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Ⅰ　募集人員　※変更・追加により、令和 ４年度の内容と異なる部分は赤字で記載してあります。

全日制普通科

特 別 進 学 コ ー ス

高 大 連 携 進 学 コ ー ス 計 15０ 名（男女共学）

進   学   コ  ー  ス　

Ⅱ　入学者選抜試験一覧　
入試区分 推薦入試 一般入試

専願・併願別 公立高校との併願可 本校専願 併願可

入 試 名 称 学校長特別
併願推薦 Z

学校長特別
併願推薦 N 学校長推薦 自己推薦 前期 後期

募 集 コ ー ス 特別進学コース
特別進学コース
高大連携進学コース
進学コース

高大連携進学コース
進学コース

特別進学コース
高大連携進学コース
進学コース

＊1
出願条件とな
る評定平均値

評定平均値
４．５以上

評定平均値
４．０以上

特別進学コース
評定平均値 ３.３ 以上

なし なし高大連携進学コース
評定平均値 ３.０ 以上
進学コース

評定平均値 ２.８ 以上

検 査 内 容 書類審査のみ 書類審査
面　　接

書類審査
国語・数学・社会・理
科・英語の学力検査

書類審査
作文と面接

検査に関わる
特 記 事 項

一般入試前期で実施する学
力検査に参加すること なし

事前に入試相談会に参
加し、自己推薦書を提
出すること

なし

志願票等の他
に 提 出 す る 
書 類

調査書
学校長特別推薦書
（本誌綴じこみ）

調査書
学校長推薦書

（本誌綴じこみ）

調査書
自己推薦書（本誌綴じ
こみ、本人が記載する）

調査書

出願受付期間
［郵送の場合
は書留必着］

令和 ４年 １月 6日（木）午前 ９時〜午後 ４時［１日のみ］
令和 ４年 １月 7日（金）
午前 ９時〜午後 ４時
［１日のみ］

令和 ４年
１月２５日（火）・１月２6日（水）
午前 ９時〜午後 ４時

検 査 日 令和 ４年 １月 ８日（土） 令和 ４年
１月 １１ 日（火）

令和 ４年
１月 ２９ 日（土）

合 格 発 表 日 令和 ４年 １月 ９日（日）午前 １０ 時 令和４年１月１7日（月）
午後 １時

令和４年１月３１日（月）
午後 １時

入学手続き金
納 入 期 間

入学手続き金
の納入は不要

令和 ４年
１月 １１ 日（火）〜
３月 １7 日（木）

令和 ４年 １月 １１ 日（火）〜 ２ 月 ４ 日（金）
令和 ４年

１月 １８ 日（火）〜
３月 １7 日（木）　

＊２　一次：
令和 ４年

２月 １日（火）〜
２月 １４ 日（月）

　　 二次：
令和 ４年

２月 １５ 日（火）〜
３月 １7 日（木）

受 験 料 １２，０００ 円（一般入試前期受験者が、後期を再受験する際は無料）
入試名称

奨学生制度
特進特別

併願推薦 Z
特進特別

併願推薦 N 学校長推薦 自己推薦 一般前期 一般後期

＊3 
適用される奨
学生制度

学業奨学生Ｚ 学業奨学生Ｎ 学業奨学生 Z・N
部活動奨学生 １・２種

学業奨学生R
部活動奨学生
１・２種

学業奨学生Ｚ
学業奨学生Ｎ なし

＊１　評定平均値の数値は、いずれも中学１、２、３年間を通じた９教科の平均値を示します。なお、計算方法は４・５ページの【出願の条件】を参照ください。
＊２　一般入試後期の一次手続き金は ４０,０００ 円、二次手続き金は １５０,０００ 円となります。
＊３　各奨学生制度の詳細は、２〜３ページを参照ください。

※各入試の詳細は、4〜8 ページに記載しております。

入学者選抜の概要�入学者選抜の概要�



─ 2─

本校独自の奨学生制度本校独自の奨学生制度（全て返済不要）（全て返済不要）��
　本校の奨学生運用規則第 ２〜４ 条によって定められ、学業奨学生 １・２ 種及び部活動奨学生 １・２ 種には
学納金の全額またはその一部に相当する金額分が支給されます。ただし、学業奨学生と部活動奨学生の重
複認定はありません。

Ⅰ　入学時に適用されるもの
（１）評定平均値による学業奨学生制度
【学校長特別併願推薦入試Ｚ・Ｎ】（公立校との併願可能）

名　　称 支給項目 支給金額
（就学支援金を除いた金額） 対象コース 支給対象者 適用種別

学業奨学生Ｚ 入学金、施設設備費、
授業料（１年分） 6１０,０００ 円 特別進学コース

中学 １･２･３ 年間の ９教科 ５段階評価での評定平均値
が、４.５ 以上で、本校入学後は ３年間大学進学を目
指して研鑽する意欲を有すると認められる者。

学業 １種

学業奨学生Ｎ 入学金 １１０,０００ 円 特別進学コース
中学 １･２･３ 年間の ９教科 ５段階評価での評定平均値
が、４.０ 以上で、本校入学後は ３年間大学進学を目
指して研鑽する意欲を有すると認められる者。

学業 ２種

【学校長推薦入試】（本校専願）

名　　称 支給項目 支給金額
（就学支援金を除いた金額） 対象コース 支給対象者 適用種別

学業奨学生Ｚ 入学金、施設設備
費、授業料（１年分） 6１０,０００ 円 特別進学コース

中学 １･２･３ 年間の ９教科 ５段階評価での評定平均値
が、４.３ 以上で、本校入学後は ３年間大学進学を目
指して研鑽する意欲を有すると認められる者。

学業 １種

学業奨学生N 入学金 １１０,０００ 円 全コース

中学 １・２・３年間の ９教科 ５段階評価での評定平均
値が、各コースの出願条件となる値（特別進学コー
ス・３.３ 以上、高大連携進学コース・３.０ 以上、進
学コース・２.８ 以上）を満たし、本校入学後は ３年
間大学進学を目指して研鑽する意欲を有すると認め
られる者。

学業 ２種

【自己推薦入試】（本校専願）

名　　称 支給項目 支給金額
（就学支援金を除いた金額） 対象コース 支給対象者 適用種別

学業奨学生R 入学金（一部） 6０,０００ 円
高大連携進学
コース
進学コース

調査書の内容・入学試験時の面接状況等を総合的に
判断し、３年間他の生徒の模範となるような活動及
び、生活態度であることを約束できるもの。
※支給の可否は、入試関係書類と共に対象者に個別
に通知いたします。

学業 ２種

（3）入学者ガイダンステスト（R４.3.１8. 実施）の成績による学業奨学生制度

名　　称 支給項目 支給金額
（就学支援金を除いた金額） 対象コース 支給対象者 適用種別

学業奨学生Ｎ 入学金 １１０，０００ 円 全コース

①一般入試前期または後期に合格し、本校に入
学する者。
② ２教科（数学 ･英語）の学力検査において、
合計得点が受験者の上位に位置し、本校入学後
は ３年間大学進学を目指して研鑽する意欲を有
すると認められる者。
③テストを受ける時点で学業奨学生及び部活動
奨学生に認定されている者は除きます。

学業 ２種

（２）５教科学力検査結果による学業奨学生制度
【一般入試前期】（他校との併願可能）

名　　称 支給項目 支給金額
（就学支援金を除いた金額） 対象コース 支給対象者 適用種別

学業奨学生Ｚ 入学金、施設設備費、
授業料（１年分） 6１０,０００ 円 特別進学コース

５教科 ５００ 点満点の学力検査において ４２５ 点以上の
得点を有し、本校入学後は ３年間大学進学を目指し
て研鑽する意欲を有すると認められる者。

学業 １種

学業奨学生Ｎ 入学金 １１０，０００ 円 全コース
５教科 ５００ 点満点の学力検査において ３００ 点以上の
得点を有し、本校入学後は ３年間大学進学を目指し
て研鑽する意欲を有すると認められる者。

学業 ２種
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※  ２ ページに記載した（１）（２）（３）の学業奨学生が本校に入学する場合に必要な学納金の額は、支給金額を除くとそれぞれつぎ
の通りです。

　　　　学業奨学生Ｚ：０円　　　学業奨学生Ｎ：８万円　　　学業奨学生R：１３ 万円
　　　　なお、入学手続きをする場合に必要な納入金については １０ ページをご参照ください。

公的奨学生制度�公的奨学生制度�
　保護者の経済的事情により就学が困難な生徒を援助するための授業料減免制度や各種奨学金制度があり
ます。主な制度の概要はつぎの通りです。なお、各制度の詳細については、入学後に説明いたします。

Ⅱ　入学後に適用されるもの
種　別 支給項目 支給金額 対象コース 支給対象者

学業 ３種 学納金の一部 １００，０００ 円 特別進学コース
（２・３年生）

入学後、当該の学年末における学業成績が特段に優秀で、日
常の生活態度が良好でかつ大学進学を目指して努力を重ねて
いる者。

【給付によるもの】
制度名 内容及び給付金額等

１ 岩手県私立高等学校生徒等奨学給付金制度 非課税世帯や生活保護世帯に対して、状況等に応じ年額 ５２,6００ 円〜１３８,０００
円が支給されます。入学後、保護者が申請します。

【貸与によるもの】
制度名 内容及び給付金額等

１ 岩手県私学協会奨学生 社団法人岩手県私学協会より月額 １０,０００ 円が貸与されます。入学後、保護
者が申請します。

２ 岩手育英奨学会奨学生
保護者の経済的事情と生徒本人の学業成績により貸付対象者として選考され
ます。月額 ３０,０００ 円（自宅通学生）及び ３５,０００ 円（自宅外通学生）が貸与
されます。

※ 令和 ４ 年度 ｢高等学校等就学支援金｣ の支給に関しての詳細は １０ ページをご覧ください。

（４）部活動奨学生（学校長推薦入試・自己推薦入試）

種　別 支給項目 支給金額
（就学支援金を除いた金額） 対象コース 支給条件

部活動 １種 入学金、施設設備
費、授業料

部活動成績に基
づく金額を支給 全コース

①学校長推薦入試及び自己推薦入試における出願条件を全て満
たしていること。
②中学校在学中の部活動等の成績が特に優秀で、中学校を通じ
て本校顧問が連絡し、本人の入学する意思が確認できること。



─ 4─

各入学者選抜試験の内容�各入学者選抜試験の内容�
Ⅰ　 学校長特別併願推薦入試Ｚ・Ｎ  （公立校との併願可能）
【募集コース】 【入試の特徴】

特別進学コース （１） 合格者全員を学業奨学生Ｚ・Ｎのいずれかに認定します。
（２） 受験者全員に学力検査得点結果と併願する岩手県公立高校合格予想データを提供します。

【出願条件】
①令和 ４年 ３月中学校卒業見込の者。
②中学校長の推薦があり、日常の生活・学習態度が良好な者。
③本校入学後は ３年間特別進学コースに在籍し、大学進学を目指して研鑽する意欲を有する者。
④中学 １･２･３ 年間の ９教科 ５段階評価での評定平均値が、Ｚ・Ｎそれぞれつぎの条件を満たしていること。

学校長特別併願推薦Ｚ ４.５ 以上
学校長特別併願推薦Ｎ ４.０ 以上

※ 評定平均値は ５段階評価で出された全教科・科目の成績を合計し、その数値を科目数で割ったものとします。ただし、小
数点 ２位以下は四捨五入します。

⑤令和 ４年 １月 １１ 日（火）に実施する一般入試前期の ５教科学力検査に参加する者。

【出願方法】
　いずれの書類も各中学校で取りまとめのうえ、本校事務室まで提出下さい。なお、送付の場合は、書留郵便とし受付日まで
に必着とします。
① 本校所定のA志願票（写真貼付）、B受験料振込通知書貼付票、C受験参加票、D机上票に、記入方法等に従って必要事項を
記入し提出してください。
② 調査書は、岩手県公立高校出願用と同じ書式のものを使用し、各中学校長が作成したものとします。なお、第 ３学年の評定
及び出欠の記録は、令和 ３年 １２ 月 ３１ 日現在とします。

　※ 岩手県公立高校出願用と同じ書式の調査書は、令和 ３年 １１ 月中旬頃までに、本校ホームページ上 http://www.morifu.jp/
にも掲載いたします。

③学校長特別推薦書は、本校所定の用紙を使用し、各中学校長が作成したものとします。
④ 受験料の １２,０００ 円は、本校所定の振込用紙を使用し納付してください。納付後は、振込通知書（A）をB受験料振込通知書貼
付票に貼り提出してください。（振込手数料は志願者の負担となります）
⑤遠隔地から郵送で出願した場合、C受験参加票は検査日当日に受験会場受付で渡します。

【一般入試前期選抜 ５教科学力検査への参加】
　学力検査に参加する際は、本校会場か都南会場のいずれかの会場を選ぶことができます。会場までのアクセス方法は本誌裏
面の案内図をご参照ください。
【会場】 【時間割】 　１月 １１ 日（火）
本校会場 受付 　９：００〜 ９：２０ 　　　　数学 １０：４５〜１１：３５ 　　　　理科 １３：２５〜１４：１５
都南会場 受験上の注意 　９：２５〜 ９：３５ 　　　　社会 １１：５０〜１２：４０ 　　　　英語 １４：３０〜１５：２０

国語 　９：４０〜１０：３０ 　　　　昼食 １２：４０〜１３：１５

【合否判定と学業奨学生認定方法】
　調査書、学校長特別推薦書等の内容を総合的に審査し行います。
※学力検査の結果により、合否判定及び学業奨学生認定等がくつがえることはありません。

【合格発表と通知書類等の受け渡し】
①令和 ４年 １月 ９日（日）午前 １０ 時に、合格者の受験番号を本校校舎前とホームページ上に掲示します。
② 同日午前 １０ 時以降に、合格通知及び入学手続き書類を合格者のいる中学校宛てに発送します。また、出願時に申し出のあっ
た中学校には、午前 １０ 時〜１２ 時に本校事務室で直接お渡しします。

【入学手続き方法】
①合格者に送付される手続き書類に必要事項を記入し、本校で実施する入学者ガイダンスに持参してください。
②  １ ページで指定された期間内に入学手続きに必要な学納金の納入を済ませ、領収書の代わりとなる「振込通知書（A）」を入
学者ガイダンス実施日までに提出してください。
※入学者ガイダンスは、令和 ４年 ３月 １８ 日（金）本校で実施します。
※①②いずれも、令和 ４年度岩手県公立高校入試合格者発表日以後でも手続きが可能です。
※学校長特別併願推薦Ｚの合格者は②の手続き金の納入は不要です。

【受験に関する注意事項】
①検査日の 1 月 8 日（土）は出願書類の審査のみとなり、志願者は来校する必要がありません。
② 妥当な理由なく一般入試前期で実施する ５教科学力検査に参加しなかった場合は、学業奨学生の認定が受けられないことが
あります。
③一般入試前期への出願手続きは必要ありません。
④不合格者は無料で一般入試後期を受験できますが、合格者は受験できません。なお、一般入試後期の受験を希望する際の出
　願書類の提出は不要です。
⑤試験会場への携帯電話等の機器の持ち込みは禁止とします。
※入試日程については、１ページで再度確認してください。
※学業奨学生制度の詳細については、２ページで確認してください。
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Ⅱ　 学校長推薦入試  （本校専願）
【募集コース】 【入試の特徴】
特別進学コース
高大連携進学コース
進学コース

（１）出願の際は、３つのコースから志望順に ２つ選びます。
（２） 中学 ３ 年間の評定平均値が ２.８ 以上の合格者は学業奨学生 Z・N・AS・BS のいずれかの認定

対象になります。

【出願条件】
①令和 ４年 ３月中学校卒業見込の者。
②中学校長の推薦があり、日常の生活・学習態度が良好で向上心のある者。
③合格した場合は必ず本校に入学し、学業や課外活動に専念する意欲を有する者。
④中学 １･２･３ 年間の ９教科 ５段階評価での評定平均値が、出願コースごとにそれぞれつぎの条件を満たしていること。

特別進学コース ３.３ 以上
高大連携進学コース ３.０ 以上
進学コース ２.８ 以上

※ 評定平均値は ５段階評価で出された全教科・科目の成績を合計し、その数値を科目数で割ったものとします。ただし、小
数点 ２位以下は四捨五入します。

【出願方法】
　いずれの書類も各中学校で取りまとめのうえ、本校事務室まで提出下さい。なお、送付の場合は、書留郵便とし受付日まで
に必着とします。
① 本校所定のA志願票（写真貼付）、B受験料振込通知書貼付票、C受験票、D机上票に、記入方法等に従って必要事項を記入
し提出してください。
② 調査書は、岩手県公立高校出願用と同じ書式のものを使用し、各中学校長が作成したものとします。なお、第 ３学年の評定
及び出欠の記録は、令和 ３年 １２ 月 ３１ 日現在とします。

　※ 岩手県公立高校出願用と同じ書式の調査書は、令和 ３年 １１ 月中旬頃までに、本校ホームページ上 http://www.morifu.jp/
にも掲載いたします。

③ 学校長推薦書は、本校所定の用紙を使用し、各中学校長が作成したものとします。
④ 受験料の １２,０００ 円は、本校所定の振込用紙を使用し納付してください。納付後は、振込通知書（A）をB受験料振込通知書貼
付票に貼り提出してください。（振込手数料は志願者の負担となります）
⑤遠隔地から郵送で出願した場合、C受験票は検査日当日に受付で渡します。

【合否判定と学業奨学生及び部活動奨学生認定方法】
　調査書、面接、学校長推薦書等の内容を総合的に審査し行います。会場までのアクセス方法は本誌裏面の案内図をご参照く
ださい。
【会場】 【時間割】　１月 ８日（土）
本校会場 受付 　８：３０〜 ９：００

面接 　９：１５〜

【合格発表と通知書類等の受け渡し】
①令和 ４年 １月 ９日（日）午前 １０ 時に、合格者の受験番号を本校校舎前とホームページ上に掲示します。
② 同日午前 １０ 時以降に、合格通知及び入学手続き書類を合格者のいる中学校宛てに発送します。また、出願時に申し出のあっ
た中学校には、午前 １０ 時〜１２ 時に本校事務室で直接お渡しします。

【入学手続き方法】
①合格者に送付される手続き書類に必要事項を記入し、本校で実施する入学者ガイダンスに持参してください。
②  １ ページで指定された期間内に入学手続きに必要な学納金の納入を済ませ、領収書の代わりとなる「振込通知書（A）」を令
和 ４年 ２月 １０ 日（木）までに提出してください。
※入学者ガイダンスは、令和 ４年 ３月 １８ 日（金）本校で実施します。
※学業奨学生 Z（１種）に認定された合格者は②の手続き金の納入は不要です。

【受験に関する注意事項】
① 不合格者は無料で一般入試前期及び一般入試後期を受験できます。その際、一般入試前期・後期への出願書類の提出は不要
です。
② 学業奨学生 BS の認定対象者になるためには、入試相談会に参加していることが条件の 1 つになっておりますので、出願の

際にご注意ください。
③試験会場への携帯電話等の機器の持ち込みは禁止とします。

※入試日程については、１ページで再度確認してください。
※学業奨学生及び部活動奨学生制度の詳細については、２〜３ページで確認してください。
※入学試験の結果、合格するコース先は、第 １志望か第 ２志望のいずれかとなります。
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Ⅲ　 自己推薦入試  （本校専願）
【募集コース】 【入試の特徴】

高大連携進学コース
進学コース

（１） 出願の際は、２つのコースのうちから志望するコースを １つだけ選びます。
（２） 出願に際し、評定平均値や出欠状況に関する条件はありません。ただし、事前に行われる入試

相談会に保護者同伴で参加しなければなりません。

【出願条件】
①令和 ４年 ３月中学校卒業見込の者。
②合格した場合は必ず本校に入学し、日常の生活・学習態度を向上させようとする意欲のある者。
③事前に行われる入試相談会に保護者同伴のうえ参加し、合格した場合は必ず本校に入学する者。
※ 本校所定の自己推薦書に自身をアピールする内容を書き、入試相談会に持参し提出してください。（出願時に再び自己推薦
書を提出する必要はありません）
※入試相談会については、９ページを参照してください。

【出願方法】
　いずれの書類も各中学校で取りまとめのうえ、本校事務室まで提出下さい。なお、送付の場合は、書留郵便とし受付日まで
に必着とします。
① 本校所定のA志願票（写真貼付）、B受験料振込通知書貼付票、C受験票、D机上票に、記入方法等に従って必要事項を記入
し提出してください。
② 調査書は、岩手県公立高校出願用と同じ書式のものを使用し、各中学校長が作成したものとします。なお、第 ３学年の評定
及び出欠の記録は、令和 ３年 １２ 月 ３１ 日現在とします。

　※ 岩手県公立高校出願用と同じ書式の調査書は、令和 ３年 １１ 月中旬頃までに、本校ホームページ上 http://www.morifu.jp/
にも掲載いたします。

③ 受験料の １２,０００ 円は、本校所定の振込用紙を使用し納付してください。納付後は、振込通知書（A）をB受験料振込通知書貼
付票に貼り提出してください。（振込手数料は志願者の負担となります）
④遠隔地から郵送で出願した場合、C受験票は検査日当日に受付で渡します。

【合否判定と学業奨学生認定方法】
　調査書、面接、自己推薦書等の内容を総合的に審査し行います。
【会場】 【時間割】　１月 ８日（土）
本校会場 受付 　８：３０〜 ９：００

面接 　９：１５〜

【合格発表と通知書類等の受け渡し】
①令和 ４年 １月 ９日（日）午前 １０ 時に、合格者の受験番号を本校校舎前とホームページ上に掲示します。
② 同日午前 １０ 時以降に、合格通知及び入学手続き書類を合格者のいる中学校宛てに発送します。また、出願時に申し出のあっ
た中学校には、午前 １０ 時〜１２ 時に本校事務室で直接お渡しします。

【入学手続き方法】
① 合格者に送付される手続き書類に必要事項を記入し、本校で実施する入学者ガイダンスに持参してください。
②  １ ページで指定された期間内に入学手続きに必要な学納金の納入を済ませ、領収書の代わりとなる「振込通知書（A）」を令
和 ４年 ２月 １０ 日（木）までに提出してください。

　※入学者ガイダンスは、令和 ４年 ３月 １８ 日（金）本校で実施します。

【受験に関する注意事項】
① 不合格者は無料で一般入試前期及び一般入試後期を受験できます。その際、一般入試前期・後期への提出書類の提出は不要
です。
②試験会場への携帯電話等の機器の持ち込みは禁止とします。

※入試日程については、１ページで再度確認してください。
※学業奨学生制度の詳細については ２ページを、部活動奨学生制度の詳細については ３ページを参照してください。
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Ⅳ　 一般入試前期  （他校との併願可能）
【募集コース】 【入試の特徴】

特別進学コース
高大連携進学コース
進学コース

（１）３つのコースを一括で募集するため、出願の際のコース選定は不要です。
（２） 合格するコースは、３つのコースのうちいずれか １つとなります。ただし、合格するコースに

よりア〜ウの相違事項に留意ください。
　ア．特別進学コースの合格者は、希望により他の ２つのコースへの変更入学も可能です。
　イ．高大連携進学コースの合格者は、希望により進学コースへの変更入学も可能です。
　ウ．進学コースの合格者は、進学コースのみへの入学となり変更入学はできません。
（３） 受験者全員に学力検査得点結果と併願する岩手県公立高校合格予想データを提供します。

【出願条件】
①令和 ４年 ３月中学校卒業見込の者または中学校を卒業した者。
②日常の生活・学習態度を向上させようとする意欲を有する者。

【出願方法】
　いずれの書類も各中学校で取りまとめのうえ、本校事務室まで提出下さい。なお、送付の場合は、書留郵便とし受付日まで
に必着とします。
① 本校所定のA志願票（写真貼付）、B受験料振込通知書貼付票、C受験票、D机上票に、記入方法等に従って必要事項を記入
し提出してください。
② 調査書は、岩手県公立高校出願用と同じ書式のものを使用し、各中学校長が作成したものとします。なお、第 ３学年の評定
及び出欠の記録は、令和 ３年 １２ 月 ３１ 日現在とします。

　※ 岩手県公立高校出願用と同じ書式の調査書は、令和 ３年 １１ 月中旬頃までに、本校ホームページ上 http://www.morifu.jp/
にも掲載いたします。

③ 受験料の １２,０００ 円は、本校所定の振込用紙を使用し納付してください。納付後は、振込通知書（A）をB受験料振込通知書貼
付票に貼り提出してください。（振込手数料は志願者の負担となります）
④遠隔地から郵送で出願した場合、C受験票は検査日当日に受付で渡します。

【一般入試前期選抜 ５教科学力検査】
　令和 ４年 １月 １１ 日（火）に実施する学力検査を受験する際は、本校会場か都南会場のいずれかの会場を選ぶことができます。
会場までのアクセス方法は本誌裏面の案内図をご参照ください。
【会場】 【時間割】 　１月 １１ 日（火）
本校会場 受付 　９：００〜 ９：２０ 　　　　数学 １０：４５〜１１：３５ 　　　　理科 １３：２５〜１４：１５
都南会場 受験上の注意 　９：２５〜 ９：３５ 　　　　社会 １１：５０〜１２：４０ 　　　　英語 １４：３０〜１５：２０

国語 　９：４０〜１０：３０ 　　　　昼食 １２：４０〜１３：１５

【合否判定と学業奨学生認定方法】
　５教科学力検査及び調査書等の内容を総合的に審査し行います。

【合格発表と通知書類等の受け渡し】
①令和 ４年 １月 １7 日（月）午後 １時に、合格者の受験番号を本校校舎前とホームページ上に掲示します。
② 同日午後 １時以降に、合格通知及び入学手続き書類を合格者のいる中学校宛てに発送します。また、出願時に申し出のあっ
た中学校には、午後 １時〜３時に本校事務室で直接お渡しします。

【入学手続き方法】
①合格者に送付される手続き書類に必要事項を記入し、本校で実施する入学者ガイダンスに持参してください。
②  １ ページで指定された期間内に入学手続きに必要な学納金の納入を済ませ、領収書の代わりとなる「振込通知書（A）」を入
学者ガイダンス実施日までに提出してください。
※入学者ガイダンスは、令和 ４年 ３月 １８ 日（金）本校で実施します。
※①②いずれも、令和 ４年度岩手県公立高校入試合格者発表日以後でも手続きが可能です。
※学業奨学生 Z（１種）に認定された合格者は②の手続き金の納入は不要です。

【受験に関する注意事項】
①不合格者は無料で一般入試後期を受験できますが、合格者は受験できません。
②すでに推薦入試を出願した場合は、改めて出願書類の提出は不要です。
③試験会場への携帯電話等の機器の持ち込みは禁止とします。

※入試日程については、１ページで再度確認してください。
※学業奨学生制度の詳細については、２ページで確認してください。
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Ⅴ　 一般入試後期  （他校との併願可能）
【募集コース】 【入試の特徴】

特別進学コース
高大連携進学コース
進学コース

（１）３つのコースを一括で募集するため、出願の際のコース選定は不要です。
（２） 合格するコースは、３つのコースのうちいずれか １つとなります。ただし、合格するコースによ

りア〜ウの相違事項に留意ください。
ア．特別進学コースの合格者は、希望により他の ２つのコースへの変更入学も可能です。
イ．高大連携進学コースの合格者は、希望により進学コースへの変更入学も可能です。
ウ．進学コースの合格者は、進学コースのみへの入学となり変更入学はできません。

【出願条件】
①令和 ４年 ３月中学校卒業見込の者または中学校を卒業した者。
②日常の生活・学習態度を向上させようとする意欲を有する者。

【出願方法】
　いずれの書類も各中学校で取りまとめのうえ、本校事務室まで提出下さい。なお、送付の場合は、書留郵便とし受付日まで
に必着とします。
　※ 一般入試前期を受験し後期を受験する場合は、出願受付期間最終日までに各中学校の進路担当者が電話か書面で連絡して

ください。
① 本校所定のA志願票（写真貼付）、B受験料振込通知書貼付票、C受験票、D机上票に、記入方法等に従って必要事項を記入
し提出してください。
② 調査書は、岩手県公立高校出願用と同じ書式のものを使用し、各中学校長が作成したものとします。なお、第 ３学年の評定
及び出欠の記録は、令和 ３年 １２ 月 ３１ 日現在とします。

　※ 岩手県公立高校出願用と同じ書式の調査書は、令和 ３年 １１ 月中旬頃までに、本校ホームページ上 http://www.morifu.jp/
にも掲載いたします。

③ 受験料の １２,０００ 円は、本校所定の振込用紙を使用し納付してください。納付後は、振込通知書（A）をB受験料振込通知書貼
付票に貼り提出してください。（振込手数料は志願者の負担となります）
④遠隔地から郵送で出願した場合、C受験票は検査日当日に受付で渡します。

【作文・面接試験】
　令和 ４年 １月 ２９ 日（土）に実施する作文と面接試験は本校会場で実施します。会場までのアクセス方法は、本誌裏面の案内図
をご参照ください。
【会場】 【時間割】　１月 ２９ 日（土）
本校会場 受付 　８：３０〜 ９：００

作文 　９：１５〜 ９：５５
面接  １０：１０〜

【合否判定方法】
　作文、面接、調査書等の内容を総合的に審査し行います。

【合格発表と通知書類等の受け渡し】
①令和 ４年 １月 ３１ 日（月）午後 １時に、合格者の受験番号を本校校舎前とホームページ上に掲示します。
② 同日午後 １時以降に、合格通知及び入学手続き書類を合格者のいる中学校宛てに発送します。また、出願時に申し出のあっ
た中学校には、午後 １時〜３時に本校事務室で直接お渡しします。

【入学手続き方法】
①合格者に送付される手続き書類に必要事項を記入し、本校で実施する入学者ガイダンスに持参してください。
②  １ ページで指定された期間内に一次の入学手続きに必要な学納金（４万円）の納入を済ませ、領収書の代わりとなる「振込
通知書（A）」を令和 ４年 ２月 １８ 日（金）までに提出してください。

③ 指定された期間内に二次の入学手続きに必要な学納金（１５ 万円）の納入を済ませ、領収書の代わりとなる「振込通知書（A）」
を入学者ガイダンス実施日までに提出してください。
※入学者ガイダンスは、令和 ４年 ３月 １８ 日（金）本校で実施します。
※②の内容で一次手続きがなされなかった場合、本校への入学を辞退したものと判断します。

【受験に関する注意事項】
①合格者数等の決定は、１月に実施する推薦入試及び一般入試前期の結果を踏まえ行います。
②すでに推薦入試を出願した場合は、改めて出願書類の提出は不要です。
③試験会場への携帯電話等の機器の持ち込みは禁止とします。

※入試日程については、１ページで再度確認してください。



入学者選抜に関わる情報　　　　　入学者選抜に関わる情報　　　　　
Ⅰ　推薦・一般入試による入学者のガイダンスについて

開 催 日 令和 ４年 3月 １８ 日（金）　受付時間　８：３０〜９：００

参 加 対 象 者 令和 ４年度学校長特別併願推薦 Z・N、学校長推薦、自己推薦、一般入試前期、一
般入試後期に合格し、本校へ入学を希望する者及び保護者

主 な 内 容 入学手続きに必要な書類の提出、入学に関するオリエンテーション、入学者ガイダ
ンステスト（英語・数学の基礎力）、物品購入など

※ 入学手続きに関する詳細は、合格発表後に合格者宛てに送付される「入学手続きガイド（冊子）」を 
参照してください。

Ⅱ　入試相談会について

開 催 日

【本校会場】
第 １回 令和 ３年 １１ 月 １３ 日（土）１０：００〜１２：００
第 ２ 回 令和 ３年 １１ 月 ２０ 日（土）１０：００〜１２：００
第 ３ 回 令和 ３年 １１ 月 ２7 日（土）１０：００〜１２：００
第 ４ 回 令和 ３年 １２ 月 4 日（土）１０：００〜１２：００
第 ５ 回 令和 ３年 １２ 月 １１ 日（土）１０：００〜１２：００
第 6 回 令和 ３年 １２ 月 １８ 日（土）１０：００〜１２：００

【東京会場】：ビジネスホテルプラザ駒込
（東京都北区中里 ２-１-３　℡ ０３-３９１５-０００6）

第 １回 令和 ３年 １２ 月 １１ 日（土）   ９：００〜１３：００
第 ２ 回 令和 ３年 １２ 月 １２ 日（日）   ９：００〜１３：００

参 加 対 象 者 中学生、保護者、（中学校の教職員）

参加申込方法

（１）所定の参加申込書に必要事項を記入し、Faxで申し込んでください。
Fax０１９－６４３－５７１９（送付書不要）

（２）入試相談会の参加申込書は本校ホームページ https://www.morifu.jp/よりダウン
ロードできます。 
（令和 ３年 １０ 月 １２ 日（火）より可能）

参加注意事項

（1） 自己推薦入試を受験する場合は、保護者同伴のうえ入試相談会への参加を義務
付けています。その際、①自己推薦書②通知表等、3年間の成績、出欠等確認
できるもの以上 2点をご持参ください。

（2） 学校長推薦入試の受験を通じ、学業奨学生 BS（進学コース対象）を希望する
場合は、入試相談会への参加を義務付けています。

Ⅲ　個人情報の取り扱いについて
出願に関わる書類等で得た個人情報については、下記の目的以外には使用しません。
なお、志願票等の提出をもってこのことに同意していただいたものとします。
①　入学試験全般、合格発表及び入学手続きに関わる出身中学校や本人への通知
②　出身中学校からの問い合わせに対する回答
③　個人を特定しない形での入試結果の統計調査とその公開

Ⅳ　問い合わせ先

盛岡大学附属高等学校　事務室
〒 ０２０-０１２４　岩手県盛岡市厨川５丁目 ４－ １
　　　　　　電話　０１９－ 6４１－ １１２１
　　　　　　Fax　０１９－ 6４３－ ５7１９

─ 8─ ─ 9─

Ⅵ　二次募集入試（予定）について

二次募集入試を正式に実施する場合は、令和 ４年 ３ 月 ２ 日（水）までに本校ホームページ上 http://www.
morifu.jp/に掲載します。
なお、当入試内容に関わる問い合わせには、３月 7日以降に対応いたします。




