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公 立 高 校 入 試 制 度
●DATABOOK OF HIGH SCHOOLS

はじめに
　まだまだ先のこととして考えてきた高校入試も、中学３年としての自覚が深まるとともに現実
のものとして感じられるようになってきたことと思います。万全の対策をした上で入試に臨むた
めに、入試のしくみを知り、何が大事なのか、いつどのように勉強すればよいのかを知ることは
非常に大切なことです。
　愛知県では平成元年の高校入試から、全国でも例のない複合選抜という独特の制度が採用され
ています。この制度は、受験機会を複数化し、公立高校を２校受検できるようにした制度で、従
来の学校群制度の問題点を解消し、学校選択の自由の拡大、学力以外の面も評価できるよう選抜
の尺度の多元化を目的としたものでした。
　さらに平成 29 年度入試（平成 29 年３月実施）から、公立高校全日制課程の入学者選抜制
度が新しくなりました。
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入学者選抜制度の概要
　愛知県では、全日制課程の高等学校を、Ａ・Ｂの２つのグループに分けています。入学検査日
が異なるので、志願者はＡグループから１校、Ｂグループから１校の高等学校を選び、第１志望、
第２志望を決め、２校に出願できます。
　ただし、普通科の高等学校は、尾張第１群、尾張第２群、三河群という３つの群に分かれており、
普通科２校に出願する場合は同一群内の２校の組み合わせに限ります。
　選抜には、「一般選抜」と「推薦選抜」があります。推薦選抜に出願できるのは、志願先の高
等学校を第１志望校とする人で、各高等学校が示す条件を満たし、中学校長の推薦を得た人です。

「推薦選抜」で合格とならなかった場合は、あらためて「一般選抜」の対象となります。そのため、
「推薦選抜」の志願者も含め、志願者全員が学力検査（５教科）と面接を受検します。学力検査は、
学習指導要領の趣旨を踏まえ、思考力、判断力、表現力等を測るものとします。
　「推薦選抜」と「一般選抜」を同日に実施するため、いわゆる「受験シーズン」が短期化されます。

1
ONE 通学区域（学区）と群・グループ分け

普通科 （P19 ［表１］参照）

　普通科は、尾張・三河の２学区とします。入学志願者は、自分の居住する学区内の高等学
校を受検することができます。
　尾張学区では、学区内の全ての高等学校を第１群と第２群に分けます。ただし、学区内の
第１群、第２群のいずれの高等学校とも組み合わせることができる１・２群共通校があります。
三河学区では、学区内の全ての高等学校を一つの群にまとめて三河群とします。
　また、尾張学区、三河学区ともに、群をさらにＡ・Ｂの二つのグループに分けます。
　なお、いわゆる調整区域（尾張学区と三河学区の境界にある市町）に居住する人が普通科
へ出願する場合は、居住する学区内の高等学校に加えて、学区外でも出願可能な高等学校を
定めています。（P20 ［表２］参照）

専門学科・総合学科 （P20 ［表３］参照）

　専門学科・総合学科は、全県１学区とします。入学志願者は、自分の居住地にかかわらず、
県内の全ての高等学校を受検することができます。
　また、県内の全ての高等学校をＡ・Ｂの二つのグループに分けます。
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2
TWO 出　　願

一般選抜
　Ａ・Ｂグループのいずれか一方、又は、双方
の高等学校へ出願することができます。ただし、
２校へ出願する場合は、第１志望校と第２志望
校をあらかじめ決めて出願し、普通科２校へ出
願する場合は、同一群内の２校の組み合わせに
限ります。また、普通科の１・２群共通校へ出
願する場合は、第１群、第２群をあらかじめ決
めて入学願書を提出します。

推薦選抜
　推薦選抜に出願することができるのは、志願
先の高等学校の一般選抜に第１志望として出願
する人のうち、中学校卒業見込みで、志願先の
高等学校が示す条件を満たし、中学校長の推薦
を得た人です。また、推薦選抜は、一般選抜の
日程の中で実施します。
　なお、推薦選抜に出願した人も、一般選抜において第２志望校へ出願することができます。
　推薦選抜の定員枠は、次のとおりです。
(1) 普通科

当該高等学校・学科の募集人員の 10％程度から 15％程度
(2) 専門学科・総合学科

当該高等学校・学科の募集人員の 30％程度から 45％程度
　ただし、いわゆる「恵まれない環境」の基準による定員枠は、全校・全学科において募集
人員のおおむね５％とし、上記の定員枠にそれぞれ含みます。

志願変更
　志願変更は、一般選抜の第１志望校・第２志望校のいずれか１校１学科に限り行うことが
できます。（普通科間の志願変更は、同一群内に限ります。）
　また、志願変更を行う場合は、志望順位の変更を認めます。ただし、志望順位のみの変更
はできません。
　なお、第１志望校の推薦選抜に出願した場合は、第１志望の高等学校又は学科を変更する
ことや、志望順位を変更することはできません。ただし、一般選抜において第２志望校へ出
願している場合は、第２志望の高等学校又は学科を変更することができます。
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　全校・全学科において、入学志願者全員に対し、学力検査と面接を行います。推薦選抜に出願
した人も、学力検査を受検します※。また、一部の学科では、特別検査（実技試験）を行います。
※ 推薦選抜で合格とならなかった場合は、一般選抜の対象となります。その際に、学力検査の成績を資料として用いることになる

ため、学力検査を受検する必要があります。

学力検査
　出題教科は、国語、数学、社会、理科、外国語（英
語）の５教科です。ただし、外国語（英語）は、聞
き取り検査を含みます。検査時間と配点は、右の表
のとおりです。
　思考力、判断力、表現力などをこれまで以上に測
ることができる学力検査とするため、検査時間をこ
れまでより５分延長して 45 分とし、各教科の配
点も２点増やして22点満点とします。したがって、
５教科の合計得点の最高は 110 点となります。

面　　接
　推薦選抜の受検者と一般選抜の受検者は、別に面接を行います。ただし、推薦選抜の面接は、
一般選抜の面接を兼ねます。また、推薦選抜の面接では、自己の特性などを１分間程度で答
えさせる質問などをします。

特別検査
　デザイン科、クリエイティブデザイン科、スポーツ科学科、音楽科、美術科では、特別
検査（実技試験）を行います。
　なお、国際英語科と国際教養科の推薦選抜では、特別検査（英語による問答）を行うこ
とがあります。

学力検査の検査時間と配点
教　科 検査時間 配　点
国　語 45 分 22 点
数　学 45 分 22 点
社　会 45 分 22 点
理　科 45 分 22 点

外国語
（英語）

聞き取り 10 分程度
22 点

筆　記 40 分

3
THREE 入学検査
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　各高等学校は、まず、推薦選抜における合格者を決定します。その後、推薦選抜において合格
とならなかった受検者を含めて、一般選抜における合格者を決定します。

推薦選抜
　各高等学校は、中学校長から提出された推薦書、
調査書等の書類の内容、面接等の結果を資料として、
推薦選抜における合格者を決定します。推薦選抜で
は、学力検査の成績は資料として用いません。

一般選抜
　各高等学校は、中学校長から提出された調査書等
の書類の内容、学力検査の成績、面接等の結果を資
料として、推薦選抜において合格とならなかった受
検者を含めて、一般選抜における校内順位を決定し
ます。その後、全校の校内順位データをコンピュー
タ処理して作成された合格候補者名簿に基づいて、
一般選抜における合格者を各高等学校が決定します。
　コンピュータ処理は、次の方法により行います。
　第１志望校の校内順位が合格圏内（募集人員から
推薦選抜等における合格者数を差し引いた、一般選
抜において合格者を決定する人数内）にあるときは、
第１志望校の合格候補者とします。また、その受検
者が第２志望校では合格候補者とならないように
チェックします。
　すなわち、２校受検者が第１志望校、第２志望校
ともに合格圏内にあるときは、第１志望校の合格候
補者とし、第２志望校の合格候補者とはしません。
　その結果、第２志望校では、合格圏内の人数に余
裕が生じることになるため、この余裕が生じた人数
分だけ、受検者の中から校内順位に従って繰り上げ、
その高等学校の合格候補者とします。
　このようなコンピュータ処理を経て、合格候補者
名簿を作成します。

4
FOUR 合格者の決定
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◆校内順位の決定方法
　各高校では次の３つを資料として校内順位を決定します。

※１　評定得点は調査書の９教科の評定合計を２倍にした数値（最高 90 点）を用いる。
※２　学力検査は国語・数学・社会・理科・外国語（英語）の５教科で実施し、各教科
　　　22 点の配点（合計 110 点）とする。

　これらの基準は、教育委員会からの指示に基づいたものであり、各高校では、それに独
自の判断を加えて決定しています。また、面接の結果の扱いは参考にされる程度といわれ
ています。
　まず、一般選抜受験者のうち、調査書の評定合計と学力検査の結果が一般入学募集定員
内にある生徒を「Ａ」、これに属さない生徒を「Ｂ」とします。校内順位の決定は「Ａ」「Ｂ」
の順番で総合的に行い、「Ａ」については調査書の評定合計と学力検査の結果を同等とみて
順位付けを行います。
　「Ｂ」については各高等学校が予め選択した次のⅠ、Ⅱ、Ⅲの何れかの方法によって得ら
れた数値を基礎資料とした上で総合的に行います。

Ⅰ　（評定合計）＋（学力検査合計得点）
Ⅱ　｛（評定合計）× 1.5｝＋（学力検査合計得点）
Ⅲ　（評定合計）＋｛（学力検査合計得点）× 1.5｝

ア　中学校から高校へ提出される調査書の評定合計
イ　学力検査（５科目）の合計得点
ウ　面接の結果
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◆電算処理による合格者決定のしくみ
　一般選抜の合格者の決定は、コンピュータで処理されます。
資料となるのは各高校で前述のような方法で決定された校内順
位ですが、生徒は第１志望校・第２志望校の２校を受験してい
るため少し複雑です。右の高校を例にとって合格者決定のしく
みを確認してみましょう。
　まず内申点も学力検査も 277 番までの生徒が「Ａ」として校内順位がつけられ、上の
Ⅰ～Ⅲの方法で決定された「Ｂ」の生徒の校内順位がそれに続きます。
　まず全志願者１番～ 720 番までのうち、Ｊ○の 277 番が仮の合格ラインになります。そ
の中でもうひとつの第１志望校に合格した生徒は抜けていき、その分だけ合格ラインは下
がっていきます。
　しくみ表では総合順位 531 番の Ｐ□ 君までが最終的に合格することを示しています。そ
して、総合順位 531 番以下の生徒は第２志望へとまわります。また、第１志望校不合格で、
この高校を第２志望校とし、531 番以下になってしまった生徒は第１・第２志望校とも不
合格となる。

●　●　高　校
一般入試定員 277人
第 1 志 望 者 499人
第 2 志 望 者 221人
志 願 者 総 数 720人
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　Ａ・Ｂグループとも同じ日に、推薦選抜、一般選抜をあわせて合格者を発表します。
　受検した高等学校において、「本校に合格」、「相手校に合格」の別が分かるように掲示すると
ともに、中学校長を通じて受検者本人に通知します。推薦選抜を受検した場合、推薦・一般のど
ちらの選抜で合格したのかが分かるように通知します。

5
FIVE 合格者発表

　海外帰国生徒にかかる入学者選抜（海外帰国生徒選抜）、外国人生徒及び中国帰国生徒等にか
かる入学者選抜（外国人生徒等選抜）、連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜（連携型選抜）
を、特別選抜として実施します。
　海外帰国生徒選抜と外国人生徒等選抜は、一般選抜の日程の中で実施し、合格者発表も一般選
抜と同時に行います。

海外帰国生徒選抜
　志願先の高等学校・学科を第１志望として一般選抜にも出願し、一般選抜の学力検査（５
教科）を受検します。
　合格者の決定は、一般選抜における校内順位の決定に先立って、提出書類の内容、一般選
抜の学力検査のうち国語、数学、外国語（英語）の成績、面接等の結果を資料として行います。
　なお、海外帰国生徒選抜において合格とならなかった受検者は、一般選抜の対象とします。
また、一般選抜において第２志望校へ出願することができます。

外国人生徒等選抜
　志願先の高等学校・学科を第１志望として一般選抜にも出願します。ただし、一般選抜の
学力検査とは別に、国語、数学、外国語（英語）を一つにまとめた基礎的な内容で、問題の
漢字にルビを振った外国人生徒等選抜のための学力検査（45 分）を、一般選抜の面接実施日
に行います。
　合格者の決定は、一般選抜における校内順位の決定に先立って、提出書類の内容、外国人
生徒等選抜の学力検査の成績、面接（個人面接）等の結果を資料として行います。
　なお、外国人生徒等選抜において合格とならなかった受検者は、一般選抜の対象とします。
また、一般選抜において第２志望校へ出願することができます。

連携型選抜
　一般選抜に先立って、別日程で実施します。面接と「中高連携のもとに行われる学習のま
とめ」の発表を行います。

6
SIX 特別選抜
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　合格者が募集人員に満たない高等学校・学科において第２次選抜を実施します。
　第２次選抜に出願することができるのは、愛知県内の国公私立のいずれかの高等学校を受検
し、いずれの高等学校にも合格しなかった人です。
　学区内の高等学校のうち、群・グループにかかわりなく、１校１学科に限り出願できます。また、
志願変更は、１回に限り行うことができます。（普通科間の志願変更は、同一学区内に限ります。）
　入学検査として、作文、学力検査Ⅰ、学力検査Ⅱ、面接を行います。学力検査Ⅰは、国語、数学、
外国語（英語）の基礎的な内容とします。ただし、外国語（英語）の聞き取り検査は行いません。
また、学力検査Ⅱは、社会と理科の基礎的な内容とします。
　なお、デザイン科、クリエイティブデザイン科、スポーツ科学科、音楽科、美術科では、特別
検査（実技試験）を行います。

7
SEVEN 第２次選抜

8
EIGHT 出願から合格者発表までの流れ


