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平成 28年度茨城県立高等学校入学者選抜における特色選抜実施概要一覧 

 

表の見方 

 

１ 募集人員の割合 

  各学科の募集定員に占める特色選抜募集人員の割合を示す。 

  また，平成 28年度第１学年生徒の募集定員については，11月に発表の予定である。 

  なお，募集定員が変更になった学校については，特色選抜募集人員の割合が変更になる場合がある。 

   ※ 募集人員の割合が変更になった場合は，県教育委員会及び各学校のホームページでお知らせします。 

 

２ 分野 

  分野別に募集人員の割合を定めない場合は，斜線（／）としている。 

  分野別に募集人員の割合を定める場合は，分野別に欄を分けて「体育」，「文化」，「芸術」，「奉仕活動」及び「生徒会活動」のいずれかを

記載してある。 

 

３ 出願要件 

  特色選抜の対象となる部活動等を，下線で示している。 

 

４ 選抜資料及び配点 

  学力検査は 500点とし，面接等の選抜資料は，各高等学校が定めた得点を示している。選抜資料として使用しない場合は，斜線（／）と

している。 

 

５ その他 

  詳細については，各学校へお問い合わせください。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

高萩 普通 30％以内  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 中学校の運動部か文化部または地域のクラブチームに３年間所属して積

極的に取り組み，本校入学後も運動部か文化部に所属して３年間意欲的に

活動する意志のある者 

イ 中学校において生徒会役員（会長，副会長，書記，会計，またはそれらに

相当する職）を務めた経験があり，本校入学後も生徒会役員として意欲的に

活動する意志のある者 

５００ ２００ ３００   １０００ 

高萩清松 
総合 

学科 
30％以内 

体育 

（12％程度） 

３年間運動部に所属し，主力選手として活躍し，入学後は本校の運動部に所

属し，在学中意欲的・主体的に活動する意志のある者 
５００ ２００ １００ 

 

１００ ９００ 

文化 

（９％程度） 

文化・芸術のうち，いずれかの部活動に３年間所属し，積極的に活動し，入

学後は本校の文化部に所属し，在学中意欲的・主体的に活動する意志のある

者 

５００ ２００ ２００  ９００ 奉仕活動 

（６％程度） 

奉仕活動において入学後はボランティア部に所属し，在学中意欲的・主体的

に活動する意志のある者 

生徒会活動 

（３％程度） 

リーダーとしての資質を有し，入学後も生徒会活動等に意欲的に活動

する意志のある者 

日立第一 

普通， 

サイエ

ンス 

５％程度 

 次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たし，本校入学後もその種目の運動部に

入部し，意欲的に活動する意志のある者 

ア 下記の種目の，いずれかにおいて，中学校の部活動または地域のクラブ

チームに所属して３年間積極的に取り組んだ者。活動実績としては，中体連

もしくはこれに準ずる大会において，団体戦(レギュラー選手)あるいは個人

戦で県大会以上の大会に出場した者。または，選抜選手に選ばれ県大会以

上の大会に出場した者とする。 

  野球（男），卓球，サッカー（男），剣道 

イ 陸上競技において，中学校の各種部活動または地域のクラブチームに所

属して３年間積極的に取り組んだ者。活動実績としては，中体連もしくはこれ

に準ずる陸上競技の大会において，正選手として県大会以上の大会に出場

した者。または，選抜選手に選ばれ県大会以上の大会に出場した者とする。 

※「これに準ずる大会」は，次の大会とする。 

 ・野球については，日本リトルシニア野球選手権大会，日本リトルシニア全国

選抜大会，茨城県選抜中学野球大会，飛田穂州旗中学野球大会，日本少

年野球選手権大会，全国ＫＢ野球選手権大会    （次ページにつづく）                    

５００ １５０ ５０   ７００ 

全日制課程 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

 

   （前ページからのつづき） 

・卓球については，全日本卓球選手権大会ジュニアの部茨城県予選，全日

本卓球選手権大会カデットの部茨城県予選，東京選手権大会カデットの

部茨城県予選 

・サッカーについては，高円宮杯全日本ユースサッカー選手権大会，日本

クラブユース（Ｕ-１５）サッカー選手権大会（ａｄｉｄａｓ ｃｕｐ） 

・剣道については，全日本少年剣道錬成大会茨城県予選ベスト８以上，全

日本少年剣道錬成大会本大会ベスト１６以上 

・陸上競技については，ジュニアオリンピック陸上競技大会，茨城県陸上競

技選手権大会，東日本女子駅伝，全国都道府県男子駅伝，全国都道府県

女子駅伝 

ウ ラグビー（男）において，地域のクラブチームに所属して中学校の３年間積

極的に取り組み，県選抜選手に選ばれた者とする。 

      

日立第二 

普通 15％程度 

体育 

（各学科 

10％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の運動部に所属し，３年間積極的に取り組み，各種大会においてレ

ギュラーとして活躍した者 

イ 本校入学後，バレーボール（女），バスケットボール（女），ハンドボール

（女），バドミントン（女），陸上（女）（５部）のいずれかに入部する意志を持ち，

３年間継続して活動することのできる者 （例 中学ソフトテニス部→高校ハン

ドボール部のような場合も可） 

５００ ２００ ３００  ２００ １２００ 

英語 15％程度 

文化・ 

生徒会活動 

（各学科 

５％程度） 

次のア，ウ又はイ，ウの要件を満たす者 

ア 吹奏楽において中学校の部活動に３年間所属し，吹奏楽コンクール県大会

で銀賞以上の成績，またはそれに相当する成績を収めた者 

※「それに相当する成績」 

アンサンブルコンテスト県大会出場以上，ソロコンテスト県大会出場以

上，ＴＢＳこども音楽コンクール県大会出場以上 

イ 中学校で生徒会の本部役員を務めた者（本部役員とは，会長，副会長，書

記，会計，及び会計監査をさす） 

ウ 本校入学後も，吹奏楽部（女）又は生徒会活動を継続する意志のある者 

５００ ２００ ３００   １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

日立工業 

機械 10％程度 

 

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 野球（男）において，中学校の部活動に所属して３年間積極的に取り

組み，レギュラー選手として各種大会（中学校総体ならびに新人大会市

内大会以上，県選抜野球大会，飛田穂洲旗野球大会）に出場した実績が

あり，本校入学後も同一種目を継続する意思のある者 

イ サッカー（男）において，中学校の部活動に所属し，レギュラー選手

として各種大会（中学校総体ならびに新人大会市内大会以上，高円宮杯

ユース選手権大会，IFA県リーグ（１部・２部），メトロポリタンリーグ）

に出場した実績があり，本校入学後も同一種目を継続する意思のある者 

ウ 陸上（男）において，地区大会又はそれに相当する大会（中学校総体

地区大会以上，茨城県中学校通信陸上競技大会，ジュニアオリンピック，

茨城県中学校駅伝大会以上，茨城県中学校混成競技大会，茨城県中学校

陸上競技標準記録突破者（１年次２年次の記録は当該学年の記録のみ有

効））に出場した実績があり，本校入学後も同一種目を継続する意思のあ

る者 

  ※ 野球（男），サッカー（男）については，地域のクラブチームだけの

活動は対象としない。 

５００ １５０ ２５０   ９００ 

電気 10％程度 

情報 

電子 
10％程度 

工業 

化学 
10％程度 

多賀 普通 15％程度 

文化･芸術 

（１％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の文化部に所属し，３年間積極的に活動に取り組み，その部活動で

県レベルのコンクール・展覧会に出場又は入選した実績を持つ者 

イ 本校入学後も同一の部活動を３年間継続する意志のある者 

※県レベルとは，大会規模が県全域を対象としたコンクール・展覧会である。 

５００ ２００ ２００   ９００ 

体育 

（14％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属し，３年間積極的に活

動に取り組み，中体連が主催する大会や，それに準ずる大会で，地区大

会（県北大会等）以上にレギュラーとして出場した実績を持つ者 

イ 本校入学後も同一の種目の部活動を３年間継続する意志のある者 

ただし，入学後に活動したい種目が中学校にない場合は，本校入学後

に活動したい種目の部活動を３年間継続すること。 

 （次ページにつづく）  
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

※本校にある部活動は，以下のとおりである。 

野球部（男），サッカー部（男），ソフトボール部（男），ハンドボール部

（男），剣道部，柔道部，水泳部，卓球部，陸上競技部，ソフトテニス部，

テニス部，バスケットボール部，バレーボール部，バドミントン部 

※それに準ずる大会は，以下の大会とする。 

 ・野球部（男）：日本リトルシニア中学硬式野球日本選手権大会東関東支

部大会，日本少年野球選手権大会茨城県予選会，茨城県

選抜中学校野球大会 

 ・サッカー部（男）：高円宮杯ＩＦＡリーグ(U-１５)１部・２部，日本ク

ラブユースサッカー選手権(U-１５)大会(茨城県大

会ベスト１６以上) 

・卓球部：全日本卓球選手権大会ジュニアの部茨城県予選会，東京卓球

選手権大会ジュニアの部茨城県予選会 

 ・ソフトテニス部：茨城県中学校選抜インドアソフトテニス大会 

 ・バスケットボール部：毎日・茨城杯茨城県中学生バスケットボール大

会（２回戦以上） 

 ・上記以外の部活動については，中体連主催の大会のみを対象とする。 

      

日立商業 

商業 25％程度 

 

次のア，イのいずれかの要件を満たす者 

ア 次のいずれかの競技において，中学校の部活動又は地域のクラブチー

ムに所属し，積極的に活動した者で，本校入学後も同一の競技を継続す

る意志のある者。ただし，陸上競技においては，他の競技で活動した者

も含む。 

バスケットボール，野球(男)，サッカー(男），バレーボール(女)，

陸上競技，ソフトテニス，柔道，剣道，バドミントン(女) 

なお，① 団体種目においては，郡市大会以上の大会に主要な（レギ

ュラー）選手として出場した実績のある者。 

② 個人種目においては，地区大会以上の大会に出場した実績

のある者。 

 とする。 

イ 中学校において吹奏楽部に所属し，積極的に活動し，県大会以上の大

会に演奏者として出場した実績を持つ者で，入学後は，本校吹奏楽部で

活動する意志のある者。  

５００ ４００ １００   １０００ 

情報 

処理 
25％程度 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

日立北 普通 10％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカ－（男），陸上，バスケットボ－ル，ソフトテニス，

バレーボール（女），剣道，吹奏楽のうち，いずれかの活動において，中

学校の部活動又は地域のクラブチ－ムに所属して３年間積極的に取り組

み，地区大会又はそれに相当する大会（吹奏楽の場合は県大会）にレギ

ュラー選手として出場した実績を持つ者とする。 

ただし，陸上においては，中学校に部活動がない場合，地区大会以上

の出場実績を有する者とする。 

※それに相当する大会 

・野球 リトルシニア東関東支部大会 

・サッカー (U-15)高円宮杯全日本ユースサッカー選手権大会茨城

県代表決定戦， IFAリーグ(U-15)２部リーグ以上 

 陸上，バスケットボール，ソフトテニス，バレーボール，剣道に

ついては，中体連主催の地区大会以上を対象とする。 

※吹奏楽の場合は県大会 

・吹奏楽コンクール，アンサンブルコンテスト，ソロコンテスト 

イ 本校入学後も同一の種目を継続する意思のある者 

５００ ２５０ ５０   ８００ 

磯原郷英 普通 10％程度  

次のア，ウ又はイ，ウの要件を満たす者 

ア 中学校の運動部に３年間所属し，積極的に取組み，中学校体育連盟主

催の地区以上の大会（県北大会等）に，レギュラー選手として出場した

実績を持つ者 

イ 中学校の吹奏楽部に３年間所属し，積極的に取組み，吹奏楽連盟主催

の地区以上の大会（県北大会等）に，演奏者として出場した実績を持つ

者 

ウ 本校入学後も，運動部又は吹奏楽部に所属し，３年間意欲的に活動す

る意志のある者 

５００ ３００ ２００   １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

太田第一 普通 ５％程度  

 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），ラグビー（男），バレーボール，ハンドボ

ール（男），バスケットボール，陸上，硬式テニス，ソフトテニス，卓球，

剣道，柔道，水泳，弓道のうち，中学校の運動部活動又は地域のクラブ

チームに所属して３年間積極的に取り組み，地区大会以上の大会にレギ

ュラー選手として出場した実績を持つ者，又は，強化選手等に選抜され

た者とする。 

なお，中学校に部活動としてはないが，中学校の代表選手として，地

区大会以上に出場した実績を持つ者も認める。 

※ 地区大会とは，中体連主催（県北地区大会や中央地区大会等）のみを

対象とする。ただし，次の種目については下記の大会・強化選手等もこ

れに加える。 

 ・野球(男)：日本リトルシニア野球選手権大会，リトルシニア全国選抜

野球大会，県選抜中学校野球大会 

 ・サッカー(男)：高円宮杯（Ｕ－１５）全日本ユースサッカー選手権大

会，日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会，

ＩＦＡ第３種トレーニングセンター県強化・選抜選手 

 ・ラグビー(男)：全国中学生ラグビーフットボール大会，東日本Ｕ１５

中学生ラグビークラブ大会 

 ・卓球：全日本卓球選手権大会ジュニアの部茨城県予選，東京選手権大

会ジュニアの部茨城県予選 

 ・水泳：国民体育大会，関東地域春季水泳競技大会，北関東水泳競技大

会 

 ・テニス：茨城県ジュニア選手権大会（ベスト８），トヨタジュニア県大

会（ベスト８） 

イ 原則として中学校時代と同一の部活動を継続する者 

５００ ２５０ ５０   ８００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

太田第二 

普通 

 

 

 

 

商業 

20％程度 

 

 

 

 

20％程度 

文化・ 

芸術・ 

生徒会活動・ 

奉仕活動 

（各学科 

10％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校において文化部活動又は芸術活動に熱心に取り組んだ者，若し

くは生徒会活動，委員会活動を熱心に行った者，又は中学校主催以外の

奉仕活動を積極的に行った者 

イ 入学後，文化部・生徒会活動又は奉仕活動を積極的に行う強い意志が

ある者 ５００ ２００ ４００   １１００ 

体育 

（各学科 

10％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の運動部又は地域におけるスポーツのクラブチームに所属し，

３年間積極的に取り組み，選手として各種大会に出場した者 

イ 入学後，本校の運動部に適応できる資質・能力を有し，３年間積極的

に活動する強い意志のある者 

佐竹 普通 15％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バレーボール（女），剣道，陸上競技，ソフトテニ

ス，卓球，弓道，バスケットボール，硬式テニス，吹奏楽のうち，いずれかの活

動において，中学校の部活動に所属して３年間積極的に取り組み，郡市大会

またはそれに相当する大会以上に，レギュラー選手として出場した実績を持

つ者 

ただし，陸上競技，硬式テニスにおいては，中学校に部活動がない場合，

陸上競技は郡市大会以上の出場実績を有する者とし，硬式テニスはソフトテ

ニスの実績に総括するものとする。 

※それに相当する大会とは，各種目競技団体（協会・連盟），体育協会，新聞

社が主催する大会である。 

イ 本校入学後も同一の種目を継続する強い意志のある者 

５００ ２００ ５０   ７５０ 

大子清流 

森林 
科学 特色選抜は実施しない。 

総合 
学科 特色選抜は実施しない。 

小瀬 普通 特色選抜は実施しない。 

常陸大宮 

普通 特色選抜は実施しない。 

機械 特色選抜は実施しない。 

情報 
技術 特色選抜は実施しない。 

商業 特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

水戸第一 普通 特色選抜は実施しない。 

水戸第二 普通 特色選抜は実施しない。 

水戸第三 

普通 特色選抜は実施しない。 

家政 特色選抜は実施しない。 

音楽 特色選抜は実施しない。 

緑岡 
普通， 

理数 
特色選抜は実施しない。 

水戸農業 

農業 特色選抜は実施しない。 

園芸 特色選抜は実施しない。 

畜産 特色選抜は実施しない。 

食品 

化学 
特色選抜は実施しない。 

農業 

土木 
特色選抜は実施しない。 

生活 

科学 
特色選抜は実施しない。 

農業 

経済 
特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

水戸工業 

機械 10％程度 

 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 中学校の部活動に所属し，レギュラー選手として中体連主催の地区大

会以上（※１）に参加した生徒，又は，それと同等以上の生徒（※２）

であり，入学後は，該当部活動に参加する意志のある生徒。ただし，(ａ)

～（ｄ）に示す大会にレギュラー選手として参加した生徒も可とする。 

（ａ）硬式野球部：野球リトルシニア東関東支部大会 

（ｂ）サッカー部：日本クラブユースサッカー選手権（U-15）茨城県大会 

（ｃ）陸上競技部：中体連主催地区大会以上（含：駅伝） 

（ｄ）バスケットボール部：毎日茨城杯ベスト 32以上 

  硬式野球部（男）, サッカー部（男），柔道部（男），バスケットボー

ル部（男），陸上競技部 

イ 中学校の吹奏楽部に所属し，吹奏楽連盟主催の地区大会（※１）以上

に参加した生徒で，入学後は，ジャズバンド部の活動に参加する意志の

ある生徒。 

※１ 地区大会は，県西・県東・県北・県南・中央，駅伝（陸上競技部）

とする。 

※２ 郡・市選抜選手以上とする。 

５００ ２００ ５０   ７５０ 

電気 10％程度 

情報 

技術 
10％程度 

建築 10％程度 

土木 10％程度 

工業 

化学 
10％程度 

水戸商業 

商業 25%程度 

 

次のア～コのいずれかの要件を満たす者 

ア 野球（男） 

中学校の野球部で３年間活動し，中体連主催の地区以上の大会に出場

した者，または，地域のクラブチームで活動し，県以上の大会に出場し

た者で，入学後は野球部で３年間継続して活動する強い意志のある者 

イ サッカー（男） 

中学校のサッカー部で３年間活動し，中体連主催の地区以上の大会に

出場した者，または，地域のクラブチームで活動し，県以上の大会に出

場した者，または，地区トレセンに選出された者で，入学後はサッカー

部で３年間継続して活動する強い意志のある者 

ウ ソフトボール（女） 

中学校のソフトボール部または野球部で３年間活動し，中体連主催の

地区以上の大会に出場した者，または，地域のクラブチームで活動し，

地区協会主催の大会に出場した者で，入学後はソフトボール部で３年間

継続して活動する強い意志のある者 

（次ページにつづく） 

５００ ３００ ３００   １１００ 

情報

ビジ

ネス 

10%程度 

国際

ビジ

ネス 

10%程度 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

 

エ 空手道 

中学校の空手道部で３年間活動，または，地域の空手道のクラブで活

動し，空手道の大会に出場した者で，入学後は空手道部で３年間継続して

活動する強い意志のある者 

オ バレーボール（女） 

中学校のバレーボール部で３年間活動し，中体連主催の郡市以上の大

会に出場した者で，入学後はバレーボール部で３年間継続して活動する強

い意志のある者 

カ 陸上 

中学校の運動部で３年間活動し，中体連主催の地区以上の陸上競技大会

に出場した者で，入学後は陸上部で３年間継続して活動する強い意志のあ

る者 

キ 卓球 

中学校の卓球部で３年間活動し，中体連主催の県大会以上の個人戦に

出場した者で，入学後は卓球部で３年間継続して活動する強い意志のある

者 

ク バスケットボール 

中学校のバスケットボール部で３年間活動し，中体連主催の地区以上

の大会に出場した者で，入学後はバスケットボール部で３年間継続して活

動する強い意志のある者 

ケ バドミントン 

中学校の運動部で３年間活動し，中体連主催の地区以上のバドミント

ン大会に出場した者で，入学後はバドミントン部で３年間継続して活動す

る強い意志のある者 

コ 珠算 

中学校において珠算に関する大会に出場した者で，入学後は珠算部で３

年間継続して活動する強い意志のある者 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

水戸 

桜ノ牧 
普通 ５％程度  

次のア～エのいずれかの要件を満たす者 
ア 中学校時にインタラクティブフォーラムに学校代表として出場した経験
がある者で，（※１）本校の国際理解教育活動に積極的に参加する意志のあ
る者 
（※１）本校の国際理解教育活動とは，主に以下の通りである。 
水桜杯インタラクティブフォーラム，国際文化部における活動，国際理

解委員会における活動，外国人生徒受け入れ等の国際交流活動 
イ 中学校の吹奏楽部に所属し３年間積極的に取り組み，東関東吹奏楽コン
クール以上の大会で演奏し，入学後も本校の部活動を継続する意志のある
者 

ウ 中学校の美術部・書道部に所属し３年間積極的に取り組み，以下の成績
を収め，入学後も本校の部活動を継続する意志のある者 
(a) 各種団体のコンクール・展覧会等で県知事賞または県教育長賞以上に
入選した者 

(b) 県展において入選した者 
エ （※２）本校にある運動部と同じ種目の中学校の部活動又は地域のクラ
ブチームに所属し３年間積極的に活動し，中体連主催の県総体・県新人大
会に正選手として出場しベスト８以上の実績，もしくは（※３）それに相
当する大会に正選手として出場し下記の実績があり，入学後も同一種目の
本校の部活動を継続する意志のある者。ただし，陸上の実績については陸
上部としての活動を継続する意志のある者のみとする。 
（※２）本校にある運動部とは，以下の通りである。 

野球，テニス，ソフトテニス，サッカー，陸上，バスケットボール，バ
レーボール，ハンドボール，バドミントン，卓球，水泳，弓道，剣道 

（※３）それに相当する大会に正選手として出場し下記の実績とは以下の通
りとする。 
・野球リトルシニア  東関東支部大会  ベスト８以上 
・高円宮杯全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会関東大会 出場 

５００ ７０ ３０   ６００ 

水戸 

桜ノ牧 

常北校 

普通 30％以内  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 中学校で３年間継続して部活動（運動部・文化部）又は地域のクラブチ

ームに所属して積極的に取り組み，本校入学後，本校のいずれかの部活動

に加入して活動する意志のある者 

イ 中学校において生徒会本部役員（会長，副会長，書記，会計，又はそれ

らに相当する役職）を務め，本校入学後も生徒会活動を積極的に行う意志

のある者 

５００ ３００ １００   ９００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

勝田 普通 特色選抜は実施しない。 

勝田工業 
総合 

工学 
10％程度  

次のア～カのいずれかの要件を満たす者 

ア サッカー(男)において，中学の部活動又は地域のクラブチームに所属して

３年間活動し，茨城県トレーニングセンター（県トレセン）に選出されている個

人か，中体連主催の県大会以上に出場したチームのレギュラー選手で，本

校入学後はサッカー部に入部し３年間継続して活動する強い意志のある者 

イ 剣道において，中学の部活動又は地域の道場に所属して３年間活動した者

で，本校入学後は剣道部に入部し３年間継続して活動する強い意志のある

者 

ウ 体操競技において，中学の部活動又は地域のクラブチームに所属して３年

間活動し，中体連主催の県大会以上に出場し活躍した実績がある者で，本

校入学後は体操部に入部し３年間継続して活動する強い意志のある者 

エ 野球(男)において，中学の部活動に所属して３年間活動し，チームとして中

体連主催の地区大会以上に出場しプレーした選手。または，地域のクラブチ

ームに所属して活動し上記と同等と認められる実績を有する者で，本校入学

後は野球部に入部し３年間継続して活動する強い意志のある者 

オ ラグビー(男)において，中学ラグビースクールに所属し３年間活動した者。

または，中学校の運動部に所属して３年間活動した者で，本校入学後はラグ

ビー部に入部し３年間継続して活動する強い意志のある者 

カ バレーボール(男)において，中学の部活動に所属して３年間活動した者。

または，中学校の他の運動部に所属して３年間活動した者で，本校入学後

はバレーボール部に入部し３年間継続して活動する強い意志のある者 

※エの「上記と同等と認められる実績」とは，野球リトルシニア東関東支部大会

及び飛田穂洲旗中学野球大会に出場しプレーしたことを言う。 

※中体連主催の地区大会 

県北地区大会や中央地区大会を指し，郡・市町村などの大会の事ではな

い。 

５００ １００ １００   ７００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

佐和 普通 10％程度 

体育 

（７％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），陸上，サッカー（男）のいずれかの活動において， 中学

校の部活動又は地域のクラブチームに所属し，レギュラーとして活躍し

た実績のある者 ただし，陸上においては，他の運動部所属であっても，

陸上の郡市大会以上の出場実績を有する者を可とする。 

イ 本校入学後も同一種目の部活動に所属し，意欲的に取り組む意志を有

する者 
５００ １４０ ６０   ７００ 

文化 

（３％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の吹奏楽部に所属し，継続して積極的に活動した者で，地区大

会以上のコンクール・コンテストに出場した実績のある者 

イ 本校入学後も同一部活動に意欲的に取り組む意志を有する者 

那珂湊 

普通 ５％程度 

 

次のア～エのいずれかの要件を満たす者 

ア 野球（男）において，中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属し，３年

間積極的に取り組んだ者で，本校入学後も当該部活動に所属し，３年間積極

的に活動する意志のある者。 

イ バスケットボールにおいて，中学校の部活動に所属し，３年間積極的に取り

組んだ者で，全国大会・関東大会・県大会・地区大会にレギュラー選手として

出場した実績を持ち，本校入学後も当該部活動に所属し，３年間積極的に活

動する意志のある者。 

ウ 柔道において，中学校の部活動又は地域の団体に所属し，３年間積極的に

取り組んだ者で，郡市以上の大会又はこれに準ずる大会の団体の部又は個

人の部に出場した実績を持ち，本校入学後も当該部活動に所属し，３年間積

極的に活動する意志のある者。 

エ 中学校の運動部に所属し，３年間積極的に取り組んだ者で，本校入学後，カ

ヌー部に所属し，３年間積極的にスプリント競技の活動をする意志のある者。 

※「これに準ずる大会」は，次の大会とする。 

・柔道については，茨城県柔道連盟主催茨城県中学校学年別優勝大会 

５００ ２１０ ９０   ８００ 

商業に

関する

学科 

５％程度 

海洋 

海洋 

技術 
特色選抜は実施しない。 

海洋 

食品 
特色選抜は実施しない。 

海洋 

産業 
特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

笠間 

普通 10％程度  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 陸上競技，弓道，野球（男），サッカー（男），卓球，ソフトテニス，

バスケットボール（男），バレーボール（女），吹奏楽のいずれかの活動

において，中学校の部活動又は地域のクラブに所属して３年間積極的に

取り組み，地区大会以上にレギュラーとして出場した実績を有し，本校

入学後も継続する意志がある者。ただし，陸上においては，中学校に部

活動がない場合，地区大会以上の出場実績を有する者。 

イ 中学校において，生徒会本部役員を務めた者で，本校入学後も生徒会

活動を積極的に行う意志のある者。 

５００ ３００ ２００   １０００ 

美術 特色選抜は実施しない。 

ﾒﾃﾞｨｱ 

芸術 
特色選抜は実施しない。 

友部 普通 15％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属して３年間積極的に取

り組んだ者 

イ 本校入学後も３年間部活動を継続する意志のある者 

５００ ５００ ２００   １２００ 

大洗 

普通 30％以内  

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 本校入学後，部活動等を積極的に行う意志のある者 

イ 本校入学後，生徒会活動を積極的に行う意志のある者 

ウ 本校入学後，奉仕活動を積極的に行う意志のある者                               

５００ ２５０ ２５０   １０００ 

（普） 

音楽 

ｺｰｽ 

30％以内  

次の要件を満たす者 

 

本校入学後，マーチングバンド部で積極的に活動する意志のある者 

５００ ２００ ２００  ３００ １２００ 

東海 普通 5％程度  

次の要件を満たす者 

次の競技において，本校入学後３年間意欲的に活動する意志のある者 

ホッケー 
５００ ２００ ３００   １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

茨城東 普通 15％程度  

次のア，イ，ウ，エのいずれかの要件を満たし，かつ，オの要件を満たす者 

ア 中学校の運動部に所属して３年間意欲的に活動し，郡市大会以上に出場した

実績を有する者 

  ただし，野球(男)，サッカー(男)，バスケットボール(男)，バレーボール(女)， 

 剣道においては，地域のクラブチームに所属し，各種大会に参加した実

績を持つ者も含む 

イ 中学校の文化部に所属するなどして３年間意欲的に活動し，市町村以上のコ

ンクール・展覧会等に入選した実績を有する者 

ウ 中学校において生徒会本部役員を務めた者 

エ 中学校での学校生活や，地域社会におけるボランティア活動に意欲的に取り

組んだ者 

オ 本校入学後も部活動又は生徒会活動を積極的に行う意志のある者 

５００ ６００ １００   １２００ 

那珂 普通 15％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バスケットボール，バレーボール（女），ソフトテ

ニス（女），剣道，吹奏楽のうち，いずれかの活動において，中学校の部活動

に所属して３年間積極的に取り組んだ者 

イ 本校入学後も，同一の部活動を３年間継続する意志のある者 

５００ ２００ １００   ８００ 

鉾田第一 普通 10％程度  

次のア，イ，ウの要件をいずれも満たす者 

ア 中学校の部活動または地域のクラブチームに所属して３年間積極的に

取り組んだ者 

ただし，陸上競技については，部活動の有無にかかわらず，県大会の

出場実績を持つ者または県大会への出場権を獲得した者 

イ 本校入学後も同一の種目を継続する意志のある者 

ウ 次の（ア），（イ），（ウ），（エ），（オ），（カ），（キ），（ク），（ケ）のいずれか

の要件を満たす者 

（ア）野球（男） 

正選手（レギュラー）として，次のいずれかの実績を持つ者 

                               （次ページにつづく） 

５００ ２００ ２００   ９００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

① 中体連主催の県大会に出場 

② 硬式野球県大会に出場 

      または県・地区の選抜選手に選ばれた者 

（イ）サッカー（男） 

正選手（レギュラー）として，次のいずれかの実績を持つ者 

① 中体連主催の県大会に出場 

② 県クラブユース大会に出場 

または３年生の時に県・地区の選抜選手として，トレーニングセンタ

ー活動に参加した者 

（ウ）陸上競技 

     次のいずれかの実績を持つ者 

① 中体連主催の県大会に出場 

② 全日本中学校通信陸上競技大会に出場 

または中体連主催の県大会への出場権を獲得した者 

（エ）バレーボール 

正選手（レギュラー）として，中体連主催の県大会に出場した者 

または県・地区の選抜選手に選ばれた者 

（オ）バスケットボール 

      正選手（レギュラー）として，中体連主催の県大会に出場した者 

または県・地区の選抜選手に選ばれた者 

（カ）卓球 

正選手（レギュラー）として，次のいずれかの実績を持つ者 

① 中体連主催の県大会に出場 

② 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県予選会に出場 

（キ）剣道 

 正選手（レギュラー）として，中体連主催の県大会に出場した者 

（ク）ソフトテニス 

 正選手（レギュラー）として，中体連主催の県大会に出場した者 

（ケ）柔道 

 正選手（レギュラー）として，中体連主催の県大会に出場した者 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

鉾田第二 
総合 

学科 
20％程度 

体育 

(15％程度) 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の運動部で３年間積極的に活動し，高校入学後も３年間継続して活

動する意志のある者 

 ※「中学校の運動部」には，「地域におけるスポーツのクラブチーム」も含

むものとする 

イ 受け入れる部は，次のとおりとする 

剣道部，サッカー部（男），ソフトテニス部，卓球部，バスケットボール部，バド

ミントン部，バレーボール部，野球部（男），ハンドボール部，陸上競技部，弓

道部，柔道部 

ただし，陸上競技部については，同一の部で活動した者の他，陸上に関す

る地区大会以上に出場した者とする。弓道部，ハンドボール部及びバドミント

ン部については，運動部経験者であれば何部でも可とする 
５００ １００ ２００   ８００ 

文化・ 

生徒会活動 

(５％程度) 

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 中学校の吹奏楽部に所属して３年間積極的に活動し，県大会以上に出場し

ている者で，高校入学後も３年間継続して活動する意志のある者 

イ 中学校において県以上の展覧会に入選（地区の審査を経た者）している者

で，美術部，書道部に入部して３年間継続して活動する意志のある者 

ウ 中学校において生徒会役員として活動するなど，リーダーとしての優れた

資質や実践力を有し，高校入学後も生徒会活動等を積極的に行う意志のあ

る者 

  ※「生徒会役員」には，「各種委員長や学級委員等」も含むものとする 

鉾田農業 

農業 特色選抜は実施しない。 

食品 

技術 
特色選抜は実施しない。 

流通 

情報 
特色選抜は実施しない。 



 

- 87 - 

学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

玉造工業 

工業

に関

する

学科 

10％程度  

次のア，イ，ウの要件をいずれも満たす者 

ア 中学校の部活動又は地域のクラブチーム等（以下，部活動等）に所属し，３

年間積極的に取り組んだ者のうち，団体種目においては郡市大会以上の大

会又はそれに相当する大会に，主要な選手として出場した実績を持つ者と

し，個人種目においては地区大会以上の大会又はそれに相当する大会に

選手として出場した実績を持つ者とする。 

  ※それに相当する大会 

    ・中学校体育連盟以外が主催した市町村大会 

イ 原則として，本校入学後も同一の部活動を３年間継続する意志のある者と

する。 

ただし，下記ウにおいて中学校にない部活動を希望する場合は，希望す

る部活動を３年間継続する意志のある者とする。 

ウ 陸上，バレーボール，卓球，ソフトテニス，ハンドボール，サッカー，剣道，

弓道，バドミントン，野球，吹奏楽を出願対象の部活動とする。 

５００ １４０ ６０   ７００ 

麻生 普通 10％程度  

次のア～オのいずれかの要件を満たす者 

ア ハンドボール部 

中学校の運動部又は地域のスポーツクラブチームに所属し，３年間継続し

て積極的に取り組んだ者で，レギュラー選手として郡市大会以上に出場した

実績のある者 

本校入学後はハンドボール部に入部し，３年間継続して活動する強い意志

のある者 

イ サッカー部（男） 

中学校のサッカー部又はサッカークラブチームに所属し，３年間継続して

積極的に取り組んだ者で，レギュラー選手として郡市大会以上に出場した実

績のある者 

本校入学後もサッカー部に入部し，３年間継続して活動する強い意志のあ

る者 

ウ 硬式野球部（男） 

中学校の野球部又は野球のクラブチームに所属し，３年間継続して積極的

に取り組んだ者で，レギュラー選手として郡市大会以上に出場した実績のある

者 

本校入学後も硬式野球部に入部し，３年間継続して活動する強い意志のあ

る者 

（次ページへつづく） 

５００ ３００ １００   ９００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

エ バスケットボール部（女） 

中学校のバスケットボール部に所属し，３年間継続して積極的に取り組んだ

者で，レギュラー選手として郡市大会以上に出場した実績のある者 

本校入学後もバスケットボール部に入部し，３年間継続して活動する強い意

志のある者 

オ 生徒会 

中学校において生徒会本部役員を務め，本校入学後も生徒会活動を積極

的に行う意志のある者 

      

潮来 

普通 20％程度 

体育・文化・芸

術 

（各学科 

10％程度） 

次のア，ウ又はイ，ウの要件を満たす者 

ア 弓道，剣道，サッカー（男），ソフトテニス，卓球，バスケットボール，バレー

ボール（女），ボート，野球（男）のいずれかの活動において，中学校の部活

動又は地域の外郭団体（リトルシニア野球，ジュニアサッカー等）に所属して

３年間積極的に取り組んだ実績を持つこと。ただし，ボート部，弓道部に入部

を希望する場合はその限りではない。 

イ 吹奏楽，美術，書道，商業のいずれかの活動において，中学校の部活動等

に所属して３年間積極的に取り組んだ実績を持つこと。ただし，商業部に入

部を希望する生徒の場合はその限りではない。 

ウ 本校入学後，同一の部活動を３年間継続して取り組む強い意志がある者 ５００ ２００ １５０   ８５０ 商業 20％程度 

生徒会活動・ 

奉仕活動 

（各学科 

10％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 本校入学後,３年間継続して JRCに所属または生徒会本部に参加する強い

意志がある者 

イ 中学校において生徒会本部役員を務めた者もしくは地域のボランティアな

どで積極的に活動した実績を持つ者 

人間 

科学 
20％程度 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

鹿島 

普通 20％程度 体育 

（各学科 

15％程度） 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 下の種目のクラブチームに所属し，積極的に取り組んだ者で，本校入学

後，３年間継続して活動する意欲のある者 

イ 下の部活動に所属し，３年間積極的に取り組み，地区大会以上にレギュラ

ー選手として出場した者で，本校入学後，３年間継続して活動する意欲のあ

る者。ただし，陸上部については，陸上の地区大会以上に出場した者で，本

校入学後，３年間継続して活動する意欲のある者 

サッカー部（男），野球部（男），バスケットボール部，剣道部，陸上部， 

ソフトテニス部，卓球部 

５００ ２００ ３００   １０００ 

（普） 

情報・ 

実務 

ｺｰｽ 

20％程度 
文化・芸術・ 

生徒会活動 

(各学科 

５％程度) 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 中学校で，文化，芸術活動に３年間積極的に取り組み，展覧会，コンクール

に入選又は出場しており，本校入学後も文化，芸術活動を３年間継続して行

う意欲のある者 

イ 中学校において生徒会会長又は副会長を務めており，本校入学後も生徒

会活動を積極的に行う意欲のある者 

５００ １５０ ５０   ７００ 

神栖 普通 特色選抜は実施しない。 

波崎 

普通 特色選抜は実施しない。 

機械 特色選抜は実施しない。 

電気 特色選抜は実施しない。 

工業化
学・情報 特色選抜は実施しない。 

波崎柳川 

普通 特色選抜は実施しない。 

（普） 

体育 

ｺｰｽ 
30％以内  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男）において，中学校の部活動又は地域のクラブチー

ムに所属し，３年間積極的に取り組んだ者 

イ 本校入学後も同一の種目を継続する意志のある者 

５００ ２００ １００  ２００ １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

土浦第一 普通 特色選抜は実施しない。 

土浦第二 普通 特色選抜は実施しない。 

土浦第三 

普通 15％程度 

 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア バレーボール(男)，陸上競技，硬式野球(男)，剣道，ソフトテニス，バドミント

ンのいずれかの活動において，中学校の部活動又は地域のクラブチームに

所属して３年間積極的に取り組み，県大会以上の大会又はこれに準ずる大

会にレギュラー選手として出場した実績を有する者，又はこれに相当する資

質・能力を有する者 

※「硬式野球（男）」における中学校の部活動は「軟式野球」である。 

※「これに準ずる大会」とは，以下の大会である。 

   ・バレーボール（男） 

全国都道府県対抗バレーボール大会，茨城県オープン大会， 

茨城県クラブ選手権大会 

   ・陸上競技 

全日本中学校通信陸上競技茨城大会 

   ・硬式野球（男） 

硬式野球県大会 

   ・剣道 

全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会茨城県選手選考会， 

全国スポーツ少年団剣道交流大会全国予選 

   ・ソフトテニス 

都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 

   ・バドミントン 

北関東３県中学生オープンバドミントン交流大会茨城県予選大会 

※「これに相当する資質・能力を有する者」とは，以下の者である。 

県大会以上の大会にレギュラー選手として出場した者と同様の活躍

が期待できる者 

イ 本校入学後も３年間同一の部活動を継続する意志のある者 

 

５００ ４００ １００   １０００ 

商業

に関

する

学科 

25％程度 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 

分野 
（募集人員の割

合） 

出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

土浦工業 

機械 15％程度 

 

次の要件を満たす者 

バレーボール部（男），野球部（男），サッカー部（男），ハンドボール部（男），

ラグビー部（男），バスケットボール部（男），柔道部，剣道部，テニス部，

陸上競技部，バドミントン部のうち，いずれかの活動において, 中学校の部

活動又は地域のクラブチームに所属し，３年間選手として積極的に取り組ん

だ者で，本校入学後も同一の部活動を継続する意志のある者 

５００ ２００ １００   ８００ 

電気 15％程度 

情報 

技術 
15％程度 

建築 15％程度 

土木 15％程度 

土浦湖北 普通 20％程度  

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たし，かつエの要件を満たす者 

ア 野球（男），バレーボール（女）のいずれかの活動において，中学校の部活動

又は地域のクラブチームに所属し，全国大会・関東大会・県大会・地区大会・郡

市大会もしくはこれに準ずる大会にレギュラー選手として出場した実績があり，

本校入学後も部活動に適応できる資質・能力を有する者 

※「これに準ずる大会」は，次の大会とする 

    ・野球  硬式野球県大会 

    ・バレーボール  県オープン大会 

イ 剣道，ハンドボールのいずれかの活動において，中学校の部活動に所属し，

全国大会・関東大会・県大会・地区大会・郡市大会もしくはこれに準ずる大会に

レギュラー選手として出場した実績があり，本校入学後も部活動に適応できる資

質・能力を有する者 

※「これに準ずる大会」は，次の大会とする 

    ・剣道  茨城県剣道道場連盟主催の大会 

    ・ハンドボールについては，中体連主催の大会のみを対象とする 

ウ 陸上競技に関する活動において，全国大会・関東大会・県大会に出場した実

績又は地区大会・郡市大会で入賞した実績があり，本校入学後も部活動に適応

できる資質・能力を有する者 

 エ 本校入学後も３年間同一の部活動を継続する意志のある者 

５００ １００ １００  ２００ ９００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

石岡第一 

普通 10％程度 

 

次のア～エのいずれかの要件を満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男）のうち，いずれかの活動において，中学校の当該

部活動又は地域のクラブチームに所属して３年間意欲的に取り組み，中体連

郡市大会以上またはこれに準ずる大会にレギュラー選手として出場した実績

を持ち，本校入学後も同一種目を３年間継続して活動する意志がある者 

イ バドミントン，柔道のうち，いずれかの活動において，中学校の当該部活動に

所属して３年間意欲的に取り組み，中体連地区大会以上にレギュラー選手とし

て出場した実績を持ち，本校入学後も同一種目を３年間継続して活動する意

志がある者 

ウ 陸上競技においては，中学校の陸上部の有無にかかわらず，中学校のいず

れかの部活動に所属して３年間意欲的に取り組み，陸上競技大会の各種目

で，中体連地区大会以上にレギュラー選手として出場した実績を持ち，本校入

学後も陸上競技を３年間継続して活動する意志がある者 

エ ウエイトリフティングにおいては，中学校のいずれかの運動部に所属して３年

間意欲的に取り組み，本校入学後，当該種目を３年間継続して活動する意志が

ある者 

※「これに準ずる大会」は，次の大会とする  

・野球については， 日本少年野球連盟ボーイズリーグまたは全日本リトル野

球協会リトルシニアリーグ及びヤングリーグ,ポニーリーグが主催する大会 

  ・サッカーについては，都道府県サッカー協会が主催する大会 

５００ ３００ １００   ９００ 園芸 20％程度 

造園 20％程度 

石岡第二 

普通 特色選抜は実施しない。 

生活 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ 
特色選抜は実施しない。 

石岡商業 

商業 15％程度 

 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 中学校の運動部に所属し，３年間積極的に取り組み，本校入学後も３年間を

通して積極的に部活動を行う意欲のある者 

イ 中学校の文化部に所属し，３年間積極的に取り組み各種大会・コンクール・

展覧会等に出場又は出品している者で，本校入学後も３年間を通して積極的

に部活動を行う意欲のある者 

５００ ４００ １００   １０００ 

情報 

処理 
15％程度 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

中央 

普通 10％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バスケットボール，陸上，テニスのうち，いずれか

の活動において，中学校の各運動部又は地域のクラブチーム等に所属し，３

年間熱心に活動し，各種大会においてレギュラー選手として出場した実績を

持つ者 

ただし，陸上においては，茨城県中学校総合体育大会，茨城県中学校

通信陸上競技大会，ジュニアオリンピック，茨城県中学校駅伝大会，茨城

県中学校混成競技大会への出場実績を持つ者 

イ 本校入学後も同一の種目を３年間継続する意志のある者 

なお，陸上を希望する者については，中学校で所属した運動部と同一種目

の必要はない。 

また，テニスを希望する者については，出願時はソフトテニスの活動でも可

とするが，入学後は（硬式）テニス部に所属するものとする。 

５００ ４００ １００   １０００ 

(普) 

ｽﾎﾟー

ﾂ科学 

ｺｰｽ 

30％以内  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バスケットボール，陸上のうち，いずれかの活動に

おいて，中学校の各運動部又は地域のクラブチーム等に所属し，３年間熱心

に活動し，各種大会においてレギュラー選手として出場した実績を持つ者 

ただし，陸上においては，茨城県中学校総合体育大会，茨城県中学校通

信陸上競技大会，ジュニアオリンピック，茨城県中学校駅伝大会，茨城県

中学校混成競技大会への出場実績を持つ者 

イ 本校入学後も同一の種目を３年間継続する意志のある者 

なお，陸上を希望する者については，中学校で所属した運動部と同一種目

の必要はない。 

５００ ２００ ２００  １００ １０００ 

竜ヶ崎 

第一 
普通 ５％程度  

次のア～カのいずれかの要件を満たす者 

ア 硬式野球部（男） 

  中学校の野球部又は地域の硬式野球チームに所属し，郡市大会以上の大会

に出場メンバーとして登録された者 

本校入学後は硬式野球部に所属し，活動する強い意志のある者 

イ バレーボール部（男） 

  中学校のバレーボール部又は地域のクラブチームに所属し，郡市大会以上

の大会に出場メンバーとして登録された者 

本校入学後はバレーボール部に所属し，活動する強い意志のある者 

ウ ソフトテニス部(男) 

  中学校のソフトテニス部に所属し，個人で県大会以上の大会に出場した者。

又は，県の選抜選手に選ばれた者             （次ページにつづく） 

５００ ４００ １００   １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 

分野 
（募集人員の割合） 

出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

本校入学後はソフトテニス部に所属し，活動する強い意志のある者 

エ 柔道部 

  中学校の柔道部又は地域の道場，クラブチームに所属し，団体又は個人で

郡市大会以上の大会に出場した者 

本校入学後は柔道部に所属し，活動する強い意志のある者 

オ 陸上競技部 

  中学校において，陸上競技大会・駅伝競走大会に，団体又は個人で地区大

会（県南大会等）以上の大会に出場した者 

本校入学後は陸上競技部に所属し，活動する強い意志のある者 

カ サッカー部(男) 

  中学校のサッカー部又は地域のクラブチームに所属し，郡市大会以上の大

会に出場メンバーとして登録された者 

本校入学後はサッカー部に所属し，活動する強い意志のある者 

      

竜ヶ崎 

第二 

普通 15％程度  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 下記の種目のいずれかにおいて，中学校の運動部又は地域におけるスポ

ーツクラブチームに所属し，積極的に取り組んだ者で，本校入学後も同一種目

の部活動を３年間積極的に活動する意志のある者 

   バスケットボール部（女），陸上部，弓道部 

イ 中学校で生徒会の本部役員若しくは委員会正副委員長として活動した経験

を持ち，本校入学後も生徒会本部の活動に積極的に参加する意志のある者 

５００ ４００ ３００   １２００ 

商業 
30％ 

以内 
 

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 下記の種目のいずれかにおいて，中学校の運動部又は地域におけるスポ

ーツクラブチームに所属し，積極的に取り組んだ者で，本校入学後も同一種目

の部活動を３年間積極的に活動する意志のある者 

   陸上部，弓道部 

イ 中学校で生徒会の本部役員若しくは委員会正副委員長として活動した経験

を持ち，本校入学後も生徒会本部の活動に積極的に参加する意志のある者  

ウ 中学校において，運動部あるいは文化部活動に熱心に取り組むとともに，特

にコンピュータ操作に優れた技能（Excel･Word･ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ等）を身に付け，本

校入学後にその技能を向上させるために商業部で活動する意志のある者 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 

調査

書 
面接 作文 

実技 

検査 
合計 

 
人間 

文化 
30％以内  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 下記の種目のいずれかにおいて，中学校の運動部又は地域におけるスポ

ーツクラブチームに所属し，積極的に取り組んだ者で，本校入学後も同一種目

の部活動を３年間積極的に活動する意志のある者 

  バスケットボール部（女），陸上部，弓道部 

イ 中学校で生徒会の本部役員若しくは委員会正副委員長として活動した経験

を持ち，本校入学後も生徒会本部の活動に積極的に参加する意志のある者 

５００ ４００ ３００   １２００ 

竜ヶ崎南 普通 20％程度  

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 野球，サッカー，バスケットボール，バレーボール，卓球，テニス，弓道，剣道

において，中学校の部活動または地域のクラブチーム等で活動し，本校入学

後も同一種目の活動を継続する意志のある者 

イ 吹奏楽において，中学校の部活動または地域のサークル等で活動し，本校

入学後も同一の活動を継続する意志のある者 

ウ 中学校において生徒会本部役員，委員会の正副委員長の活動経験のある 

者，及びその他生徒会活動に貢献したと認められる者で，本校入学後も生徒

会活動等を積極的に行う意志のある者 

５００ ４００ １００   １０００ 

江戸崎 

総合 

総合 

学科 
20％程度 

体育 

(15％程度) 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），ソフトテニス，バスケットボール，弓道のうち，いず

れかの活動において，中学校の部活動または地域のクラブチームなどに所属

し，３年間積極的に取り組んだ実績のある者 

イ 本校入学後も当該部活動に所属し，３年間積極的に活動を継続する意志の

ある者 
５００ １００ ４００   １０００ 

文化・芸術 

(５％程度) 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校において，吹奏楽部または同様の団体の一員として３年間積極的に

活動した実績のある者 

イ 本校入学後も吹奏楽部で，３年間積極的に活動を継続する意志のある者 

取手第一 
総合 

学科 
15％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 学校における教育活動並びに部活動等における「スポーツ」分野の活動で，

特に優れた実績（郡市大会出場以上）や技能を有する者 

イ 入学後もそれらに相当する活動に参加する意志のある者 

（対象となる部活動） 

自転車競技部，硬式野球部，サッカー部，ラグビー部，柔道部， 

バスケットボール部，バレーボール部（女），テニス部，バドミントン部， 

弓道部，剣道部，水泳部，ライフル射撃部，ソフトテニス部 

５００ ３００ １００  １００ １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 

調査

書 
面接 作文 

実技 

検査 
合計 

取手第二 

普通 20％程度 

 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），バスケットボール，バレーボール（女），吹奏楽のうち，いずれか

の活動において，中学校の部活動または地域のクラブチームに所属して３年

間積極的に取り組み，公式大会に出場した実績を持つ者 

イ 本校入学後も同一の種目を３年間継続する意志のある者 

５００ ４００ １００   １０００ 

家政 ５％程度 

取手松陽 

普通 20％程度 

体育 

（18％程度） 

次の要件を満たす者 

中学校の運動部又は地域のクラブチームに所属して３年間積極的に取り組ん

だ者で，本校入学後，剣道，野球(男)，サッカー(男)，バスケットボール，陸上，卓

球のいずれかの部活動に適応できる資質・能力を有し，３年間積極的に活動す

る者 

５００ １００ １００  ３００ １０００ 

文化・芸術 

（２％程度） 

次の要件を満たす者 

吹奏楽の活動において，中学校の部活動に所属して３年間積極的に取り組

み，コンクール・大会等への出場実績があり，本校入学後も継続する者 

５００ ２００ １００   ８００ 

美術 特色選抜は実施しない。 

音楽 特色選抜は実施しない。 

藤代 普通 10％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の運動部又は地域におけるスポーツのクラブチームに所属し，３年

間積極的に取り組んだ者 

イ 本校入学後，次のいずれかの部活動に適応できる資質・能力を有し，３年間

積極的に活動する意欲のある者 

   野球部(男)，テニス部，陸上部，ハンドボール部(男)，バスケットボール部 

   バトミントン部，剣道部 

５００ １００ １５０ １５０  ９００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

藤代紫水 普通 30％以内  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の部活動又は地域におけるスポーツのクラブチームに所属し，３年

間積極的に取り組んだ者又は生徒会本部役員を務めた者とする。書道にお

いては中学校に部活動がない場合，県大会以上の大会に出展又は入賞した

者 

イ 本校入学後，次のいずれかの部活動に適応できる資質・能力を有し，３年間

積極的に活動する意欲のある者又は生徒会活動を継続する者 

バレーボール部（女），バスケットボール部，硬式野球部（男），サッカー部

（男），卓球部，ソフトテニス部，柔道部，バドミントン部，ハンドボール部

（男），空手道部，ラグビー部（男），吹奏楽部，書道部 

５００ ４００ １００   １０００ 

牛久 普通 15％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 次の種目のいずれかの活動において，中学校の部活動又は地域のクラブ

ームに所属して３年間積極的に取り組み，中体連主催の郡市大会又はそれ

に相当する大会以上の出場実績を有する者 

野球(男)，バレーボール(女)，卓球(男)，ソフトテニス，バドミントン， 

柔道，陸上競技 

ただし，陸上競技においては，中学校に部活動がない場合，中体連主催

の郡市大会以上の出場実績を有する者 

※ 「それに相当する大会」とは 

・日本リトルシニア中学硬式野球協会主催，日本少年野球連盟主催の大

会 

     ・日本ヤングクラブバレーボール連盟主催の大会 

           ・日本卓球協会(連盟)主催の大会 

     である｡ 

     なお，ソフトテニス，バドミントン，柔道及び陸上競技については，中

体連主催の郡市大会以上の大会のみを対象とする。 

イ 本校入学後も同一の種目を継続的に活動する意志のある者 

５００ ２００ ２００   ９００ 

牛久栄進 普通 特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

筑波 普通 10％程度 

体育・文化 

・芸術 

(５％程度) 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の部活動又は地域のクラブチーム等に所属して３年間積極的に取り

組んだ者 

イ 本校入学後，次のいずれかの部活動に適応できる資質・能力を有し，３年間

積極的に活動する意欲のある者 

野球(男)・サッカー(男)・バスケットボール・バドミントン・ボクシング(男)・弓

道・剣道・ソフトテニス・書道・吹奏楽 ５００ ３００ ２００ １００  １１００ 

奉仕活動・ 

生徒会活動 

(５％程度) 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校において学校や地域のボランティア活動に継続的に参加していた

者，又は，生徒会本部役員・各種委員会委員長等を務めた者 

イ 本校入学後，ＪＲＣ部として学校・地域のボランティア活動に参加し，又は，生

徒会本部役員・各種委員として積極的に活動する意志がある者 

※ 各種委員会委員長等の「等」には副委員長・各種実行委員も含まれる。 

竹園 
普通，

国際 
特色選抜は実施しない。 

つくば 

工科 

機械 
30％以

内 

 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア ものづくりへの興味・関心と将来の夢をもち，本校入学後も，（※１）ものづくり

活動に積極的に参加する意志や（※２）コンテスト等に挑戦する意欲がある者 

（※１）ものづくり活動とは，実験実習や本校において活動している機械工作部，

情報技術研究部，建築研究部の部活動のことである。 

（※２）コンテスト等とは，全国の工業高校生を対象とした電気工事，電子回路組

立，木材加工などの技術・技能を競い合う大会や製図コンクールなどのことで

ある。 

イ 中学校での生徒会活動や部活動に熱心に取り組み，本校入学後も，生徒会

活動や部活動において意欲的・主体的に活動する強い意志がある者 

５００ ２００ １５０ １５０  １０００ 

ロボット 

工学 
30％以

内 

電気 

電子 

30％以

内 

建築 

技術 

30％以

内 

岩瀬 

普通 特色選抜は実施しない。 

衛生 

看護 
特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

真壁 

普通 
15％程

度 
体育 

(各学科 

10％程度） 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の運動部又は地域におけるスポーツのクラブチームに所属し，３年間

積極的に取り組んだ者 

イ 本校入学後，次のいずれかの部活動で３年間積極的に活動する意欲のある

者 

野球部(男)，ソフトボール部(男)，ライフル射撃部，馬術部，柔道部，バレーボ

ール部 

５００ ５００ ２００   １２００ 

農業 
15％程

度 

食品 

化学 

15％程

度 
文化 

(各学科 

５％程度) 

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 中学校の部活動に所属し，３年間積極的に取り組んだ者 

イ 本校入学後，農業研究部で３年間積極的に活動する意欲のある者 
環境 

緑地 

15％程

度 

下館第一 普通 5％程度  

次のア～クのいずれかの要件を満たし，本校入学後もその運動部に入部し意欲

的に活動する意志のある者 

ア 硬式野球(男) 

  次のいずれかの実績を残した者。 

・３年間継続して中学校の野球部に所属し，県大会（県選抜大会）以上の大会

にレギュラーとして出場した者。または県（地区）選抜選手に選ばれ，県大会

以上の大会に出場した者。 

・地域のクラブチームに所属し，レギュラーとして各硬式野球団体主催の春・

夏の全国大会・関東大会の支部予選を突破し，上位大会に進出した者。また

は選抜選手に選ばれ，関東大会以上の大会に出場した者。 

※大会は 2学年の新人戦以降の大会に限る。 

イ サッカー(男) 

  次のいずれかの実績を残した者。 

・３年間継続して中学校のサッカー部に所属し，県大会以上の大会（ただし地

区予選がない大会は除く）にレギュラーとして出場した者。 

・地域のクラブチームに所属し，関東大会以上の大会にレギュラーとして出場

した者。 

・U１５県（地区）トレーニングセンター選抜選手の実績を持つ者。  

※大会は２学年の新人戦以降の大会に限る。 

  ウ 剣道 

  次のいずれかの実績を残した者。  

  ・３年間継続して中学校の剣道部に所属し，団体戦で県大会以上の大会にレ

ギュラーとして出場した者。または個人戦で県大会ベスト 16 以上の実績を

持つ者。                           （次ページにつづく） 

５００ ６００ １００   １２００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

・県の強化指定選手に選ばれた者。 

・地域の道場に所属し，全国大会に繋がる県予選において団体戦ベスト４

以上にレギュラーとして出場した者。または個人戦でベスト８以上の実

績を持つ者。 

 ※団体戦において大会は２学年の新人戦以降の大会に限る。 

エ バスケットボール 

  ・３年間継続して中学校のバスケットボール部に所属し，県大会以上の大

会（ただし地区予選がない大会は除く）にレギュラーとして出場した者。

または選抜メンバーに選ばれ，県大会以上の大会に出場した者。 

※大会は２学年の新人戦以降の大会に限る。 

オ バレーボール 

・３年間継続して中学校のバレーボール部に所属し，県大会以上の大会（た

だし地区予選がない大会は除く）にレギュラーとして出場した者。また

は選抜メンバーに選ばれ，県大会以上の大会に出場した者。  

※大会は２学年の新人戦以降の大会に限る。 

カ 陸上競技 

 ・中学校における陸上競技大会で地区予選（県西大会など）４位以上の実

績を持つ者。または駅伝競走大会において県大会以上の大会にレギュラ

ーとして出場した者。  

キ ソフトテニス 

 ・３年間継続して中学校のソフトテニス部に所属し，個人戦で県大会ベス

ト 16以上の実績を持つ者。  

ク バドミントン 

 ・３年間継続して中学校のバドミントン部に所属し，個人戦で県大会ベス

ト 16以上の実績を持つ者。  

      

下館第二 普通 特色選抜は実施しない。 

下館工業 

機械 特色選抜は実施しない。 

電気 特色選抜は実施しない。 

電子 特色選抜は実施しない。 

建設 
工学 

特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 
検査 

調査書 面接 作文 
実技 

検査 
合計 

明野 普通 10％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），ソフトボール（男），柔道，バスケットボール（男），バドミントン，ソ

フトテニス，卓球，陸上のうち，いずれかの活動において，中学校の部活動又

は地域のクラブチームに所属して３年間積極的に取り組んだ者 

イ 本校入学後も同一の種目を継続する意志のある者 

５００ ２００ １００   ８００ 

下妻第一 普通 10％程度  

次のア(①又は②)，イの要件をともに満たす者 

ア ①野球(男)，サッカー(男)，ソフトテニス，テニス，陸上競技，ラグ

ビー(男)，バスケットボール，バレーボール，バドミントン，卓球，

柔道，剣道，弓道，水泳のうち，いずれかの活動において，中学校

の代表としてまたは地域のクラブチームの代表（注1）として，第２

学年の新人大会以降の中体連主催の全国大会・関東大会・県大会・

地区大会（注2）（県西・県南地区等のベスト４以上），またはそれら

に相当する公式大会（注3）で，レギュラー選手として競技した実績

を持つ者 

  (注 1) 地域のクラブチームの代表とは，主にクラブチームでの全国

大会等にレギュラーとして出場した者とする。 

  (注 2) 中体連主催の全国大会・関東大会・県大会・地区大会とは，全

国中学校体育大会およびその予選を兼ねる大会（新人大会，県民

総体および，通信陸上）とする。 

※陸上競技および水泳競技のリレー種目は除く。 

  (注 3) それらに相当する公式大会とは以下のとおりとする。 
【県の代表選手として選抜されて出場する大会（例）】 
・日本選手権   ・国民体育大会             

・都道府県対抗 (男子駅伝・女子駅伝，ジュニアバスケットボール大

会（ジュニアオールスター），ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

中学バレーボール大会，全日本中学生ソフトテニス大会，全日本

少年軟式野球大会 等) 

 （次ページにつづく） 

５００ ６００ １００   １２００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

【中体連主催以外の全国大会（例）】 

・野球（全日本少年軟式野球大会，AA 全国中学生ＫＢ野球選手権大
会，AA全国中学生秋季大会 (オール茨城)，日本少年野球全国大会，
日本少年野球選手権大会，文部科学大臣杯全日本少年春季軟式野球
大会，全日本中学野球選手権大会（ジャイアンツカップ），日本少
年野球春季全国大会，日本リトルシニア東日本選抜野球大会，リト
ルシニア野球選抜大会，リトルシニア野球選手権大会，ボーイズリ
ーグ春季全国大会・同選手権大会・同東日本選抜大会） 

・サッカー（日本クラブユース選手権 U-15大会） 
・ラグビー（全国中学生ラグビーフットボール大会，関東中学校ラグ
ビーフットボール大会（ベスト８以上)，東日本Ｕ15ラグビーフッ
トボール大会(ベスト８以上)） 

・該当各種目のジュニアオリンピック          

  【県民総体に準ずる大会（例）】 

   ・野球（県選抜大会(ベスト８以上)，為桜野球大会(ベスト４以上)） 
   ・バスケットボール（茨城･毎日杯(ベスト８以上)，中学校バスケッ

トボール為桜･同芳大会(ベスト４以上)） 

   ・陸上競技（県西地区中学校陸上競技大会(4位以上)） 

  ②野球(男)，サッカー(男)，バスケットボール，バレーボール，ソフト

テニスの県選抜または地区選抜に選ばれた実績を持つ者。ただし，野

球・バレーボールは第３学年，バスケットボール・ソフトテニスは第

２学年，サッカーは U１４，U１５における選抜とする。 

※選抜の種類については次のとおりとする。 

軟式野球    県（地区）強化選手 （第３学年における選抜） 

バレーボール  県（地区）優秀選手 （     〃    ） 

バスケットボール県（地区）強化選手 （第２学年における選抜） 

ソフトテニス  県（地区）選抜選手 （     〃    ） 

サッカー    県（地区）トレーニングセンター選抜選手  

（U１４,U１５における選抜） 

イ 本校入学後も引き続き同一種目(出願した種目)で本校の部活動に３年

間所属し，継続して活動するとともに，強いリーダーシップを発揮できる

意志を持つ者 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

下妻第二 普通 15％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バレーボール（女），バスケットボール，卓球，陸

上競技，剣道，ソフトボール，ソフトテニスのうち，いずれかの活動において，

中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属して３年間積極的に取り組

み，レギュラー選手として活躍した者。 

ただし，ソフトボール（女）においては，中学校の部活動もしくは地域のクラ

ブチームがない場合，野球において同様の活躍をした者。 

イ 本校入学後も，同一の種目を継続する意志のある者。 

５００ ３５０ ５０   ９００ 

結城第一 普通 特色選抜は実施しない。 

鬼怒商業 

商業

に関

する

学科 

25％程度 

体育 

(15％程度) 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 野球部（男）・バレーボール部・バスケットボール部・空手部・サッカー部

（男）・ソフトボール部（女）・陸上部のいずれかの活動において，中学校の部

活動又は地域のクラブチームに所属して３年間積極的に取り組んだ者で，本

校入学後も同一の部活動に所属し，３年間活動する意志のある者 

イ 中学校で上記アを含めた部活動等において，関東大会出場，県大会出場

等の成績を挙げた者で，入学後本校の何らかの部において３年間活動する

意志のある者 

５００ ４００ １００   １０００ 

文化・ 

生徒会活動 

(10％程度) 

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 中学校の吹奏楽部に所属し，３年間積極的に取り組んだ者で，本校入学後

も３年間活動する意志のある者 

イ 中学校において国語的分野，数的分野，外国語的分野，芸術，珠算，パソコ

ン等の外部主催の大会・コンクール等で入賞等の実績を残した者 

※国語的分野とは，作文，読書感想文，短歌，俳句等をいう 

※数的分野とは，統計グラフ等をいう 

※外国語的分野とは，スピーチコンテスト，インタラクティブフォーラム等をい

う 

ウ 中学校において生徒会本部役員を経験し，リーダーシップを発揮した者で，

本校の生徒会活動の活性化に積極的に貢献する意志のある者 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

石下紫峰 普通 特色選抜は実施しない。 

水海道 

第一 

 

普通 

 

５％程度 

 

 

 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バレーボール，ハンドボールのうち，いず

れかの種目において中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属して

３年間積極的に取り組み，以下のいずれかの実績を残して，本校入学後も

同一の種目を継続する意志のある者 

・中体連主催の地区大会（県西・県南大会等）にレギュラー選手として

出場し，４位以上の成績を残した者 

・中体連主催の県大会，又はそれに相当する大会にレギュラー選手とし

て出場し，活躍した実績を持つ者 

・当該種目の県強化指定選手であった者 

※ それに相当する大会 

・野球(男) 

県選抜中学校軟式野球大会 

日本リトルシニア中学硬式野球協会（シニア） 

全国選抜大会支部予選を突破し関東連盟秋季大会進出 

日本選手権大会関東連盟夏季大会ベスト 32 

  日本少年野球連盟(ボーイズ) 

   春季全国大会茨城県支部予選決勝進出  

   選手権大会茨城県支部予選決勝進出 

  日本ポニーベースボール協会（ポニー）  

   全日本選手権大会（コルトの部，ポニーの部）進出 

  全日本少年硬式野球連盟（ヤング） 

   春季大会東関東支部予選（新人戦）でリーグ戦を突破し，決勝トーナ

メント進出 

   選手権大会東関東支部予選でリーグ戦を突破し，決勝トーナメント進出 

・サッカー(男) 

関東クラブユースサッカー選手権大会茨城県大会，高円宮杯（U-15）

茨城県大会，県・地区（県西・県南等）トレーニングセンター選抜選

手（U-15選抜選手）                  （次ページにつづく） 

５００ ６００ １００   １２００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

    

（前ページからのつづき） 

・バレーボール 

JOC ジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗中学バレーボール

大会 

・ハンドボール 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会とその関東大会 

イ 中学校の何らかの部活動又は地域のクラブチームに所属して３年間積

極的に運動に取り組み，以下のいずれかの実績を残して，本校入学後は陸

上種目を継続する意志のある者 

・中体連主催の陸上種目の地区大会（県西・県南大会等）に選手として出

場し，４位以上の成績を残した者。 

・県大会，又はそれに相当する大会に選手として出場し活躍した実績を持

つ者 

・陸上種目の県強化指定選手であった者 

※ それに相当する大会 

国民体育大会，ＪＯＣジュニアオリンピック陸上競技大会，全国都

道府県対抗駅伝競走大会 

      

水海道 

第二 

普通 10％程度 

 

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 野球（男）において，中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属して３

年間熱心に取り組み，郡市以上の大会又はそれに相当する大会にレギュラ

ー選手として出場した実績を有し，本校入学後も同一の部活動を継続する意

志のある者 

※ 「それに相当する大会」とは，以下の協会または連盟に加入する野球のクラ

ブチームによる県以上の大会とする。 

    ・全日本リトル協会（シニアリーグ） 

    ・日本少年野球協会（ボーイズリーグ） 

    ・全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ） 

イ ハンドボール（女）において，中学校の部活動に所属して３年間熱心に取り

組み，郡市以上の大会にレギュラー選手として出場した実績を有し，本校入

学後も同一の部活動を継続する意志のある者 

５００ ３００ １００   ９００ 商業 10％程度 

家政 10％程度 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

八千代 
総合 

学科 
特色選抜は実施しない。 

古河第一 

普通 特色選抜は実施しない。 

商業

に関

する

学科 

25％程度  

次のア，イ，ウのいずれかの要件を満たす者 

ア 野球（男），サッカー（男），バスケットボール，バレーボール，バドミントン，ソ

フトテニス，卓球，空手道，陸上，柔道のうち，いずれかの活動において，中

学校の部活動又は地域のクラブチームに所属し，３年間積極的に取り組んだ

者で，全国大会・関東大会・県大会・地区大会・郡市大会又はこれに準ずる大

会にレギュラー選手として出場した実績を持ち，本校入学後も同一の部活動

に所属し，３年間活動する意思のある者 

   ※「これに準ずる大会」は，次の大会とする 

     ・野球  シニアリーグ，ポニーリーグ，ボーイズリーグ，ヤングリーグ 

     ・サッカー  IFAリーグ兼高円宮杯，クラブユース選手権大会 

     ・バレーボール  全国都道府県対抗バレーボール大会 

     ・空手道  全国中学生空手道大会，関東空手道大会，公益社団法人

日本空手協会大会，空手各派大会 

イ 中学校時代に珠算大会に出場した実績を持ち，本校入学後簿記・珠算部に

所属し，３年間活動する意思のある者 

ウ 吹奏楽において，中学校の部活動に所属し３年間積極的に活動し，吹奏楽

連盟主催の全国大会・関東大会・県大会又はこれに準ずる大会で入賞実績を

持ち，本校入学後も吹奏楽部に所属し，３年間活動する意思のある者 

   ※「これに準ずる大会」は次の大会とする 

     ・吹奏楽  公益社団法人日本吹奏楽指導者協会主催ソロコンテスト 

５００ １５５ ４５   ７００ 

古河第二 

普通 

特色選抜は実施しない。 

福祉 

古河第三 普通 特色選抜は実施しない。 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

古河第三 普通 特色選抜は実施しない。 

総和工業 

機械 特色選抜は実施しない。 

電子 

機械 
特色選抜は実施しない。 

電気 特色選抜は実施しない。 

三和 

普通 特色選抜は実施しない。 

（普）ﾋ

ｭｰﾏﾝ

ｻｰﾋﾞｽ

ｺｰｽ 

特色選抜は実施しない。 

境 普通 10％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 野球（男），剣道，サッカー（男），バレーボール（女）のうち，いずれかの活動

において中学校の部活動又は地域のクラブチームに３年間所属し，県西大会

以上又はそれに相当する大会に，正選手として活躍した者 

※それに相当する大会 

   ・野球 北関東大会，為桜大会 

   ・剣道 道場連盟主催大会 

   ・サッカー クラブトーナメント戦，クラブリーグ戦 

   バレーボールは中体連主催の県西大会以上のみ 

イ 本校入学後も継続して部活動に励み，自己能力を高める意欲のある者 

 

５００ ８０ ２０   ６００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 

 選抜資料及び配点 

出 願 要 件 学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

岩井 普通 10％程度  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 野球（男），柔道，剣道，空手道，ハンドボール，バスケットボール，ソフトテ

ニスのうちいずれかの活動において，中学校の部活動又は地域のクラブチ

ームに所属し３年間積極的に取り組んだ者で，地区大会又はそれに相当する

大会以上にレギュラー選手として出場した実績をもち，本校入学後も同一若し

くは上記内の部活動を３年間継続して行う意欲のある者 

※それに相当する大会 

    ・野球（男）    北関東中学校野球大会 

    ・空手道     全日本空手道連盟主催の大会 

              日本空手協会主催の大会 

              茨城県空手道連盟主催の大会 

      柔道，剣道，ハンドボール，バスケットボール，ソフトテニスについて

は，中体連主催の大会のみを対象とする。 

イ 中学校の吹奏楽部に所属し，３年間積極的に取り組み地区大会以上に出場

している者で，本校入学後も同一の部活動を３年間継続して行う意欲のある者 

５００ ３００ １００   ９００ 

坂東総合 
総合 

学科 
特色選抜は実施しない。 

守谷 普通 25％程度  

次のア又はイの要件を満たす者 

ア 中学校の運動部または地域のクラブチームに所属し，３年間積極的に取り組

んだ生徒で，本校入学後に，野球(男)，サッカー(男)，ラグビー(男)，剣道(女)，

バスケットボール，ハンドボール，バドミントン，陸上，卓球のうち，いずれかの

部活動に所属し，３年間継続して活動する意志のある者 

イ 中学校の吹奏楽部に所属して３年間活動し，本校に入学後も吹奏楽部を３年

間継続する意志がある者 

５００ ４００ １００   １０００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 
調査書 面接 作文 

実技 

検査 
合計 

伊奈 普通 10％程度  

次のア，イの要件をともに満たす者 

ア 次の種目のいずれかの活動において，中学校の部活動又は地域のクラブチ

ームに所属して３年間積極的に取り組み，郡市大会又はそれに相当する大会

以上の出場実績を有する者 

   野球部（男），バスケットボール部，サッカー部（男），ハンドボール部（女）， 

剣道部，吹奏楽部 

イ 本校入学後も同一の部活動（種目）を３年間積極的に活動する意欲のある者 

※それに相当する大会 

運動部・・・中体連，体育協会，競技団体並びに市や町が主催又は共催する大会 

吹奏楽部・・・全日本吹奏楽連盟，日本吹奏楽指導者協会，日本吹奏楽学会， 

日本音楽教育文化振興会が主催又は共催する大会 

なお，競技団体とは以下のとおりである。 

野球部（男） 

日本リトルシニア中学硬式野球協会（シニアリーグ），日本少年野球連盟（ボーイ

ズリーグ），全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ），日本ポニーベースボー

ル協会（ポニーリーグ），ＫＢ野球連盟（Ｋボール） 

バスケットボール部 

日本バスケットボール協会，茨城県バスケットボール協会 

サッカー部（男） 

日本サッカー協会，茨城県サッカー協会 

ハンドボール部（女） 

日本ハンドボール協会，茨城県ハンドボール協会 

また，広域市町村圏事務組合が主催している大会は市町主催とみなす。 

５００ ３００ １００   ９００ 
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学校名 学科 
募集人員

の割合 
分野 

（募集人員の割合） 
出 願 要 件 

選抜資料及び配点 

学力 

検査 

調査

書 
面接 作文 

実技 

検査 
合計 

日立工業 
総合 

学科 
特色選抜は実施しない。 

太田第一 普通 特色選抜は実施しない。 

水戸農業 
農業 

（昼間） 
特色選抜は実施しない。 

水戸南 

普通 

（昼間） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（夜間） 
特色選抜は実施しない。 

鹿島灘 

普通 

（午前） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（午後） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（夜間） 
特色選抜は実施しない。 

土浦第一 普通 特色選抜は実施しない。 

石岡第一 普通 特色選抜は実施しない。 

竜ヶ崎 

第一 
普通 特色選抜は実施しない。 

茎崎 

普通 

（午前） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（午後） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（夜間） 
特色選抜は実施しない。 

結城第二 

普通 

（午前） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（午後） 
特色選抜は実施しない。 

普通 

（夜間） 
特色選抜は実施しない。 

古河第一 普通 特色選抜は実施しない。 

定時制課程 
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