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平成３１年３月６日

平成３３年度県立高等学校入学者選抜以降の選抜方法等について

１ 一般入学者選抜

全日制の課程（地域連携アクティブスクールを除く。）及び定時制の課程の全ての学

科において、学力検査の成績、各高等学校が定めた検査の結果及び書類の審査等により、

生徒の多様な能力・適性・努力の成果等の優れた面を多元的に評価する入学者の選

抜（本検査）を行う。

なお、三部制の定時制の課程の選抜枠は、午前部、午後部及び夜間部のそれぞれにつ

いて募集定員から転入学等の予定人員及び秋季入学者選抜枠を減じた人数とする。

（１）検査の日程

検査日 ２月下旬（２日間）

発表日 ３月上旬

（２）検査の内容

第１日 ３教科（国語・数学・英語）の学力検査を実施する。国語・数学は５０分、

英語は６０分とする。国語の問題は、放送による聞き取り検査を含む。英語

の問題は、放送によるリスニングテストを含む。なお、定時制の課程で学力

検査を３教科と定めた学校は、各高等学校において、面接、集団討論、自己

表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査

のうちからいずれか一つ以上の検査を実施することとする。

第２日 ２教科（理科・社会）の学力検査を実施する。理科及び社会は５０分とす

る。また、各高等学校において、面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、

適性検査、学校独自問題による検査及びその他の検査のうちからいずれか一

つ以上の検査を実施する。なお、学力検査を３教科と定めた定時制の課程で、

第１日に各高等学校において定めた検査を実施できない場合は、第２日に同

検査を実施することができる。

（３）検査時間割

＜全日制の課程＞

第１日 第２日

9:30 集 合 9:30 集 合
9:30～ 9:40 受付・点呼 9:30～ 9:40 受付・点呼
9:40～ 9:55 注意事項伝達 9:40～ 9:55 注意事項伝達
10:10～11:00 国 語 10:10～11:00 理 科
11:20～12:10 数 学 11:20～12:10 社 会
12:10～12:55 昼食・休憩 12:10～12:55 昼食・休憩
13:05～14:05 英 語 13:05～ 各高等学校が定める検査

～16:30 検査終了

（４）選抜方法

「調査書の評定の全学年の合計値及びその他の記載事項」、「学力検査の成績」、「各

高等学校において実施した検査の結果」等を資料とし、各高等学校が総合的に判定し

て入学者の選抜を行うものとする。また、選抜資料は原則として得点（数値）化する

ものとし、各高等学校は、選抜の手順、各選抜資料の配点等を定め、選抜・評価方法

において公表する。
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２ 特別入学者選抜

（１）海外帰国生徒の特別入学者選抜

海外帰国生徒の特別入学者選抜実施校を指定し、一般入学者選抜の選抜枠の一部に

ついて特別に入学者の選抜（本検査）を行う。

ア 検査等の日程

検査日 ２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

発表日 ３月上旬（一般入学者選抜の結果と併せて同一日に発表）

イ 検査の内容

県が作成した学力検査問題（国語・数学・英語）を実施する。また、各高等学校

において別に定める検査を実施する。

ウ 検査時間割

一般入学者選抜第１日
9:30 集 合
9:30～ 9:40 受付・点呼
9:40～ 9:55 注意事項伝達
10:10～11:00 国 語
11:20～12:10 数 学
12:10～12:55 昼食・休憩
13:05～14:05 英 語
14:20～ 検 査

検査の時間等は各学校が別に定める。
～16:30 検査終了

エ 実施校等の指定

実施校、課程及び学科については、別に定める。

（２）外国人の特別入学者選抜

外国人の特別入学者選抜実施校を指定し、一般入学者選抜の選抜枠の一部について

特別に入学者の選抜（本検査）を行う。

ア 検査等の日程

検査日 ２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

発表日 ３月上旬（一般入学者選抜の結果と併せて同一日に発表）

イ 検査の内容

面接及び作文（いずれも英語又は日本語による）を実施する。

ウ 検査時間割

一般入学者選抜第１日
12:25 集 合
12:25～12:35 受付・点呼
12:35～12:50 注意事項伝達
13:05～ 検 査

検査の時間等は各学校が別に定める。
～16:30 検査終了

エ 実施校等の指定

実施校、課程及び学科については、別に定める。

（３）中国等帰国生徒の特別入学者選抜

一般入学者選抜及び地域連携アクティブスクールの選抜枠の一部について特別に入

学者の選抜（本検査）を行う。

ア 検査等の日程

検査日 ２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

発表日 ３月上旬（一般入学者選抜の結果と併せて同一日に発表）
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イ 検査の内容

面接及び作文を実施する。

ウ 検査時間割

一般入学者選抜第１日

12:25 集 合

12:25～12:35 受付・点呼

12:35～12:50 注意事項伝達

13:05～ 検 査

検査の時間等は各学校が別に定める。

～16:30 検査終了

（４）成人の特別入学者選抜

定時制の課程において、成人に対して、一般入学者選抜の選抜枠の一部について特

別に入学者の選抜（本検査）を行う。

ア 検査等の日程

検査日 ２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

発表日 ３月上旬（一般入学者選抜の結果と併せて同一日に発表）

イ 検査の内容

面接及び作文を実施する。

ウ 検査時間割

一般入学者選抜第１日

12:25 集 合

12:25～12:35 受付・点呼

12:35～12:50 注意事項伝達

13:05～ 検 査

検査の時間等は各学校が別に定める。

～16:30 検査終了

（５）連携型高等学校の特別入学者選抜

連携型高等学校において、当該連携型高等学校と連携する中学校からの志願者に対

して特別に入学者の選抜（本検査）を行う。

ア 検査等の日程

検査日 ２月下旬（一般入学者選抜と同じ日程）

発表日 ３月上旬（一般入学者選抜の結果と併せて同一日に発表）

イ 検査の内容

連携型高等学校が別に定める。

ウ 検査時間割

＜参考＞Ｈ３１選抜と同じ検査内容の実施例

（一般入学者選抜第１日） （一般入学者選抜第２日）
9:30 集 合 9:30 集 合
9:30～ 9:40 受付・点呼 9:30～ 9:40 受付・点呼
9:40～ 9:55 注意事項伝達 9:40～ 9:55 注意事項伝達
10:10～11:00 国 語 10:10～ 面 接
11:20～12:10 数 学
12:10～12:55 昼食・休憩
13:05～14:05 英 語
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３ 地域連携アクティブスクールの入学者選抜

地域連携アクティブスクールに指定された高等学校において、各高等学校が定めた検

査の結果及び書類審査等により、生徒の多様な能力・適性・努力の成果等の優れた面を

多元的に評価する入学者の選抜（本検査）を行う。

（１）検査等の日程

一般入学者選抜と同じ日程を基本とする。

（２）検査の内容

各高等学校において別に定める検査

（３）検査時間割

一般入学者選抜の検査時間割に準じる。

＜参考＞Ｈ３１選抜と同じ検査内容の実施例

（第１日） （第２日）
9:30 集 合 9:30 集 合
9:30～ 9:40 受付・点呼 9:30～ 9:40 受付・点呼
9:40～ 9:55 注意事項伝達 9:40～ 9:55 注意事項伝達
10:10～11:00 国 語 10:10～ 検 査
11:20～12:10 数 学 検査の時間等は各学校
12:10～12:55 昼食・休憩 が別に定める。
13:05～14:05 英 語

４ 通信制の課程の入学者選抜

通信制の課程において、高等学校が定めた検査の結果及び書類審査等により、生徒の

多様な能力・適性・努力の成果等の優れた面を多元的に評価する入学者の選抜を行う。

なお、一期から四期（秋季入学）までの入学者選抜枠については、それぞれ別に定め

る。

（１）検査等の日程

ア 一期入学者選抜
一般入学者選抜と同じ日程

イ 二期入学者選抜
第２次募集と同じ日程

ウ 三期入学者選抜
現行の四期入学者選抜と同じ日程（４月上旬）

エ 四期入学者選抜
現行の五期入学者選抜と同じ日程（９月上旬）

（２）検査の内容

現行のものに準じたものとする。（Ｈ３１選抜は、面接及び作文）

５ 追検査

一般入学者選抜、特別入学者選抜、地域連携アクティブスクールの入学者選抜及び通

信制の課程の入学者選抜（一期）において、検査日当日にインフルエンザ罹患等、やむ

を得ない理由により受検することができなかった者に対して追検査を行う。

（１）受検資格及び手続

インフルエンザ罹患による急な発熱で別室での受検も困難である等、やむを得ない

理由により本検査を全て受検できなかった者のうち、所定の手続により、志願する高

等学校の校長に承認を受けた者を対象とする。

追検査を志願する者は、追検査受検願及び本検査を受検できなかった理由を証明する

書類（医師の診断書等）を在籍（出身）中学校の校長を経由して志願する高等学校の校

長に提出する。
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（２）追検査の日程

検査日 本検査の結果を発表するまでに実施（１日）

発表日 ３月上旬（本検査の結果と併せて同一日に発表）

（３）検査場所

志願した高等学校

（４）検査の内容

一般入学者選抜は、５教科（国語・数学・英語・理科・社会）の学力検査を実施す

る。国語・数学・理科・社会は５０分、英語は６０分とする。なお、国語の問題は、

放送による聞き取り検査を含む。英語の問題は、放送によるリスニングテストを含む。

各高等学校が定める検査の実施については学校ごとの裁量とする。

なお、特別入学者選抜、地域連携アクティブスクールの入学者選抜及び通信制の課

程の入学者選抜（一期）については、本検査に準じる。

（５）検査時間割

＜全日制の課程（一般入学者選抜）＞

8:45 集 合

8:45～ 8:50 受付・点呼

8:50～ 9:00 注意事項伝達

9:10～10:00 国 語

10:15～11:05 数 学

11:20～12:20 英 語

12:20～13:05 昼食・休憩

13:10～14:00 理 科

14:15～15:05 社 会

15:20～ 各高等学校が定める検査（学校裁量）

16:30 検査終了

６ 第２次募集

全日制の課程（地域連携アクティブスクールを含む。）及び定時制の課程（三部制の

定時制の課程を除く。）にあっては入学許可候補者が募集定員に満たない場合、第２次

募集を行う。

三部制の定時制の課程にあっては入学許可候補者が募集定員から転入学等の予定人員

及び秋季入学者選抜において募集する人数を減じた人数に満たない場合、第２次募集を

行う。

（１）検査の内容

現行のものに準じたものとする。（Ｈ３１選抜は、全ての高等学校において面接を

実施する。さらに、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題に

よる検査及びその他の検査のうちからいずれか一つの検査を実施する。）

（２）検査時間割

9:30 集 合

9:30～ 9:40 受付・点呼

9:40～ 9:55 注意事項伝達

10:10～ 検 査

（３）追加募集

現行と同様に実施する。
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７ 秋季入学者選抜

三部制の定時制の課程の午前部、午後部及び夜間部において、それぞれの募集定員の

一部について、各高等学校が定めた検査の結果及び書類審査等により、生徒の多様な能

力・適性・努力の成果等の優れた面を多元的に評価する入学者の選抜を行う。

なお、秋季入学者選抜枠の範囲は、午前部、午後部及び夜間部のそれぞれについて募

集定員から転入学等の予定人員を減じた人数の５％程度とする。

（１）検査等の日程

８月下旬（現行の秋季入学者選抜と同じ日程）

（２）検査の内容

現行のものに準じたものとする。（Ｈ３１選抜は、各高等学校において、面接、集

団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題による検査及びその他の

検査のうちからいずれか一つ以上の検査を実施する。）



1

平成３３年度県立高等学校入学者選抜以降の選抜方法等について【概要版】

現行制度 新制度

（平成３１年度入学者選抜） （平成３３年度入学者選抜以降）

名 称 前期選抜 後期選抜
一般入学者選抜

（本検査）

検査日 平成31年2月12日（火） 平成31年2月28日（木） ２月下旬（２日間）

13日（水）

［前期発表2月19日（火）］

発表日 平成31年3月 6日（水） 平成31年3月 6日（水） ３月上旬

検査内容 第１日 ５教科の学力検 ５教科の学力検査（１ 第１日 ３教科（国語・数学・英

査（１教科５０分）教科４０分）及び面接 語）の学力検査（国語・数

第２日 各高等学校にお 等各高等学校が必要に 学は５０分、英語は６０分）

いて、面接、自己 応じて実施する検査 第２日 ２教科（理科・社会）の

表現、作文、適性 学力検査（１教科５０分）

検査等から、一つ 各高等学校において、面

以上の検査を実施 接、自己表現、作文、適性

検査等から、一つ以上の検

査を実施

検査時間割 第１日 集合時刻 8:45 集合時刻 8:45 第１日 集合時刻 9:30

午前 国語・数学・英語 午前 国語・数学・英語 午前 国語・数学

午後 理科・社会 午後 理科・社会 午後 英語

第２日 集合時刻 8:45 必要に応じて実施 学校ごとの検査（定時制

午前 学校ごとの検査 する学校ごとの検査 の課程で３教科と定めた学校）

検査終了 16:30

第２日 集合時刻 9:30

午前 理科・社会

午後 学校ごとの検査

検査終了 16:30

選抜方法 調査書、学力検査の成績、 調査書、学力検査の成 調査書の評定の全学年の合計値

各高等学校において実施し 績、各高等学校が必要に 及びその他の記載事項、学力検査

た検査の結果等を資料と 応じて実施した検査の結 の成績、各高等学校において実施した

し、各高等学校が総合的に 果等を資料とし、各高等 検査の結果等を資料とし、各高等学校

判定する。 学校が総合的に判定す が総合的に判定する。また、選抜資料

調査書の評定は、算式１ る。 は原則として得点（数値）化し、各高

を使用する。 調査書の評定は、算式 等学校は、選抜・評価方法において公

１及び算式２を使用する。 表する。
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現行制度 新制度
（平成３１年度入学者選抜） （平成３３年度入学者選抜以降）

名 称 特別入学者選抜 特別入学者選抜
（本検査）

海外帰国生徒の特別入学者選抜 海外帰国生徒の特別入学者選抜

検査日 平成31年2月13日（水）（前期選抜第２日）
２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

学力検査を実施する場合は、第１日に実施

検査内容 実施する高等学校において別に定める検査 ３教科（国語・数学・英語）の学力検
査及び各高等学校において別に定める検
査

外国人の特別入学者選抜 外国人の特別入学者選抜

検査日 平成31年2月13日（水）（前期選抜第２日）
２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

検査内容 面接及び作文（いずれも英語又は日本語に 面接及び作文（いずれも英語又は日本語に
よる。） よる。）

中国等帰国生徒の特別入学者選抜 中国等帰国生徒の特別入学者選抜

検査日 平成31年2月13日（水）（前期選抜第２日）
２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

検査内容 面接及び作文 面接及び作文

成人の特別入学者選抜 成人の特別入学者選抜

検査日 平成31年2月13日（水）（前期選抜第２日）
２月下旬（一般入学者選抜の第１日）

検査内容 面接及び作文 面接及び作文

連携型高等学校の特別入学者選抜 連携型高等学校の特別入学者選抜

検査日 平成31年2月12日（火）（前期選抜第１日）
２月下旬（一般入学者選抜と同じ日程）

13日（水）（前期選抜第２日）

検査内容 連携型高等学校において別に定める検査 連携型高等学校において別に定める検査

地域連携アクティブスクールの入学者選抜
名 称

地域連携アクティブスクールの入学者選抜

一期入学者選抜 二期入学者選抜
（本検査）

検査等の 前期選抜と同じ 後期選抜と同じ 一般入学者選抜と同じ日程
日程 日程 日程

検査内容 各高等学校におい 各高等学校におい 各高等学校において別に定める検査
て別に定める検査 て別に定める検査
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現行制度 新制度
（平成３１年度入学者選抜） （平成３３年度入学者選抜以降）

名 称 通信制の課程の入学者選抜 通信制の課程の入学者選抜

検査等の 一期入学者選抜（前期選抜と同じ日程） 一期入学者選抜（本検査）
日程 検査日 平成31年2月13日（水） 一般入学者選抜と同じ日程

二期入学者選抜（後期選抜と同じ日程） 二期入学者選抜
検査日 平成31年2月28日（木） 第２次募集と同じ日程

三期入学者選抜（第２次募集と同じ日程） 三期入学者選抜
検査日 平成31年3月13日（水）

４月上旬
四期入学者選抜
検査日 平成31年4月 9日（火） 四期入学者選抜（秋季入学）

五期入学者選抜（秋季入学）
９月上旬

検査日 平成31年9月 6日（金）

検査内容 各高等学校において、面接、自己表現、 各高等学校において、面接、自己表現、
作文、適性検査等から、一つ以上の検査 作文、適性検査等から、一つ以上の検査
を実施 を実施

名 称 追検査

受検資格 インフルエンザ罹患による急な発熱で
別室での受検も困難である等、やむを得
ない理由により本検査を全て受検できなか
った者のうち、所定の手続により、志願す
る高等学校の校長に承認を受けた者。

検査日 本検査の結果を発表するまでに実施（１日）

発表日 本検査の結果と併せて同一日に発表

検査場所 志願した高等学校

検査内容 ＜一般入学者選抜＞
５教科（国語・数学・英語・理科・社

会）の学力検査（国語・数学・理科・社
会は５０分、英語は６０分）
学校ごとの検査（学校裁量）

検査時間割 ＜一般入学者選抜＞ 集合時刻 8:45
午前 国語・数学・英語
午後 理科・社会

学校ごとの検査（学校裁量）

名 称 第２次募集 第２次募集

検査内容 全ての高等学校において面接を実施す 全ての高等学校において面接を実施す
る。さらに、自己表現、作文、適性検査 る。さらに、自己表現、作文、適性検査
等から、一つ以上の検査を実施 等から、一つ以上の検査を実施

検査時間割 集合時刻 8:45 集合時刻 9:30

名 称 秋季入学者選抜 秋季入学者選抜

募集人員 午前部、午後部及び夜間部のそれぞれにつ 午前部、午後部及び夜間部のそれぞれに
いて募集定員から転入学等の予定人員を減 ついて募集定員から転入学等の予定人員を
じた人数の５％以上２０％以内 減じた人数の５％程度

検査日 平成31年8月22日（木）
８月下旬

検査内容 各高等学校において、面接、自己表現、 各高等学校において、面接、自己表現、
作文、適性検査等から、一つ以上の検査 作文、適性検査等から、一つ以上の検査
を実施 を実施

※新制度の枠内 は平成３１年１２月頃に発表する予定です。


