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令和４年度　入試概要
１ 募集学科（コース）・入学定員

普通科（研志コース・志学コース・スポーツ科学コース）　360名

2 入試日程

志願書受付および入学手続は９時から17時まで（土・日・祝日は除く）です。

入試区分 出願締切（必着） 試験日 試験会場 合格発表日 入学手続き期間 合格者出校日 クラス編成テスト

プレゼン型入試
（Ⅰ期）

県内 12月15日（水）
１月５日（水）

本　校 １月17日（月）
12時

１月17日（月）

～

１月19日（水）
※19日は12時まで

研志コース
３月８日（火）９時

志学コース
３月８日（火）14時

スポーツ科学コース
３月９日（水）９時

３月18日（金）
※スポーツ科学

コースは３月９日
（水）に実施

県外 12月14日（火）

推 薦 入 試

県内 12月15日（水）

１月８日（土）

県外 12月14日（火）

専 願 Ⅰ 入 試
（得意３教科型）

県内 12月15日（水）

県外 12月14日（火）

専 願 Ⅱ 入 試
（ ５ 教 科 型 ）

共通

１月21日（金）

※持参の場合は
１月20日（木）

（９時～ 17時）
１月21日（金）

（９時～ 12時）
にお越しください

１月30日（日）
本　校

倉　吉

２月10日（木）
12時

２月10日（木）

～

２月15日（火）
※15日は12時まで

併 願 入 試
（ ５ 教 科 型 ）

《一次手続き》
２月25日（金）まで

３月18日（金）９時
※県外は　　　　
３月22日（火）９時

《二次手続き》
３月17日（木）まで
※県外は３月22日（火）
８時～９時まで

プレゼン型入試
（Ⅱ期） 共通 ３月22日（火） ３月24日（木） 本　校 ３月25日（金）

12時

３月25日（金）
３月28日（月）

※28日は８時～９時まで
３月28日（月）９時

※プレゼン型入試（Ⅰ期）と推薦入試・専願Ⅰ入試（得意３教科型）は、重複して出願できません。
※出願書類を持参される場合は、各締切日の９時～ 17時にお越しください。（専願Ⅱ・併願入試は表中を参照。）

3 試験会場

本校会場：鳥取城北高等学校
倉吉会場：伯耆しあわせの郷（鳥取県倉吉市小田458　TEL（0858）26-5581）
　　　　　※倉吉会場での実施は専願Ⅱおよび併願入試のみです。

4 提出書類及び受験料

ア）調査書（様式１）
イ）志願書（様式２～様式５）
　　プレゼン型入試（様式２）、推薦入試（様式３）、専願Ⅰ入試（様式４）
　　専願Ⅱ・併願入試（様式５－１、５－２）※倉吉会場で受験される場合は様式５－２を使用してください。
ウ）プレゼン型入試エントリーシート（様式６）※プレゼン型入試出願者のみ提出してください。
エ）推薦書（様式７）※推薦入試出願者のみ提出してください。
オ）志望理由書（様式８）※推薦入試出願者のみ提出してください。
カ）受験料　15,000円
　　 ※プレゼン型（Ⅰ期）・推薦・専願Ⅰを受験した者が、専願Ⅱ・併願・プレゼン型（Ⅱ期）の試験に再度出

願する場合は、プレゼン型（Ⅰ期）・推薦・専願Ⅰの合否に関わらず受験料（15,000円）が別途必要となります。
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プレゼン型入試

①入試日程

出願締切（必着） 試験日 試験会場 合格発表日 入学手続き期間
（９時から17時まで）

Ⅰ期
県内 12月15日（水）

１月５日（水）

鳥取城北高校

１月17日（月）12時
（鳥取城北高校）

１月17日（月）

～

１月19日（水）
※19日は12時まで県外 12月14日（火）

Ⅱ期 共通 ３月22日（火） ３月24日（木） ３月25日（金）12時
（鳥取城北高校）

３月25日（金）
３月28日（月）

※28日は８時～９時まで

※出願書類を持参される場合は、各締切日の９時～ 17時にお越しください。

②出願資格
　・中学校卒業者及び令和４年３月卒業見込みの者で、合格した場合は入学することを確約できる者。
　　※本校の併願入試において一次手続きをしなかった場合は、プレゼン型入試Ⅱ期に出願することはできません。
　・次の項目のいずれかに該当する、意欲のある生徒を求めます。

　《求める生徒像（アドミッション・ポリシー）》
　ａ　 中学校在学時に、地域に関わる活動、ボランティア活動を行った実績があり、今後も継続して地域貢献

したいという意思を持った生徒。
　ｂ　 中学校在学時に、各種大会・コンクール・コンテストなどに出場・応募した実績があり、その経験をも

とに今後も自らの個性を伸ばし、活躍したいという意思を持った生徒。
　ｃ　 中学校在学時に、海外留学・語学研修などの実績があり、その経験をもとにグローカルに活躍したいと

いう意思を持った生徒。（※グローカルとは、グローバルな視点とローカルな視点を持つことを意味し
ます。）

　ｄ　 中学校在学時に、特別活動や総合的な学習の時間などにおける活動において意欲的に取り組んだ実績が
あり、その経験をもとに鳥取城北高校や地域において積極的に活動したいという意思を持った生徒。

　ｅ　 鳥取城北高校入学後に、アントレプレナー部・ボランティア部に入部し、継続的に地域と関わる活動を
したいという意思を持つとともに、高校卒業後も地域を担う人材として活躍したいという意思を持った
生徒。

③選考方法　ア）プレゼンテーション（５～ 20分以内）
　　　　　　　　 口頭発表・プレゼンソフト・模造紙やＫＰシートのような紙媒体を使用したものや、身体表現等。
　　　　　　イ）面　接　プレゼン後に一般的な質問とプレゼン内容に関する質問を行います。
　　　　　　　　※調査書、プレゼンテーション、面接を総合して合否判定します。
④提出書類　ア）調査書（様式１）
　　　　　　イ）入学志願書（様式２）
　　　　　　ウ）プレゼン型入試エントリーシート（様式６）
　　　　　　　　※これは受験時の参考資料となるものであり合否に影響するものではありません。
　　　　　　エ）受験料　15,000円
⑤特待制度　Ｓ特待（授業料と教育振興費を免除）、Ａ特待（授業料を免除）、Ｂ特待（授業料の半額を免除）
　　　　　　該当者には「特待生通知書」にてお知らせします。
⑥入 学 金　100,000円
⑦入 学 金
免除制度

　�次のいずれかに該当する場合は、入学金の免除対象となりますので、入学金免除申請書（様式９）
を提出してください。

　　　　　　・令和４年４月時点で、兄弟姉妹が本校または鳥取幼稚園に在籍している場合。
　　　　　　・受験生本人が、鳥取幼稚園に２年以上在籍した後に卒園している場合。
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推薦入試

①入試日程

出願締切（必着） 試験日 試験会場 合格発表日 入学手続き期間
（９時から17時まで）

県内 12月15日（水）
１月８日（土）
13時20分から 鳥取城北高校 １月17日（月）12時

（鳥取城北高校）

１月17日（月）

～

１月19日（水）
※19日は12時まで県外 12月14日（火）

※出願書類を持参される場合は、各締切日の９時～ 17時にお越しください。

②出願資格
　・令和４年３月中学校卒業見込みの者で、合格した場合は入学することを確約できる者。
　・次のいずれかに該当する生徒。

　推薦Ａ： 人物良好で、中学３年次の５教科（国数社英理）の評定合計が18以上あり、中学校長の推薦を受け
た者。

　推薦Ｂ： 人物良好で、スポーツ・文化活動において優秀な成績を収めるとともに、当該スポーツ・文化活動
を継続する意思が強固であり、中学校長の推薦を受けた者。

　推薦Ｃ： 人物良好で、生徒会・部活動・コンクール・ボランティア等における顕著な活動実績により、中学
校長の推薦を受けた者。

③選考方法　作文・面接
　　　　　　※提出書類（調査書、志願理由書）、作文、面接を総合して合否判定します。
④提出書類　ア）調査書（様式１）
　　　　　　イ）入学志願書（様式３）
　　　　　　ウ）推薦書（様式７）
　　　　　　エ）志願理由書（様式８）
　　　　　　オ）受験料　15,000円
⑤特待制度　 Ｓ特待（授業料と教育振興費を免除）、Ａ特待（授業料を免除）、Ｂ特待（授業料の半額を免除）
　　　　　　 該当者には「特待生通知書」にてお知らせします。
⑥入 学 金　100,000円
⑦入 学 金
免除制度

　�次のいずれかに該当する場合は、入学金の免除対象となりますので、入学金免除申請書（様式９）
を提出してください。

　　　　　　・令和４年４月時点で、兄弟姉妹が本校または鳥取幼稚園に在籍している場合。
　　　　　　・受験生本人が、鳥取幼稚園に２年以上在籍した後に卒園している場合。
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専願Ⅰ入試（得意３教科型）

①入試日程

出願締切（必着） 試験日 試験会場 合格発表日 入学手続き期間
（９時から17時まで）

県内 12月15日（水）
１月８日（土）
８時50分から 鳥取城北高校 １月17日（月）12時

（鳥取城北高校）

１月17日（月）

～

１月19日（水）
※19日は12時まで県外 12月14日（火）

※出願書類を持参される場合は、各締切日の９時～ 17時にお越しください。
②出願資格　中学校卒業者及び令和４年３月卒業見込みの者で、合格した場合は入学することを確約できる者。
③選考方法　ア）学力試験　国語・数学・社会・英語・理科のうち３教科選択（150点満点）
　　　　　　イ）面　　接　学力試験終了後に実施します。
　　　　　　　　※調査書、学力試験、面接を総合して合否判定します。
④提出書類　ア）調査書（様式１）
　　　　　　イ）入学志願書（様式４）
　　　　　　ウ）受験料　15,000円
⑤特待制度　 Ｓ特待（授業料と教育振興費を免除）、Ａ特待

（授業料を免除）、Ｂ特待（授業料の半額を免除）
　　　　　　 該当者には「特待生通知書」にてお知らせし

ます。
⑥入 学 金　100,000円
⑦入 学 金
免除制度

　�次のいずれかに該当する場合は、入学金の免除対象となりますので、入学金免除申請書（様式９）
を提出してください。

　　　　　　・令和４年４月時点で、兄弟姉妹が本校または鳥取幼稚園に在籍している場合。
　　　　　　・受験生本人が、鳥取幼稚園に２年以上在籍した後に卒園している場合。

専願Ⅱ入試（５教科型）

①入試日程

出願締切（必着） 試験日 試験会場 合格発表日 入学手続き期間
（９時から17時まで）

１月21日（金） １月30日（日）
９時20分から

鳥取城北高校

倉吉会場
（伯耆しあわせの郷）

２月10日（木）12時
（鳥取城北高校）

２月10日（木）

～

２月15日（火）
※15日は12時まで

※出願書類を持参される場合は、１月20日（木）９時～ 17時、１月21日（金）９時～ 12時にお越しください。

②出願資格　中学校卒業者及び令和４年３月卒業見込みの者で、合格した場合は入学することを確約できる者。
③選考方法　ア）学力試験　国語・数学・社会・英語・理科の５教科（250点満点）
　　　　　　　　　　　　　（鳥取県立高等学校一般入学者選抜実施要項に準ずる。）
　　　　　　イ）面　　接　学力試験終了後に実施します。
　　　　　　　　※調査書、学力試験、面接を総合して合否判定します。
④提出書類　ア）調査書（様式１）
　　　　　　イ）入学志願書（様式５－１）※倉吉会場受験者は様式５－２を使用してください。
　　　　　　ウ）受験料　15,000円
⑤特待制度　Ｓ特待（授業料と教育振興費を免除）、Ａ特待（授業料を免除）、Ｂ特待（授業料の半額を免除）
　　　　　　該当者には「特待生通知書」にてお知らせします。
⑥入 学 金　100,000円
⑦入 学 金
免除制度

　�次のいずれかに該当する場合は、入学金の免除対象となりますので、入学金免除申請書（様式９）
を提出してください。

　　　　　　・令和４年４月時点で、兄弟姉妹が本校または鳥取幼稚園に在籍している場合。
　　　　　　・受験生本人が、鳥取幼稚園に２年以上在籍した後に卒園している場合。

専願Ⅰ入試のみに適用される学業特待の基準
Ｓ特待：３教科の合計点数が110点以上
Ａ特待：３教科の合計点数が100点以上
Ｂ特待：３教科の合計点数が90点以上
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併願入試（５教科型）

①入試日程

出願締切（必着） 試験日 試験会場 合格発表日 入学手続き期間
（９時から17時まで）

１月21日（金） １月30日（日）
９時20分から

鳥取城北高校

倉吉会場
（伯耆しあわせの郷）

２月10日（木）12時
（鳥取城北高校）

《一次手続き》
２月25日（金）

《二次手続き》
３月17日（木）まで

※県外は３月22日（火）９時まで

※出願書類を持参される場合は、１月20日（木）９時～ 17時、１月21日（金）９時～ 12時にお越しください。

②出願資格　中学校卒業者及び令和４年３月卒業見込みの者。
③選考方法　学力試験　国語・数学・社会・英語・理科の５教科（250点満点）
　　　　　　（鳥取県立高等学校一般入学者選抜実施要項に準ずる。）
④提出書類　ア）調査書（様式１）
　　　　　　イ）入学志願書（様式５－１）※倉吉会場受験者は様式５－２を使用してください。
　　　　　　ウ）受験料　15,000円
⑤特待制度　Ｓ特待（授業料と教育振興費を免除）、Ａ特待（授業料を免除）、Ｂ特待（授業料の半額を免除）
　　　　　　該当者には「特待生通知書」にてお知らせします。
⑥《一次手続き》　※期間内に手続きをしない場合は、入学の権利を失います。
　　　　　　　　 入学金100,000円のうち、50,000円を納付してください。
　　　　　　　　 ※一旦納付された入学金は、理由のいかんにかかわらず返還できません。
　　　　　　　　 ※ 令和４年４月時点で兄弟姉妹が本校に在学中の場合は、入学金免除申請書の提出が必要で

す。（様式９）
　《二次手続き》　入学金100,000円のうち、残りの50,000円を納付してください。

※ 併願入試の合格者で、専願に切り替えて入学手続きを行う場合は、２月25日（金）までに入学金を全納してく
ださい。

⑦出 校 日　令和４年３月18日（金）９時から（保護者同伴）
　　　　　　※県外併願の生徒は、令和４年３月22日（火）９時から（保護者同伴）
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学費

月額　42,000円　　（内訳）　授 　 業 　 料…33,000円　　教育振興費…7,000円
　　　　　　　　　　　　  Ｐ Ｔ Ａ 会 費…   500円　　生 徒 会 費…1,000円
　　　　　　　　　　　　  クラブ強化費…   500円
※ 授業料については、国の高等学校等就学支援金制度および鳥取県の総合支援金制度により、保護者の所得に応

じて、全額免除、または一部免除となる場合があります。

保護者年収（世帯）のめやす 就学支援金/総合支援金（年額） 実際の学費負担額（年額） 実際の負担額（月額）

生 活 保 護 受 給 世 帯 ４８０, ０００円 ２４, ０００円 ２, ０００円

非課税世帯（270万円未満） ４３９, ２００円 ６４, ８００円 ５, ４００円

270万円以上590万円未満 ３９６, ０００円 １０８, ０００円 ９, ０００円

590万円以上700万円未満 ２３７, ６００円 ２６６, ４００円 ２２, ２００円

700万円以上800万円未満 １７８, ２００円 ３２５, ８００円 ２７, １５０円

800万円以上910万円未満 １１８, ８００円 ３８５, ２００円 ３２, １００円

910万円以上 対象外 ５０４, ０００円 ４２, ０００円

※ 保護者の年収は、あくまで「めやす」のため、実際の区分は保護者（世帯）の市町村民税の課税標準額と調整控除額によって決
定されます。詳細については学校にお問い合せください。

※研修旅行費・教材費・模試・検定費等は別途徴収します。

奨学制度

①特待制度　学業特待・文化特待・スポーツ特待（ただし、硬式野球部は５名以内とする）
　　　　　　 本制度は、学業成績優秀者並びにスポーツ・文化の技能優秀者で人物・性行ともに他の模範となる

生徒を特待生とし、学業・スポーツ・文化活動を奨励するものです。
　　　　　　※ いずれも「高等学校等就学支援金」、「総合支援金」を毎年度申請し、支給額を月額給付金より除

いた額を対象とします。なお、各支援金制度の見直しに伴い、免除額も変更となる場合があります。

　　　　　　　Ｓ特待生：授業料と教育振興費を免除
　　　　　　　Ａ特待生：授業料を免除
　　　　　　　Ｂ特待生：授業料の半額を免除

②授業料等減免制度　１． 同一生計内にある兄弟姉妹で、２人以上が同時期に入学または在籍する場合は、２人
目からの入学金の全額および授業料の半額を免除する。

　　　　　　　　　　２． 推薦・専願・プレゼン型入試入学者について、令和４年４月時点で同一生計内にある
弟妹が、鳥取幼稚園に在籍している場合、入学金の全額を免除する。

　　　　　　　　　　３． 推薦・専願・プレゼン型入試入学者本人が鳥取幼稚園に２年以上在籍した後に卒園し
ている場合、入学金の全額を免除する。

③各種奨学制度　鳥取県育英奨学資金　等

個人情報の取り扱い

出願者及び保護者の個人情報は、入試およびこれに付随する業務、また学校業務以外には使用いたしません。

入試に関するお問い合わせ

鳥取城北高等学校　総務部入試係
〒６８０－０８１１　鳥取県鳥取市西品治８４８番地
TEL（０８５７）２３－３５０２（代表）　ＦＡＸ（０８５７）２３－３５２２


