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愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議議事録（令和３年度第１回）

日時 令和３年５月20日（木）

午前10時から午前11時45分まで

会場 愛知県本庁舎 正庁

欠席 長谷川委員、髙本委員

開会 高等学校教育課主査

教育委員会挨拶 愛知県教育委員会教育長

議長・副議長の選出 議長（土屋委員） 副議長（林委員）

議長挨拶

副議長挨拶

議長 令和３年度入学者選抜結果等について報告を受けた後、協議に

入りたい。

事務局から入学者選抜の実施結果等の報告をお願いする。

高等学校教育課担当課長 （令和３年度入学者選抜の実施結果等について報告）

議長 事務局から報告があった令和３年度入学者選抜の実施結果等に

ついて、質問や意見はあるか。

齋藤委員 公立高等学校の志願者が昨年度と比べて3,000人以上減少して

いるが、減少した中学生の進路先を教育委員会は把握しているか。

高等学校教育課担当課長 中学校卒業者の進路に関するデータは未確定だが、中学校卒業

者自体が減少していることと、私立高等学校や広域通信制高等学

校を選ぶ生徒が増えていることが原因であると思われる。

加藤(聡)委員 公立高等学校と私立高等学校で募集人員の比率は２：１であっ

たはずだが、変わったのか。

高等学校教育課長 公立高等学校と私立高等学校の全日制課程の募集人員の比率

は、変わっていない。

議長 中学校の立場から、この件について情報や意見はあるか。

鈴木(直)委員 公立高等学校への志願者の減少分のうち、７割が私立高等学校、

１割が専修学校、残りの２割が広域通信制高等学校を志望してい

る生徒である。全日制課程の高等学校に限らず、中学生の進路選
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択は多様化している。

議長 他に質問はあるか。

小玉委員 環境推薦はどのような選抜か。

高等学校教育課担当課長 恵まれない環境を克服し、向学心に富み、生活態度が他の模範

となる生徒を対象にした推薦選抜である。

黒田委員 農業、工業、商業、家庭、福祉など、産業分野に特化した専門

学科の推薦選抜では、その学科で学びたいという気持ちをもった

生徒を受け入れることができるとよい。

議長 入学者選抜の実施結果等についての議事はこのあたりで終え、

本年度の諮問事項について、事務局から説明をお願いする。

高等学校教育課長 （本年度の諮問事項について説明）

高等学校教育課担当課長 （資料に基づき諮問事項にかかる資料について説明）

議長 諮問事項について、質問はあるか。

太田委員 ２つ質問がある。一般選抜における校内順位の決定方式の見直

しについて、調査書重視か学力検査重視かを各高等学校がこれま

でよりも学科の特色を生かして選択できるようになるが、事務局

はどちらを選択する高等学校が多くなると予想しているのか。ま

た、特色選抜について、多様な生徒のよさを認めるという趣旨は

理解できるが、中学校長の推薦を必要としないとされたのはなぜ

か。

高等学校教育課担当課長 １つ目の質問については、事務局としての具体的な予想はない。

各高等学校が適切な方式を選択することになると考えている。

２つ目の質問については、現在の推薦選抜は中学校長の推薦が

必要であるが、それとは別に、より多様な生徒が第１志望校に進

学できるよう、中学校長の推薦を必要としない特色選抜を設ける

こととして、昨年度の検討会議でまとめを得た。

高等学校教育課長 推薦選抜の実施時期がこれまでよりも早くなるため、できるだ

け多くの生徒に早い時期に行う入試の受検機会を与えたいという

考えもあった。多様な受検生が受検できるようにするためには、
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中学校長の推薦を必要としない選抜が考えられ、中学校長の推薦

書の代わりに、高等学校としては何らかの入学検査を行った上で

選抜をするというのが、昨年度の検討会議の議論であった。

加藤(聡)委員 推薦選抜を早い時期に実施するというのは、いつ頃を想定して

いるのか。また、特色選抜は推薦選抜よりも早い時期に行うのか。

高等学校教育課長 推薦選抜の実施時期については検討中である。中学校３年生の

３学期における学習や、私立高等学校の入試日程にも配慮する必

要があると考えている。特色選抜の実施日程については、本協議

会議において協議していただきたい。

鈴木(雅)委員 特色選抜は、具体的にどのような生徒を対象とすることを想定

しているのか。中学校で校長の推薦が得られない生徒が、特色選

抜を受検するということか。

高等学校教育課長 昨年度の検討会議で本協議会議への引き継ぎとして作成された

資料の中に検討項目の例が示されているが、特色選抜の対象とな

る生徒をどのように設定するかについては、本協議会議において

検討していただくことになる。ただし、推薦選抜に出願できない

から特色選抜に出願するということではなく、自らの進路実現の

ために、その高等学校にぜひ入学したいと強く希望する生徒を対

象とする選抜として、昨年度の検討会議のまとめを得たものであ

る。

議長 質問については、ここまでとする。

諮問事項について、意見はあるか。

嶋田委員 県立高等学校では定員に満たない学校が増えており、危機感を

もっている。どの高等学校も魅力化に取り組んでいるが、志願者

の増加には結びついていない。新制度は、魅力化に取り組んでい

る高等学校の努力が志願者の増加に結びつくようなものとした

い。

専門学科の立場としては、推薦選抜を早い時期に実施し、学力

検査を課さないことは、ありがたい。

特色選抜には期待している。専門学科には、中学校までは思う

ように学習が進まなかったが、高等学校に来て専門学科の実習等

で学びの楽しさや喜びを感じ、成長している生徒がたくさんいる。

このような専門学科の卒業生が、モノづくり愛知を支えている。

専門学科としては、一般選抜以外の定員枠を増やしたいという
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意見をもっている。従来の推薦選抜の定員に、特色選抜の定員を

加えることで、早期に合格できる生徒が増える。専門学科には、

強い入学希望と目的意識を持った生徒を入学させたい。また、部

活動で頑張ったが実績を得られなかった生徒や、学習を頑張った

が教科によって得意・不得意がある生徒など、中学校長の推薦を

得にくい者も含めて、特色選抜にチャレンジできるとよい。その

ためには、推薦選抜よりも早い時期に実施できるとよい。

新井委員 魅力ある高等学校として、それぞれの学校の特色を生かし、生

徒のニーズに合わせて、選択肢を広げるという特色選抜の趣旨は

よく分かる。制度をよりよいものとするために、中学校で混乱が

生じないよう、各高等学校が求める生徒像を明確にして、生徒・

保護者がきちんと理解できるような制度にする必要がある。進む

方向としては理解できるので、中学校現場が戸惑うことなく進路

指導ができる制度となることを望む。

加藤(千)委員 欠員が多いので、欠員の解消につながる入学者選抜制度となる

ことを希望する。

また、これからの時代は入学者選抜制度にも多様性が求められ

るが、制度としての客観性もしっかり確保する必要がある。事務

局から特色選抜について説明があったが、どのような選抜なのか

まだ具体的なイメージが沸かないので、客観性をより高めたい。

鈴木(み)委員 特色選抜では中学校長の推薦を必要としないこととしたのはな

ぜか、改めて教えてほしい。

高等学校教育課長 昨年度の検討会議の議論の中では、現行の推薦選抜とは別の、

新しい選抜を設けた上で、推薦選抜との違いを明確にするため、

中学校長の推薦は不要とされた。これは、現在の推薦選抜の趣旨

を否定するのものではなく、より多様な生徒が入学できるように

するためである。推薦選抜では、各高等学校が推薦基準を設定し

ているが、その基準に合わない場合は推薦されない。しかし、推

薦の対象にはならないが入学を強く希望している生徒にも、第１

志望校への複数の出願機会を与えたいという意見が検討会議では

多かった。

議長 昨年度の検討会議では、中学校長の推薦を目指す生徒や、この

高等学校に行きたいという強い希望をもつ生徒を含めて、さまざ

まな生徒を受け入れるために、制度を多様化しようという議論が

あった、という説明であった。
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飯島委員 私は昨年度の検討会議に出ていたが、推薦選抜を大きく変える

となると混乱が生じるため、推薦選抜については従来どおりとし、

新たな選抜を導入することとなった。また、特色選抜では中学校

長の推薦が不要という都道府県が多く、多様な生徒が出願できる

ようにするという視点から、中学校長の推薦は求めないこととな

った。

須田委員 普通科から見た特色選抜について、意見を述べたい。

私も昨年度の検討会議に出ていたが、現行制度では、推薦選抜

が一般選抜と一体で行われているため、推薦選抜において多様な

能力を評価していることが、受検生や保護者に伝わりにくいとい

う意見があった。

また、推薦選抜を一般選抜から切り離して早期に実施すると、

早い時期に合格が決まるので生徒・保護者に安心感を与えられる

というメリットや、多様な能力、特に学力以外の力を評価すると

いうメッセージを明確に示すことができるというメリットがある

という議論もあった。

高等学校には、自然科学や人文科学で特異な力や経験をもった

生徒が多数いる。たとえば、幼いころから自然観察が好きで、特

定の生き物などに強い興味と豊富な知識を持っている生徒、ある

いは、幼いころからの海外での生活経験が豊富で、思考力・表現

力に長けている生徒も時折見られる。そのような生徒は、大学進

学や就職の時に、そうしたものが大きな推進力になる。

推薦選抜は、各高等学校の推薦選抜実施要項に基づいて、中学

校が推薦するかどうかの判断をすることになるが、ある部分に特

異な能力や経験を有する生徒は、教科や部活動の実績では推薦の

対象にならない可能性がある。推薦の要件は満たさないが、特別

な能力をもった生徒が特色選抜で入学することで、学校の活力が

増すことが期待できる。

職業学科は特色選抜に向けたメッセージを示しやすい。コース

制の普通科も特色が示しやすい。コース制のない普通科でも、ス

クール・ポリシーによって特色を示すことで、特色選抜の実施に

つなげていけるのではないか。

黒田委員 特色選抜は、大学入試で一芸に優れた生徒を対象とするＡＯ入

試に似ていると感じる。

学業以外で努力している点で自己アピールできる生徒たちを、

選抜することができる。また、特定の科目だけが得意な生徒は、

他の科目の学習方法が適切でないだけであり、上手に学び始めれ
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ば大きく伸びることもある。

また、保護者としては、少しでも早く進路が決まるとよい。特

に、特色選抜は、私立高等学校の入試より早い時期に実施しても

よい。

小玉委員 推薦選抜は、どのような考え方によって行われているか。

高等学校教育課長 入学者選抜実施要項14ページに推薦選抜における合格者の決定

についての記載がある。現行制度の推薦選抜の基準の一つに「運

動・文化・芸術・奉仕活動等の諸活動のいずれかにおいて、優れ

た能力・適性及び実績等を有する者」という一芸に秀でているこ

とを条件としたものがある。○アという項目がそれであるが、ここ

に記載されているとおり、推薦されるための前提として、「人物

が優れている」という評価を中学校から受けている必要がある。

また、高等学校は、入学後の学習に対応できる学力があるかとい

う点も踏まえて合否の判定を行っている。

鈴村委員 各高等学校が示している基準を超えていたら推薦選抜、超えて

いなければ特色選抜という認識でよいか。また、特色選抜では各

高等学校の出願基準は設けられないのか。

高等学校教育課長 特色選抜の制度の内容については、本協議会議でこれからご協

議いただくことになるが、推薦選抜の基準を各高等学校が毎年示

しているように、特色選抜においても、各高等学校が入学を期待

するという生徒像をスクール・ポリシーに基づいて具体的に示す

必要があると考えている。受検生は、それぞれの選抜で各高等学

校が求める生徒像を見て、自分がどちらにあてはまるのかを考え、

どちらに出願するかを選ぶことになる。したがって、特色選抜は

推薦選抜に出願できない生徒のための受け皿であるとは考えてい

ない。

鈴木(直)委員 中学校は、生徒に３年生の３月までしっかりと学習させ、学力

をつけて高等学校に進学させてたいと考えている。愛知県は、全

国学力状況調査の結果で、中学の数学、国語は比較的上位にある

が、これは中学校教育に配慮した入試制度となっているからであ

る。入学者確保のために公立高等学校の入試日程が早くなると、

私立高等学校の入試日程はさらに早くなってしまう。公立高等学

校の特色選抜は、中学３年生がしっかりと学びに向かうことがで

きる入試日程や制度内容としたい。

また、生徒募集計画の在り方についても、計画進学率の見直し
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などによって、欠員が少なくなるようにしてほしい。

河合委員 特色選抜は、文字どおり高等学校の「特色」を明確にした制度

となるようにしたい。また、中学生や保護者が理解しやすい制度

であることが大切である。

齋藤委員 特色選抜は、できるだけシンプルな制度にしたい。そのために

は、各高等学校が推薦選抜と特色選抜のいずれか一方を選んで実

施するとよい。また、推薦選抜と特色選抜は同日実施としたい。

入試の日程が増えると、高等学校の負担が増え、大学受験を控え

た生徒など在校生の指導に影響が出る。

加藤(聡)委員 高等学校現場の負担を増やすことは避けたい。特に、２校志願

で１回受検になると、学力検査の採点のことが心配である。採点

基準の統一と透明性の確保が大切である。現行制度となって記述

式の問題が増え、採点に大変気を遣っている。新制度では、第１

志望校で採点された点数を、第２志望校に提供することになるた

め、客観性を保つようにしなければならない。また、特色選抜を

導入すれば、当然、負担は増えるので、働き方改革の視点から、

学力検査では文章で答える問題を減らす必要がある。

議長 さまざまな意見が出されたが、今後は、諮問事項について、さ

らに専門的な研究協議を行う必要があると考える。専門員会を設

置し、付託することとしたいがよいか。

（異議なし）

議長 事務局で専門員の案があればお願いしたい。

高等学校教育課長 （議長の指示により専門員の名簿を配付し、構成等について若干

の説明）

議長 専門員の案について、いかがか。

（異議なし）

議長 異議がないので、案に示された専門員の方々に、諮問事項の協

議をお願いする。なお、専門員会については、入試制度の見直し

に関する内容を協議するため、本協議会議の開催要項第８により

非公開で開催したいが、よいか。
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（異議なし）

議長 それでは、そのようにする。

熱心な協議に感謝する。本日の協議はこれまでとしたい。

高等学校教育課長 ここで、事務局から報告事項がある。

令和４年４月に県立瑞陵高等学校と岡崎北高等学校に「理数科」

を設置する。理数科は専門学科であるので、推薦選抜の合格者数

は、学科の募集人員の30%程度から45%程度とすることを考えてい

る。なお、両校の普通科については、これまでどおり10%程度か

ら15%程度である。

議長 事務局からの報告事項について、質問はあるか。

（特になし）

議長 事務局からの報告については、承認することとする。

このあとは、事務局でお願いする。

閉会の挨拶 愛知県教育委員会教育長

閉会 高等学校教育課主査


