平成31年度 入試・募集要項

中学校の先生によく相談のうえ、本校の教育方針等に納得された方のみ申し込んでください。

◎募集定員
普通科

食物科

1 2 0 名（男女）（SS 特別選抜コース・文理選抜コース・学術探究コース・
スポーツサイエンスコースの合計）
7 5 名（男女） （
 食物アレルギーがあり食物科を志望する場合には、事前の相談
をお願いします）

奨

学

生

奨学生・推薦入試

推

薦

◎共通事項〈すべての入試で共通すること〉

○審査料１０, ０００円
審査料は銀行振込です。金融機関窓口にて振り込んでください。
⇒ 金融機関領収印を入学願書などの所定欄に押してもらう（ない場合、
受付できません）
。
インターネットバンキング・ATM は不可
※２回以上受験する場合は２回目以降の審査料は必要ありません。
○入学金（入学権利保証金）
・本手続金の納入は基本的に銀行振込となります。
※一旦納入された審査料、入学金（入学権利保証金）はお返しできません。
○持ち物
筆記用具、受験票、上履き、昼食（必要な場合）
○本校の入試はすべて総合判定で行っております。

特別（併願）入試

生

（成績・欠席などに基準があります）
■ 普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コース・学術探究
コース・スポーツサイエンスコース）
■食物科

（成績・欠席などに基準があります）
■普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コース・学術探究
コース・スポーツサイエンスコース）
学術探究コース専修学術系統・スポーツサイエンスコー
スはスポーツ推薦生になります。
■食物科

（成績・欠席などに基準があります）
■普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コース・
学術探究コース専修学術系統）

・中学校卒業予定者
（平成31年３月中学校卒業見込み者に限る）
・成績優秀で修学に堪えうる者、生活態度、授業態度につ
いても良好な者
・中学校長が推薦する者（推薦書必要）
・本校単願で合格したら必ず入学する者
・学科・コースの第２志望は認められません

・中学校卒業予定者
（平成31年３月中学校卒業見込み者に限る）
・成績優秀で修学に堪えうる者、生活態度、授業態度につ
いても良好な者
・中学校長が推薦する者（推薦書必要）
・本校単願で合格したら必ず入学する者
・学科・コースの第２志望は認められません

・中学校卒業予定者
（平成31年３月中学校卒業見込み者に限る）
・成績優秀で修学に堪えうる者、生活態度、授
業態度についても良好な者
・他公私立高校の併願の有無は問わない
・第２志望は認められません

１． 特別奨学生 【普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜
コース・学 術 探 究 コース・スポーツサイエンスコー
ス）・食物科】
・きわめて成績優秀で、高校生活を意欲的に過ごすことが
できる者
２． SS 奨学生Ａ方式 【普通科 SS 特別選抜コースのみ】
・自分の将来に目的を持って、国公立大学・難関の私立大
学を目指そうという強い意欲のある者
３．美工奨学生 【普通科 学術探究コース 美術工芸系統のみ】
・将来４年制の美術系大学を目指そうという強い意欲のあ
る者
４． スポーツ奨学生 【普通科（学術探究コース専修学術系
統・スポーツサイエンスコース）
】
・スポーツについて実績のある者
・男子硬式野球・男子柔道・男女空手道・男子バスケット
ボール・男子サッカーのそれぞれの部活動に参加する者

１． 推薦生 【普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コー
ス・学術探究コース
（総合学術系統・美術工芸系統）
）
・
食物科】
・成績優秀で、高校生活を意欲的に過ごすことができる者
２． スポーツ推薦生 【普通科（学術探究コース専修学術系
統・スポーツサイエンスコース）
】
・スポーツについて実績のある者
・男子硬式野球・男子柔道・男女空手道・男子バスケット
ボール・男子サッカーのそれぞれの部活動に参加する者
・必ず中学校の先生と相談してください

出 願 書 類

入学願書、調査書、推薦書

入学願書、調査書、推薦書

出 願 期 間

平成31年１月9日（水）～１月11日（金）
9：00～17：00

平成31年１月9日（水）～１月11日（金）
9：00～17：00

募 集 科・コース
・系統

出 願 資 格 など

平成31年１月17日（木）

平成31年１月17日（木）

下欄※2 を確認のこと

試 験 日 時

合 格 発 表
手

続

き

SS 特別選抜コース・文理選抜
コース・学 術 探 究コース（総
合学術系統・専修学術系統）
・
スポーツサイエンスコース
食物科
９：00～９：20 受付
９：30～10：10 作文
10：30～
面接

学術探究コース
（美術工芸系統）
９：00～９：20 受付
９：30～10：10 作文
10：30～11：00 鉛筆画
11：10～
面接
※1 作文題：「松本第一高校を志望した理由」

下欄※2 を確認のこと

SS 特別選抜コース・文理選抜
コース・学 術 探 究コース（総
合学術系統・専修学術系統）
・
スポーツサイエンスコース
食物科
９：00～９：20 受付
９：30～10：10 作文
10：30～
面接

学術探究コース
（美術工芸系統）
９：00～９：20 受付
９：30～10：10 作文
10：30～11：00 鉛筆画
11：10～
面接
※1 作文題：
「松本第一高校を志望した理由」

平成31年１月18日（金）9：30正面玄関掲示
合格者本人宛に合格証書等の書類を郵送します。
中学校にも通知します。
ホームページ上では発表しません。

平成31年１月18日（金）9：30正面玄関掲示
合格者本人宛に合格証書等の書類を郵送します。
中学校にも通知します。
ホームページ上では発表しません。

入学金・本手続金納入（合計金額を銀行振込）
平成31年１月21日（月）～１月23日（水）

入学金・本手続金納入（合計金額を銀行振込）
平成31年１月21日（月）～１月23日（水）

※1 作文は８００字程度です。作文は合否判定ではなく面接で使用します。

１． 特別入試生
【普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コー
ス）
】
・成績優秀で、高校生活を意欲的に過ごすこと
ができる者
【普通科 学術探究コース専修学術系統のみ 】
・成績優秀で高校生活を意欲的に過ごすことが
できる者
・当 該 競 技 を 中 学 校 在 籍 時３年 間 継 続 してお
り、意欲的に取り組んできた者。
（所属は中
学校の部活動、社会体育は問いません。これ
に関する人物証明書が必要）
・男子硬式野球・男子柔道・男女空手道・男子
バスケットボール・男 子 サッカーのそれぞれ
の部活動に参加する者
２． SS 奨学生Ｂ方式 【普 通 科 SS 特 別 選 抜
コースのみ 】
・自分の将来に目的を持って、国公立大学・難
関の私立大学を目指そうという強い意欲のあ
る者
・推薦書必要

◎入部に関して
入部に関して
SS 特別選抜コース

強化指定 5 競技

不可 （5 競技以外は入部可）

文理選抜コース

強化指定 5 競技

不可 （5 競技以外は入部可）
不可 （5 競技以外は入部可）

学術探究コース
○総合学術系統

強化指定 5 競技

○美術工芸系統

強化指定 5 競技

不可 （5 競技以外は入部可）

○専修学術系統

強化指定 5 競技

必入部

スポーツサイエンスコース強化指定 5 競技

必入部

食物科

一般入試

再募集入試

（奨学生・推薦入試の状況により実施しない科・
コース・系統もあります）
■普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コース・
学術探究コース
（総合学術系統・美術工芸系統・
専修学術系統））
■ 食物科（A方式には成績・欠席などに基準が
あります）

（募集人員は入学手続き状況によります。実施
しない場合もあります）
■普通科（SS 特別選抜コース・文理選抜コース・
学術探究コース
（総合学術系統・美術工芸系統）
）
■食物科

１． 一般入試生Ｂ方式 【普 通 科（SS 特 別 選 抜
コース・文理選抜コース・学術探究コース
（総合学術系統・美術工芸系統・専修学術
系統））・食物科】
・中学校卒業者および中学校卒業予定者
・SS 特別選抜コースと学術探究コース専修学術
系統以外は、学科・コース・系統の第２志望
を認めます
・他公私立高校の併願の有無は問いません
・学術探究コース専修学術系統の出願資格は特
別（併願）入試と同じです

再募集入試生
・中学校卒業者および中学校卒業予定者
・学科・コース・系統の第２志望も認めます
・本校単願で合格したら必ず入学する者
・実施については３月18日
（月）15：00をめど
に本校ホームページで公表します

２． 一般入試生Ａ方式 【食物科のみ】
・中学校卒業予定者（平成31年３月中学校卒業
見込み者に限る）
・生活態度、授業態度が良好で修学に堪えうる
者（本校の入試説明会（11月）、または学校見
学会（12月）いずれかへの参加が条件です）
・合格したら必ず入学する者
・人物証明書、志望理由書必要

入学願書、調査書、
入学願書、調査書、人物証明書（食物科Ａ方式
人物証明書（学術探究コース専修学術系統のみ） と学術探究コース専修学術系統のみ）、志望理由
推薦書（SS 奨学生Ｂ方式のみ）
書（食物科Ａ方式のみ）、学習成績一覧表
平成31年１月18日（金）～１月22日（火）
9：00～17：00

いずれの部活動も 入部可

平成31年2月12日（火）～２月１5日（金）
9：00～17：00

平成31年１月25日（金）
平成31年２月20日（水）
SS 特別選抜コース・文理選抜コース
SS 特 別 選 抜コース・文
学術探究コース専修学術系統
理選抜コース・学術探究
９：00～９：20 受付
コース
（総合学術系統・ 学術探究コース
９：30～10：10 作文
専修学術系統）
・食物科 （美術工芸系統）
10：30～
面接
８：30～９：00 受付
８：30～９：00 受付
※1 作文題：「中学校生活で印象に残ったこと」 ９：20～10：10 国語（50分） ９：20～10：10 国語（50分）
10：25～11：15 数学（50分） 10：25～11：15 数学（50分）
11：30～12：20 英語（50分） 11：30～12：20 英語（50分）
13：00～
面接
13：00～13：50 鉛筆画（50分）
14：00～
面接
（英語はリスニングテストを含みます）

入学願書、調査書
平成31年３月18日（月）15：00～17：00
３月19日（火） 9：00～11：00
平成31年3月19日（火）
13：00～13：30 受付
13：30～
面接

平成31年１月28日（月）9：30正面玄関掲示
平成31年２月27日（水）９：30正面玄関掲示
平成31年３月19日（火）15：00正面玄関掲示
合格者本人宛に合格証書等の書類を郵送します。 合格者本人宛に合格証書等の書類を郵送します。 合格者本人には書類を発表時に手渡します。
中学校にも通知します。
中学校にも通知します。
中学校にも通知します。
ホームページ上では発表しません。
ホームページ上にも発表します。
ホームページ上では発表しません。
入学権利保証金納入（銀行振込）
平成31年1月29日（火）～２月1日（金）
本手続金納入（銀行振込）
平成31年３月18日（月）～３月20日（水）

入学権利保証金納入（銀行振込）
平成31年2月28日（木）～３月4日（月）
本手続金納入（銀行振込）
平成31年３月18日（月）～３月20日（水）

入学金および本手続金納入（銀行振込）
平成31年３月20日（水）

※2 平成31年2月20日（水）に、奨学生・推薦入試合格内定者対象の「第1回オリエンテーション」を行います。この日には学力診断も行いますので、
一般入試受験者と同じ時間に登校してください。
（持参物なども同じ）
（これによる合格内定の取り消しはありません）

