
　令和２年度広島県公立高等学校入学者選抜の選抜（Ⅰ）における出願資格に係る条件は次のとおりと

する。

　　１　当該学校，学科・コースを志望する動機・理由が明白かつ適切であること。

　　２　当該学校，学科・コースに対する適性，興味・関心及び学習意欲を有すること。

　　３　学習成績が良好であること。

　　４　高等学校長が推薦基準を定める場合には，その推薦基準を満たすこと。

　　　※　４の高等学校長が定める推薦基準は次表のとおりである。

　　　※　定時制の課程及びフレキシブル課程（定時制・通信制）において，就職している事業所長等

　　　　の推薦に代えることができる場合においては，３の「学習成績」は，「勤務状況等」に読み替

　　　　えることができるものとする。

【選抜（Ⅰ）において高等学校長が定める推薦基準】

《全日制課程》

高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

文化・スポーツ活動，生徒会活動，各種コンクール・技能審査等で

優れた実績をあげ，入学後も意欲的に取り組むこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，各種コンクール・技能審査等で

優れた実績をあげ，入学後も意欲的に取り組むこと。特に，理科及

び数学に対する関心と学習意欲が高いこと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　文化・スポーツ活動，技能審査等で優れた実績をあげており，

　入学後も継続して意欲的に取り組むこと。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動等に意欲的に取り組み，入学

　後も積極的に取り組む強い意志があること。

次の２つの事項に該当すること。

１　文化・スポーツ活動，生徒会活動，技能審査等で優れた実績を

　あげており，入学後も意欲的に取り組むことができること。

２　言葉遣い，マナーが身に付いていること。

次の２つの事項に該当すること。

１　基本的な生活習慣が身に付いており，コミュニケーション能力

　を備えていること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，各種コンクール，技能審査

　等に意欲的に取り組んでいること。また，入学後も意欲的に取り

　組むこと。

文化・スポーツ活動において優れた実績をあげており，入学後も部

活動に継続的に取り組むこと。  （選抜（Ⅰ）の定員の30％以内）

看護師になることに強い意欲をもち，５年一貫の学校生活に積極的

に取り組むこと。

スポーツ活動において優れた実績をあげており，入学後も部活動に

意欲的に取り組むこと。

普通【理数】

選抜（Ⅰ）における出願資格に係る条件

広島国泰寺

普通

広島市立
　広島商業

みらい商業

広島皆実

広島商業 全学科

普通

衛生看護

体育

安芸 総合学科
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高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

文化・スポーツ活動で優れた実績をあげており，入学後も意欲的に

取り組むこと。

次のいずれかの事項に該当すること。

１　工業（ものづくり）に対する適性があり，学習への意欲が顕著

　であること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動で優れた

　実績をあげており，入学後も意欲的に取り組むこと。

文化・スポ－ツ活動等において優れた実績をあげており，入学後も

意欲的に取り組むことができること。

　　　　　　　　　　　　　　　（選抜（Ⅰ）の定員の10％程度）

次の事項のいずれかに該当すること。

１　文化・スポーツ活動において優れた実績をあげていること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動等に積極

　的に取り組んでおり，入学後も意欲的に取り組むこと。

自己の将来の進路について明確な目標を持ち，その目標を実現する

ために入学後もチャレンジ精神を持って継続的に努力できること。

次の２つの事項に該当すること。

１　学習活動において自発的に取り組んでおり，入学後も自己実現

　に向けて意欲的に挑戦すること。

２　スポーツ・文化活動に優れ，入学後も継続して意欲的に取り組

　むこと。

文化・スポーツ活動で優れた実績をあげており，入学後も意欲的に

取り組むことができること。

文化・スポーツ活動に優れた実績をあげており，入学後も意欲的に

取り組むことができること。　　（選抜（Ⅰ）の定員の10％以内）

スポーツ活動に優れた実績をあげており，入学後も意欲的に取り組

むことができること。

文化・スポーツ活動において優れた実績をあげており，入学後も部

活動に積極的に取り組むこと。　（選抜（Ⅰ）の定員の20％以内）

スポーツ活動又は文化活動において優れた実績をあげており，入学

後も部活動に継続的に取り組むこと。

　　　　　　　　　　　　　　　（選抜（Ⅰ）の定員の25％程度）

次の事項のいずれかに該当すること。

１　自己の進路目標実現のため，総合学科の特色を十分に活用して

　努力すること。

２　文化活動，スポーツ活動等において優れた実績をあげており，

　入学後も継続して取り組むこと。

３　学習活動，技能審査，生徒会活動等において優れた実績をあげ

　ており，入学後も意欲的に取り組むこと。

高陽 普通

広島工業 全学科

祇園北
普通
普通【理数】

安古市 普通

広島観音 総合学科

広島市立沼田

普通【体育】

安西 普通

普通

広島市立
　広島工業

全学科

広島井口 普通

可部 普通

高陽東 総合学科
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高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に積極的に取り組んでおり，入学後も意欲的に取り組

　むこと。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動に積極的に取り組んでおり，

　入学後も活動する意欲があること。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでおり，入学後も継続して取り組

　むこと。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，各種コンクール・技能審査

　等で優れた実績をあげ，入学後も意欲的に取り組むこと。

次の２つの事項に該当すること。

１　基本的な生活習慣及び適切な言葉遣い・マナーが身に付いてい

　ること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，地域・ボランティア活動等

　に継続的に取り組み，入学後も意欲的に取り組むこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動に積極的に取

り組んでおり，入学後も意欲的に取り組むこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動等に積極的に

取り組んでおり，入学後も意欲的に取り組むことができること。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでいること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，各種コンクール・技能検査

　等で優れた実績をあげていること。

学習活動，文化・スポーツ活動，生徒会活動，地域・ボランティア

活動等のいずれかに意欲的に取り組んでいること。また，入学後も

意欲的に取り組むこと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでいること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動又はボランティア活動で優れ

　た実績があり，入学後も活動経験を生かして，意欲的に取り組む

　こと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　文化・スポーツ活動に実績があり，入学後も意欲的に取り組む

　こと。

２　ものづくり，ボランティア活動，生徒会活動に入学後も意欲的

　に取り組むこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，技能審査等に意欲的に取り組ん

でいること。また，入学後も継続して積極的に取り組む意欲がある

こと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでおり，入学後も主体的に学習活

　動に取り組むことができること。

２　文化・スポーツ活動において優れた実績をあげており，入学後

　も継続して活動に取り組むことができること。

湯来南 普通

五日市 普通

安芸南 普通

呉宮原 普通

普通

広 普通

広島市立
　美鈴が丘

呉工業 全学科

呉昭和 普通

音戸 普通

呉商業 全学科

呉市立呉 総合学科
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高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

学習活動に励むとともに，文化・スポーツ活動，生徒会活動の実績

があり，入学後も意欲的に取り組むこと。

　　　　　　　　　　　　　　　（選抜（Ⅰ）の定員の30％以内）

教科等の学習活動に地道に取り組んできた，又は学校内外における

文化・スポーツ活動やボランティア活動等に継続的に取り組んでき

た実績があること。

学習活動，文化・スポーツ活動及び生徒会活動等に熱心に取り組み，

入学後も意欲的に取り組むこと。

次の２つの事項に該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでおり，入学後も継続して取り組

　む強い意志があること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動等に意欲

　的に取り組んでおり，入学後も継続して取り組む強い意志がある

　こと。

「心」を鍛える，「技」を磨く，地域社会に貢献するという本校の学

校教育目標を理解しているとともに，次のことに該当していること。

１　適切な言葉遣いやマナーが身に付いている。

２　他人の意見を理解すること，自分の意見を伝えること等，基本的

　なコミュニケーション能力を身に付けている。

３　学習意欲を持ち，文化・スポーツ活動やボランティア活動等に意

　欲的に取り組んでいる。

文化・スポーツ活動，生徒会活動等で優れた実績をあげており，入

学後も意欲的に取り組むこと。

英語に対する興味・関心及び学習意欲が高く，実用英語技能検定

３級以上，又はそれに準ずる学力を有すると認められること。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動，地域活動，

国際交流活動等において優れた実績をあげており，入学後も積極的

に取り組むこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動等に積極的に

取り組み，入学後も継続して取り組むこと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動，文化・スポーツ活動に優れ，入学後も意欲的に取り

　組むこと。

２　生徒会活動，技能審査等に意欲的に取り組んでいること。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでおり，入学後も継続して取り組

　むことができること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動，地域活

　動のいずれかに意欲的に取り組んでおり，入学後も継続して取り

　組むことができること。

忠海 普通

竹原 全学科

総合技術 全学科

尾道東

普通【国際教養】

三原 普通

三原東 普通

普通

瀬戸田 普通

御調 普通

尾道商業 全学科

因島 総合学科

- 7 -



高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

文化･スポーツ活動，生徒会活動等に優れた実績をあげ，入学後も

意欲的に取り組むこと。

基本的な生活習慣が身についており，入学後，部活動，生徒会活動

及びボランティア活動等に積極的に取り組む意欲を有すること。

文化・スポーツ活動，生徒会活動等に意欲的に取り組み，成果を

上げていること。

普通【理数】 理科及び数学に興味・関心を持ち，学習意欲が高いこと。

次の２つの事項に該当すること。

１　自ら学び，自ら考える力を有し，入学後，学習面でリーダーシ

　ップを発揮すること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動に優れた成績を収め，入学後

　も意欲的に取り組むこと。

文化・スポーツ活動に優れた実績をあげ，入学後も意欲的に取り組

むこと。

体育 スポーツ活動に優れた実績をあげ，入学後も意欲的に取り組むこと。

文化・スポーツ活動に優れた実績があり，入学後も積極的に取り組

むこと。

次の２つの事項に該当すること。

１　基本的な生活習慣が身に付いており，コミュニケーション能力

　を備えていること。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動又はボランティア活動等に意

　欲的に取り組んでいること。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　文化・スポーツ活動を行っており，入学後も継続して意欲的に

　取り組むこと。

２　ものづくり，ボランティア活動・福祉活動，生徒会活動に入学

　後も意欲的に取り組むこと。

生徒会活動もしくは校内外における文化･スポーツ活動，ボランティ

ア活動，資格取得等に意欲的に取り組んでおり，入学後も継続する

強い意志があること。

学習意欲が高く，文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア

活動，地域活動のいずれかに意欲的に取り組んでおり，入学後も継

続して取り組むことができること。

文化・スポーツ活動に意欲的に取り組んできており，入学後も同じ

活動に継続して意欲的に取り組むこと。

（ただし，その活動に関する部活動がない場合には，別の部活動で

意欲的に活動すること。）

普通

普通

大門
普通

福山葦陽 普通

神辺 総合学科

松永 総合学科

福山工業 全学科

神辺旭

福山明王台

府中東 全学科

上下 普通

戸手 総合学科

沼南 全学科
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高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に積極的に取り組んでおり，入学後も意欲的に取り組

　むことができること。

２　スポーツ活動又は文化活動等に積極的に取り組み，実績をあげ

　ており，入学後も意欲的に取り組むことができること。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　文化・スポーツ活動，生徒会活動等に熱心に取り組んでおり，

　入学後も意欲的に取り組むこと。

２　地域貢献，ボランティア等の実績を積んでおり，入学後も意欲

　的に取り組むこと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　総合学科の特色を十分活用し，意欲的に学習活動に取り組む

　こと。

２　文化・スポーツ活動で優れた実績をあげており，入学後も熱心

　に取り組むこと。

３　生徒会活動，ボランティア活動等を通じて地域社会に貢献し，

　その継続が認められること。

学習活動，文化・スポーツ活動等において優れた成果をあげており，

入学後も明確な進路目標を持って，学習・部活動等に意欲的かつ計

画的に取り組むことができること。

学習活動，文化・スポーツ活動，生徒会活動等に優れ，入学後も意

欲的に取り組むこと。

次の３つの事項に該当すること。

１　基本的な生活習慣を身に付けていること。

２　将来の進路に対して明確な目的をもち，入学後も様々な資格取得

　を目指す等，高校生活に意欲的に取り組む強い意志があること。

３　部活動，生徒会活動，ボランティア活動及び学校行事等で積極的

　に活動しており，入学後は他者と協働し，リーダーとしての活躍が

　期待できること。

スポーツ・文化活動において優れた実績をあげており，入学後も継

続して意欲的に取り組むこと。　（選抜（Ⅰ）の定員の10％程度）

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでいること。

２　スポーツ・文化活動等で優れた実績をあげ，入学後も意欲的に

　取り組むこと。

学習活動全般に意欲的に取り組んだ実績があり，次の事項のいずれ

かに該当すること。

１　文化・芸術・スポーツ活動等において意欲的に取り組み優れた

　実績を残し，入学後も同様に取り組むこと。

２　生徒会活動・ボランティア活動等に積極的に取り組んだ実績が

　あり，入学後も同様に取り組むこと。

庄原格致
普通
普通【医療・教職】

三次青陵 総合学科

三次 普通

日彰館 普通

東城 普通

賀茂 普通

賀茂北 普通

大竹 総合学科

庄原実業 全学科
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高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

基本的生活習慣が身に付いており，次の２つの事項のいずれかに該

当すること。

１　入学後も学習活動に意欲的に取り組むこと。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動等におい

　て優れた実績をあげており，入学後も意欲的に取り組むこと。

次の３つの事項に該当すること。

１　基本的生活習慣を身に付けていること。

２　福祉に対する興味・関心が高く，コミュニケーション能力を備

　え，入学後も意欲的に取り組むこと。

３　福祉科で学ぶ目的を明確にもっていること。

学習活動，部活動又は生徒会活動に意欲的に取り組んでおり，高校

入学後も積極的に取り組むこと。

次の２つの事項に該当すること。

１　規範意識を持ち，進路実現に向けて粘り強く取り組む意欲と行

　動力を持つこと。

２　中学校で，生徒会活動，ボランティア活動等に積極的に取り組

　み，入学後も継続して取り組むこと。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動，技能審

　査等で優れた実績をあげ，入学後も意欲的に取り組むことができ

　ること。

２　生命，食，環境，エネルギー等の科学技術に対する興味・関心

　及び学習意欲が高いこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動及び技能審査

等で優れた実績をあげており，入学後も継続して意欲的に取り組む

ことができること。

次の２つの事項に該当すること。

１　基本的生活習慣を身に付けていること。

２　入学後，学習活動，文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボラン

　ティア活動等に積極的に取り組むこと。

文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動，地域活動，

技能審査等で実績をあげており，入学後も継続して意欲的に取り組

むこと。

スポーツ・文化活動で優れた実績をあげており，入学後も意欲的に

取り組むこと。　　　　　　　　（選抜（Ⅰ）の定員の15％程度）

学習活動に積極的に取り組むとともに，文化・スポーツ活動，技能

審査等で実績をあげており，入学後も継続して意欲的に取り組むこ

とができる。

次の２つの事項に該当すること。

１　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動，技能審

　査等に意欲的に取り組んでおり，入学後も積極的に取り組む強い

　意志があること。

２　集団における協調性や，豊かで望ましい人間関係を築くことが

　できるコミュニケーション能力があること。

河内 普通

黒瀬

福祉

普通

廿日市 普通

佐伯 普通

豊田 普通

吉田 全学科

廿日市西 普通

西条農業 全学科

宮島工業 全学科

向原 普通
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高等学校名 学科【コース】 内　　　　　　　容

文化・スポーツ活動，生徒会活動で優れた実績をあげており，入学

後も意欲的に取り組むこと。

実用英語技能検定３級，または同程度以上の英語運用能力を有する

こと。

学習活動，文化活動又はスポーツ活動等に意欲的に取り組み，入学

後も継続的に取り組むこと。

本学科で学ぶ明確な目的意識をもって，入学後も意欲的に取り組む

こと。

文化・スポーツ活動等において優れており，入学後も意欲的に取り

組むこと。

協調学習等によるアクティブラーニング，応募活動，地域ボランティ

ア活動，国際交流活動等に積極的に取り組むことができること。

部活動，生徒会活動，ボランティア活動等に積極的に取り組み，入

学後も継続して取り組むことができること。

学習活動に積極的に取り組み，協調性豊かで，意欲的に高校生活を

送ることができる。

次の事項のいずれかに該当すること。

１　学習活動に意欲的に取り組んでおり，入学後も意欲的に取り組

　むこと。

２　文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動等に意欲

　的に取り組んでおり，入学後も意欲的に取り組むこと。

学習活動，文化・スポーツ活動，生徒会活動，ボランティア活動及

び国際交流で優れた実績をあげており，入学後も意欲的に取り組む

こと。

油木 産業ビジネス 農業学科に対する適性，興味・関心及び学習意欲を有すること。

《フレキシブル課程（定時制・通信制）》

高等学校名 学科 内　　　　　　　容

次の２つの事項に該当すること。

１　本校の課程や学科の特色について理解し，入学後のビジョンを

　持っていること。

２　高校生活に意欲的に取り組む強い意志があること。

広島市立
広島みらい創生

キャリアデザイン

普通

国際

安芸府中

世羅 全学科

加計芸北分校 普通

海田

普通

大崎海星 普通

普通

熊野 普通

千代田

加計 普通

家政
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