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第５ 令和２年度（2020年度）北海道有朋高等学校入学者選抜実施要項

（令和元年（2019年）９月20日教育長決定）

この要項は、令和２年度（2020年度）の北海道有朋高等学校の単位制による定時制の課程、技

能教育施設との連携措置による定時制の課程及び通信制の課程の入学者の選抜の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。

１ 単位制による定時制の課程

(1) 一般入学者選抜

ア 募集人員

別に告示するところによる。ただし、募集については、前期と後期に行い、後期の募集

は、前期に欠員が生じた場合の当該人員に限る。

イ 出願できる学科

普 通 科

事務情報科

ウ 出願資格

道立高等学校一般入学者選抜実施要項（以下「一般要項」という。）の「２ 出願資格」

に準ずる。

エ 出願の受付

出願の受付期間及び受付時間は次のとおりとする。

オ 出願の手続

出願者は、次の出願書類を北海道有朋高等学校長に提出すること。

(ｱ) 入学願書

北海道有朋高等学校学則（昭和55年北海道教育委員会規則第８号）第８条の規定によ

る入学願書（同規則別記第１号様式の２）

受 付 期 間 受 付 時 間

令和２年３月10日（火）～令和２年３月18日（水） ９：00 ～ 16：30
前期

（日曜日及び土曜日を除く。） （18日は12：00までとする。）

令和２年８月21日（金）～令和２年８月28日（金） ９：00 ～ 16：30
後期

（日曜日及び土曜日を除く。） （28日は12：00までとする。）

【留意事項】

一般要項、道立高等学校推薦入学者選抜実施要項（以下「推薦

要項」という。）、連携型中高一貫教育を実施する道立高等学校入学者

選抜実施要項（以下「連携型要項」という。）、この要項における単位

制による定時制の課程の自己推薦による入学者選抜（以下「自己推薦

選抜」という。）、この要項における技能教育施設との連携措置による

定時制の課程の入学者選抜（以下「技能教育施設の選抜」という。）、

この要項における通信制の課程の入学者選抜（以下「通信制の選抜」

という。）及び道立高等学校への道外からの出願に係る入学者選抜

実施要項（以下「道外推薦要項」という。）並びに市町村立高等学校

の入学者選抜実施要項（以下「市町村実施要項」という。）により出

願した者は、同時にこの単位制による定時制の課程の一般入学者選抜

（以下「単位制一般選抜」という。）により出願することはできない。
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(ｲ) 写真

令和元年（2019年）10月１日（後期においては、令和２年（2020年）６月１日）以降

に上半身を正面から撮影したもの（北海道有朋高等学校長が別途指定する用紙の所定の

欄に貼り付けること。）

(ｳ) 個人調査書

現に在学し、又は卒業した中学校又は義務教育学校の校長（以下「中学校長」という。）

が作成したもの（一般要項の別記様式３による。）。ただし、令和２年（2020年）３月31

日に満20歳以上の者（平成12年（2000年）４月１日以前に出生した者。以下「成人」

という。）が出願する場合は、出願資格が分かる書類（卒業証明書又は卒業証書の写し

等）をもって個人調査書に代えるものとする。

(ｴ) 入学検定料

北海道立学校条例（昭和39年北海道条例第41号）の定める金額の北海道収入証紙を入

学願書に貼り付けること。

カ 入学者の選抜等

(ｱ) 作文及び面接

前期は令和２年（2020年）３月25日（水）、後期は令和２年（2020年）９月３日（木）

に実施する。

(ｲ) 学力検査（一般要項「９ 学力検査」とは異なるもの）

後期のみ令和２年（2020年）９月３日（木）に実施する（検査教科は、国語、数学及

び英語）。

(ｳ) 入学者の選抜

前期は個人調査書（成人の出願者を除く。）並びに作文及び面接の結果を、後期は学

力検査の成績、個人調査書（成人の出願者を除く。）並びに作文及び面接の結果を資料

として総合的に判定する。

キ 合格発表

北海道有朋高等学校長は、前期は令和２年（2020年）３月30日（月）午前10時、後期は

令和２年（2020年）９月10日（木）午前10時に合格者の受検番号を発表（掲示）するとと

もに、本人に通知すること。

ク その他

(ｱ) この要項に定めるもののほか、実施について必要な事項は、北海道有朋高等学校長の

定めるところによる。

(ｲ) 特別な配慮を必要とする障がい等のある生徒が出願しようとする場合は、在籍中学校

長は北海道有朋高等学校長にその事情を説明し、北海道有朋高等学校長は学校教育局高

【留意事項】

１ 出願書類の用紙の請求は、角形２号の返信用封筒（住所、郵便番

号及び氏名を表記し、250円切手を貼り付けたもの）を同封して、

北海道有朋高等学校（〒002-8504 札幌市北区屯田９条７丁目）あ

てに行うこと。

２ 往信封筒の表に必ず「単位制課程希望」と朱書すること。また、

一般入学と明記すること。

なお、２部以上の用紙を請求する場合は、送料（切手代）が

異なるため、北海道有朋高等学校（電話 011-773-8200）に問い合

わせること。

【留意事項】

北海道有朋高等学校長は､合格者の受検番号について、合格発表後

速やかに当該高等学校のウェブページに掲載すること。
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校教育課長と協議すること。

(ｳ) 出願者に特別な配慮を必要とする帰国子女がいる場合、誤った出願があった場合

等、この要項により難い場合は、学校教育局高校教育課長と協議すること。

(2) 自己推薦による入学者選抜（前期のみ）

ア 出願できる学科

普 通 科

事務情報科

イ 出願資格

自己推薦による入学を希望する者は、次の各号に該当する者であること。

(ｱ) 令和２年（2020年）３月末日までに道内の中学校又は義務教育学校（以下「中学校」

という。）を卒業する見込みの者又は勤労青少年

(ｲ) 出願する動機及び理由が明確であり、自主的に学習できる強い意思を有する者

(ｳ) 特定分野などに対する適性、興味・関心及び学習意欲を有する者又は事務情報科に対

する適性、興味・関心及び学習意欲を有する者

ウ 自己推薦による入学者の範囲

各科の募集人員の30％程度の数とする。

エ 出願の受付

出願の受付期間及び受付時間は次のとおりとする。

オ 出願の手続

出願者は、次の出願書類を北海道有朋高等学校長に提出すること。

(ｱ) 入学願書

単位制一般選抜に同じ。

(ｲ) 写真

単位制一般選抜に同じ。

(ｳ) 個人調査書

単位制一般選抜に同じ。

(ｴ) 入学検定料

単位制一般選抜に同じ。

(ｵ) 自己推薦書

別記様式１による。

【留意事項】

一般要項、推薦要項、連携型要項、単位制一般選抜、技能教育施設

の選抜及び通信制の選抜並びに市町村実施要項により出願した者は、

同時にこの自己推薦選抜により出願することはできない。

受 付 期 間 受 付 時 間

９：00～16：30
令和２年１月21日（火）～令和２年１月24日（金）

（24日は12：00までとする。）
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カ 入学者の選抜等

(ｱ) 面接の実施

令和２年（2020年）２月13日（木）

(ｲ) 合格内定通知

北海道有朋高等学校長は、令和２年（2020年）２月20日（木）までに合格内定者に通

知すること。

(ｳ) 入学確約書の提出

令和２年（2020年）２月21日（金）から令和２年（2020年）２月26日（水）正午まで

の間に入学確約書（別記様式２）を北海道有朋高等学校長に提出すること。

(ｴ) 入学者の選抜

個人調査書（成人の出願者を除く。）、自己推薦書及び面接の結果を資料として総合的

に判定する。

キ 再出願

合格内定とならなかった者については、当初出願した学科と関わりなく単位制一般選抜

及び他の高等学校の一般入学者選抜への再出願を認める。ただし、面接を欠席した者及び

合格内定後入学確約書を提出しなかった者は再出願を認めない。

(ｱ) 再出願の受付期間及び受付時間は、推薦要項の「12 再出願」の(2)による。

(ｲ) 単位制一般選抜への再出願の手続については、推薦要項の「12 再出願」の(3)によ

る。

(ｳ) 他の高等学校の一般入学者選抜への再出願の手続については、推薦要項の「12 再出

願」の(3)及び(4)による。この場合、一般要項の入学願書（北海道立高等学校学則（昭

和26年北海道教育委員会規則第８号）別記第３号様式）及び写真台紙（一般要項の別記

様式１）を添付すること。

ク 合格発表

北海道有朋高等学校長は、令和２年（2020年）３月30日（月）午前10時に合格者の受検

番号を発表（掲示）するとともに、本人に通知すること。

ケ その他

単位制一般選抜の「ク その他」に同じ。

【留意事項】

北海道有朋高等学校長は､合格者の受検番号について、合格発表後

速やかに当該高等学校のウェブページに掲載すること。

【留意事項】

１ 出願書類の用紙の請求は、角形２号の返信用封筒（住所、郵便

番号及び氏名を表記し、250円切手を貼り付けたもの）を同封し

て、北海道有朋高等学校（〒002-8504 札幌市北区屯田９条７丁

目）あてに行うこと。

２ 往信封筒の表に必ず「単位制課程希望」と朱書すること。また、

推薦入学と明記すること。

なお、２部以上の用紙を請求する場合は、送料（切手代）が

異なるため、北海道有朋高等学校（電話 011-773-8200）に問い

合わせること。
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２ 技能教育施設との連携措置による定時制の課程

(1) 募集人員

別に告示するところによる。

(2) 出願できる学科

商業に関する学科

(3) 出願資格

一般要項の「２ 出願資格」に準ずる。

(4) 合格発表

北海道有朋高等学校長は、令和２年（2020年）４月７日（火）までに本人に通知すること。

(5) その他

ア 「技能教育施設との連携措置」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第55条及び技

能教育施設の指定等に関する規則（昭和37年文部省令第８号）第５条に定めるところによ

り、技能教育のための施設における学習を高等学校における教科の一部の履修とみなす措

置をいうこと。

イ 出願の受付及び入学者選抜については、北海道有朋高等学校長の定めるところによる。

入学願書は北海道有朋高等学校学則別記第１号様式とし、その他出願に関する問合せ及び

必要書類の請求は、各技能教育施設あてに行うこと。

３ 通信制の課程

(1) 募集人員

別に告示するところによる。

(2) 出願できる学科

普通科

(3) 出願資格

一般要項の「２ 出願資格」に準ずる。

【留意事項】

一般要項、推薦要項、連携型要項、単位制一般選抜、自己推薦選

抜、通信制の選抜及び道外推薦要項並びに市町村実施要項により出

願した者は、同時にこの技能教育施設の選抜により出願することはで

きない。

【留意事項】

一般要項、推薦要項、連携型要項、単位制一般選抜、自己推薦選抜、

技能教育施設の選抜及び道外推薦要項並びに市町村実施要項により

出願した者は、同時にこの通信制の選抜により出願することはでき

ない。
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(4) 出願の受付

出願の受付期間及び受付時間は次のとおりとする。

(5) 出願の手続

出願者は、次の出願書類を北海道有朋高等学校長に提出すること。

ア 入学願書

北海道有朋高等学校学則第８条の規定による入学願書（同規則別記第１号様式の３）

イ 写真

令和元年（2019年）10月１日以降に上半身を正面から撮影したもの（入学願書の所定の

欄に貼り付けること。）

ウ 個人調査書

現に在学し、又は卒業した中学校又は義務教育学校の校長が作成したもの（一般要項の

別記様式３による。）。ただし、成人の出願者については、出願資格が分かる書類（卒業証

明書又は卒業証書の写し等）及び出願理由書（北海道有朋高等学校長が定める様式による

こと。）をもって個人調査書に代えるものとする。

(6) 入学者の選抜

個人調査書又は出願理由書により入学者の選抜を行い、学力検査を実施しない。

(7) 合格発表

北海道有朋高等学校長は、令和２年（2020年）３月31日（火）に本人に通知すること。

(8) その他

この要項に定めるもののほか、実施について必要な事項は、北海道有朋高等学校長の定め

るところによる。

受 付 期 間 受 付 時 間

令和２年２月17日（月）～令和２年３月19日（木）
（日曜日、土曜日及び休日を除く。）

９：00～16：30

【留意事項】

１ 出願書類の用紙の請求は、角形２号の返信用封筒（住所、郵便番

号及び氏名を表記し、250円切手を貼り付けたもの）を同封して、

北海道有朋高等学校（〒002-8504 札幌市北区屯田９条７丁目）

あてに行うこと。

２ 往信封筒の表に必ず「通信制課程希望」と朱書すること。また、

一般入学と編入学の別を明記すること。

なお、２部以上の用紙を請求する場合は、送料（切手代）が異

なるため、北海道有朋高等学校（電話 011-773-8200）に問い合わせ

ること。
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４ 北海道教育委員会への報告

番 高校 → 教育局 教育局 → 高校教育課
報告事項 報告月日 報告内容等

号 時間 方法 時間 方法

１ 出願状況 １月27日 10:00まで
電 話

13:00まで 一般要項の別記様式18（推薦入学者選抜）
（月）

又は C.S.
に準ずるファックス

推薦入学面接等欠席・延期者 ２月13日 16:00まで 同上 17:00まで 同上 推薦要項の別記様式8２
の状況 （木） に準ずる

３ 推薦入学合格内定者数 ２月19日 10:00まで 同上 12:00まで 同上
推薦要項の別記様式8

（水） に準ずる

４
入学確約書（推薦）を提出し ２月27日 10:00まで 同上 13:00まで 同上 推薦要項の別記様式8
なかった者の数 （木） に準ずる

５ ２月27日 10:00まで 同上 13:00まで 同上再出願後の出願状況
（木）

別途指示

６
一般入学者選抜（前期）の出 ３月19日 15:00まで 同上 16:00まで 同上 別途指示
願状況 （木）

７
単位制による定時制の課程（前 ３月30日 10:00まで 同上 12:00まで 同上 別途指示
期）の合格者数 （月）

８ 入学者選抜実施状況 ５月８日 この日まで 文 書 ５月12日 同上 別途指示
（金） （火）まで

９ 単位制による定時制の課程の ７月３日
この日まで 同上

７月６日
同上 別途指示

募集人員（後期） （金） （月）まで

８月31日
電 話

別途指示10
一般入学者選抜（後期）の出

（月） 10:00まで 又は 11:00まで 同上
願状況 ファックス

11 一般入学者選抜（後期）の合 ９月10日 10:00まで 同上 13:00まで 同上 別途指示
格者数 （木）

（注）技能教育施設との連携措置による定時制の課程及び通信制の課程は、「８」についてのみ報告すること。
※ C.S.は、北海道行政情報コミュニケーションシステムのことである。


