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令和５年度愛知県公立高等学校入学者選抜実施日程について
昨年度からの主な変更点
令和５年度から、新しい入学者選抜制度を実施することに伴い、以下のとお
り日程を変更します。
○ 推薦選抜を約１か月早め、２月上旬に実施します。
○ 学校や学科の特色を生かした特色選抜を新たに導入し、推薦選抜と同じ
２月上旬に実施します。
○ 一般選抜の学力検査の実施を約２週間早め、２月下旬に行います。な
お、２校に志願した場合でも、学力検査は１回となるため、学力検査実施
期日は１日のみとなります。
○ 一般選抜の面接は、高等学校ごとに実施の有無を決定します。面接を実
施する場合の期日は、Ａグループ、Ｂグループで別日程となります。
○ 一般選抜の合格者発表を約１０日早め、３月上旬に行います。

以下、各課程等の令和５年度入学者選抜実施日程をお知らせします。
１ 全日制課程
(1) 推薦選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年２月１日(水)及び同年２月２日(木)
イ 面接実施期日
令和５年２月６日(月)
ウ 特別検査
名古屋市立工芸高等学校デザイン科、愛知県立三好高等学校スポーツ科学
科、愛知県立明和高等学校音楽科、名古屋市立菊里高等学校音楽科及び愛知
県立旭丘高等学校美術科への入学を志願する者に対しては、面接のほかに特
別検査を行う。
また、国際英語科及び国際教養科への入学を志願する者に対しては、当該
高等学校長の判断により、特別検査を行うことがある。
実施期日
デザイン科、スポーツ科学科、美術科、国際英語科及び国際教養科
令和５年２月６日(月)
音楽科
令和５年２月６日(月)及び同年２月７日(火)
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エ

合格者発表期日
令和５年２月８日(水)

(2) 特色選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年２月１日(水)及び同年２月２日(木)
イ 入学検査及び面接実施期日
令和５年２月６日(月)
ただし、同年２月７日(火)に実施する場合がある。
ウ 合格者発表期日
令和５年２月８日(水)
(3) 一般選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年２月10日(金)及び同年２月13日(月)
イ 志願変更期日
令和５年２月14日(火)
ウ 学力検査実施期日
令和５年２月22日(水)
エ 面接実施期日（面接を実施する場合）
Ａグループ 令和５年２月24日(金)
Ｂグループ 令和５年２月27日(月)
オ 特別検査
名古屋市立工芸高等学校デザイン科、愛知県立三好高等学校スポーツ科学
科、愛知県立明和高等学校音楽科、名古屋市立菊里高等学校音楽科及び愛知
県立旭丘高等学校美術科への入学を志願する者に対しては、学力検査及び面
接のほかに特別検査を行う。
実施期日
Ａグループ 令和５年２月24日(金)
Ｂグループ 令和５年２月27日(月)
カ 合格者発表期日
令和５年３月９日(木)
(4) 海外帰国生徒にかかる入学者選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年２月10日(金)及び同年２月13日(月)
イ 学力検査実施期日
令和５年２月22日(水)
ウ 面接実施期日
Ａグループ 令和５年２月24日(金)
Ｂグループ 令和５年２月27日(月)
エ 合格者発表期日
令和５年３月９日(木)
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(5) 外国人生徒等にかかる入学者選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年２月１日(水)及び同年２月２日(木)
イ 学力検査及び面接実施期日
令和５年２月６日(月)
ウ 合格者発表期日
令和５年２月８日(水)
(6) 全日制単位制高等学校にかかる入学者選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年２月１日(水)及び同年２月２日(木)
イ 学力検査及び面接実施期日
令和５年２月６日(月)
ウ 合格者発表期日
令和５年２月８日(水)
(7) 連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜
ア 入学願書提出期日
令和５年１月26日(木)及び同年１月27日(金)
イ 面接等実施期日
令和５年１月30日(月)
ウ 合格者発表期日
令和５年１月31日(火)
２

定時制課程
(1) 入学願書提出期日
前期選抜 令和５年２月３日(金)及び同年２月６日(月)
後期選抜 令和５年３月10日(金)及び同年３月13日(月)
(2) 志願変更期日
前期選抜 令和５年２月７日(火)
後期選抜 令和５年３月14日(火)
(3) 入学検査及び面接実施期日
前期選抜 令和５年２月９日(木)
後期選抜 令和５年３月15日(水)
(4) 合格者発表期日
前期選抜 令和５年２月15日(水)
後期選抜 令和５年３月16日(木)

３

通信制課程
(1) 入学願書提出期間
前期選抜 令和５年１月19日(木)から同年１月23日(月)まで
受付は、土曜日を含み、日曜日は除く。
後期選抜 令和５年３月13日(月)から同年３月17日(金)まで
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(2) 入学検査
学力検査は行わない。ただし、合否判定のための十分な資料を得るため、作文
及び面接又はそのいずれかを行うことがある。
実施期日（入学検査を実施する場合）
前期選抜 令和５年１月29日(日)
後期選抜 令和５年３月22日(水)
(3) 合格者発表期日
前期選抜 令和５年２月１日(水)
後期選抜 令和５年３月24日(金)
４

専攻科
(1) 愛知県立愛知総合工科高等学校
ア 特別推薦選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和４年９月５日(月)から同年９月22日(木)
受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和４年10月１日(土)
(ｳ) 合格者発表期日
令和４年10月６日(木)
イ 一般選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和４年10月24日(月)から同年11月４日(金)
受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和４年11月12日(土)
(ｳ) 合格者発表期日
令和４年11月18日(金)
(2) 愛知県立瀬戸工科高等学校
ア 特別推薦選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和４年９月21日(水)から同年９月28日(水)
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和４年10月１日(土)
(ｳ) 合格者発表期日
令和４年10月５日(水)
イ 一般推薦選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和４年11月24日(木)から同年11月30日(水)
受付は、土曜日及び日曜日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和４年12月５日(月)
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(ｳ) 合格者発表期日
令和４年12月８日(木)
ウ 一般選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和５年２月８日(水)から同年２月14日(火)
受付は、土曜日及び日曜日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和５年２月17日(金)
(ｳ) 合格者発表期日
令和５年２月22日(水)
(3) 愛知県立三谷水産高等学校
ア 推薦選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和４年11月21日(月)から同年11月28日(月)
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和４年11月30日(水)
(ｳ) 合格者発表期日
令和４年12月２日(金)
イ 一般選抜
(ｱ) 入学願書提出期間
令和５年１月12日(木)から同年１月18日(水)
受付は、土曜日及び日曜日を除く。
(ｲ) 入学検査及び面接実施期日
令和５年１月20日(金)
(ｳ) 合格者発表期日
令和５年１月24日(火)
〈参考〉

「令和５（2023）年度入試から公立高校の入試制度（全日制課程）が
変わります！」（2021年11月17日発表済み）
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/398346.pdf
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