２０２０年１１月５日（木）
愛知県教育委員会高等学校教育課
進路指導グループ
担
当 大谷・山下
内
線 ３９０２・３９１６
ダイヤルイン ０５２－９５４－６７８６
愛知県教育委員会特別支援教育課
指導グループ
担
当 片山・加藤
内
線 ３９３２・３９３３
ダイヤルイン ０５２－９５４－６７９８

令和３年度「愛知県公立高等学校入学者選抜における学力検査」及び
「愛知県立特別支援学校幼稚部及び高等部の入学者選考」に関する
対応について
愛知県教育委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、中学校等（※）
で臨時休業が実施されたことを踏まえ、令和３年度愛知県公立高等学校入学者選
抜における新型コロナウイルス感染症にかかる配慮事項について、県内中学校に
通知しています（２０２０年６月２４日発表済み。）。
この度、令和３年度愛知県公立高等学校入学者選抜及び県立特別支援学校入学
者選考において、出題範囲及び「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検
査」の実施について定めましたので、お知らせします。
なお、このことについて本日、別添１から別添４のとおり県内国公私立中学校
等、特別支援学校及び公立高等学校へ通知しました。
※ 中学校等には、義務教育学校及び中等教育学校が含まれています。

１ 公立高等学校入学者選抜
(1) 出題範囲
中学校等において卒業までに学習すべき内容を出題範囲とし、出題範囲の削
減は行わない。ただし、中学校等において臨時休業が実施されたことを踏まえ、
今年度は基礎的・基本的な事項をより重視して出題する。
(2) 特別の追検査
全日制課程一般選抜において、学力検査の２日後に行っている通常の追検査と
は別に、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検査」を３月２４日（水）
に行う。
２ 県立特別支援学校入学者選考
県立特別支援学校についても、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検
査」を行う。
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３ 「特別の追検査」についての考え方
(1) 愛知県公立高等学校入学者選抜（全日制課程）においては、急病又は交通事故
等やむを得ない理由により、当日に受検できなくなった入学志願者を対象とする
追検査を、学力検査の２日後に実施している。
(2) 新型コロナウイルス感染症と診断された者又はその疑いがあると判断された
者等については、学力検査２日後の追検査を受検できなくなる可能性があること
から、全日制課程で「特別の追検査」を実施する。
(3) 定時制課程・通信制課程については、前期選抜と後期選抜が１４日以上離れて
おり、少なくとも一方の受検は可能と考えられることから、特別の追検査は行わ
ない。
[公立高等学校]
○ 全日制課程
一般選抜
Ａグループ
学力検査
２０２１年
３月５日(金)
面接
３月８日(月)
追検査
３月７日(日)

特別の追検査

Ｂグループ
学力検査
２０２１年
←１４日間→ 学力検査、面接
３月１０日(水)
２０２１年
面接
３月２４日(水)
３月１１日(木)
追検査
３月１２日(金)

○ 定時制課程
前期選抜

○ 通信制課程
後期選抜

前期選抜

３月４日(木) ←２０日間→ ３月２４日(水)

後期選抜

２月２８日(日) ←２８日間→ ３月２８日(日)

[県立特別支援学校]
入学者選考

特別の追検査

選考期日
高等特別支援学校及び豊川特 ２０２１年
２０２１年
別支援学校本宮校舎・大府も １月２８日(木) ←１5日間→
２月１２日(金)
ちのき特別支援学校桃花校舎
追検査
２月１日(月)
選考期日
２月１８日(木)
←１４日間→ 各学校において
上記以外の学校
追検査
定めた期日
以上
各学校において
定めた期日
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別添１
２教高第876-1号
令和２年11月５日
各教育事務所長・支所長

殿
愛知県教育委員会事務局長

令和３年 度愛 知県公 立高等学 校入 学者選 抜におけ る学 力検査
並びに愛 知県 立特別 支援学校 幼稚 部及び 高等部の 入学 者選考
について（通知）
令和３年度愛知県公立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染
症にかかる配慮事項について、令和２年６月24日付け２教高第389号によりお示
ししたところですが、県立特別支援学校の入学者選考を含め、学力検査等に関
しては下記のとおりとします。
つきましては、貴管内市町村教育委員会へ周知してください。
記
１

公立高等学校入学者選抜

(1) 出題範囲
中学校等において卒業までに学習すべき内容を出題範囲とし、出題範囲の
削減は行わない。ただし、中学校等において臨時休業が実施されたことを踏
まえ、今年度は基礎的・基本的な事項をより重視して出題する。
(2) 特別の追検査
全日制課程一般選抜において、学力検査の２日後に行っている通常の追
検査とは別に、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検査」を３月
24日（水）に行う。
２

県立特別支援学校入学者選考
県立特別支援学校についても、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の
追検査」を行う。追検査の実施日は、高等特別支援学校並びに豊川特別支援学
校本宮校舎及び大府もちのき特別支援学校桃花校舎については２月12日（金）
に、それ以外の特別支援学校については各学校において定めた期日に行う。

担当
電話

高等学校教育課

進路指導グループ（前田）

特別支援教育課

指導グループ（加藤）

052-954-6786（高等学校教育課ダイヤルイン）
052-954-6798（特別支援教育課ダイヤルイン）

別添２
２教高第876-2号
令和２年11月５日
各県立学校長

殿
愛知県教育委員会事務局長

令和３年 度愛 知県公 立高等学 校入 学者選 抜におけ る学 力検査
並びに愛 知県 立特別 支援学校 幼稚 部及び 高等部の 入学 者選考
について（通知）
令和３年度愛知県公立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染
症にかかる配慮事項について、令和２年６月24日付け２教高第389号によりお示
ししたところですが、県立特別支援学校の入学者選考を含め、学力検査等に関
しては下記のとおりとします。
記
１

公立高等学校入学者選抜

(1) 出題範囲
中学校等において卒業までに学習すべき内容を出題範囲とし、出題範囲の
削減は行わない。ただし、中学校等において臨時休業が実施されたことを踏
まえ、今年度は基礎的・基本的な事項をより重視して出題する。
(2) 特別の追検査
全日制課程一般選抜において、学力検査の２日後に行っている通常の追
検査とは別に、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検査」を３月
24日（水）に行う。
２

県立特別支援学校入学者選考
県立特別支援学校についても、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の
追検査」を行う。追検査の実施日は、高等特別支援学校並びに豊川特別支援学
校本宮校舎及び大府もちのき特別支援学校桃花校舎については２月12日（金）
に、それ以外の特別支援学校については各学校において定めた期日に行う。

担当
電話

高等学校教育課

進路指導グループ（前田）

特別支援教育課

指導グループ（加藤）

052-954-6786（高等学校教育課ダイヤルイン）
052-954-6798（特別支援教育課ダイヤルイン）

別添３
２教高第876-3号
令和２年11月５日
名 古 屋 市 教 育 委 員 会 教 育 長
名古屋大学教育学部附属中・高等学校長

殿

愛 知 教 育 大 学 附 属 学 校 課 長
愛知県教育委員会事務局長
（

公

印

省

略

）

令和３年 度愛 知県公 立高等学 校入 学者選 抜におけ る学 力検査
並びに愛 知県 立特別 支援学校 幼稚 部及び 高等部の 入学 者選考
について（通知）
令和３年度愛知県公立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染
症にかかる配慮事項について、令和２年６月24日付け２教高第389号によりお示
ししたところですが、県立特別支援学校の入学者選考を含め、学力検査等に関
しては下記のとおりとします。
記
１

公立高等学校入学者選抜

(1) 出題範囲
中学校等において卒業までに学習すべき内容を出題範囲とし、出題範囲の
削減は行わない。ただし、中学校等において臨時休業が実施されたことを踏
まえ、今年度は基礎的・基本的な事項をより重視して出題する。
(2) 特別の追検査
全日制課程一般選抜において、学力検査の２日後に行っている通常の追
検査とは別に、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検査」を３月
24日（水）に行う。
２

県立特別支援学校入学者選考
県立特別支援学校についても、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の
追検査」を行う。追検査の実施日は、高等特別支援学校並びに豊川特別支援学
校本宮校舎及び大府もちのき特別支援学校桃花校舎については２月12日（金）
に、それ以外の特別支援学校については各学校において定めた期日に行う。

担当
電話

高等学校教育課

進路指導グループ（前田）

特別支援教育課

指導グループ（加藤）

052-954-6786（高等学校教育課ダイヤルイン）
052-954-6798（特別支援教育課ダイヤルイン）

別添４
２教高第876-4号
令和２年11月５日
愛知県県民生活部長

殿
愛知県教育委員会事務局長

令和３年 度愛 知県公 立高等学 校入 学者選 抜におけ る学 力検査
並びに愛 知県 立特別 支援学校 幼稚 部及び 高等部の 入学 者選考
について（通知）
令和３年度愛知県公立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染
症にかかる配慮事項について、令和２年６月24日付け２教高第389号によりお示
ししたところですが、県立特別支援学校の入学者選考を含め、学力検査等に関
しては下記のとおりとします。
つきましては、貴殿所管の私立中学校へ周知してください。
記
１

公立高等学校入学者選抜

(1) 出題範囲
中学校等において卒業までに学習すべき内容を出題範囲とし、出題範囲の
削減は行わない。ただし、中学校等において臨時休業が実施されたことを踏
まえ、今年度は基礎的・基本的な事項をより重視して出題する。
(2) 特別の追検査
全日制課程一般選抜において、学力検査の２日後に行っている通常の追
検査とは別に、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の追検査」を３月
24日（水）に行う。
２

県立特別支援学校入学者選考
県立特別支援学校についても、
「新型コロナウイルス感染症にかかる特別の
追検査」を行う。追検査の実施日は、高等特別支援学校並びに豊川特別支援学
校本宮校舎及び大府もちのき特別支援学校桃花校舎については２月12日（金）
に、それ以外の特別支援学校については各学校において定めた期日に行う。

担当
電話

高等学校教育課

進路指導グループ（前田）

特別支援教育課

指導グループ（加藤）

052-954-6786（高等学校教育課ダイヤルイン）
052-954-6798（特別支援教育課ダイヤルイン）

