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令和３年度新潟県公立高等学校 入学者選抜要項の主な改訂点
新潟県教育庁高等学校教育課
事務日程の改訂点
１

「令和３年度新潟県公立高等学校入学者選抜事務日程」について，３月22日（月）
に，「新型コロナウイルス感染症罹患者等のための特別追検査実施日」を追記した。

基本方針の改訂点
２

p.1
た。

Ⅰ

基本方針「第１

入学者の選抜方法等」２について，次のとおり改訂し

改訂後

改訂前

２ （略）
なお，中学校学習指導要領には，「平成30
年４月１日から平成33年３月31日までの間
における中学校学習指導要領の特例を定め
る件」(平成29年文部科学省告示第94号)に
より定められた学習内容を含むものとし，
出題に際しては「令和３年度新潟県公立高
等学校入学者選抜一般選抜学力検査の出題
範囲から除く内容」（付表３）で示した内容
を出題範囲から除く。

２ （略）
なお，中学校学習指導要領には，「平成30
年４月１日から平成33年３月31日までの間
における中学校学習指導要領の特例を定め
る件」(平成29年文部科学省告示第94号)に
より定められた学習内容を含むものとす
る。

３ p.2

Ⅰ

基本方針

｢第６

一般選抜｣３，５について，次のとおり改訂した。

改訂後

改訂前

３ （略）
ただし，定時制の課程においては，一般選
抜学力検査当日に実施する。
５ （略）
ただし，定時制の課程においては，一般選
抜学力検査の追検査当日に実施する。

３ （略）
ただし，定時制の課程においては，一般選
抜学力検査当日に実施することができる。
５ （略）
ただし，定時制の課程においては，一般選
抜学力検査の追検査当日に実施することが
できる。

特色化選抜の改訂点
４ p.3 Ⅱ 特色化選抜 ｢第２

出願資格｣１について，次のとおり改訂した。

改訂後

改訂前

１(2) （略）
（注)
秀でた実績は，特色化選抜を実
施する各学校が示す具体的な分野
において，出願時までの中学校在
学中における実績とする。

１(2) （略）
（注)
秀でた実績とは，特色化選抜を
実施する各学校が示す具体的な分
野において，別に公示する出願時
までの中学校在学中における実績
要件に該当する活動をいう。
（略）

（略）
1

５ p.4

Ⅱ

特色化選抜

｢第３

出願｣５について，次のとおり改訂した。

改訂後
改訂前
５ 「特色化選抜推薦書」の提出に当たって ５ 「推薦書」の提出に当たっては，推薦書
は，「推薦理由」を，必ず記載すること。
中のそれぞれの大会等の項目において，
なお，「主な実績」及び「添付書類」に
本人が出場したこと等を証明する次の
は，中学校在籍時の活動で関係するもの
(1)～(3)のいずれかの書類を添付するこ
がある場合には，記入できることとする。
と（複数提出可）。
記入する場合は，推薦書中のそれぞれの
大会名・検定試験・地域や社会に関わる取
組等の項目において，本人が出場，取得，
実践したこと等を証明する次の(1)～(5)
のいずれかの書類を添付すること（複数
提出可）。
（略）
（略）
(4) 検定試験等における合格証明書もし
くはスコア証明書の写し等（Ａ４判に
縮小又は拡大し，原本証明のこと。）
(5) 文化活動における「地域探究」及び
「社会貢献」においては，中学校での
「総合的な学習の時間」等における地
域や社会に関わる取組実績を示す資
料，レポート等の写し（Ａ４判に縮小又
は拡大し，原本証明のこと。）

一般選抜の改訂点
６ p.11 Ⅲ 一般選抜「第９
時間等を30分遅らせた。

学力検査」２(2)及び(4)について，受付時間及び検査

一般選抜（全日制課程）
改訂後
時 間
９：１５～ ９：３０
９：３０～ ９：５５
９：５５～１０：００
１０：００～１０：５０
１１：０５～１１：１０
１１：１０～１２：００
１２：００～１２：５５
１２：５５～１３：００
１３：００～１３：５０
１４：０５～１４：１０
１４：１０～１５：００
１５：１５～１５：２０
１５：２０～１６：１０

検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
国語（５０分）
問題配付
数学（５０分）
昼食・休憩
問題配付
英語（５０分）
問題配付
社会（５０分）
問題配付
理科（５０分）

改訂前
時 間
８：４５～ ９：００
９：００～ ９：２５
９：２５～ ９：３０
９：３０～１０：２０
１０：３５～１０：４０
１０：４０～１１：３０
１１：５０～１１：５５
１１：５５～１２：４５
１２：４５～１３：３５
１３：３５～１３：４０
１３：４０～１４：３０
１４：４５～１４：５０
１４：５０～１５：４０

2

検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
国語（５０分）
問題配付
数学（５０分）
問題配付
英語（５０分）
昼食・休憩
問題配付
社会（５０分）
問題配付
理科（５０分）

一般選抜（定時制課程）
改訂後
時 間
９：１５～ ９：３０
９：３０～ ９：５５
９：５５～１０：００
１０：００～１０：５０
１１：０５～１１：１０
１１：１０～１２：００
１２：００～１２：５５
１２：５５～１３：００
１３：００～１３：５０

７

p.12

Ⅲ

改訂前
検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
国語（５０分）
問題配付
数学（５０分）
昼食・休憩
問題配付
英語（５０分）

一般選抜「第10

時 間
８：４５～ ９：００
９：００～ ９：２５
９：２５～ ９：３０
９：３０～１０：２０
１０：３５～１０：４０
１０：４０～１１：３０
１１：５０～１１：５５
１１：５５～１２：４５

検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
国語（５０分）
問題配付
数学（５０分）
問題配付
英語（５０分）

学校独自検査」３について，次のとおり改訂した。

改訂後

改訂前

３ 学校独自検査の実施時間割等は，次の
(1)～(4)のとおりとする。
(1) 学校独自検査は，全日制の課程におい
ては，令和３年３月５日（金）に実施す
る。定時制の課程においては，一般選抜
学力検査当日に実施する。
(2) 学校独自検査は，実施校が独自に作成
した問題又は課題により実施する。
(3) 学校独自検査の時間割は，実施する高
等学校長が別に定める。
(4) 面接を行う学校，学科は，個人面接又
は集団面接を実施する。

３ 学校独自検査の実施時間割等は，次の
(1)～(5)のとおりとする。
(1) 学校独自検査は，新潟県立高等学校，
新潟市立高等学校ともに，令和２年３月
６日（金）に実施する。ただし，定時制
の課程においては，一般選抜学力検査当
日に，学校独自検査を実施することがで
きる。
(2) 筆答検査を行う学校，学科は，「筆答検
査Ａ」又は「筆答検査Ｂ」を実施する。
「筆
答検査Ａ」及び「筆答検査Ｂ」は，新潟県
立高等学校，新潟市立高等学校ともに，新
潟県教育委員会が作成した問題により，
筆答検査を実施する学校，学科において，
次の時間割で一斉に実施する。（略）
また，筆答検査後に必要な検査を実施
する場合，実施する高等学校長が，筆答検
査後の時間割を別に定める。
(3) 筆答検査以外の検査を実施する場合，
実施する高等学校長が，実施時間割を別
に定める。
(4) 面接を行う学校，学科は，個人面接又は
集団面接を実施する。
(5) ＰＲシート，実技検査，課題作文及びそ
の他の検査は，各学校が作成した課題又
は問題により実施する。

3

８

p.12

Ⅲ

一般選抜「第11

受検上の留意事項」１について，次のとおり追記した。

１

学力検査において，受検者が検査室に持参するものは次のとおりである。
(1) 受検票
(2) 鉛筆またはシャープペンシル
(3) 鉛筆けずり用具
(4) 消しゴム
(5) コンパス
(6) 三角定規と直線定規のうち，どちらか１本のみ（分度器のついていないもの）
(注意) ア 腕時計は持参してもよいが，計算機能つき・地図つき・英単語機能つき・通信機
能つきの腕時計等は持参しないこと。
（略）

９

p.14

Ⅲ

一般選抜「第14

追検査」２(1)について，次のとおり改訂した。

改訂後
２ 追検査の受検手続
(1)
中学校長は，追検査の受検を希望する
者が出た場合には，志願先高等学校長に，
次のア，イの期限までに，電話で報告す
る。
ア 学力検査の追検査及び定時制課程に
おける学校独自検査の追検査の受検希
望については，令和３年３月４日(木)
の午前９時30分まで
イ 全日制課程における学校独自検査の
追検査の受検希望については，令和３
年３月５日(金)の午前９時30分まで

10

改訂前
２ 追検査の受検手続
(1)
中学校長は，追検査の受検を希望する
者が出た場合には，志願先高等学校長に，
次のア，イの期限までに，電話で報告す
る。
ア 学力検査の追検査の受検希望につ
いては，令和２年３月５日(木)の午前
９時まで
イ

学校独自検査の追検査の受検希望
については，令和２年３月６日(金)の
午前９時まで

p.15 Ⅲ 一般選抜「第15 新型コロナウイルス感染症罹患者等のための特別追
検査」について，次のとおり追記した。

第15 新型コロナウイルス感染症罹患者等のための特別追検査
新型コロナウイルス感染症に罹患又は濃厚接触者に特定されたこと等により，一般選抜の本
検査及び追検査を受検することができなかった者を対象とする特別追検査を，令和３年３月22
日（月）に行う。
なお，詳細については，新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会が別に定める。

4

欠員補充のための２次募集の改訂点
11 p.18 Ⅳ 欠員補充のための２次募集「第８
及び検査時間等を30分遅らせた。
改訂後
時 間
９：１５～ ９：３０
９：３０～ ９：５５
９：５５～１０：００
１０：００～１０：５０
１１：０５～１１：１０
１１：１０～１２：００
１２：００～１２：５５
１２：５５～１３：００
１３：００～１３：５０
１４：２０～

学力検査等」４について，受付時間

改訂前
検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
国語（５０分）
問題配付
数学（５０分）
昼食・休憩
問題配付
英語（５０分）
面接

時 間
８：４５～ ９：００
９：００～ ９：２５
９：２５～ ９：３０
９：３０～１０：２０
１０：３５～１０：４０
１０：４０～１１：３０
１１：５０～１１：５５
１１：５５～１２：４５
１２：４５～１３：３５
１３：４０～

海外帰国生徒等特別選抜の改訂点
12 pp.20-21 Ⅴ 海外帰国生徒等特別選抜「第３
て，次のとおり改訂した。
改訂後
海外帰国生徒等特別選抜の出願資格の審査
に係る手続については，次の１～４のとおり
とする。
１ 海外帰国生徒等特別選抜に志願を予定す
る者は，「海外帰国生徒等特別選抜出願申
請書」（様式11）２部 (いずれにも写真を
貼付すること。)，住民票（家族全員の記載
があるもの。）及びパスポートの写しを中
学校長に提出する。中学校長は，必要な書
類の記載事項に誤りがないことを確認した
上で，「海外帰国生徒等特別選抜出願申請
書」（様式11）２部を，新潟県教育庁高等
学校教育課長（志願先が新潟市立高等学校
の場合は，新潟市教育委員会学校支援課長）
あて郵送にて提出する。
(略)
４ 新潟県教育委員会（志願先が新潟市立高
等学校の場合は，新潟市教育委員会）は，
「海外帰国生徒等特別選抜出願申請書」
（様
式11）を審査した上で，承認する場合，承
認の欄に署名，押印して１部を，「海外帰
国生徒等特別選抜入学願書」，「海外帰国
生徒等特別選抜受検票」（様式３－②）及
び「海外帰国生徒等特別選抜志願変更願」
（様式５－②）を同封して，中学校長に返
送する。
(略)

検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
国語（５０分）
問題配付
数学（５０分）
問題配付
英語（５０分）
昼食・休憩
面接

出願資格の審査」１及び４につい

改訂前
海外帰国生徒等特別選抜の出願資格の審査
に係る手続については，次の１～４のとおり
とする。
１ 海外帰国生徒等特別選抜に志願を予定す
る者は，「海外帰国生徒等特別選抜出願申
請書」（様式11）(写真を貼付すること。)，
住民票（家族全員の記載があるもの。）及
びパスポートの写しを中学校長に提出す
る。中学校長は，必要な書類の記載事項に
誤りがないことを確認した上で，新潟県教
育庁高等学校教育課長（志願先が新潟市立
高等学校の場合は，新潟市教育委員会学校
支援課長）あて郵送にて提出する。
(略)
４

新潟県教育委員会（志願先が新潟市立高
等学校の場合は，新潟市教育委員会）は，
出願資格について審査した上，承認する場
合，「海外帰国生徒等特別選抜出願承認書」
（様式13）に押印して中学校長に返送する。
(略)

5

13

pp.23-24 Ⅴ 海外帰国生徒等特別選抜「第10 検査等」１(2)及び４(2)につい
て，次のとおり受付時間及び検査時間等を30分遅らせた。

一般選抜の検査日に実施する選抜，及び，欠員補充のための２次募集の検査日に実施する選抜
改訂後
時 間
９：１５～ ９：３０
９：３０～ ９：５５
９：５５～１０：００
１０：００～１０：５０
１１：０５～１１：１０
１１：１０～１２：００
１２：００～１２：５５
１２：５５～１３：００
１３：００～１３：５０
１４：２０～

14
３

p.24
した。

Ⅴ

改訂前
検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
作文（５０分）
問題配付
数学（５０分）
昼食・休憩
問題配付
英語（５０分）
面接

時 間
８：４５～ ９：００
９：００～ ９：２５
９：２５～ ９：３０
９：３０～１０：２０
１０：３５～１０：４０
１０：４０～１１：３０
１１：５０～１１：５５
１１：５５～１２：４５
１２：４５～１３：３５
１３：４０～

海外帰国生徒等特別選抜「第10

検査等
受付
受検上の注意・その他
問題配付
作文（５０分）
問題配付
数学（５０分）
問題配付
英語（５０分）
昼食・休憩
面接

検査等」３について，次のとおり追記

新型コロナウイルス感染症罹患者等のための特別追検査
新型コロナウイルス感染症に罹患又は濃厚接触者に特定されたこと等により，一般選抜の
検査日及び追検査日に実施する選抜を受検することができなかった者を対象とする特別追
検査を，令和３年３月22日（月）に行う。
なお，詳細については，新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会が別に定める。

様式に関する改訂点
15 p.38 様式特１ 「特色化選抜入学願書及び特色化選抜受検票」に「検査日当日朝
の体温」の記入欄を設けた。
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p.41 様式特２ 「特色化選抜推薦書」における「活動状況」を「推薦理由」に変
更し，「主な実績」の項目について，次のとおり改訂した。
改訂後

改訂前

大会名等
推 薦理由

1
主 な実績

大会名・検定試験・
地域や社会に関わる取組等

開催年月日等

1

2

3

主 な実績

2
活 動状況

3

6

開催年月日等

17

p.43

「特色化選抜推薦書」記入上の注意について，次のとおり改訂した。
改訂後

改訂前

３

推薦理由
志願者の推薦理由や当該活動の状況につ
いて，箇条書きで簡潔に記入する。
４ 主な実績
中学校在学時の活動で関係する実績を，
以下(1)～(4)を参考に，記入することがで
きる。記入する場合には，必ず「５ 添付
書類」を添付すること。なお，実績に関係
する活動は，校内外を問わない。
(1) 大会名・検定試験・地域や社会に関わ
る取組等
ア いわゆる「勝ち上がり方式」
（例 ト
ーナメント方式）の大会で優れた成績
を収めた場合，この欄に記載できる。
例えば，スポーツ活動において，個人
またはチームが北信越中学校総合競技
大会に出場したときは，記入例のよう
に新潟県中学校総合体育大会及び北信
越中学校総合競技大会における実績を
記載できる。
イ 「都道府県対抗ジュニアバスケット
ボール大会最終選考選手」等，選抜選
手としての実績を記載する場合は，選
抜された年度を明記すること。 （例
「 令 和 元 年 度 U-14県 ト レ セ ン 選 抜 選
手」）
ウ 検定試験等における合格もしくはス
コアを記載する場合には，試験名等を
記載する。
（例 「2020年度第１回実用英語技能
検定」）
エ 文化活動の「地域探究」及び「社会
貢献」においては，中学校での「総合
的な学習の時間」等における地域や社
会に関わる取組実績を記載することが
できる。
(2) 開催年月日等
（略）
ウ 検定試験等について記載する場合に
は，証明書等に記載された日付を記入
する。
エ 中学校での「総合的な学習の時間」
等における地域や社会に関わる取組実
績を記載する場合は，取組を行った時
期を記入する。（例 「令和元年４月
～令和２年３月」）
(3) 種目・成績等
（略）
ウ 検定試験等について記載する場合に
は，級や最高スコアを記入する。
エ 中学校での「総合的な学習の時間」
等における地域や社会に関わる取組実
績について，受賞歴等がある場合に記
入する。
（略）

４

活動状況
推薦する志願者の当該活動の状況につい
て，箇条書きで簡潔に記入する。
３ 主な実績
この欄に記入する実績は，別に公示する
「特色化選抜出願のための実績要件」に記
載された以上の実績であり，中学校在学時
の活動で該当するものを，上位大会の実績
から，順に記入する。なお，実績要件に該
当する活動は，校内外を問わない。
(1) 大会名等
ア いわゆる「勝ち上がり方式」
（例 ト
ーナメント方式）の大会で実績要件を
満たす成績を収めた場合，この欄に記
載する大会は，実績要件以上の大会を
すべて記入すること。例えば，スポー
ツ活動において，志願先の学校，学科
が「都道府県中学校総合体育大会に出
場」の実績要件を設定している場合，
個人またはチームが北信越中学校総合
競技大会に出場したときは，記入例の
ように新潟県中学校総合体育大会及び
北信越中学校総合競技大会における実
績を記載する。
イ 「都道府県対抗ジュニアバスケット
ボール大会最終選考選手」等，選抜選
手としての実績を記載する場合は，選
抜された年度を明記すること。
例 「平成30年度U-14県トレセン選
抜選手」

(2) 開催年月日等
（略）

(3) 種目・成績等
（略）

（略）
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５ 添付書類
(1) 「４ 主な実績」欄に大会名を記載す
る場合には，該当大会に出場した際の賞
状の写し（Ａ４判に縮小又は拡大するこ
と。），志願者が該当大会に出場したこ
とや強化選手等であることを証明する都
道府県中学校体育連盟会長名又は都道府
県スポーツ協会(体育協会)加盟団体会長
名による証明書（様式自由）又は該当大
会のプログラムにおいて，志願者の氏名
が記載されているページの写し（表紙の
写しも添付する。Ａ４判に縮小又は拡大
すること。）を添付すること。検定試験
等の場合には，取得証明書等を添付する
こと。中学校での「総合的な学習の時間」
等における地域や社会に関わる取組実績
の場合には，その取組を示す資料を添付
すること。
(略)

５ 添付書類
(1) 該当大会に出場した際の賞状の写し
（Ａ４判に縮小又は拡大すること。），
志願者が該当大会に出場したことや強化
選手等であることを証明する都道府県中
学校体育連盟会長名又は都道府県スポー
ツ協会(体育協会)加盟団体会長名による
証明書（様式自由）又は該当大会のプロ
グラムにおいて，志願者の氏名が記載さ
れているページの写し（表紙の写しも添
付する。Ａ４判に縮小又は拡大するこ
と。）を添付すること。

(略)
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p.50 様式３ 「全日制及び定時制の課程の入学願書並びに受検票」に「検査日当
日朝の体温」の記入欄を設けた。

19

p.52 様式３－② 「海外帰国生徒等特別選抜入学願書並びに受検票」に「検査日
当日朝の体温」の記入欄を設けた。

20

p.68 様式11 「海外帰国生徒等特別選抜出願申請書」に，承認についての回答欄
を設け，「海外帰国生徒等特別選抜出願承認書」を廃止した。

21

その他の改訂点
pp.74-75 付表１ 「学科の一覧表」について，次のとおり改訂した。
改訂後
学校
長岡商業

改訂前

学科
総合ビジネス

学校
長岡商業

（注７）県立柏崎工業高等学校の機械科，電
気機械科，電気科及び工業化学科について
は，小学科単位での募集は行わず，小学科を
一括して，工業科として募集を行う。

（注７）県立柏崎工業高等学校の機械創
造科，電気技術科，環境化学科について
は，小学科単位での募集は行わず，小学科
を一括して，工業科として募集を行う。

22

23

学科
総合ビジネス
情報ビジネス

pp.78-79 付表３ 「令和３年度新潟県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検
査の出題範囲から除く内容」を付した。
裏表紙

新潟市教育委員会学校支援課教育課程班の住所，FAX番号を改訂した。
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