平成 18 年度

１．目的

適性検査実施要項

京都市立銅駝美術工芸高等学校

適性検査は, 専門教科の学習に関する適性を判定するために行う。

２．設置学科と募集定員

美術工芸科

９０名

３．志願者の資格
「平成１８年度京都府公立高等学校入学者選抜要項」に定められた志願者の資格を有する者。
なお, 京都府以外の在住者については, その都道府県の公立高等学校に本校と同様の学科が設置されていない場
合のみ, 本校に志願できる。

４．出願の要領
(１) 願書の交付

適性検査受検願書は, 平成１７年１２月１日(木)以降, 中学校を通じて本校に請求し交付を受ける
こと。(遠隔地の者で郵送を希望する場合は, 返信用切手 140 円分を同封の上, 本校へ請求するこ
と。)

(２) 願書の記入

適性検査受検願書に必要事項を正確に記入すること。写真は写真票の所定欄に貼付すること。

(３) 提 出 書 類

適性検査受検願書・適性検査写真票
なお, 推薦入学を志願する場合は, 中学校長を通じて, 推薦入学願書(推薦入学実施要項を参照)を
同時に提出すること。

(４) 提

出

先

〒604-0902 京都市中京区土手町通竹屋町下ル鉾田町 542 番地
京都市立銅駝美術工芸高等学校

(５) 受 付 期 間

TEL. 075-211-4984, 075-231-5740

平成１８年２月２日(木)・３日(金) 両日とも午前９時より午後４時まで
やむを得ない理由により郵送で出願する場合は, 本校に電話で連絡し, 返信用切手７４０円分を
同封の上, 書留速達(平成１８年１月２９日(日)から１月３１日(火)までの消印のあるものに限り有
効とする)により送付すること。

５．適性検査
(１)日

時

(２)実 施 場 所
(３)内

(４)持

平成１８年２月１４日(火)

午前９時〜午後２時５０分

本校

容

参

物

適性検査Ⅰ

鉛筆によるデッサン

適性検査Ⅱ

着色写生

9:20 〜 11:20 (120 分)

四つ切り画用紙

12:20 〜 14:50 (150 分)

四つ切り画用紙

受検票・鉛筆・消しゴム(ねりゴム可)・水彩絵具・筆・筆洗・パレット・画板(カルトン可・無地のもの)
昼食。

* なお, 画用紙は支給する。

６. 追検査
適性検査当日にやむを得ない理由によって欠席した者で, 検査当日午後４時までに届け出た者は, 追検査を受検
することができる。所定の用紙に理由を証明する書類を添付し, 中学校長を通じて本校校長まで届け出ること。
実施日は平成１８年２月１６日(木)とする。時間帯は本検査と同様。

７. 適性検査結果の発表
適性検査の合格者に対しては, 中学校長を通じて通知する。通知日は平成１８年２月２０日(月)とする。
電話による問い合わせには応じられない。

８. 注意事項
(１) 本校への入学は, 適性検査に合格するとともに, 別に定める要項に基づき実施される推薦入学または学力検査に
合格することを要件とする。
(２) 他府県在住の志願者には, 別途, 特別事情具申に関する指示をする。
(３) 適性検査について不明な点があれば, 本校に問い合わせること。

平成 18 年度

推薦入学実施要項

京都市立銅駝美術工芸高等学校

１．趣旨
本校の教育内容への興味・関心を有し, 学習意欲旺盛で, 進路に対する目的意識が明確な生徒を入学
させることにより, 当該生徒の個性や能力の伸長を図るとともに, 本校教育活動の充実・発展を図る
ことを目的とする。

２．募集学科と推薦入学者定員

美術工芸科

募集定員(９０名)の７０％程度とする。

３．志願者の資格
「平成１８年度京都府公立高等学校入学者選抜要項」に定められた志願者の資格を有する者の内, 次の条件を満
たし, 中学校長の推薦を得た者とする。
(1) 積極的な学習意欲があり, 将来の進路についての目的意識が明確であること。
(2) 本校の教育内容に対する興味・関心を有すること。
(3) 中学校長からの報告書の各記録が良好であること。
(4) 美術工芸科に関する適性を有すると認められること。
* 他の公立高等学校の推薦入学との併願はできない。また別紙要項に定める本校の適性検査を受検しなければな
らない。

４．出願の要領
(１) 願書の記入

推薦入学願書に必要事項を正確に記入すること。写真は写真票の所定欄に貼付すること。

(２) 提 出 書 類

推薦入学願書・写真票・報告書・推薦書・推薦入学について

全て京都市教育委員会の交付する推薦入学の統一用紙を使用すること。
(３) 提

出

先

〒604-0902 京都市中京区土手町通竹屋町下ル鉾田町 542 番地
京都市立銅駝美術工芸高等学校

(４) 受 付 期 間

TEL. 075-211-4984, 075-231-5740

平成１８年２月２日(木)・３日(金) 両日とも午前９時より午後４時まで

適性検査出願と同時に, 中学校長を通じて出願すること。
やむを得ない理由により郵送で出願する場合は, 本校に電話で連絡し, 返信用切手７４０円分
を同封の上, 書留速達(平成１８年１月２９日(日)から１月３１日(火)までの消印のあるものに限
り有効とする)により送付すること。

(５) 出願の方法

適性検査出願(適性検査実施要領を参照のこと)と同時に, 中学校長を通じて出願すること。

５．入学者の選抜
(１) 推薦入学志願者に対して, 適性検査に加えて, 面接・作文及び学習状況診断テスト(国語・*数学・英語)を実施す
る。

* 数学の出題範囲については, 「三平方の定理」を除くものとする。

(２) 適性検査に関しては, 別に定める「適性検査実施要項」により行う。
(３) 入学者の選抜は, 適性検査合格者の内から, 報告書・推薦書・面接・作文及び学習状況診断テストの
結果を資料として総合判定を行い, 合格内定者を決定する。

６. 日時
① 適性検査

平成１８年２月１４日(火)

② 面接, 作文及び学習状況診断テスト

午前 9 時〜午後 2 時 50 分

平成１８年２月１５日(水)

詳細については要項を参照のこと。
* 推薦入学追検査は実施しない。

集合, 諸注意

8:45

面接補助調査

9:00 〜 9:15

学習状況診断テスト 1 英語

9:30 〜 10:00

学習状況診断テスト 2 国語

10:15 〜 10:45

学習状況診断テスト 3 数学

11:00 〜 11:30

作文

11:45 〜 12:15

昼食
面接(終了次第下校)

13:10 〜

７. 合格内定者の通知
(１) 合格内定者に対し, 中学校長を通じて平成１８年２月２０日(月)に合格内定を通知する。
(２) 適性検査合格者で, 推薦選抜で合格内定とならなかった者については, 「平成１８年度京都府公立高
等学校入学者選抜要項」に基づき, 改めて本校美術工芸科に志願することができる。
(３) また適性検査・推薦選抜とも不合格の者については, 「平成１８年度京都府公立高等学校入学者選抜
要項」に基づき, 改めて他の高等学校に志願することができる。

８. 合格者の発表
合格内定者は, 平成１８年３月１６日(木)に本校において, 一般選抜の者と同時に合格発表を行い, 入
学に必要な書類を配布する。

９. その他
本要項に定めのないこと, その他詳細については, 「平成１８年度京都府公立高等学校入学者選抜要
項」に定めるところによるものとする。

