
■入学者選抜実施内容シート

●学力検査、調査書、自己表現の３つの得点の合計点によ
　り、合格者を決定します。これらに加え、独自検査を実施
　する学科・コースもあります。その場合は、独自検査を含
　めた４つの得点の合計点により、合格者を決定します。

●選抜方式（合格者を決定する方法）は2通りあります。
　〔 一般枠による選抜 〕
　 ● 全ての学科・コースで統一的に実施する選抜方式
　 ● 入学定員の50％以上の合格者（例えば入学定員が200
　　人の場合は100人以上の合格者）を決定します。
　〔 特色枠による選抜 〕
　 ● 学科・コースの特色が出る内容で実施する選抜方式
　 ● 入学定員の50％以内で合格者を決定します。
　 ● 特色枠による選抜を実施しない学科・コースもあります。

●特色枠による選抜を実施する学科・コースでは、次の①→②
　の順で、合格者を決定します。（ 2段階選抜）
　①全ての受検生の得点を特色枠による選抜の内容で換算し、   
  　 換算後の得点により、合格者を決定します。
　②特色枠による選抜で合格とならなかった全ての受検生の
　　得点を一般枠による選抜の内容で換算し、換算後の得点
　　により、合格者を決定します。

●一般枠による選抜のみ実施する学科・コースでは、全ての
　受検生の得点を一般枠による選抜の内容で換算し、換算後
　の得点により、合格者を決定します。

入学者選抜には、一次選抜（一次募集）と
二次選抜（二次募集）があります。

一次選抜（一次募集）の合格者が 、入学
定員に満たなかった学科・コースで実施
します。

調査書と自己表現の得点の合計点により、合格者を決定し
ます。これらに加え、独自検査を実施する学科・コースも
あります。その場合は、独自検査を含めた３つの得点の合
計点により、合格者を決定します。

入学者選抜実施内容シート
の見方は？

入学（合格）できる人数のことです。高等
学校や学科・コースによって異なります。

入学定員とは？

学力検査の数学と理科で傾斜配点
（配点を２倍）を実施する場合

教育目標（スクールポリシー）は、その高
等学校や学科・コースで、どのような教育
活動を行っていくのかを示したものです。
育てたい生徒像は、その高等学校や学科・
コースでの生活や教育活動を通じて、どの
ような生徒に育てたいのかを示したものです。
入学者受入方針（ アドミッション・ポリ
シー）は、教育目標や育てたい生徒像を実
現するために、どういった方針で入学者選
抜を実施するのかを示したものです。

調査書の第３学年の評定（ 得点 ）を３倍にする
ことです。

学力検査、調査書、自己表現の合計を10割とし
て、学力検査の配点（得点）を６割、調査書と
自己表現の配点（得点）をそれぞれ２割で計算
し直すことです。

学年間の比重
第１学年：第２学年：第３学年＝１：１：３とは？

《例》

第１学年

第2学年

第3学年

３学年合計

９教科合計 34点（ 45点満点）

９教科合計 35点（ 45点満点）

９教科合計 37点（ 45点満点）

106点（ 135点満点）

得 点

学力検査

調 査 書

自己表現

合　計

200点（１教科50点×５教科～250点満点）

180点（225点満点）

39点（60点満点の場合）

419点（535点満点）

《例》
得 点

第１学年

第2学年

第3学年

３学年合計

９教科合計 34点（ 45点満点）

９教科合計 35点（ 45点満点）

９教科合計 111点（ 135点満点）

180点（ 225点満点）

※学年間の比重をかけた後の合計得点（ 180点）が
　調査書の得点となります。

学年間の比重をかけた後の得点

学力検査

調 査 書

自己表現

合　計

48点（200点 / 250点×6 / 10×100）

16点（180点 / 225点×2 / 10×100）

13点（39点 / 60点×2 / 10×100）

77点（ 100点満点）

※比重をかけた後の合計点（ 77点）により、
　合格・不合格を決定します。

比重（ 6：2：2）をかけた後の得点

学力検査、調査書、自己表現の比重
学力検査：調査書：自己表現＝６：２：２とは？

二次選抜（二次募集 ）

傾斜配点とは？

入 学 者 選 抜 の 内 容

新しい入学者選抜制度の概要

現時点でのイメージです。
正式に決まり次第お知らせします。

特定の教科の配点を、他の教科より高く
（または低く）することです。

　子供たちが「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」を身に付け、発揮していくためには、子供たちが日々成長し続
ける場である学校や家庭が、安全で安心な環境であることが大切だと考えています。
　広島県教育委員会では、全ての学校において、子供たち一人一人が自分の考えをしっかりと持ち、大切にし、先生や友達に心を開いて何でも
話すことができ、相談することができる雰囲気づくりや環境づくりを進めてまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

一次選抜・二次選抜について

全ての高等学校で実施します。
全ての高等学校で、教育目標（スクールポリシー）や育てたい生徒像、
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）、入学者選抜の実施内容を事前に公表します。

入学者選抜実施内容シートについて

《例》

■自己表現カード

　学力検査は、中学校３年間で、どのくらい学力が
身に付いているのかをみるため、国語 、社会 、数学 、
理科、外国語（英語）の５教科で実施します。
　一部の学校では、教科の配点が異なる場合があり
ます。

　調査書は、受検生が通う中学校の校長が作成し、受
検する高等学校の校長に提出されるものです。受検生
が自分で記入や提出をすることはありません。
　調査書には、第１学年から第３学年までの学習の記
録（評定）が、５段階で記入されます。対象となる教
科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健
体育、技術・家庭、外国語（英語）の９教科です。

基本は5教科各50点満点

学年間の比重は、第１学年：第２学年：第３学年＝１：１：３

　自己表現は、「自己を認識し、自分の人生を選択し、
表現することができる力」が、どのくらい身に付いてい
るのかをみるために実施します。
　自分自身のこと（得意なことやこれまで取り組んでき
たことなど）や高等学校に入学した後の目標などにつ
いて、自分で選んだ言葉や方法で表現します。

「面談」方式で実施

学科・コースによって独自の検査を追加

　学科・コースによっては、特色に応じて、実技検査や
作文などの独自検査を実施する場合があります。

　自己表現は「面談」方式により行います。礼儀作法や
話し方などのテクニックをみるものではありません。
　受検生は全員、受検会場で「自己表現カード」を作成
します。自己表現カードは、自己表現の補助的な資料で、
文章が上手く書けている、文字数が多いなど、自己表現
カード自体を評価することはありません。

　一部の学科・コースでは、特色枠による選抜で、教科
の配点が異なる場合がありますので、自分が受検する
高等学校の「入学者選抜実施内容シート」で確認してく
ださい。
　学習の記録（評定）の学年間の比重は、「第１学年：
第２学年：第３学年＝１：１：３」です。これは、第３学年の
評定（得点）を、３倍にするということです。

学力検査

自己表現

独自検査

選 抜 の 方 法

　自分が受検する学科・コースで、独自検査が実施され
るかどうかは、「入学者選抜実施内容シート」で確認し
てください。

調 査 書

　自分が受検する高等学校の「入学者選抜実施内容シー
ト」で確認してください。
　なお、外国語（英語）の聞くこと、読むこと、話すこ
と、書くことの力を総合的にみるための検査を実施するこ
とを検討します。

　

　「自己表現」は、「自己を認識し、自分の人生を選択し、表
現することができる力」が、受検生に、どのくらい身に付いて

いるのかをみるために行うもので、話し方などのテクニックをみるもの
ではありません。
　「自己表現」では、自分の作品や賞状などを持ち込むことも可能です
ので、言葉や方法を工夫しながら自分自身のことを表現してください。
　これからの３年間で、「自分自身のことを理解すること」や「自分で
考え、選択し、自分の意志で決めること」、「相手に理解してもらえる
ように、工夫しながら伝えること」などの力が身に付くように、自分の夢
や目標を大切にしながら、様々なことに積極的に取り組んでください。

　自分が取り組んできたことや頑張ってきたことを表現するた
めに、賞状やメダル、作品などを持ち込むことは可能ですが、

賞状やメダルを獲得したから有利になる、作品を持ち込めば加点され
るといったことはありません。
　例えば、表彰された成績を残すまでに、どのように取り組んできた
のか、これまでにどのような苦労があったのかなどについて、相手に
きちんと伝わるように、自分で選んだ言葉や方法で表現できるように
なることが大切です。

　高等学校入学者選抜は、高等学校の教育を受けるために必
要な力が身に付いているかどうかをみるために行います。こ

のため、第3学年の時の力（到達度）をより評価するため、第３学年
の評定を他の学年と比べて３倍とすることとしました。
　１・２年生の時に、自分の力を十分に出せていない場合でも、日々
の授業や学習活動などを大切にし、中学校卒業までに、しっかりと力
を身に付けることができれば、自分が希望する進路を実現できると思
います。

人前で話すことが苦手です。
「自己表現」で不利にならないですか。

「自己表現」で、賞状やメダル、作品などを持ち
込んでもよいですか。

なぜ、調査書の第３学年の学習の記録（評定）を
３倍にするのですか。
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新しい入学者選抜制度に関する

＆Ｑ A

一次選抜受検

合 格

合 格

不合格特色枠

一般枠

特色枠による選抜
を実施する
学科・コース

一般枠による選抜
のみを実施する
学科・コース

合 格一般枠

一次選抜受検

一次選抜の流れ

国　語  50点　　  社　会  50点
数　学  100点　　理　科  100点
外国語  50点　 合計350点満点

国　語  50点　　 社　会  50点
数　学  50点　　 理　科  50点
外国語  50点　 合計250点満点

通常の配点（傾斜配点なし）

「数学」「理科」の配点を２倍

一次選抜（一次募集 ）

現時点でのイメージです。
正式に決まり次第お知らせします。 保護者・

教職員の
みなさんへ


