
- 1 -

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２回）

日時 令和３年９月14日（火）

午前10時から午前11時50分まで

会場 愛知県庁本庁舎 正庁

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

議長挨拶

副議長挨拶

議長 諮問事項である「全日制課程における新しい入学者選抜制度の

在り方について」の専門員会としてのまとめを、専門員会議長

である飯島委員から報告してほしい。

飯島委員 専門員会に付託された事項について、専門員会を６回開催し、

慎重に検討を行った結果、専門員会としてのまとめを得たので、

資料に基づいて報告する。

本協議会議からの付託事項は、次のとおりである。

Ⅰ 付託事項（令和３年５月20日 協議会議より付託）

全日制課程における新しい入学者選抜制度の在り方について

専門員会の経過と協議の概要は、次のとおりである。

Ⅱ 専門員会の経過と協議の概要

第１回 令和３年５月31日（月）

第２回 令和３年６月10日（木）

第３回 令和３年６月24日（木）

第４回 令和３年７月15日（木）

第５回 令和３年８月２日（月）

第６回 令和３年８月19日（木）

６回の専門員会を開催し、慎重な協議の結果、「令和３年度

愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議専門員会まとめ」

のとおり結論を得た。

次に、専門員会での協議経過を報告した後、まとめの内容を

読み上げながら、補足説明を行う。

まず、専門員会での協議経過の概要である。

第１回の専門員会では、昨年度の「検討会議のまとめ」の「４」
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にある「一般選抜における校内順位の決定方式」と、「７」にあ

る「特色選抜」、また、来年４月から全日制単位制高等学校とな

る守山高等学校と幸田高等学校で導入する特別な選抜を、新制度

の中にどのように位置づけるか、という３点を専門員会で協議す

ることを確認したのち、協議を始めた。

まず、「一般選抜における校内順位の決定方式」における「評

定得点と学力検査得点の比率」について協議を始めたが、中学校、

高等学校それぞれの立場からさまざまな意見が出され、結論が出

そうになかったので、いったん保留して、第２回以降に改めて協

議することにした。

次に、評定得点と学力検査得点による「Ａ」「Ｂ」の区分につ

いて、実際の入試のデータによるシミュレーションの結果を用い

て協議した。

現行制度では、受検生を「Ａ」「Ｂ」に区分した上で、評定得

点と学力検査得点の割合を定めたⅠ、Ⅱ、Ⅲの方式を、「Ｂ」の

受検生だけに適用しているが、「Ａ」「Ｂ」の区分を行った場合

と、区分をなくして全ての受検生にⅠ、Ⅱ、Ⅲの方式を適用した場

合のいずれにおいても、合否結果には影響がないことを確認した。

その上で、受検生や保護者にとってより理解しやすく、分かり

やすい制度とするという視点から、「Ａ」「Ｂ」の区分をなくす

方向で協議が進み、合意に至った。これについては、後ほどシミ

ュレーションの資料を用いて、詳しく説明する。

第２回の専門員会では、「評定得点と学力検査得点の比率」に

ついて、改めて協議を行ったが、第１回と同様、合意に至りそう

になかったので、再び協議を保留した。

また、第１回でいったん合意した「Ａ」「Ｂ」の区分の廃止に

ついて、中学校の立場の専門員から、「Ａ」「Ｂ」の区分の廃止

が中学生に与える影響を心配して、改めて協議したいという要望

があり、協議した。

第３回の専門員会においても、「Ａ」「Ｂ」の区分の廃止につ

いての懸念が示されたため、改めて、実際の入試データを用いた

シミュレーションの結果を踏まえて、協議した。

その結果、中学生や保護者が「Ａ」「Ｂ」の区分を廃止する意

味を誤って理解することがないよう、県教育委員会が分かりやす

い資料を作り、中学校においても中学生や保護者が誤解しないよ

う説明することで、「Ａ」「Ｂ」の区分廃止について合意が得ら

れた。

そののち、「評定得点と学力検査得点の比率」について協議し
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た。３回目の協議であったが、依然として意見の隔たりがあり、

合意に至らなかったので、三たび協議を保留し、「特色選抜」に

ついての協議を先に進めることとした。

「特色選抜」については、昨年度の検討会議で作成された検討

項目に関する資料に基づいて、協議した。

特色選抜を実施することのできる学校・学科については、農業、

工業、商業などの「職業学科」と、理数科や国際教養科などの「職

業学科を除く専門学科」、「総合学科」、「コースをもつ普通科」、

「特色ある教育課程を有する普通科」、さらに、「地域に根差し、

地域貢献を特色とする高等学校」とすること、また、特色選抜を

実施するかどうかは、各高等学校長が決定することで合意した。

第４回の専門員会では、特色選抜の「実施時期」、「推薦選抜

との併願の可否」、「入学検査の内容」、「定員枠」について協議

した。

「実施時期」については、一般選抜よりも早い時期に実施する

推薦選抜と同じ日とする意見で一致した。

また、特色選抜は、推薦選抜とは性質が異なることから、「推

薦選抜との併願はできない」こととした。

「入学検査の内容」については、「面接」を必須とする方向で

協議が進んだが、「面接」以外の検査をどうするかについては、

さまざまな意見が出たので、「定員枠」の在り方とともに、第５

回の専門員会で協議することとした。

第５回の専門員会では、引き続き、特色選抜の「入学検査の内

容」について協議し、「定員枠」、出願に必要な「提出書類」に

ついても協議した。

「入学検査の内容」については、「面接」を必須とする方向で

協議が進み、面接以外にもう一つ検査を行う「面接プラスワン」と

することで意見が一致した。プラスワンの内容は、後ほど報告する。

「定員枠」については、募集人員が40名の学科においてもある

程度の合格者数が出せるように、募集人員の20％程度までを上限

とした上で、その20％の枠内で各高等学校が実情に応じて「何人

程度まで」と具体的な人数の上限を設定できるとよいと考えた。

特色選抜の定員は推薦選抜とは別枠とする方向で協議が進み、合

意に至った。

出願に必要な「提出書類」については、入学願書と調査書に加

えて、「志望理由書」を提出することとした。

続いて、職業学科で特色選抜を実施する場合、対象となる生徒

が重なる可能性の高い「○エ推薦」との関係をどのように整理する
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かについて協議した。

その結果、現行の○エ推薦は、基本的に特色選抜に移すこととし

た。新制度では、農業科と水産科のいわゆる「後継者推薦」のみ

を「○エ推薦」として残す方向で協議が進み、合意に至った。

第６回の専門員会では、来年３月の入試（現行制度で最後の入

試）で初めて実施する「全日制単位制高等学校にかかる入学者選

抜」を新制度の中にどのように位置づけるかを協議した。

その結果、この選抜が不登校経験者を対象にしていることから、

実施時期は一般選抜よりも早い推薦選抜と同じとし、学力検査は

「基礎学力検査」とすることで、合意に至った。

また、昨年度の検討会議のまとめの中で、「現行の日程を改め

て早い時期に実施する」とされている「外国人生徒及び中国帰国

生徒等にかかる入学者選抜」の実施時期についても協議した。

その結果、この選抜についても、推薦選抜と同じ日程とするこ

とで、合意に至った。

最後に、一般選抜で校内順位を決定する際の「評定得点と学力

検査得点の比率」について、改めて協議した。

昨年度の「検討会議のまとめ」に、「校内順位の決定方式につ

いては、各高等学校・学科の特色をより生かすことができるよう

にする。」とあることを尊重すれば、現行のまま何も変更しない

という選択をすることは難しいという判断を共有した上で協議を

進め、現行の方式に「評定得点を２倍」する方式と「学力検査得

点を２倍」する方式の２つを加えて、全部で５通りの方式とする

ことで、最終的な合意に至った。

以上が専門員会における協議の経過の概要である。

次に、専門員会としてのまとめの内容について、実際に交わされ

た意見や協議の様子などを補足しながら、項目ごとにくわしく説明

する。

令和３年度愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議専門員会

まとめ

愛知県公立高等学校入学者選抜方法を、次のようにすること

が望ましい。

全日制課程における新しい入学者選抜制度については、次の

とおりとする。

１ 一般選抜における校内順位の決定方式について

(1) 調査書の評定得点と学力検査合計得点による「Ａ」、
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「Ｂ」の区分は、行わない。

(2) 調査書の評定得点と学力検査合計得点の比率は、現行

のⅠ、Ⅱ、Ⅲの３通りの方式に、新たに評定得点を２倍

する方式及び学力検査合計得点を２倍する方式を加えて

５通りとし、各高等学校があらかじめ選択する。

(3) その他の事項は、現行どおりとする。

「１」の一般選抜における校内順位の決定方式について、補足

する。

まず、「(1)」の「Ａ」「Ｂ」の区分については、シミュレーシ

ョン結果を用いて説明する。

縦軸の学力検査得点と、横軸の評定得点それぞれの累積順位が

ともに基準人数、つまり一般選抜の募集人員の範囲内が「Ａ」、

シミュレーション結果では赤色で塗られた部分である。それ以外

が「Ｂ」となる。

階段状に横切っている線が合否ラインで、合否ラインの左上が

合格者、右下が不合格者である。「Ａ」の赤い部分は、自動的に

合格となる領域であることが分かる。また、「Ａ」「Ｂ」の区分

が、受検生の合否に全く影響しないことも分かる。

「Ａ」「Ｂ」の区分が設けられたのは、今から50年近く前の昭

和47年である。その当時、評定得点は現在と同じ最高90点であっ

たが、学力検査を５教科から３教科に減らして最高60点にするこ

とが予定されていた。そのため、評定得点と学力検査得点を同じ

比重で扱うことができるように、分布表を作成し、最初に「Ａ」

の受検生、そのあとで「Ａ」以外の受検生という手順で順位付け

を行うこととされた。手計算で行われていた当時は、こうした分

布表を作って視覚化することが、誤りなく順位付けするために必

要であったと考えられる。

高等学校の立場の専門員からは、「Ａ」「Ｂ」の区分を正しく

行うためには、データの点検を慎重に行う必要があり、それが合

格者発表までに時間がかかる一因となっていること、また、「Ａ」

「Ｂ」を区分する作業が校内順位を決定していく際に最もミスが

出やすいところであるという報告があり、すでに形骸化している

「Ａ」「Ｂ」の区分はなくすのが合理的である、という考えで最

終的にまとまった。

ただし、中学校の立場の専門員からは、「Ａ」「Ｂ」の区分の

廃止によって、調査書の評定が重視されなくなったという誤解が

生じる懸念が示されたので、そのようなことにならないよう、生

徒・保護者と中学校の教員に、「Ａ」「Ｂ」の区分をなくす意図

と、区分を廃止しても評定と学力検査の重み付けが変わることは
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ないということを、きちんと伝える必要があると考えている。

続いて、「まとめ」の「(2) 調査書の評定得点と学力検査合計

得点の比率」について補足する。

中学校の立場の専門員からは、高等学校が評定得点と学力検査

合計得点の比率を任意で設定したり、２：８や３：７にしたりす

るのは、中学校での指導が難しくなる可能性があること、また、

できるだけシンプルな制度がよいということから、「現行どおり」

とすることが望ましいとする意見が出された。

一方、高等学校の立場の専門員からは、各高等学校の特色が出

せるように、学力検査と評定の比率の選択の幅を現行よりも広げ

る必要があり、現行の３種類に「評定得点を２倍する方式」と「学

力検査得点を２倍する方式」を加えて、５種類とする意見が出さ

れた。

高等学校の特色化と魅力化については、今年１月に出された中

央教育審議会の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

と題する答申で、高等学校の入口から出口までの教育活動の指針

としての「スクール・ポリシー」を策定することが求められた。

その後の法改正によって、令和４年４月１日までに、各高等学校

は、育成を目指す資質・能力に関する方針である「グラデュエー

ション・ポリシー」、教育課程の編成と実施に関する方針である

「カリキュラム・ポリシー」、入学者の受入れに関する方針であ

る「アドミッション・ポリシー」の「三つのポリシー」を策定し

て、公表しなければならないという環境的な変化が生じた。

昨年度の「検討会議のまとめ」にある、「中学生の成長や自己

実現にとってより望ましく、多様なニーズに対応できる制度とす

ること、また、時代や社会の状況に即した、より合理的な制度と

することが大切である」という基本的な考え方と、「各高等学

校・学科の特色をより生かすことができるようにする」という改

善のねらいは、従来の日本型学校教育を発展させ、「令和の日本

型学校教育」を構築しようとする国の教育改革の方向性と一致す

るものである。

このあと報告する「特色選抜」の導入は、一つの大きな変化で

あり、改善であるが、一般選抜や推薦選抜のように全校・全学科

で実施することにはしなかったので、「特色選抜」を実施できな

い「ごく普通の高等学校」にも、「アドミッション・ポリシー」

を実現する手立てを用意する必要がある。その意味で、一般選抜

における校内順位の決定方式の選択肢を、現行の３通りから５通

りに増やすことには合理性がある、ということで意見がまとまっ

た。
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ただし、中学校の立場の専門員からは、評定得点と学力検査得

点の比率の幅を「２倍」にまで広げると、「調査書のウェイトが

軽くなって学力検査がより重視されるようになった」と単純に理

解され、生徒の学習に対する考え方が望ましくない方向に向かっ

てしまう心配がある、という意見や、現行の「1.5倍」に、新た

に「２倍」の選択肢を加えると、現在、学力検査を「1.5倍」し

ている高等学校がこぞって「２倍」を選択して、結果として現在

よりも調査書が軽視される方向に進むのではないか、という懸念

が示された。

しかし、「学力検査が評定の２倍重視される」というとらえ方

は、どちらかと言うと印象やイメージに近いものと考えられる。

評定得点や学力検査得点を「1.5倍」や「２倍」する方式が実際

に合否に影響するのは、合否ライン付近の得点の受検生であり、

全体のごく一部の受検生に限られる。

シミュレーションの結果には、太い実線と二重線、さらに３種

類の破線が階段状に引かれている。太い実線は、補正を行わない

現行の「Ⅰ型」の合否ラインである。二重線は、学力検査を1.5

倍する現行の「Ⅲ型」の合否ラインである。各合否ラインの左上

に分布している受検生が合格者となる。

右上の薄い青色で塗られたところは、係数を掛けていないとき

を基準として、学力検査得点を「1.5倍」したときに、不合格か

ら合格に変化する可能性のある部分である。少し濃い青色で塗ら

れたところは、学力検査得点を「２倍」したときに、不合格から

合格に変化する可能性のある部分である。

例えば、Ａ高校のシミュレーション結果では、「1.5倍」した

ときは10人、つまり、合格者の４％で合否が入れ替わり、「２倍」

したときは18人、つまり、合格者の７％で合否が入れ替わってい

る。

また、左下の黄色で塗られたところは、評定得点を「1.5倍」、

あるいは「２倍」したときの合否の変化である。評定得点を

「1.5倍」したときは17人、「２倍」したときは36人で合否が入

れ替わる。学力検査得点を２倍するときよりも影響する人数が多

いのは、「評定得点」が調査書の評定合計（最高45）を２倍した

数値（最高90）であるため、調査書の評定合計の「１」の差が、

評定得点を「1.5倍」、「２倍」して得られた数値としては元の差

の３倍ないし４倍となって表れるからである。

いずれにしても、「校内順位の決定方式」が実際に機能するの

は、合否ライン付近の受検生に対してだけであり、約９割の受検

生の合否には影響しないことが、シミュレーション結果からも分

かる。
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実質的に１割程度の受検生にしか影響しないこれらの方式が選

抜を行う上で必要な理由は、評定得点や学力検査得点に「1.5」

や「２」の係数を掛けることで、合否ライン付近の受検生を、よ

り高い精度で合否判定できるからである。これは、入学後に能力

特性のミスマッチによる進路変更や退学を防ぐ上でも必要なこと

であると考えられる。

以上のように、印象論を排し、客観的なデータに基づいて協議

した結果、「各高等学校・学科の特色をより生かすことができる

ようにする」という検討会議の方針を尊重して、現行のⅠ、Ⅱ、

Ⅲの３通りの方式に、「評定得点を２倍する」方式と「学力検査

得点を２倍する」方式を加え、全部で５通りの方式から各高等学

校が選択できるようにすることで、最終的な合意に到った。

なお、「Ａ」「Ｂ」の区分を廃止する理由と同様に、校内順位

の決定方式がもつ意味を、中学生や保護者が正しく理解できるよ

う、県教育委員会、中学校、高等学校がそれぞれ努力する必要が

ある、ということで意見が一致したことを申し添える。

次は、特色選抜についてである。

２ 特色選抜について

(1) この選抜を実施することのできる高等学校・学科及び

この選抜に出願することのできる者は、次のとおりとす

る。

ア 農業、工業、商業、水産、家庭、看護及び福祉に関

する学科

当該高等学校・学科の特色ある教育内容を理解し、

その教育内容に関連する明確な進路目標と当該高等学

校・学科で学習する強い意欲を有する者

イ 理数、体育、外国語、国際教養に関する学科及び総

合学科並びにコースを設置する若しくは特色ある教育

課程を有する普通科

自然科学、人文・社会科学、スポーツなど特定の分

野で優れた能力と顕著な実績を有する者

ウ 地域に根差し、地域貢献を特色とする高等学校

当該高等学校で学習する強い意欲と地域社会に貢献

する意志を有する者

(2) この選抜の実施の有無は、当該高等学校長が決定する。

これらについて、補足する。

「(1)」の「特色選抜」の実施校と学科、また、出願できる生
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徒については、昨年度の検討会議から引き継がれた資料を基に協

議した。

「ア」の農業から福祉までの職業学科については、現行の○エ推

薦の対象である「進路希望が明確で、将来、当該学科に関する職

業に就く意思を有する」生徒は、推薦選抜よりもむしろ特色選抜

の対象とすることがふさわしいと考えられるため、現行の○エ推薦

は基本的に推薦選抜から特色選抜に移すこととなった。

ただし、農業科と水産科において旧制度で行われていた、いわ

ゆる「後継者推薦」については、地域産業と地域社会の持続と発

展に直接かかわるものであるので、新制度の○エ推薦として残すこ

ととした。

「イ」の「理数、体育、外国語、国際教養に関する専門学科」

と「総合学科」、「コースを設置する普通科」若しくは「特色あ

る教育課程を有する普通科」については、自然科学、人文・社会

科学、スポーツなどの特定の分野で優れた能力と顕著な実績を有

する生徒を対象とすることとなった。

なお、専門学科のうち、音楽科と美術科については、現行の○ア

推薦の選抜基準が「当該学科の分野で優れた能力・適性及び実績

等を有する者」となっている。これは、特色選抜で対象とする生

徒と同じなので、職業学科の○エ推薦のように特色選抜に移すこと

も考えた。しかし、音楽科と美術科の○ア推薦を特色選抜に移した

場合、推薦選抜は○イ推薦のみとなってしまうことや、推薦選抜と

特色選抜を差別化することが難しいことから、協議の結果、音楽

科と美術科については、特色選抜を行わないこととなった。

続く「ウ」にある「地域に根差し、地域貢献を特色とする高等

学校」は、学科を問わず、地元の生徒を中心に受け入れ、将来、

地域産業を支え、地域の発展に貢献する人材を育てる社会的な役

割をもっている。そうした高等学校では、その高等学校で学びた

いという強い気持ちと、地域社会に貢献したいという意志をもっ

た生徒を対象に、特色選抜を行うことで合意した。

また、「(2)」にあるように、「ア」「イ」「ウ」ともに、特色選

抜を実施するかどうかは、各高等学校の判断に委ねることにした。

「(3)」は実施時期、「(4)」は推薦選抜との併願の可否である。

(3) この選抜の実施時期は、一般選抜よりも早い時期に実

施する推薦選抜と同じとし、各高等学校の実情に応じて

１日又は連続する２日間で実施する。

(4) この選抜と推薦選抜は、併願できないこととする。
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これらについて、補足する。

新制度では、推薦選抜が一般選抜の日程から切り離され、早い

日程で行われることになっている。さらに特色選抜を推薦選抜と

は別の日程で行った場合、特色選抜、推薦選抜、一般選抜と３回

入試を行うことになるので、高等学校では授業日数が大きく削ら

れることとなり、在校生、特に大学受験を控えた高校３年生に対

する指導の時間を確保することが難しくなる。そのため、特色選

抜と推薦選抜は日程を重ねる必要があるということになった。

また、推薦選抜と特色選抜の志願者が多い高等学校に配慮して、

２日間に分けて実施できることとした。ただし、問題の漏洩を避

ける必要がある検査については、県全体で同じ日に行う必要があ

る。なお、特色選抜と推薦選抜は併願できないこととするのがよ

いということになった。

「(5)」は、定員枠についてである。

(5) この選抜の定員は、推薦選抜とは別とし、当該高等学

校・学科の募集人員の20％程度までを上限に、当該高等

学校長が実情に応じて具体的な人数の枠を定める。

このことについて、補足する。

推薦選抜と特色選抜は、対象となる生徒が基本的に異なると考

えられるので、推薦選抜と特色選抜の定員枠は分けることが妥当

であるということで意見が一致した。

また、特色選抜の上限を「募集人員の20％程度」とすること

については、募集人員が40人の学科の場合、「10％」は「４人」、

「５％」は「２人」であり、定員枠が小さくて出願しにくい。し

かし、「20％」では「８人」なので、受検生にとって出願しやす

い定員枠になるという意見が出された。

一方、募集人員が280人の学科を想定すると、「20％」は「56

人」となるので、特色選抜の定員枠としては大きすぎる印象があ

る。このような場合には、各高等学校が実情に応じて、適切な定

員枠を設定できるよう、「募集人員の20％程度」の範囲内で、各

高等学校において「何人程度まで」と具体的な上限枠を定めるこ

とが適切であるということになった。

なお、特色選抜を実施する高等学校は、特色選抜の定員枠を設

ける際に、一般選抜の定員枠が小さくなりすぎることのないよう

配慮する必要があると考えている。

「(6)」は入学検査についてである。
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(6) この選抜の入学検査は、面接を必須とし、これに加え、

各高等学校・学科の実情に応じて、作文、基礎学力検査、

プレゼンテーション、実技検査から一つを当該高等学校

長が選択して実施する。

なお、面接の方法や日程等、面接の実施に関する必要

な事項は、当該高等学校長が定める。ただし、「自己の

特性などを１分間程度で答えさせる質問」及び「グルー

プ討議」は行わないこととする。これらを行わないこと

については、推薦選抜及び一般選抜も同様とする。

また、実技検査の内容は、現行で行われているものと

する。（音楽科及び美術科で行われているものは除く。）

このことについて、補足する。

推薦選抜とは異なり、特色選抜では「面接」だけでなく、学校

や学科の特色に応じた「検査」を行う必要があるとの意見で一致

し、特色選抜では、「面接プラスワン」の検査を行うこととなった。

「プラスワン」の検査については、特色選抜は、推薦選抜や一

般選抜とは異なる性格をもつ選抜なので、「作文」、「基礎学力検

査」、「プレゼンテーション」、「実技検査」のうちのどれか一つ

を、高等学校が実情に応じて選んで実施することがよいという意

見で一致した。

なお、「面接」については、特色選抜や推薦選抜の実施日程が

一般選抜とは別となる新制度では、一般選抜以外の面接を一般選

抜の面接と兼ねて行う必要がなくなる。そのため、現行の推薦選

抜において、一般選抜の面接との差別化を図るために行っている

「自己の特性などを１分間程度で答えさせる質問」をしなくても、

通常の質問の中で受検生が自己をアピールすることが時間的に十

分可能となる。そのため、この質問については、特色選抜、推薦

選抜ともに行わないこととなった。

加えて、これまで実施実績のない「グループ討議」についても、

通常の面接と比べて時間がかかることや、評価の公平性を確保す

ることが難しいことなど、現実的には実施することは難しいと考

え、新制度には引き継がないこととなった。

また、「実技検査」の内容については、特色選抜を実施しない

こととした音楽科と美術科で行っている内容を除いて、現行で行

われているものから選んで実施できることとした。

なお、「まとめ」には記載していないが、「基礎学力検査」は、

現行の定時制課程で実施されている、国語、数学、外国語（英語）

の基礎的な内容を問うものが想定されている。
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「プレゼンテーション」については、現行の「連携型中高一貫

教育校にかかる入学者選抜」で行われている「学習のまとめの発

表」を参考に、今後、事務局で具体的な実施方法を検討する必要

がある。

「(7)」は提出書類についてである。

(7) この選抜の出願に当たっては、「入学願書」、「調査書」

等の一般選抜の出願に要する書類に加えて、「志望理由

書」を志願先の高等学校長に提出する。

このことについて、補足する。

推薦選抜では、中学校長の「推薦書」が提出され、その記載内

容を踏まえて面接を行うことができる。これと同じように、特色

選抜では、受検生の当該高等学校や学科で学ぶ意欲を綴った「志

望理由書」を提出させ、その内容を踏まえた面接を行うことで、

より効果的な選抜資料を得ることができるという意見で一致し

た。

以上が「特色選抜」についてである。

続いて、「３」の「その他の選抜」である。

３ その他の選抜

(1) 推薦選抜について

ア この選抜を全ての高等学校・学科において実施する

こと及び合格者数は、現行どおりとする。

イ 上記２(1)アに伴い、○エ推薦は農業科と水産科のいわ

ゆる後継者推薦のみとする。

これらについて、補足する。

新たに導入する特色選抜は、先ほども述べたように、推薦選抜

とは対象となる生徒が基本的に異なる。また、一部の学科や学校

のみで実施し、定員枠は推薦選抜とは別に設定することとなった。

そこで、推薦選抜については、「ア」にあるように、引き続き全

校・全学科で実施することや、合格者数は現行どおりとすること

を確認した。

「イ」は、先ほど説明したので、省略する。

「(2)」と「(3)」は、特別選抜の新制度の中での位置づけに関

することである。
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(2) 全日制単位制高等学校にかかる入学者選抜について

ア この選抜の実施時期は、一般選抜よりも早い時期に

実施する推薦選抜と同じとする。

イ この選抜と特色選抜及び推薦選抜は、併願できない

こととする。

ウ この選抜の学力検査は、基礎学力検査とする。

エ その他の事項は、令和２年度の本協議会議のまとめ

のとおりとする。

(3) 外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜に

ついて

ア この選抜の実施時期は、一般選抜よりも早い時期に

実施する推薦選抜と同じとする。

イ この選抜と特色選抜及び全日制単位制高等学校にか

かる入学者選抜は、併願できないこととする。

ウ その他の事項は、現行どおりとする。

これらについて、補足する。

「(2)」の不登校経験のある生徒を対象とする「全日制単位制

高等学校にかかる入学者選抜」は、生徒や保護者の心情に配慮し

て、早めに進路決定できるようにする方がよいと考え、「ア」に

あるように、早期化される推薦選抜と同じ日に実施することとな

った。

また、「イ」にあるように、この選抜と特色選抜・推薦選抜は

併願できないこととすることで意見が一致した。

学力検査については、「ウ」にあるように、不登校経験者は学

習が十分に追いついていない場合もあると考えられることから、

「基礎学力検査」でよいとなった。

「(3)」の「外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選

抜」については、昨年度の検討会議のまとめで、一般選抜よりも

早い日程で行うとされているので、具体的な時期を検討した。

その結果、推薦選抜や特色選抜、全日制単位制選抜と同じ日に

実施することが適切であり、また、「イ」にあるように、特色選

抜と全日制単位制選抜とは併願できないとすることで意見が一致

した。

なお、ここには記載されていないが、外国人生徒選抜が推薦選

抜と併願できないことは、現行どおりである。

最後の「４」は、新しい制度の実施時期についてである。
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４ 実施時期

新しい入学者選抜制度の実施時期は、１から３までを含

め、令和５年度入学者選抜からとする。

このことについて、補足する。

昨年度の検討会議のまとめの「12」では、「新しい制度の実施

時期は令和５年度入学者選抜から」とされているが、「一般選抜

における校内順位の決定方式」と「特色選抜」については、「本

協議会議における検討状況等を考慮し、柔軟に取り扱うことを可

能とする」とされている。これは、協議が長期にわたる可能性が

あり、容易にまとめが得られなかった場合への配慮であったと考

えられる。

専門員会の協議の結果、「特色選抜」は、全ての高等学校では

なく、導入しやすい一部の高等学校・学科で実施することになっ

たので、大きな無理はないであろうということ、また、中学生に

とって、第１志望校にチャレンジできる機会が増えるというメリ

ットがあること、さらに、私立高等学校が来年春の令和４年度入

試から「特色入試」を始めることが決まっており、中学生の立場

で考えると、公立高等学校での導入が私立高等学校に何年も遅れ

る理由が理解できないであろうということから、「特色選抜」を

現在の中学校２年生が受検する令和５年度入試から実施すること

に、大きな問題はないとの考え方で最終的に合意した。

なお、周知期間が不足する心配があるので、特色選抜は現在の

小学校６年生からにするべきであるという意見も一部にあったこ

とを申し添える。

「一般選抜における校内順位の決定方式」については、合否判

定のための得点処理に関することであり、受検生が何年もかけて

準備する必要があるものではないので、こちらも令和５年度入学

者選抜からの実施で大きな問題はないということでまとまった。

ただし、現在の中学校２年生は入試本番まで２年を切っている

ので、生徒と保護者、また中学校の先生に対して、早めに十分な周

知を行っていく必要があるという点で専門員の意見が一致した。

以上、専門員会における協議の経過と、専門員会としての「ま

とめ」の内容について報告した。

議長 飯島委員から報告のあった専門員会まとめについて、質問は

あるか。
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加藤(聡)委員 特色選抜で行われる「プラスワン」の中にある基礎学力検査の

問題は、各高等学校が作成するのか、それとも教育委員会が作成

するのか。

また、受検者数が多い高等学校は連続する２日間で検査を実施

してもよいということだが、基礎学力検査を２日間で行う場合、

基礎学力検査の問題は２種類用意するのか。

高等学校教育課担当課長 基礎学力検査については、教育委員会で作成することを想定し

ている。

特色選抜において２日目を設けることについては、受検生が多

く実技検査などに時間を要する場合を想定している。基礎学力検

査は１日目に実施し、２種類作成することは想定していない。

斎藤委員 特色選抜は、一部の高等学校・学科で実施するということであ

るが、今後、全校実施になる可能性はあるか。

全ての高等学校で特色選抜を実施するのは影響が大きく、一部

の高等学校・学科での実施が適切と考える。

高等学校教育課担当課長 まずは、一部の高等学校・学科で始めるのがよいというのが専

門員会の判断であった。今後、各高等学校が特色を出し、全校で

特色選抜を実施したいということになれば、本協議会議で改めて

全校実施に向けた協議を行うことになると考えている。

加藤(聡)委員 シミュレーションの結果について、補正なしの方式（Ⅰ型）の

合否ラインと、学力検査得点を1.5倍した方式（Ⅲ型）の合否ラ

インとの間の領域について聞きたい。

先ほどの説明では、補正なしの方式であるⅠ型から、学力検査

得点を1.5倍した方式のⅢ型に変わった場合、Ⅲ型の合否ライン

の上側にあれば不合格から合格に変わる、逆に、合否ラインの下

側にあれば合格から不合格に変わる。そのとき、たとえばＣ高校

であれば、合格から不合格に変わる人数が２人、不合格から合格

に変わる人数が２人、合計４人に影響があったという認識で正し

いか。

また、１％と表記されているが、何に対する割合か。

高等学校教育課主査 表の合否ライン付近のマスの中には、合格者と不合格者が混在

しており、校内順位の決定方式の違いによる合否の変動は、単純

にマスの中の数字の合計ではないことにご留意いただく必要があ

る。

表の数字から直接読み取ることはできないが、Ｃ高校のシミュ
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レーションでは、合格から不合格に変わる人数が２人、不合格か

ら合格に変わる人数が２人の合計４人であった。

また、割合は、一般選抜募集人員を基準とした数値である。

加藤(千)委員 一般選抜の校内順位の決定方式は、現行の３種類に２倍の方式

を加えて５種類にするということだが、現行の1.5倍を２倍に変

えて３種類のままにするという考え方もある。専門員会でこのよ

うな考え方についての議論はあったか。

飯島委員 専門員会では、中学校の立場から、1.5倍の高等学校がなくな

り、全て２倍になることは適切ではないという意見が出された。

また、高等学校の専門員からは、学校の独自性やアドミッション

ポリシーを生かすことを考えたときに、３種類よりも５種類の方

が選択肢が増えて独自性を表現しやすいという意見が出された。

現行どおりの３種類とするか、選択肢を増やすかという議論では、

昨年度の検討会議のまとめにある「より特色を生かすことができ

るようにする」ためには、現行どおりでは十分ではないと考え、

高等学校の独自性を生かすことができるよう、３種類から５種類

に増やすこととなった。

鈴村委員 「２ 特色選抜について」の「(1)」の「ウ」として、「地域

に根ざし、地域貢献を特色とする高等学校」とあるが、現段階に

おいて、普通科の高等学校のうち、当てはまる学校は何校程度か。

高等学校教育課長 明確に線引きすることは難しいが、地域に貢献していることを

「自他共に認める」高等学校が想定される。

特色選抜は、各高等学校が実施するかどうかを決めることにな

るため、調査を行って集約した段階で、はじめて何校がこの特色

選抜を実施するのかが明らかになる。

鈴村委員 今の段階では、「ウ」の条件は全ての高等学校に当てはまる可

能性があるという認識でよいか。

高等学校教育課長 公立高等学校は、それぞれ地域に根ざしているが、「ウ」にあ

てはまるのは、その中でも、学校の「特色」として地域連携に取

り組み、地域からもそのような学校として認められている高等学

校であり、全ての高等学校が当てはまることにはならないと考え

ている。

鈴村委員 高等学校の校長が、地域に根ざし、地域貢献を特色とする学校
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にしていきたい、と打ち出せば、特色選抜を実施できるのか。

高等学校教育課長 令和４年４月１日には、各高等学校がスクールポリシーを定め

て公表する。スクールポリシーで、地域に根ざし地域に貢献する

ことを定め、地域の方々からそれを学校の特色として認めていた

だければ、特色選抜の実施校となるのは不自然ではないと考えて

いる。

髙本委員 推薦選抜で、農業科と水産科のいわゆる「後継者推薦」を残す

という説明があった。現行の推薦制度で「後継者推薦」がどのよ

うに扱われているかを知りたい。

高等学校教育課担当課長 現行の推薦選抜における○エ推薦の基準は「農業、工業、商業、

水産、家庭、看護及び福祉に関する学科においては、人物が優れ

ており、進路希望が明確で、将来、当該学科に関する職業に就く

意志を有する者」となっている。将来その仕事に就く意志をもつ

者の中には、将来農業または水産業に関する後継者となる意志を

有する者が含まれている。

平成28年度以前の旧制度における○エ推薦は、後継者推薦を基本

としていたが、現行制度では、全ての職業学科に拡大され、農業

科と水産科の後継者制度はその中に取り込まれる形になってい

る。

加藤(聡)委員 「３ その他の選抜」の「(2)全日制単位制高等学校にかかる

入学者選抜」は、「特別選抜」か。

高等学校教育課担当課長 「全日制単位制高等学校にかかる入学者選抜」は、現行制度で

は特別選抜である。今回、特色選抜が加わるので、「特色」と「特

別」の混同を避けるため、特別選抜ということばを使っていない。

河合委員 特色選抜の出願に当たって、「志望理由書」を提出することと

なっているが、「志望理由書」の様式や取り扱いについて、どの

ような議論がなされたのかを知りたい。

高等学校教育課長 専門員会では、現行の「連携型中高一貫教育校にかかる入学者

選抜」で用いている「志望理由書」をイメージして協議が行われた。

特色選抜における「志望理由書」の様式と選抜における取り扱

いについては、今後事務局で定めていくことになる。

石井委員 一般選抜の学力検査で、傾斜配点に関する議論はあったか。
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また、特色選抜は学校長の推薦がないので、合格後に辞退する

ことは可能か。

飯島委員 現行制度における、傾斜配点をどうするかという議論は行って

いない。

高等学校教育課長 制度の上では、特色選抜の合格者は辞退することが可能である。

議長 他に質問はあるか。

（特になし）

議長 質問はここまでとし、協議に移る。意見はあるか。

斎藤委員 「２ 特色選抜について」の「(5)」の「定員枠」について、

特色選抜は20％を上限として、当該高等学校長が実情に応じて具

体的な人数の枠を定めることとなっている。この制度自体はよい

が、多くの工業科、商業科では定員割れが生じている。高等学校

としては、受検生をなるべく合格させたいと考えており、20％の

上限で枠を設定するのではないか。特色選抜と推薦選抜での合格

者が増えると、その分だけ一般選抜の定員枠が小さくなる。一般

選抜の定員枠が小さくなりすぎないよう、推薦選抜と特別選抜の

定員枠は合わせて募集人員の半分程度までとする規定を入れては

どうか。特色選抜と推薦選抜の定員枠が広がると、特色選抜と推

薦選抜が前期試験、一般選抜が後期試験のようになってしまうこ

とが懸念される。

また、特色選抜と推薦選抜の両方を実施する高等学校では、選

抜作業の負担が大きくなることが考えられる。特色選抜と推薦選

抜は、どちらか一方のみの実施としてはどうか。

飯島委員 推薦選抜に加え、特色選抜を別枠で募集すると、一般選抜の定

員枠が小さくなると言う懸念は、専門員会でも示されていた。

特色選抜の定員枠の上限を20％程度としたことは、募集人員が

40人の学科でも一定数の合格者が出せるように配慮したものであ

るが、推薦選抜と合わせた合格者数が多くなることが見込まれる

専門学科などでは、一般選抜の定員枠がきちんと確保されるよう、

各高等学校で適切に判断してもらう必要がある。

また、特色選抜と推薦選抜の大きな違いとして、推薦選抜は中

学校３年間の活動を中学校長が評価するものであるが、特色選抜

は本人の志望する意志の強さに加え、学校や学科の特色に沿った
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能力や実績を求めるものになる。特色選抜を行う高等学校は、今

までの入学者選抜における評価の仕組みとは異なる選抜を行うこ

とになるため、まずは特色を有する一部の学校で実施することと

が適切であると考えた。推薦選抜とは違い、志願する生徒の特性

と高等学校の特色とのマッチングを上手に行うことが大事であ

り、特色選抜を実施するかどうかを含めて各高等学校に任せたい。

鈴木(雅)委員 高等学校の特色が明確になると、生徒たちも主体的に高等学校

を選択をしやすくなるので、特色選抜は有効である。そこで、３

点要望したい。

１点目は、特色選抜で求める生徒像を高等学校が早い時期に示

してほしいということである。例年、11月の中旬以降に各高等学

校の推薦選抜の実施要項が示されるが、すでに中学生は志望校を

決めている時期である。その時期に特色選抜で求める生徒像が示

されても、推薦を受けることができないから特色選抜にするとい

う消極的な選択となってしまう。個性や進路を考えて主体的に選

択できるように、特色選抜の実施校と求める生徒像は、できるだ

け早い時期に示してほしい。中学校では、現在の中学２年生を対

象とした進路説明会を、多くの地区で、３学期の２月や３月に行

う。この進路説明会で、令和５年度の入学者選抜制度の説明をす

ることになる。特色選抜について説明するときに、実施校や求め

る生徒像がわからないと、中学生の不安をあおるだけになってし

まう。実施校とその求める生徒像を説明できると、生徒たちは安

心して特色選抜を選ぶことができる。

２点目は、スクールポリシーを早く示してほしいということで

ある。来年の４月１日に示されることは理解しているが、来年１

月までに、アドミッションポリシーだけでも示してほしい。

３点目は、卒業後の進路を学校の特色と関連した形で示してほ

しいということである。中学校での進路指導の際、高等学校への

入学だけではなく、その先の進学や就職を含めて具体的な進路実

績がわかると進路選択をしやすくなる。例えば、どのような大学

に推薦入試で進学しているかなどが示されるとよい。私立高等学

校はどのような大学から推薦の依頼があるかなどを含めてわかり

やすく示している。

高等学校教育課担当課長 中学生に対して、できるだけ早い段階で伝える必要があると考

えている。一般選抜における校内順位の決定方式、面接の実施の

有無、特別選抜の実施校などについては、現在の中学２年生が３

年生になった４月には公表したい。
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高等学校教育課長 スクールポリシーについては、各高等学校で策定中であり、教

育委員会からは、令和４年４月１日に各学校のホームページで公

開するよう指示をしている。一部でもよいので早く公開してほし

いとのご要望であるが、教育委員会としては、国の通知に従い、

令和４年４月１日の公表を考えている。ただし、各高等学校が自

発的に早く発表する可能性はある。

なお、特色選抜で各高等学校が求める生徒像とアドミッション

ポリシーは重なる部分はあるが、同じものではない。特色選抜で求

める生徒像は中学生にもわかるような具体的な形で、現在の中学２

年生が３年生になったらできるだけ早い時期に示す予定である。

卒業後の進路については、これまでも可能な範囲で各高等学校

がホームページで公開している。ただし、大学からの推薦依頼な

どについては、数年後にもあるかどうかがわからないため、中学

生に示すことは難しい。系列の大学に進学できる私立高等学校と、

公立高等学校の異なる部分である。

新井委員 大きな改革となるため、できる限り早く、十分な周知が必要で

ある。

中学生、保護者の目線で考えてみると、コロナ禍で非常にスト

レスが高まり、また閉塞感を感じている。高等学校進学に希望が

見いだせるよう、高等学校が求める生徒像、高等学校が目指して

いる教育を、中学生や保護者から十分見えるようにしてほしい。

日々の学校生活が全ての基盤であり、中学校現場では日頃から

そのように生徒指導を行っている。真摯に取り組んでいる生徒が

希望を見いだせるような入試制度であってほしい。中学生にとっ

て、特色選抜が自分を高めることができる制度となることを願っ

ている。

河合委員 特色選抜とはどのような選抜なのか、県内の全ての中学生や保

護者にわかりやすい資料を提示してほしい。それが中学生の安心

につながる。

柴田委員 昨年度の検討会議でまとまった方向性は、中学校の立場からい

えば、推薦選抜の日程が前倒しされることなどにより、多様なニ

ーズに対応した入試を、中学生によりわかりやすく示した入試で

ある。また、高等学校の立場からいえば、特色ある高等学校教育

の一層の実現が求められる入試であり、その実現の一助となる制

度が、今回の協議によってまとまった。

各高等学校は、スクールポリシーの策定を通して、これまで築

いてきた校風や特色を再認識し、必要に応じてリニューアルする
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とともに、対外的にきちんと発信していくことが求められている。

学科としての特徴をもつ高等学校は、特色選抜を実施しやすい。

普通科は、コースを設置している学校など、特色選抜を実施でき

る高等学校は一部に限られる。しかし、今後、普通科の特色化の

方向性が県教育委員会から示され、特色ある学校づくりが進めば、

特色選抜の実施校は増えていくと考えている。

公立高等学校としては、昨年度の検討会議のまとめで示された

方向性を踏まえて専門員会で協議された「まとめ」に基づいて入

学者選抜の改善を図り、中学生のニーズに応える特色ある学校づ

くりを進めていかなければいけないと決意を新たにした。

今後、この新しい入学者選抜制度が実施に移され、県立高等学

校の再編も進んでいけば、新たな課題も見えてくるであろう。そ

の際は、検討会議のまとめにもあったように、群・グループ分け

の見直しについても、ぜひ検討をお願いしたい。

加藤(聡)委員 一般選抜の校内順位決定方式を５種類にするのは反対である。

序列化が進行することが危惧されるからである。

昨年11月頃、検討会議が終わったあと、大村知事が記者会見の

中で、今回の見直しが受検生や学校現場の負担軽減になることを

述べた後に、現行の入試制度による公立高等学校の序列化に言及

された。

今回の制度変更は、２校に志願しても学力検査は１回になるな

どの改善がある一方で、校内順位の決定方式で係数を２倍とする方

式を加えることにより、学校間の序列化が拡大するおそれがある。

高等学校の特色化や魅力化は、入学者選抜制度によってではな

く、日々の教育活動の中で行うべきである。そのための、少人数

学級の実現など、教育条件の整備を教育委員会には求めたい。

議長 協議の中で、反対意見もあったが、新しい制度に期待する建設

的な意見が多かった。また、運用上の工夫によって、よりよい制

度にしてほしいという声もあった。

専門員会の議長である飯島委員から詳細な説明を受け、「専門

員会のまとめ」を本協議会議のまとめとすることを、多くの委員

に認めてもらえるのではないかと考えている。

「専門員会のまとめ」を、本協議会議のまとめとしてよいか。

（異議なし）

議長 それでは、「専門員会のまとめ」を本協議会議のまとめとする。

ここで、事務局から報告事項と今後の予定について説明をお願
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いする。

高等学校教育課長 「海外帰国生徒にかかる選抜」の実施校の拡大について報告する。

昨年度の「入学者選抜制度の改善に関する検討会議のまとめ」

では、「海外帰国生徒にかかる入学者選抜」については、「現行

どおり一般選抜の日程の中で実施するが、実施校の拡大を検討す

る」とされた。

これを受けて、事務局において地域ごとの海外帰国生徒の人数

や、現在の実施校の地域分布、実施学科などを考慮し、令和５年

度入試から、県立昭和高等学校普通科と県立岡崎西高等学校普通

科の２校を新たに加えることを報告する。

今後は、教育委員会として本日いただいたまとめを尊重すると

ともに、関係諸機関に周知の徹底を図る予定である。

なお、本日午後３時頃、県政記者クラブにおいて、本協議会議

の概要について発表する。

議長 これで本日の協議を終了する。熱心な協議に感謝する。

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


