平成 18 年度
１

京都府立西城陽高等学校特色選抜実施要項

募集学科、類・類型
普通科第Ⅰ類、普通科第Ⅱ類理数系及び普通科第Ⅱ類文理系

２

募集人員
普通科第Ⅰ類・普通科第Ⅱ類理数系及び普通科第Ⅱ類文理系を合わせて２８名とする。

３

学校の特色
（１）知・徳・体の調和のとれた人間の育成を目指す。
（２）基本的な生活習慣を基に、部活動や特別活動への積極的な参加を促し、学力向上
のための様々な取り組みを経て、希望進路の実現を目指す。

４

選抜に際して重視する項目

（１）中学校での日常の学習に対する取り組み状況
（２）中学校での部活動・特別活動及び校外での活動への取り組み状況
（３）西城陽高校での部活動・特別活動への積極的な参加意欲
５

出願資格
平成 18 年度京都府公立高等学校入学者選抜実施要項に示す志願者の要件を満たしてい

ること。
６

出願の要領

（１）他の公立高等学校の適性検査、推薦入学、特色選抜との併願はできない。
（２）願書受付期間
平成 18 年２月２日（木）

午前９時から午後４時まで

平成 18 年２月３日（金）

午前９時から午後４時まで

ただし、やむを得ない事情により郵送による場合は、電話で本校の校長に志願者
氏名等の必要な事項を連絡の上、受検票等の返信用として、あて先を記入し、書
留速達送付分の切手を貼った封筒を同封し、書留速達により送付すること。（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。
）
（３）提出書類
ア 特色選抜入学願書
イ 写真票
ウ 報告書（様式Ｃの１）
エ 特色選抜自己申告書
オ 特色選抜について
（裏面へ続く）

（４）願書提出先
〒６１０−０１１７
城陽市枇杷庄京縄手４６−１
京都府立西城陽高等学校
電話 （０７７４）５３−５４５５
７

入学者の選抜
（１）志願者全員に対して個人面接及び小論文（以下「面接等」という。
）を実施する。
（２）面接等の日程は次のとおりとする。
平成 18 年２月 15 日（水）

9:00

集合

9:30 〜 10:30

小論文（800 字程度）

10:45 〜

個人面接

（３）入学者の選抜は、報告書、自己申告書及び面接等の結果を資料として第Ⅰ類・第
Ⅱ類を一括して行い、合格内定者を決定する。
（４）面接・小論文と自己申告書・報告書の配点の比率を１：１とする。
（５）特色に応じた志願者が２で示した募集人員に満たない場合は、２で示した類・類
型の募集人員未満の合格内定者を決定する場合がある。
８

合格内定者の通知及び合格者の発表
（１）合格内定者に対し、在学（出身）中学校長を経由して、合格内定を通知する。
通知日は、平成 18 年２月 20 日（月）とする。

（２）合格内定者については、一般選抜の合格者とともに平成 18 年３月 16 日（木）に
合格者として発表する。
（３）合格内定とならなかった者は、平成 18 年度京都府公立高等学校入学者選抜要項に
より、改めて一般選抜を志願することができる。
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。

平成18年度京都府立西城陽高等学校普通科第Ⅲ類体育系
適性検査実施要項
１

実施学科、類・類型
普通科第Ⅲ類体育系

２

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

１

志願者の資格 」の（ １ ）、
（ ２）

及び（３）のいずれかであって 、（４）に該当する者
３

出願の要領
（１）願書用紙等の交付
所定の適性検査受検願書及び適性検査選択種目届は、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。
（２）願書の記入
適性検査受検願書用紙等に必要事項を正確に記入すること。写真は、写真票の所
定欄に貼ること。
（３）提出先
〒６１０―０１１７
京都府立西城陽高等学校

城陽市枇杷庄京縄手４６−１
電話（０７７４）５３―５４５５

（４）願書受付期間
平成18年２月２日（木）

午前９時から午後４時まで

平成18年２月３日（金）

午前９時から午後４時まで

ただし、やむを得ない事情により郵送による場合は、電話で西城陽高等学校長に
連絡の上、適性検査受検票等の返信用として、あて先を記入し、書留速達送付分の
切手を貼った封筒を同封し、書留速達により送付すること 。（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 。）
４

適性検査
（１）目的
本校普通科第Ⅲ類体育系の履修に関する適性を判断するために実施する。
（２）日時
平成18年２月14日（火）

午後１時〜午後４時まで

（３）検査場
京都府立西城陽高等学校
（４）内容
ア

必修種目
（ア）握力
（イ）反復横跳び
（ウ）立ち幅跳び
（エ）50ｍ走
（裏面へ続く）

イ

選択種目
下記の（ア）〜（キ）の中から１種目を選択して、適性検査種目届の用紙に○
印を記入して提出すること。出願後の変更は認めない。
（ア）陸上競技
（イ）競泳
（ウ）ソフトテニス
（エ）バスケットボール
（オ）バレーボール
（カ）ソフトボール
（キ）バドミントン

（５）集合場所及び時刻
ア

場所
本校体育館

イ

時刻
午後０時30分（時間厳守のこと）

（６）検査の服装及び持参品
ア

適性検査受検票

イ

体育実技ができる服装

ウ

体育館用・グラウンド用の両方の運動靴

エ

脱衣のための袋等

オ

筆記用具

カ

選択種目で必要な用具

（７）注意事項
事故防止のため、十分体調を整えておくこと。
５

適性検査結果の通知
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。

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 、平成18年２月14日（ 火 ）
（検
査当日）午後４時までに、所定の用紙に理由を証明する書類を添えて本校の校長に届け
出た者は、追検査を受検することができる。追検査は平成18年２月16日（木）に実施す
る。

平成18年度京都府立西城陽高等学校普通科第Ⅲ類体育系
推薦入学実施要項
１ 趣旨
本校普通科第Ⅲ類体育系の教育内容に対する興味・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、生徒一人ひとりが自己の能力や個性をより一層伸ばすとともに、普通
科第Ⅲ類体育系の学習効果を高めることをねらいとする。
２ 対象学科、類・類型
普通科第Ⅲ類体育系
３ 募集人員
２８人程度（募集定員の７０％程度）
４ 種目
陸上競技（男・女）、競泳（男・女）、ソフトテニス（男・女)、バレーボール（男・女）、
バスケットボール（男・女）、ソフトボール（女）、硬式野球（男）、バドミントン（男・女）
５ 出願資格
平成18年３月に中学校を卒業する見込みの者で、次の条件を満たし、在学中学校長の推薦を得たも
の
(1) 推薦願書提出時に保護者の住所が山城通学圏の区域内にあること。ただしこれ以外の通学圏から
も志願できるが、その場合について入学を認める者は募集定員の50％以内とする。
(2) 旺盛な学習意欲と、将来の進路についての明確な目的意識を有すること。
(3) 本校普通科第Ⅲ類体育系に対する興味・関心を有すること。
(4) 中学校長からの報告書の記録が良好であること。
(5) 体育の分野に適性があり、中学校において顕著な実績があること。
６ 出願の要領
(1) 他の公立高等学校との併願はできない。
(2) 願書受付期間
平成18年２月２日（木）及び３日（金）両日とも午前９時から午後４時まで
（ただし、やむを得ない理由により郵送で出願する場合は、本校の校長に電話で志願者氏名、志願
課程・学科その他必要な事項を連絡の上、推薦入学の受検票等の返信用として、あて先を記入し、
書留速達送付分の切手を貼った封筒を同封し、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。）
(3) 提出書類
ア 推薦入学願書 イ 写真票 ウ 報告書（様式Ｃの１） エ 報告書（運動実績の記録）
（様式Ｃの２） オ 推薦書 カ 推薦入学について
７ 適性検査
(1) 志願者全員に対して、別に定める要項により、適性検査を実施する。
(2) 適性検査は、平成18年２月14日（火）に、本校において実施する。
８ 種目別実技検査
(1) 志願者全員に対して実施する。
(2) 適性検査中の「選択種目」と兼ねて実施する。
（裏面へ続く）

９ 入学者の選抜
（1）志願者全員に対して個人面接、集団面接、作文、学習状況診断テスト及び種目別実技検査（以下
「面接等」という。）を実施する。
(2) 入学者の選抜は、報告書（様式Ｃの１）、報告書（運動実績の記録）（様式Ｃの２）、推薦書及
び面接等の結果を資料として行い、合格者を内定する。
(3) 面接等の内容
ア 検査場
京都府立西城陽高等学校
イ 日程
平成18年２月14日（火） 12:30
集合
13:00〜16:00
適性検査（種目別実技検査）
平成18年２月15日（水） 8:50
集合
9:00〜 9:30
作文
9:40〜10:40
学習状況診断テスト
10:50〜
面接
なお、必要な事項は別途定める。
10 合格内定者の通知及び合格者の発表
(1) 合格内定者に対し、在学中学校長を経由して、合格内定を通知する。
通知日は、平成18年２月20日（月）とする。
(2) 合格内定者については、一般選抜の合格者とともに平成18年３月16日（木）に合格者として発表
する。
(3) 合格内定とならなかった者は、平成18年度京都府公立高等学校入学者選抜要項により、改めて志
願することができる。
11 願書等提出先
〒610‑0117 城陽市枇杷庄京縄手46‑1
京都府立西城陽高等学校
電話 0774‑53‑5455
12 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。

