全域から志願できる。ただし、通学区域を越えて志願する場合は、特別事情具申手続が必要。） 

    イ 選抜日程 
  願書受付期間  １月26日(月)・27日(火)午前９時から午後４時まで
  学力検査等実施日  ２月５日(木)（国語、数学、英語、面接） 
  合格内定通知日  ２月10日(火) 

 

  合格発表  ３月17日(火) 
 



 (7) 中国帰国孤児子女特別入学者選抜                                              
  ア 実施高等学校及び募集人員                                                    

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 
  全日制  普通科第Ⅰ類 京都府立鳥羽高等学校 
  定時制  普通科 

京都府立西舞鶴高等学校   全日制  普通科第Ⅰ類 

 

京都府立東舞鶴高等学校 
浮島分校 

  定時制  普通科 
 各校各課程５名以内 

   （府内全域から志願できる。ただし、通学区域を越えて志願する場合は、特別事情具申手続が必要。） 

    イ 選抜日程 
  願書受付期間  １月26日(月)・27日(火)午前９時から午後４時まで 

    ※ 定時制については、両日とも午後４時から午後７時まで 
  学力検査等実施日  ２月５日(木)（国語、数学、英語、面接） 
  合格内定通知日  ２月10日(火) 

 

  合格発表  ３月17日(火) 
 
 (8) 成人特別入学者選抜 
  ア 実施高等学校及び募集人員 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 
京都府立鴨沂高等学校 普通科 
京都府立鳥羽高等学校 定時制 

普通科 
京都府立朱雀高等学校 普通科 

普通科 

 

京都府立桃山高等学校 
 単位制 
 による 
 定時制 商業科 

募集定員に10％を乗じ

て得た人数以内 

  イ 出願資格         
        平成21年４月１日現在満20歳以上の者 

    ウ 選抜日程 
  願書受付期間  １月26日(月)・27日(火)午後４時から午後７時まで
  面接、作文実施日  ２月５日(木) 
  合格内定通知日  ２月10日(火) 

 

  合格発表  ３月17日(火) 
 

 (9) 長期欠席者特別入学者選抜 
  ア 実施高等学校及び募集人員 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 
京都府立朱雀高等学校 普通科（第Ⅰ類・第Ⅱ類） 10名程度 
京都府立城陽高等学校 普通科（第Ⅰ類・第Ⅱ類）   10名程度 

 

京都府立西舞鶴高等学校 
全日制 

普通科（第Ⅰ類・第Ⅱ類）   ５名程度 
   （府内全域から志願できる。ただし、通学区域を越えて志願する場合は、特別事情具申手続が必要。） 

  イ 出願資格         
        平成21年３月に中学校を卒業見込みの者 
        中学校在籍中、第１学年から第３学年のいずれかの学年で、年間30日以上の欠席が 

ある者 



    ウ 選抜日程 
  願書受付期間  １月26日(月)・27日(火)午前９時から午後４時まで
  学力検査等実施日  ２月５日(木)（国語、数学、英語、面接及び作文） 
  合格内定通知日  ２月10日(火) 

 

  合格発表  ３月17日(火) 
 
 (10) 特別活動及び部活動に関連する入学校の希望について 
   京都市北通学圏・京都市南通学圏の普通科第Ⅰ類を第１志望とする者にあっては、特別

活動及び部活動に関連して、どちらの通学圏にある高等学校でも入学校を希望することが

できる。 

   ○ 書類受付期間 
     ２月24日(火) 午前９時から午後４時まで 
       25日(水)      〃 
       26日(木) 午前９時から正午まで 
          ※ 指定された高等学校に提出  
 
２ 通信制 
 (1) 願書受付期間  
      ３月25日(水)・26日(木)・27日(金)・30日(月) 
  （午前９時から午後４時まで。ただし、最終日は正午まで。） 
 
 (2) 入学者の選抜 
   学力検査は実施しない。必要に応じて面接を実施し、報告書等に基づいて選抜を行う。 
 
 (3) 合格発表 
   高等学校長から志願者本人あて通知する。 



別表１

１　全日制課程

（１）全日制課程（単位制除く。）

学科 学校名（分校名） 学科等 募集枠 学科 学校名（分校名） 学科等 募集枠

 市立紫野高校  第Ⅲ類英文系 50％程度

 府立洛北高校  第Ⅲ類体育系 70％程度

 府立北稜高校  第Ⅱ類英語系 50％程度

 府立洛東高校  総合選択制 70％程度

 府立鳥羽高校  第Ⅲ類体育系 70％程度

 府立向陽高校  第Ⅲ類体育系 70％程度

 府立東宇治高校  第Ⅱ類英語系 50％程度

 府立西城陽高校  第Ⅲ類体育系 70％程度

 府立京都八幡高校  総合選択制 70％程度

 府立久御山高校  第Ⅲ類体育系 70％程度

 府立亀岡高校  第Ⅲ類芸術系 70％程度   （京都こすもす科）

 府立綾部高校  第Ⅲ類体育系 70％程度 　　　人文社会系統

 府立大江高校  総合選択制 70％程度 　　　国際文化系統

 府立加悦谷高校  第Ⅲ類体育系 70％程度 　　　自然科学系統

 植物クリエイト科  府立園部高校  京都国際科 70％程度

 園芸ビジネス科  市立堀川高校  探究学科群 50％程度

 府立木津高校  システム園芸科 70％程度  市立西京高校  エンタープライジング科 50％程度

 府立北桑田高校  森林リサ－チ科 50％程度  府立桃山高校  自然科学科 50％程度

 農産バイオ科  府立南陽高校  サイエンスリサーチ科 50％程度

 (環境緑地科)  府立亀岡高校  数理科学科 50％程度

　　造園系統  府立西舞鶴高校  理数探究科 50％程度

　　農業土木系統  府立山城高校  文理総合科 50％程度

 府立須知高校  食品科学科 70％程度  府立福知山高校  文理科学科 50％程度

 農業科  府立京都八幡高校(南)  人間科学科 50％程度

 園芸科  市立塔南高校  教育みらい科 50％程度

 農芸化学科 （２）単位制による全日制

 府立峰山高校 （弥栄）  農園芸科 70％程度 普通科  府立城南菱創高校  普通科 50％程度

 自動車科  （教養科学科）

 工業技術科 　　人文・社会科学系統

 機械プランニング科 　　自然科学系統

 生産システム科  府立南丹高校  総合学科 50％程度

 電気エネルギー科  府立久美浜高校  総合学科 30％程度

 電子コミュニケーション
科 ２　定時制課程（昼間定時制）

 情報システム科

 府立宮津高校  建築科 70％程度

 (産業工学科）

　　機械系統

　　デザイン系統  システム工学科

 市立洛陽工業高校  創造技術科 50％程度  （キャリア実践コース）

 市立伏見工業高校  システム工学科 50％程度

 会計科 【参考】（推薦入学実施校のまとめ）

 企画科 （１）全日制

 ビジネス探求科 21年度 20年度

 府立木津高校  情報企画科 70％程度 学　校　数 ４7校 ４９校

 府立大江高校  ビジネス科学科 70％程度   学科・類型等数 69学科･類型･系統等
６８学科･類型･
系統等

 府立網野高校  企画経営科 70％程度 （２）定時制

21年度 20年度

学　校　数 　 ３校 　 ３校

学　科　数 　 ３学科 　 ３学科

平成21年度選抜において推薦入学を実施する学校・学科等

 府立城南菱創高校

70％程度

70％程度

 音楽科

 国際コミュニケーション
科

外国語に
関する学科

 府立嵯峨野高校

 情報科学科 50％程度

 農業科

工業に関
する学科

 市立伏見工業高校

50％程度

50％程度

 府立京都すばる高校

 市立日吉ヶ丘高校

 市立音楽高校

50％程度

 介護福祉科 府立京都八幡高校(南)

総合学科

その他専
門教育を
施す学科

50％程度

 市立銅駝美術工芸高校  美術工芸科

音楽に関
する学科

 府立農芸高校

50％程度

70％程度

美術工芸に
関する学科

水産に関
する学科

 府立工業高校

 府立綾部高校（東）

 府立海洋高校

商業に関
する学科

 海洋学科群

50％程度

府立京都すばる高校

70％程度

50％程度

50％程度

50％程度

50％程度

普通科

工業に関
する学科

 府立田辺高校

農業に関
する学科

 府立桂高校

 府立峰山高校

情報に関
する学科

50％程度 府立福知山高校(三和)

50％程度

農業に関
する学科

 府立北桑田高校(美山)  農業科 50％程度

その他専
門教育を
施す学科

福祉に関
する学科



別表２ 
平成21年度特色選抜を実施する高等学校名、学科名 

   
通学圏  実施高等学校 学科名（類・類型名） 

 京都府立山城高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立鴨沂高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立洛北高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立北稜高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立朱雀高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立嵯峨野高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立北嵯峨高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立桂高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立洛西高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都市立堀川高等学校     普通科（第Ⅰ類）

京都市北 

 京都市立紫野高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立洛東高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立鳥羽高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立桃山高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立東稜高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立洛水高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立向陽高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立乙訓高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立西乙訓高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都市立日吉ヶ丘高等学校     普通科（第Ⅰ類）

京都市南 

 京都市立塔南高等学校     普通科（第Ⅰ類）
 京都府立東宇治高等学校 ※     普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
 京都府立莵道高等学校 ※     普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（人文系、理数系）） 
 京都府立城陽高等学校 ※     普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立西城陽高等学校 ※     普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立久御山高等学校 ※      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立田辺高等学校 ※      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立木津高等学校 ※      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 

山 城 

京都府立南陽高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立北桑田高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立亀岡高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立南丹高等学校      普通科（第Ⅱ類（文理系））
京都府立園部高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 

口 丹 

京都府立須知高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立綾部高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立福知山高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（人文系、理数系）） 
京都府立東舞鶴高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 

中 丹 

京都府立西舞鶴高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立宮津高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立加悦谷高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
京都府立峰山高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 

丹 後 

京都府立網野高等学校      普通科（第Ⅰ類、第Ⅱ類（文理系）） 
    備考 ※印の高等学校においては、上記の類・類型を普通科として一括して選抜する。 



 

 

 

１ 通学区域 

現 行 変更後 

京都市北・東・南・西通学圏 京都市北・南通学圏 

   

２ 学校の新設・改編 

学校名 募集学科 

城南菱創高校 

（城南高校・西宇治高校を再編） 

単位制 普通科 

教養科学科（人文・社会科学系統、自然科学系統）

 

３ 学科等の改編 

（１） 新設学科 

学校名 学科名 通学区域 選抜方法 

京都すばる高校 ビジネス探求科 府内全域 一般選抜、推薦入学 

 

（２） 学科改編 

項 目 現 行 変更後 

京都八幡高校 人間環境科 介護福祉科、人間科学科 

選抜方法 一般選抜及び推薦入学（適性検査実施） 変更なし   

通学区域 府内全域 変更なし 

峰山高校 機械システム科・繊維デザイン科 産業工学科 

（機械系統、デザイン系統） 

選抜方法 一般選抜及び推薦入学 変更なし   

通学区域 
機械システム科：中丹・丹後通学圏

繊維デザイン科：府内全域 
府内全域 

日吉ヶ丘高校 英語科 国際コミュニケーション科 

選抜方法 一般選抜及び推薦入学（適性検査実施） 変更なし   

通学区域 府内全域 変更なし 

乙訓高校 商業科 募集停止 

 

４ 普通科第Ⅱ類の設置類型 

通学圏 高校名 現 行 変更後 

東稜高校 人文系、理数系 文理系 京都市南 

西乙訓高校 人文系、理数系 文理系 

山城 西城陽高校 理数系、文理系 文理系 

中丹 東舞鶴高校 人文系、理数系 文理系 

主な変更点 



５ 選抜制度 

（１） 京都市北・南通学圏 

 第Ⅰ類 

項 目 現 行 変更後 

選抜方法 一般選抜のみ実施 特色選抜及び一般選抜を実施 

※特色選抜では、京都市北・南通学圏のすべての 

高校に志願可能 

※特色選抜の募集人員は、募集定員の10％以内 

 特別活動・部活動に 

よる入学校の希望 

（募集定員の20％以内）

※第Ⅰ類を第１志望と 

する場合のみ 

通学圏内の高校のみ

希望可能 

京都市北・南通学圏のすべての高校を希望可能 

 

 

 第Ⅱ類 

項 目 現 行 変更後 

選抜方法 一般選抜での志願は、

通学圏内のみ 

一般選抜で、京都市北・南通学圏のすべての 

高校に志願可能 

ただし、他方の圏から入学できるのは、募集 

定員の50％以内 

 

（２）山城通学圏 

高校名 現 行 変更後 

東宇治高校 第Ⅰ類、第Ⅱ類文理系 → 一括募集 

第Ⅱ類英語系 → 単独選抜 

第Ⅰ類、第Ⅱ類文理系及び英語系 

→ 一括募集 

 

（３）定時制（全通学圏） 

項 目 現 行 変更後 

選抜のための資料 

（一般選抜） 

学力検査（５教科） 

の結果及び報告書 

面接を行う高等学校は、学力検査（５教科）、 

報告書及び面接の結果 

 ※面接を行う高等学校は、別途定める。 

 

（４）第２次募集（全通学圏、全日制・定時制） 

項 目 現 行 変更後 

選抜のための資料 学力検査（５教科） 

の結果及び報告書 

学力検査（国語・数学・英語）の結果、報告書 

及び面接の結果 

 

【問い合せ先】 

  京都府教育庁指導部高校教育課      （075-414－5848） 

  京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 （075-222－3811） 


