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令和２年度 長崎県立島原高等学校（全日制）入学までの日程 

            〔改訂版〕     令和２年３月１１日 

 

 

 

 

 

 

 月 日 曜 内        容 備    考 

１ ３ 18 水 
合格者発表 9:30  16:00頃まで掲示します 

 ※来校は任意 

正面玄関前及び体育館下
ピロティ 

２ ３ 19 木 

合格者登校日 13:00～16:00（予定） 

 ※合格者テストはありません 

 入学に関する説明会、選択科目調査、物品購入 

体育館下ピロティーで受付 

12:40～ 受付 

※例年は、合格者、保護者、別々

の来校・受付でしたが、今年度

は合格者・保護者ともに同じ日

程で実施します。 

３ ４ ６ 月 
入学予定者オリエンテーション 

 9:30～12:30（予定） 

体育館 

 入学予定者本人のみ 

４ ４ ８ 水 第７５回入学式 13:30～15:30（予定） 12:30～ 体育館で受付 

 

１ 合格者発表 

  ３月１８日(水) ９：３０～ 
島原高校正面玄関前及び体育館下ピロティにおいて合格者の受検番号を発表します。 

午後４時頃まで掲示していますので、都合の良い時間に来校してください。 

 

[お知らせ] ホームページで、以前掲載した日程の文書及び推薦入学者選抜合格内定者

に配布した文書には、 

「合格者に、『入学のしおり』等を配付します。※必ず来校してください。」 

としていましたが、「入学のしおり」等の配布はなくし、来校は任意とすることとし

ました。「入学のしおり」等は、３月１９日（木）の合格者登校日に配布いたします。  

 

  

長崎県立島原高等学校 
〒855-0036 長崎県島原市城内二丁目 1130 番地 

 電話：0957-63-7100 

 担当：教務部（酒井 太一） 

※新型コロナウイルス感染予防のため、例年と内容が異なります。 

※今後の状況を確認しながら対応していきますので、下表の予定が一部変更に

なることもあります。あらためて本校ホームページに掲載しますが、日時の

変更など、大きな変更の際はご連絡いたします。連絡方法につきましても、

現在検討中です。ご理解、ご協力をお願いします。 
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２ 合格者登校日（入学に関する説明会・物品購入） 

  ３月１９日(木) ※合格者・保護者ともに必ず来校してください。 

  やむをえず欠席する場合は、当日の10:00までに本校担当へ連絡してください。 

  ■■ 合格者テストはありません ■■ 

   中学校の制服で来校してください 

12:40～ 受付：体育館下ピロティ ※グループ・班の一覧表を配付 

 

 

Ａグループ 

 男子・女子それぞれの受検番号前半 

 6班に分かれます（担当がつきます） 

Ｂグループ 

 男子・女子それぞれの受検番号後半 

 6班に分かれます（担当がつきます） 

受付後、体育館３階アリーナへ移動 

※推薦合格者は、課題提出 

13:00～ 入学に関する説明会 

     〔体育館３階アリーナ〕 

     ・事務室・教務部 

     ・生徒指導部・保健相談部 

     ・選択科目調査 

受付後、北校舎教室へ移動 

※担当・係が誘導・案内します 

13:00～ 諸連絡後、物品購入 

     〔北校舎教室、体育館下ピロティ、 

      体育館１階軽スポーツ場〕 

     ※担当が誘導・案内します 

14:10～ 北校舎教室へ移動 

     ※担当が誘導・案内します 

14:30～ 諸連絡後、物品購入 

     〔北校舎教室、体育館下ピロティ、 

      体育館１階軽スポーツ場〕 

     ※担当が誘導・案内します 

 

16:00  終了予定 

14:10～ 体育館３階アリーナへ移動 

     ※担当が誘導・案内します 

14:50～ 入学に関する説明会 

     〔体育館３階アリーナ〕 

     ・事務室・教務部 

     ・生徒指導部・保健相談部 

     ・選択科目調査 

16:00  終了予定 

16:10  （卒業生等からの）譲り受けの確認 ※ある場合のみ〔体育館３階アリーナ〕 

   ※時間は予定ですので、前後する場合があります。 

   ※選択科目調査は、〇地理/日本史（普通科のみ） 〇音楽/美術（全員） です。 

  ◆持参品 〇筆記用具 

       〇上履き、下足袋（合格者） 
       （保護者の方は、スリッパ及び下足入れビニール袋を準備いたしますが、スリッパ等

を持参していただければ助かります） 

       〇物品購入代金（65,000円程度 ※4/6(月)代金引換分を除く） 
        ※購入・注文する物品については、右のページの表を参照してください。 

       〇（卒業生等からの）譲り受け物品 ※ある場合のみ 

  ◇駐車は、本館前一小側または中庭をご利用ください。駐車スペースには限りがあります

ので、乗り合わせて来校していただければ幸いです。 

２グループに分かれます 
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※（卒業生等からの）譲り受けについて  

  ②学生鞄類、⑤制服で譲り受ける物品がある場合は、譲り受ける現物を 

  ３月１９日（木）合格者登校日に持参してください。基準と合うものであるかを

を確認いたします。 

※自転車について 

 自転車通学については許可制にしています。ただし、通学に使用できる自転車のライト

は、島原地区高校共通で暗くなったら自動点灯する「ハブダイナモ式」を条件としていま

す。当日説明しますので、新しく購入を予定されている場合は、それまで購入をお控えく

ださい。 

※その他、ご不明な点がありましたら遠慮なく学校へお問い合わせください。 

  電話：０９５７－６３－７１００   担当：教務部 酒井 太一 

購入品について ※価格は多少の変更がある場合があります。ご了承ください。

3/19(木) 4/6(月) 4/8(水)

合格者登校日 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 入学式

男子 襟章・ボタン(セット) 1,100円 購入

女子 バッジ 470円 購入

スリッパ入れ袋 260円 購入

学生鞄 7,500円 購入

セカンドバッグ 4,000円 購入

スポーツバッグ 5,000円 購入

教科書 約16,000円 購入

辞書類 約10,000円 ※ 必要に応じて購入

地歴・芸術 教科書

体育服等 23,300円 採寸･代金支払 受取

男子制服(標準学生服)

男子半袖開襟シャツ 2,800円 採寸･注文 ５月に代金引換

女子制服（冬服） 28,300円 採寸･注文 代金引換

女子ブラウス 2,100円 採寸･注文 代金引換

女子制服（夏服） 11,550円 採寸･注文 ５月に代金引換

女子半袖開襟シャツ 2,250円 採寸･注文 ５月に代金引換

黒革靴(皮) 6,820円 採寸･注文 代金引換

黒革靴(合皮) 4,790円 採寸･注文 代金引換

上履きスリッパ 1,200円 購入

体育館シューズ 2,950円 採寸･注文 代金引換

グラウンドシューズ 4,280円 採寸･注文 代金引換

黒革靴(皮) 6,100円 採寸･注文 代金引換 0957-62-4561

黒革靴(合皮) 3,970円 採寸･注文 代金引換

上履きスリッパ 1,200円 購入

体育館シューズ 2,950円 採寸･注文 代金引換

グラウンドシューズ 4,280円 採寸･注文 代金引換

男子

女子

①

②

校章等

学生鞄類

教科書等③

④

⑤

⑥

制服

靴類

体育用品

男子

女子

最低１つ購入

品　　名 価　格 備　　考 取扱店

島原高校購買部

橋本文光堂

0957-62-4350

ミッキーシューズ

ｽﾎﾟｰﾂｾﾌﾞﾝ(株)

095-865-9937

ながせや

0957-63-3434

3/19(木)に仕様等について説明しますので、それまで購入しないでください。

前田(株)

095-837-8222

（ｼﾞｬｰｼﾞ上下･半袖ｼｬﾂ２枚･ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ･帽子）

　選択科目決定後案内します。購入は4/9(木)　約1,000円～3,000円
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３ 入学予定者オリエンテーション 入学予定者（合格者）本人のみ  

  ４月６日(月)  ９：３０～１２：３０（予定） 〔受付は９：００～〕 

※必ず登校してください。 

 やむをえず欠席する場合は、当日の8:30までに本校担当へ連絡してください。 

※内容についての詳細は、3月19日(木)の合格者登校日に説明いたします。 

 

４ 入学式 

   ４月８日(水) １３：３０～〔受付は１２：３０～１３：００〕 

◆駐車スペースには限りがありますので、徒歩や乗り合わせやでの来校をしていただけ

れば大変助かります。 

 

駐車についてのお願い 

 駐車スペース ２ 合格者登校日(3/19(木)) 下図：駐車スペース①、②、③ 係員が誘導します 

        ４ 入学式(4/ 8(水))    下図：駐車スペース① 係員が誘導します 

１合格者発表(3/18水)、３入学予定者オリエンテーション（4/6月）は、駐車スペース
は設けません。なお、3/18(水)の合格者発表時には、正面玄関前は大変混雑します。正
面玄関前へのお車での来校はご遠慮ください。 

 ※数に限りがありますので、できるだけ徒歩や乗り合わせ等のご協力をお願いします。駐車スペ

ース①（中庭）に駐車する場合は、第一中学校側（下図の上方の矢印）からお入りください。 


