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校訓：技術の真髄をつかめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県立長崎工業高等学校（全日制） 
 

 

 

 

Ⅰ 募集定員および検査項目 

学  科 募集定員 

選抜方法による定員内訳 

前期選抜 （Ａ特色選抜、 

Ｂ文化・スポーツ特別選抜） 
後期選抜 

機  械 ４０名 ２０名 

Ｂ文化・スポ

ーツ特別選抜

は１６名以内 

＊１ 

各学科の募

集定員から

前期選抜の

合格者数を

減じた数 

機械ｼｽﾃﾑ ４０名 ２０名 

電  気 ４０名 ２０名 

工業化学 ４０名 ２０名 

建  築 ４０名 ２０名 

インテリア ４０名 ２０名 

電子工学 ４０名 ２０名 

情報技術 ４０名 ２０名 

＊１ Ｂ文化・スポーツ特別選抜の人数は、各学科の前期選抜定員に含む。 

選抜試験 検査項目  ＊(  )内の数値はその検査項目の比重を示す 

前期Ａ選抜 基礎学力検査(3)、面接(2)、調査書等(5) 

前期Ｂ選抜 面接(5)、調査書等(5) 

後期選抜 学力検査(5)、面接(1)、調査書等(4) 

 

Ⅱ 育成したい生徒像・求める生徒像 

１．育成したい生徒像 

広い視野を持ち、創造力と人間愛に満ちた、心身ともにたくましい工業 

技術者として幅広い分野で活躍できる生徒 

２．求める生徒像 

中学校における学習活動が意欲的で、行動や生活態度が良好であり、当 

該学科を志願する明確な目的意識や適性を有し、次のいずれかに該当する

生徒 

① 主体的に学習活動に取り組むことができる生徒 

② 部活動等（体育・文化・技術系）において熱心に活動している生徒 

③ 生徒会活動・地域活動・ボランティア活動等において、熱心に活動して 

いる生徒 

④ 工業分野を学ぶにあたって必要な創造力・行動力・粘り強さなどの資質 

を備えている生徒 

 

Ⅲ 入学者選抜 

－前期選抜－ 

１．志願資格 

（１） Ａ特色選抜 
令和５年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領の応募資格に該当し、 

本校が示す育成したい生徒像・求める生徒像を理解し、当該学科で学ぶ意 

欲を持つ者とする。 

（２） Ｂ文化・スポーツ特別選抜 
令和５年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領の応募資格に該当し、 

文化・スポーツの各種大会等で優れた実績を有する者又は部活動等で優れ 

た資質や能力を有する者で、入学後も継続的に活動を希望する者とする。 

  ※ 適用部活動…本校に設置している部活動 
 

２．志願手続 
（１） 提出書類 

下記の書類に選抜手数料（2,200 円）を添え、中学校長を通じて 

提出してください。 

【前期選抜Ａ特色選抜】 
  □ 前期選抜Ａ特色選抜入学願書 

□ 写真票 

【前期選抜 B 文化・スポーツ特別選抜】 
  □ 前期選抜Ｂ文化・スポーツ特別選抜入学願書 

  □ 前期選抜Ｂ文化・スポーツ特別選抜志願理由書および添付資料 

（賞状、新聞記事等の写しを、Ａ４判サイズで添付。 

添付資料がなくても志願可） 

  □ 写真票 

※ 入学願書等を郵送する場合は、選抜手数料分の郵便為替と返信用封筒

｛長形 3 号、宛先明記、切手（簡易書留郵送料１名分 4１4 円、複数 

名分は要問合せ）を貼付｝を同封し、簡易書留にて郵送してください。 

（２） 受付期間および時間 

  １月１２日（木）～１月１８日（水） 

  受付時間：9 時から１６時まで（最終日は１５時まで） 

 

３．検査および選抜 
（１） 検査方法 

    前期選抜志願者全員に対して、面接を実施します。 

    Ａ特色選抜の志願者は、基礎学力検査を実施します。 

（２） 検査日 

    ２月１日（水）  基礎学力検査（９：４０～１０：４０） 

２月２日（木）  面接 

※ 集合時間は、後日お知らせいたします。 

（３） 選抜 

    中学校長・志願者から提出された書類および検査の結果を資料と

して総合的に選抜し、合格者を決定します。 

 

４．注意事項 
（１） 遅刻した場合は、本校玄関の受付（事務室）に申し出て、指示 

を受けてください。 

（２） 以下の物品を持参してください。 
   □ 受検票  □ 上履き    □ 下足を入れる袋 

    ・基礎学力検査受検者は下記の物品も持参してください。 

□ 鉛筆（シャープペンシルも可。色鉛筆は不可。） 

   □ 消しゴム   □ 鉛筆削り  □ コンパス  

   □ 三角定規一組（分度器などのついていないもの。直定規は不可。） 

 ※ 検査室には時計はありません。必要であれば時計を持参してください。 

※ 面接では待ち時間があります。読書用の本を持参しても構いません。 

（３） 下敷き、商標以外の文字のある鉛筆や計算機つき時計、辞書機能を

もつ機器等、検査の公平をそこなうおそれのある品物や携帯電話、

スマートフォン、腕時計型端末などの通信機器等の持参は認めてい

ませんので、留意してください。 

（４） 荒天による日程変更の連絡は、ホームページ上に掲載します。

（http://www2.nagasaki-th.ed.jp） 



 

本校案内・お問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜交通案内＞ 

  ●ＪＲ九州長崎本線（長与経由） 道ノ尾駅より徒歩 15 分 

  ●長崎バス 道の尾バス停より徒歩 10 分 

       工業高校前バス停より徒歩1分（西町経由 虹が丘行 ②番） 

  ●長崎電気軌道 赤迫電停より徒歩 2０分 

 

    ＜お問い合わせ先＞ 

      長崎県立長崎工業高等学校（全日制） 
      〒852-8052 長崎市岩屋町４１番２２号 

          TEL ０９５－８５６－０１１５ 

          FAX ０９５－８５６－０１１７ 

          ホームページ http://www2.nagasaki-th.ed.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－後期選抜－ 

１．志願資格 
  令和５年度長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領の応募資格に 

該当し、かつ公立高等学校の合格者となっていない者とする。 

 

２．志願手続 

（１）提出書類 

下記の書類に選抜手数料（2,200 円）、または前志願先高等学校 

の選抜手数料領収証書を添え、中学校長を通じて提出してください。 

ただし、前期選抜の定時制課程昼間部を志願したものは、選抜手数料 

の差額（1,250 円）を添えて、中学校長に提出する。 

  □ 後期選抜入学願書 

  □ 写真票 

※ 入学願書等を郵送する場合は、選抜手数料分の郵便為替と返信用封筒 

｛長形 3 号、宛先明記、切手（簡易書留郵送料１名分 4１4 円、複数 

名分は要問合せ）を貼付｝を同封し、簡易書留にて郵送してください。 

（２）受付期間および時間 

    受付期間：2 月 1６日（木）～2 月２２日（水） 

    受付時間：9 時から１６時まで（最終日は１５時まで） 

 

３．検査および選抜 

（１）検査方法 

  ① 学力検査…教科は、国語、社会、数学、理科および英語（聞き

取りテストを含む。）の５教科とします。 

    配点は各教科１００点とし、傾斜配点は行いません。 

  ② 面接…学力検査終了後、志願者全員に対して実施します。 

（２）検査日および日程 

 ３月７日（火） 

19:00～18:40 体育館集合・諸注意 

19:40～10:30 国語の検査 

11:00～11:50 英語の検査 

11:50～12:40 休憩（昼食） 

12:55～13:45 理科の検査 

 ３月８日（水） 

19:00～18:40 体育館集合・諸注意 

19:40～10:30 社会の検査 

11:00～11:50 数学の検査 

11:50～12:40 休憩（昼食） 

13:10～11:11 面接 

（３） 選抜 

    中学校長から提出された書類、学力検査および面接の結果等を資

料として総合的に選抜し、合格者を決定します。 

 

 

 

４．注意事項 

（１） ３月６日（月）１４時に本校正面玄関前に注意事項を掲示します。 

（２） 遅刻すると受検できないことがあります。万が一遅刻した場合は 

本校玄関の受付（事務室）に申し出て、指示を受けてください。 

（３） 英語の聞き取りテスト実施中は、原則として遅刻者は入室できない

ので留意してください。 

（４） 以下の物品を持参してください。 

   □ 受検票  □ 上履き  □ 下足を入れる袋  □ 昼食 

□ 鉛筆（シャープペンシルも可。色鉛筆は不可。） 

  □ 消しゴム  □ 鉛筆削り  □ コンパス 

   □ 三角定規一組（分度器などのついていないもの。直定規は不可。） 

  ※ 検査室には時計はありません。必要であれば時計を持参してください。 

※ 面接では待ち時間があります。読書用の本を持参しても構いません。 

（５） 下敷き、商標以外の文字のある鉛筆や計算機つき時計、辞書機能を

もつ機器等、検査の公平をそこなうおそれのある品物や携帯電話、

スマートフォン、腕時計型端末などの通信機器等の持参は認めてい

ませんので、留意してください。 

（６） 荒天による日程変更の連絡は、ホームページ上に掲載します。

（http://www2.nagasaki-th.ed.jp） 

５．追検査 
   インフルエンザ等のやむを得ない理由で後期選抜における学力検査を 

受検できなかった場合、追検査を受検することができます。 

（１） 受検の申請 ３月  ８日（水）１０時まで 

（２） 追検査日時 ３月１５日（水）１３時３０分集合 

（３） 合格者発表 ３月２０日（月）９時３０分～１６時００分 

※ 本校のホームページにおいて受検番号のみを発表する。 

 

Ⅳ 合格者発表 

【前期選抜】２月 ８日（水）１４時００分～ ９日（木）１６時００分 

【後期選抜】３月１５日（水） ９時３０分～１６日（木）１６時００分 
※ 本校のホームページにおいて受検番号のみを発表する。 

 

Ⅴ 合格者登校日 

【第１回】 合格者集合 

  日 時：３月１７日（金）１０時～ （受付開始９時３０分） 

  場 所：本校体育館 

  内 容：入学資料配付、制服等の採寸 

  参加者：合格者 

【第２回】 合格者説明会 

  日 時：３月２２日（水）１３時～ （受付開始１２時３０分） 

  場 所：本校体育館 

  内 容：合格者への説明、教科書等の物品販売 

  参加者：合格者・保護者 

 【第３回】 入学予定者オリエンテーション 

  日 時：４月３日（月）９時～ （受付開始８時３０分） 

  場 所：本校体育館 

  内 容：部活動紹介、制服等の引渡し 

  参加者：合格者 
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