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はじめに

秋田県公立高等学校入学者選抜に係る検討委員会は、令和元年７月、秋田県教育

委員会教育長から「望ましい高等学校入学者選抜制度の在り方について」諮問され

たことを受け、同年同月に第１回を開催して以降、５回にわたり、有識者、学校現

場、保護者というそれぞれの立場から意見を交換しながら、協議を深めてきた。

なお、協議を進めるに当たっては、諮問に先立ち秋田県教育委員会が中学校、高

等学校を対象として実施した、「秋田県公立高等学校入学者選抜制度に係る調査」

の結果も参考にした。

高等学校入学者選抜について、平成２８年１２月の中央教育審議会答申「幼稚園、

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について」では、次のように示されている。「高等学校入学者選抜については、

中学校における学びの成果を高等学校につなぐものであるとの認識に立ち、知識の

理解の質を重視し、資質・能力を育んでいく次期学習指導要領の趣旨を踏まえた改

善を図ることが求められる。」

また、平成２９年告示の中学校学習指導要領及び平成３０年告示の高等学校学習

指導要領では、教育課程全体を通して育成することを目指す資質・能力を、「知識

及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の３つ

の柱に整理し、これからを生きる子供たちが予想困難な社会の変化に主体的に関わ

り、よりよい社会と幸福な人生の作り手となることを求めている。

生徒がよりよい社会と幸福な人生の作り手となるための資質・能力を育成するた

めには、義務教育段階で身に付けておくべき資質・能力を十分に育成した上で、高

等学校の学びにつなげていく必要があることから、高等学校入学者選抜の果たす役

割は大きいと考える。

本答申は、変化の激しい社会を生きていくために必要な資質・能力の育成に向け、

時代に即した適切な入学者選抜の在り方について提言するものである。学力の保障

の観点に立ち、中学校から高等学校への学びの円滑な接続に資する入学者選抜制度

が実現することを期待する。
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１ 秋田県公立高等学校入学者選抜制度の現状と課題について

（１）入学者選抜制度の変遷と現行の入学者選抜制度の特徴について

① 入学者選抜制度の変遷

本県の公立高等学校入学者選抜制度は、これまで以下のような変遷を経てい

る。

・昭和４２年度～ ３教科（国語、数学、英語）の学力検査を実施。

・昭和５３年度～ 農業科及び水産科で推薦入試を実施。

（５７年度から全専門学科、６０年度から理数科、６３年

度から英語科、平成７年度から普通科及び総合学科、

１０年度から全学科に拡大）

・昭和５６年度～ ５教科（国語、社会、数学、理科、英語）による学力検査

を実施。

・昭和６０年度～ 面接を実施。（６０年度は試行、６１年度から全面実施）

・平成１７年度～ 通学区制を廃止し全県一区とする。

推薦入試を廃止し前期選抜、一般選抜及び後期選抜を実施。

・平成２５年度～ 前期選抜において全ての学校で学力検査又は口頭試問を実

施。後期選抜を廃止し２次募集を実施。

② 現行の入学者選抜制度の特徴

現行の入学者選抜制度は、平成１７年度から実施している制度が土台となっ

ている。その大きな特徴は次の２点である。

１点目は、通学区制を廃止（平成１６年度までは県北・中央・県南の３学区）

し、全県一区にすることにより、受検者の進路選択の拡大を図った点。

２点目は、前期選抜、一般選抜及び後期選抜を行い、複数の受検機会を設け

て、様々な観点や規準による受検者の資質・能力の評価を図った点。

また、前期選抜が平成１６年度までの推薦入試と大きく違う点は、各高等学

校が示す「出願の条件」に基づき受検者本人が出願すること（いわゆる自己推

薦型）である。

その後、平成２５年度からは、後期選抜を廃止し、志願者が最も多い一般選

抜の枠を広げ、一般選抜を終了した時点で合格者が募集定員に満たない学科に

おいて、２次募集を実施することとした。

同じく平成２５年度から、前期選抜に国語、数学及び英語の３教科の学力検

査又は口頭試問を課し、中学校における学習の成果を適切に評価するよう改善
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を図ってきた。

（２）現行の入学者選抜制度の課題について

① 学力の保障の観点から

現行の入学者選抜制度では、前期選抜の実施時期が１月下旬であるため、中

学校では前期選抜後、前期選抜の合格者と不合格者、一般選抜受検者が同じ教

室で学習することで、指導上の困難が生じる場面があると指摘されている。ま

た、前期選抜の学力検査が国語、数学、英語の３教科で実施されるため、前期

選抜の出願者の中には、他の教科の学習が疎かになる傾向が見られ、さらに前

期選抜で合格した場合は、中学校卒業までの学習に身が入らない傾向が一部に

見られることが指摘されている。その結果、前期選抜で高等学校に合格した生

徒の中には、様々な能力を高め学校を牽引する活躍を見せる生徒が多い反面、

高等学校入学後に学習面で苦労する生徒も存在することが指摘されている。

② 入試期間の長期化

前述のような変遷を経て、入学者選抜制度の改善が図られてきた現行の制度

は、受検者にとっては最大で３回の受検機会があるという点において、概ね肯

定的に受け止められている。

その一方で、それぞれの選抜の実施時期が、前期選抜が１月下旬、一般選抜

が３月上旬、２次募集が３月下旬となっており、入学者選抜が長期にわたると

いう問題点が指摘されている。前期選抜に出願する場合、中学校では１２月頃

から準備に入り、２次募集が行われる３月下旬まで入学者選抜に関する業務が

続く。また、高等学校も１月からの前期選抜の準備に始まり、２次募集実施後

の業務が４月上旬頃にまで及んでいる。中学校、高等学校とも、約４か月にわ

たって入学者選抜業務が継続するという現状から、受検者をはじめとして、中

学校、高等学校双方の教員への負担が大きく、また在校生への指導が不十分に

なりがちであることが課題として挙げられている。

２ 秋田県公立高等学校入学者選抜制度に係る調査について

こうした課題意識に基づき、秋田県教育委員会では、中学校、高等学校を対象に

高等学校入学者選抜に係る調査を実施した。（参考資料を参照）
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（１）調査の概要

① 調査の目的

現行の高等学校入学者選抜について、実施状況を踏まえた評価を行い、

その課題と改善の方向性についての意見を集約し、入学者選抜に係る検討

の参考とする。

② 調査対象校数

・公立高等学校 ４７校（回答数 ４７校）

・公立中学校 １１０校（回答数 １０６校）

・公立義務教育学校 １校（回答数 １校）

③ 実施時期

平成３１年４月

④ 調査内容

秋田県公立高等学校入学者選抜制度に係るアンケート

（２）調査の結果

① 中学校へのアンケート結果から

県立中学校を除く県内の全ての中学校（義務教育学校を含む１１１校）に

アンケートを依頼し、１０７校の中学校から回答を得た（回収率９６．４％）。

調査結果の概要は次のとおりである。

・「現行の高等学校入学者選抜制度（前期選抜・一般選抜・２次募集）の検

査実施日の設定は、適切であるか」という質問に対しては、「適切である」

という回答が５０％を占めた。一方、「どちらかといえば適切でない」と

回答した学校が１３．２％となっており、その主な理由としては、３年生

の授業確保が困難であることが挙げられていた。

・「現行の高等学校入学者選抜制度は、生徒の主体的な進路選択に役立って

いるか」という質問に対しては、概ね肯定的な意見ではあるものの、「ど

ちらかといえば課題がある」という回答が７．５％あり、その主な理由と

しては、前期選抜制度の在り方についてが挙げられていた。

・「現行の前期選抜の『出願書類（様式）』や『出願手続き』について」の

質問に関しては、「どちらかといえば課題がある」が２０．６％、「課題

がある」が１．９％となっていた。その主な理由としては中学校教員の負

担が大きいことが挙げられていた。

・「前期選抜を志願する指導について」の質問に関しては、「どちらかとい

えば課題がある」が２８．０％、「課題がある」が１．９％となっていた。
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その主な理由としては、出願資格に関することや、部活動の実績を基にし

て出願する場合、学習が疎かになる点などが挙げられていた。

・「前期選抜で合格した生徒の合格後の状況について」の質問では、「どち

らかといえば課題がある」が１６．８％、「課題がある」が１．９％とな

っていた。その主な理由として、合格後に勉強しなくなることが挙げられ

ていた。

・「現行の一般選抜における学力検査について」の質問に関しては、「どち

らかといえば課題がある」が１７．８％、「課題がある」が２．８％とな

っていた。その理由としては難易度や選択問題に関することが多かった。

② 高等学校へのアンケート結果から

高等学校は、現行の制度で入学者選抜を行っている公立高等学校（４７校）

を対象にアンケートを依頼し、全ての高等学校から回答を得た（回収率１０

０％）。調査結果の概要は次のとおりである。

・「現行の高等学校入学者選抜制度の検査実施日の設定は、適切であるか」

という質問に関しては、「どちらかといえば適切でない」の回答が２７．

７％となっていた。その主な理由としては、２次募集の実施から新年度ま

での時間的余裕がないことなどが挙げられていた。

・「高等学校入学者選抜に係る業務全般について」の質問に関しては、「ど

ちらかといえば課題がある」が４０．４％、「課題がある」が６．４％と

なっており、５割近くの学校が課題があると回答した。その主な理由とし

て、業務の負担の大きさが挙げられていた。

・「前期選抜で合格した生徒の合格後の状況について」の質問に関しては、

「どちらかといえば課題がある」が３４．０％、「課題がある」が６．４

％となっており、４割を超える学校が課題があると回答した。その主な理

由として、部活動の途中退部や学習面での不安が挙げられていた。

（３）中学校及び高等学校における課題

中学校、高等学校ともに、現行の選抜制度に関する全ての質問項目で「適切で

ある」「課題はない」といった回答が半数以上を占めているが、前期選抜に関す

る質問項目では「適切ではない」「課題がある」という回答の割合がやや高くな

る。このことから、現行の選抜制度は、中学校、高等学校双方から概ね肯定的に

受け止められているものの、前期選抜については課題があると認識されているこ

とが分かる。その理由として挙げられているのは、前期選抜で合格した後、２月
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以降の学習が疎かになりがちなこと、また高等学校入学後に学習面で苦労する生

徒が見られること等であり、学力の保障の観点から課題があるものと考えられる。

３ 望ましい高等学校入学者選抜の在り方について

（１）学力の保障の観点に立った選抜の在り方について

現行の入学者選抜制度においては、前期選抜では３教科（国語、数学、英語）

の学力検査、一般選抜では５教科（国語、社会、数学、理科、英語）の学力検査

を課している。どちらの選抜の学力検査においても、思考力、判断力、表現力等

を測る適切な検査問題であるとの評価を得ている。

また、前期選抜では、受検者を多面的に評価し、多様な個性をもつ生徒を高等

学校に受け入れることで、特色ある高等学校づくりや教育活動の充実が図られて

きた。

しかし、その一方で前期選抜と一般選抜で学力検査の教科数や検査問題が異な

ること、前期選抜の出願者の中には２教科（社会、理科）の学習が疎かになる傾

向が見られることなど、中学校、高等学校における学力の保障の観点からの課題

が挙げられている。

このような課題を踏まえるとともに、中学校、高等学校の学習を通して、社会

で求められる資質・能力を適切に育成していくためには、中学校の学びを総括し

た上で、高等学校の学びへと円滑に接続することが重要であることを考え併せる

と、全ての受検者に等しく５教科の学力検査を課すことが、学力の保障の観点か

ら望ましいものと考えられる。

併せて、調査書の「各教科の学習の記録」について、現行の入学者選抜制度で

は中学３年次の評定を基に算出される調整評定値が用いられているが、義務教育

段階で身に付けておくべき資質・能力が育成されているかを見取るためには、中

学３年間の学びを適切に評価する必要があることから、その取扱いについて、中

学校の学習活動全体を踏まえることができるよう、検討する必要がある。

加えて、現行の前期選抜の趣旨を生かしつつ、各高等学校における求める生徒

像をより明確にした上での望ましい選抜の在り方を検討する必要がある。その際、

これまで募集定員の１０～３０％の範囲で各校が設定してきた募集人員について

も、自己の能力を伸長しようとする生徒が幅広く志願できるように、上限の拡大

を含めて検討する必要がある。
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（２）適正な入学者選抜の実施時期について

現行の入学者選抜制度は、通学区制を廃止し全県一区とすることで受検者の進

路選択の拡大を図るとともに、前期選抜、一般選抜及び２次募集を行い、複数の

受検機会を設けることで様々な観点や規準により受検者の資質・能力を評価する

など、受検者の主体的な進路選択に資するものとして、その役割を果たしてきた。

一方で、最大で３回の選抜を実施することが入学者選抜業務の長期化を招き、

中学校、高等学校双方において在校生への指導が不十分になりがちであることな

ど、教育活動への影響が指摘されている。また、前期選抜後の中学校での指導に

ついては、前期選抜の合格者の学習意欲の維持が難しいことや、前期選抜の合格

者と不合格者、一般選抜受検者が同じ教室で学習することによる指導の難しさな

どが課題として挙げられている。

これらの課題の解決に向けて、これまでの入学者選抜での成果を踏まえつつ、

現行の前期選抜の趣旨を継承する選抜と一般選抜を同一日に実施するなどの改善

策が求められる。

現行の２次募集については、３月下旬の実施であるため、中学校、高等学校双

方で教育活動への影響が挙げられているが、一般選抜の合格発表後の出願という

形を変えることは難しく、日程の見直しが困難であることから、これまで同様の

実施が妥当であると考える。
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稲荷 一清 秋田県中学校長会 副会長（潟上市立天王南中学校長）

鈴木 康 秋田県中学校長会 副会長（横手市立横手南中学校長）

野村 重公 秋田県中学校長会 副会長（能代市立能代第二中学校長）

安田 浩幸 秋田県高等学校長協会 会長（秋田県立秋田高等学校長）

菅原 勉 秋田県高等学校長協会 副会長（秋田県立大館鳳鳴高等学校長）

樫尾 尚樹 秋田県立本荘高等学校 校長

難波 文彦 秋田県立湯沢翔北高等学校 校長

（保護者）

石嶋勝比古 秋田県高等学校ＰＴＡ連合会 会長

古谷 昌規 秋田県ＰＴＡ連合会 副会長

（１２名）

【委員会開催日時】

第１回 令和元年 ７月 １日（月）１０：００～１２：００

第２回 令和元年 ８月２６日（月）１４：００～１６：００

第３回 令和元年 ９月２６日（木）１０：００～１２：００

第４回 令和元年１１月１２日（火）１０：００～１２：００

第５回 令和２年 １月１４日（火）１３：３０～１６：００
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望ましい高等学校入学者選抜制度の在り方について

秋田県教育委員会教育長

米 田 進

秋田県教育委員会では、高等学校入学者選抜において、多様な観点から受検する生徒

の学力等を適切に評価するために、時代の変化に応じた改善を図ってまいりました。

現行の高等学校入学者選抜制度については、平成１７年度入学者選抜から、通学区制

を廃止し、全県一区にすることにより、受検する生徒の進路選択の拡大を図るとともに、

前期選抜と一般選抜を行うなど、複数の受検機会を設けることで、様々な観点や規準に

より生徒の資質・能力を評価してまいりました。加えて平成２５年度入学者選抜からは、

後期選抜を廃止して２次募集を実施するとともに、前期選抜に学力検査を導入するなど

の見直しを図っております。

このような状況の中、学習指導要領が改訂され、情報化やグローバル化が進展し、将

来の予測が困難な変化の激しい社会をたくましく生きていくために必要となる資質・能

力として、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」

の３つが示されました。

今回の改訂は、キャリア教育の視点で学校と社会との円滑な接続を目指す中で行われ

たものであり、中学校・高等学校段階において、生徒一人一人に、社会で求められる資

質・能力を育むことが、これまで以上に求められております。

高等学校入学者選抜は、中学校の学びを総括し、高等学校の学びへつなぐ重要な役割

を担っておりますが、現行の制度においては、学力の保障の観点からの課題などが指摘

されております。

このような状況を踏まえ、現行の制度を様々な観点から総合的に検討していただき、

これからの時代にふさわしい高等学校入学者選抜制度の在り方を答申していただきます

よう、諮問いたします。

令和元年７月１日
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参考資料

秋田県公立高等学校入学者選抜制度に係る調査結果について

（１）調査の概要

① 調査の目的

現行の高等学校入学者選抜について、実施状況を踏まえた評価を行い、その

課題と改善の方向性についての意見を集約し、入学者選抜に係る検討の参考と

する。

② 調査対象校数

・公立高等学校 ４７校（回答数 ４７校）

・公立中学校 １１０校（回答数 １０６校）

・公立義務教育学校 １校（回答数 １校）

③ 実施時期

平成３１年４月

④ 調査内容

秋田県公立高等学校入学者選抜制度に係るアンケート

（２）中学校へのアンケート結果

50.0%

35.8%

13.2%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 適切である

イ どちらかといえば適

切である

ウ どちらかといえば適

切でない

エ 適切でない

Ｑ１ 現行の高等学校入学者選抜制度（前期選

抜・一般選抜・２次募集）の検査実施日の設定

は、適切であるか。

29.9%

62.6%

7.5%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ２ 現行の高等学校入学者選抜制度（前期選

抜・一般選抜・２次募集）は、生徒の主体的な進

路選択に役立っているか。
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15.9%

60.7%

21.5%

1.9%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 適切である

イ どちらかといえば適

切である

ウ どちらかといえば適

切でない

エ 適切でない

Ｑ３ 高等学校入学者選抜に係る業務全般につ

いて。

34.9%

60.4%

4.7%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 適切である

イ どちらかといえば適

切である

ウ どちらかといえば適

切でない

エ 適切でない

Ｑ４ 前期選抜の募集人員は、募集定員の１０％

～３０％の範囲で各高校が定めていることについ

て。

18.7%

54.2%

26.2%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 確保されている

イ どちらかといえば確保

されている

ウ どちらかといえば確保

されていない

エ 確保されていない

Ｑ５ 現行の前期選抜は、透明性・客観性が確保

されているか。

33.6%

43.9%

20.6%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ６ 現行の前期選抜の「出願書類（様式）」や

「出願手続き」について。

30.8%

57.9%

10.3%

0.9%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ７ 現行の前期選抜における「学力検査」又は

「口頭試問」について。

44.9%

47.7%

7.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ８ 現行の前期選抜における面接について。
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21.5%

48.6%

28.0%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ９ 前期選抜を志願する生徒の指導について。

21.5%

59.8%

16.8%

1.9%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ10 前期選抜で合格した生徒の合格後の状況

について。

54.2%

42.1%

3.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 確保されている

イ どちらかといえば確保

されている

ウ どちらかといえば確保

されていない

エ 確保されていない

Ｑ11 現行の一般選抜は、透明性・客観性が確

保されているか。

27.1%

52.3%

17.8%

2.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ13 現行の一般選抜における学力検査につい

て。

41.1%

43.0%

14.0%

1.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ12 現行の一般選抜の「出願書類（様式）」や

「出願手続き」について。

36.4%

52.3%

8.4%

2.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ14 現行の一般選抜における面接について。
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自由記述（一部抜粋）

・前期選抜については、主に部活動で有望な生徒を集める目的のために行われていると捉えざる

を得ない。（もちろん、学力やその他の特別活動等を考慮されている生徒もいるが）このよう

な状況では、高校に入学後、授業についていけるのか、部活動以外で生徒の力を伸ばすことが

できるのか、懸念されるところである。

・入試期間の長期化による授業等への影響や入試事務の負担増という視点から、前期選抜と一般

選抜の入試日程を一本化することを検討したらどうかと考える。

・大学入試が変わることや、キャリア教育を小中高と貫くことを進めると、もっと制度を簡単に

できると考えるが如何なものか。３回の受検機会を一本化（一体化）する工夫ができると思う。

・１回だけの入試であった世代からすると、３度の選択機会がある今の制度はうらやましくもあ

るが、生徒の学習意欲の持続や定着の面から考えると、一般選抜と２次募集でいいと思ってい

る。しかし、高校の特色や独自性等の確保、社会を担う生徒の育成等の面から見ると、前期選

抜もその手段となる制度であり、一概にどのような制度がベストかは判断できない。今後多方

面の意見や考えを勘案して、よりベターな入試制度を提案・実施していただけるものと確信し

ている。

・特に前期選抜の在り方については課題があると考える。継続するとすれば、例えば、志願条件

における特別活動等による募集定員と学力面からの募集定員の割合（定員）を明確にするなど、

より透明性・客観性の確保につながる改善が必要ではないか。

51.4%

43.9%

4.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 確保されている

イ どちらかといえば確保

されている

ウ どちらかといえば確保

されていない

エ 確保されていない

Ｑ15 現行の２次募集は、透明性・客観性が確保

されているか。

45.8%

47.7%

6.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ16 現行の２次募集の「出願書類（様式）」や

「出願手続き」について。
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（３）高等学校へのアンケート結果について

31.9%

40.4%

27.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 適切である

イ どちらかといえば適

切である

ウ どちらかといえば適

切でない

エ 適切でない

Ｑ１ 現行の高等学校入学者選抜制度（前期選

抜・一般選抜・２次募集）の検査実施日の設定

は、適切であるか。

17.0%

36.2%

40.4%

6.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ２ 高等学校入学者選抜に係る業務全般につ

いて。

74.5%

23.4%

0.0%

2.1%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 適切である

イ どちらかといえば適

切である

ウ どちらかといえば適

切でない

エ 適切でない

Ｑ３ 前期選抜の募集人員は、募集定員の１０％

～３０％の範囲で各高校が定めていることについ

て。

29.8%

42.6%

21.3%

6.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 確保されている

イ どちらかといえば確保

されている

ウ どちらかといえば確保

されていない

エ 確保されていない

Ｑ４ 現行の前期選抜は、透明性・客観性が確保

されているか。

44.7%

48.9%

6.4%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ５ 現行の前期選抜の「出願書類（様式）」や

「出願手続き」について。

42.6%

42.6%

14.9%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ６ 現行の前期選抜における「学力検査」又は

「口頭試問」について。
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46.8%

48.9%

4.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ７ 現行の前期選抜における面接について。

19.1%

40.4%

34.0%

6.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ８ 前期選抜で合格した生徒の合格後の状況

について。

78.7%

21.3%

0.0%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 確保されている

イ どちらかといえば確保

されている

ウ どちらかといえば確保

されていない

エ 確保されていない

Ｑ９ 現行の一般選抜は、透明性・客観性が確保

されているか。

61.7%

31.9%

6.4%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ10 現行の一般選抜の「出願書類（様式）」や

「出願手続き」について。

42.6%

40.4%

14.9%

2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ11 現行の一般選抜における学力検査につい

て。

42.6%

44.7%

8.5%

4.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ12 現行の一般選抜における面接について。
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自由記述（一部抜粋）

・入試期間の長期化により教育活動への影響が出ている。

・前期選抜は不要。一般選抜と２次募集の２回で良い。高校の負担軽減と中３生の学力向上が

図られる。

・少子化で高校入学へ応募する中学生が減少している中、秋田市を除く多くの高校で定員割れ

が起きている。前期選抜、一般選抜、２次募集を含む３回の選抜を経ても定員割れが解消で

きない高校も少なくない。前期選抜制度が各高校にとって本当に有効な制度なのだろうか。

一般選抜と２次募集の２回の選抜で十分に特色ある高校づくりが可能であると考える。今後

更に定員割れが進むことが予測されると同時に年度末の厳しい日程の中、３回の選抜が本当

に必要なのか、早期の検討が必要と考える。

53.2%

40.4%

6.4%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 確保されている

イ どちらかといえば確保

されている

ウ どちらかといえば確保

されていない

エ 確保されていない

Ｑ13 現行の２次募集は、透明性・客観性が確保

されているか。

46.8%

25.5%

25.5%

2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ア 課題はない

イ どちらかといえば課

題はない

ウ どちらかといえば課

題がある

エ 課題がある

Ｑ14 現行の２次募集の「出願書類（様式）」や

「出願手続き」について。


