
 

 

令和３年度 Ａ日程及びＢ日程における面接内容一覧表 

（全日制の課程） 

高 等 学 校 
学科・科（コース） 

面接内容 

本  校 分 校 Ａ日程 Ｂ日程 

室戸  総合学科 個人６分間 個人６分間 

安芸   普通科 個人６分間 個人６分間 

安芸桜ケ丘  環境建設科（土木専攻、建築専攻）、情報ビジネス科 個人６分間 個人６分間 

城山  普通科 個人６分間 個人６分間 

山田  普通科、グローバル探究科、ビジネス探究科 個人６分間 個人６分間 

嶺北  普通科 個人５分間 個人５分間 

高知農業  
農業総合科、畜産総合科、森林総合科、環境土木科 

食品ビジネス科、生活総合科 
個人６分間 個人６分間 

高知東工業  機械科、機械生産システム科、電子科、電子機械科 個人６分間 個人８分間 

岡豊  普通科、普通科（芸術コース、体育コース） 個人６分間 個人６分間 

高知東  総合学科、看護科 個人６分間 個人６分間 

高知工業  
機械科、電気科、情報技術科、工業化学科、土木科、建築科 

総合デザイン科 
個人６分間 個人６分間 

高知追手前 
 普通科 個人６分間 個人６分間 

吾北 普通科 個人６分間 個人６分間 

高知丸の内  普通科、音楽科 個人６分間 個人６分間 

高知小津  普通科、理数科 個人６分間 個人６分間 

高知国際  普通科、グローバル科 個人８分間 個人８分間 

伊野商業  キャリアビジネス科 個人５分間 個人５分間 

春野  総合学科 個人６分間 個人６分間 

高岡  普通科 個人７分間 個人７分間 

高知海洋  海洋学科 個人８分間 個人８分間 

須崎総合  

普通科 

機械系学科（機械専攻・造船専攻） 

電気情報系学科（電気専攻・電子情報専攻） 

システム工学系学科（機械制御専攻・住環境専攻） 

個人６分間 個人１０分間 

佐川  普通科 個人６分間 個人６分間 

窪川  普通科 個人６分間 個人６分間 

檮原  普通科 個人８分間 個人８分間 

四万十  普通科、普通科（自然環境コース） 個人１０分間 個人１２分間 

大方  普通科 個人１０分間 個人１０分間 

幡多農業  
園芸システム科、アグリサイエンス科、グリーン環境科 

生活コーディネート科 
個人６分間 個人７分間 

中村  
 普通科 個人６分間 個人６分間 

西土佐 普通科 個人６分間 個人６分間 

宿毛工業  
機械科（機械専攻、自動車専攻）、建設科（土木専攻、建築専攻） 

電気科、情報技術科 
個人６分間 個人６分間 

宿毛  総合学科 個人６分間 個人６分間 

清水  普通科 個人６分間 個人６分間 

高知商業  
総合マネジメント科、社会マネジメント科 

情報マネジメント科、スポーツマネジメント科 
個人５分間 個人５分間 

 注１ Ａ日程で入学定員を満たした場合は、Ｂ日程を実施しない。 

 

 



 

 

（多部制単位制） 

高 等 学 校 学科・科（コース） 
面接内容 

Ａ日程 Ｂ日程 

中芸 
昼間部 普通科 個人１０分間 個人１０分間 

夜間部 普通科 － 個人１０分間 

高知北 
昼間部 普通科 個人６分間 個人６分間 

夜間部 普通科 － 個人６分間 

 注１ 多部制単位制高等学校の昼間部は、Ａ日程で入学定員を満たした場合は、Ｂ日程を実施しない。 

 

 

（定時制の課程） 

高 等 学 校 
学科・科（コース） 

面接内容 

本  校 分 校 Ａ日程 Ｂ日程 

室戸  普通科 － 個人１０分間 

山田  普通科 － 個人６分間 

高知東工業  機械科 － 個人１０分間 

高知工業  機械科、電気科、土木科、建築科 － 個人１０分間 

高岡  普通科 － 個人１０分間 

須崎総合  普通科 － 個人７分間 

佐川  普通科 － 個人６分間 

大方  普通科 － 個人１０分間 

宿毛  普通科 － 個人６分間 

清水  普通科 － 個人６分間 

高知商業  商業科 － 個人７分間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和３年度 Ａ日程における実技検査の概要一覧表 

（全日制の課程） 

高等学校 学科・科（コース） 実技検査の概要 

岡 豊 

普通科（芸術コース） 

次の３分野から１分野を選択 

 音楽分野：器楽又は声楽のどちらか１つを選択 

器楽…任意の曲（１曲）を無伴奏で独奏 

         ただし、演奏時間が２分以上となること。 

      声楽…任意の曲（１曲又は２曲）を無伴奏で独唱 

         ただし、演奏時間の合計（曲間を含まない）が２分以上 

         となること。 

 美術分野：鉛筆によるデッサン 

 書道分野：指定した文字を楷書及び行書で半紙に毛筆で書く。 

普通科（体育コース） 

４種目程度の運動能力テストと運動競技種目テスト（野球、サッカー、ソフト

ボール、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、ソフトテニス、テ

ニス、バドミントン、卓球、柔道、剣道、陸上競技、ボクシングのうちから１

種目を選択） 

高知丸の内 音楽科 

聴音（簡単な旋律（ハ長調 ４分の４拍子 ８小節）の書き取り）と専攻によ

り以下の検査を行う。 

声 楽 専 攻：中学校教科書程度の独唱曲を１曲無伴奏で独唱 

ピ ア ノ 専 攻：ピアノで任意の独奏曲を１曲演奏 

管・弦・打楽器専攻：任意の独奏曲１曲を無伴奏で演奏 

          （管・弦楽器で受検する場合は、楽器を持参すること。） 

高知国際 

グローバル科（探究コース） 

実技検査（英語による口頭試問） 

学校作成の 100語程度の英文を黙読後、その内容について英語で口頭試問を

行う。 

グローバル科（ＤＰコース） 

実技検査Ⅰ（英語による口頭試問） 

学校作成の 100語程度の英文を黙読後、その内容について英語で口頭試問を

行う。 

実技検査Ⅱ（日本語による口頭試問） 

学校作成の 1,000字程度の日本語文を黙読後、その内容と関連する内容につ

いて日本語で口頭試問を行う。 

高知商業 スポーツマネジメント科 
学校が指定する運動競技種目のうちから１種目を選択し、その競技に関する運

動能力・技術テストを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

令和３年度 Ｂ日程における実技検査の概要一覧表 

（全日制の課程） 

高等学校 学科・科（コース） 実技検査の概要 

岡豊 

普通科（芸術コース） 

次の３分野から１分野を選択 

 音楽分野：任意の曲（１曲）を無伴奏で独奏又は独唱 

 美術分野：鉛筆によるデッサン 

 書道分野：指定した文字を楷書及び行書で半紙に毛筆で書く。 

普通科（体育コース） ４種目程度の運動能力テスト 

高知丸の内 音楽科 

聴音（簡単な旋律（ハ長調 ４分の４拍子 ８小節）の書き取り）と専攻によ

り以下の検査を行う。 

声 楽 専 攻：中学校教科書程度の独唱曲を１曲無伴奏で独唱 

ピ ア ノ 専 攻：ピアノで任意の独奏曲を１曲演奏 

管・弦・打楽器専攻：任意の独奏曲１曲を無伴奏で演奏 

          （管・弦楽器で受検する場合は、楽器を持参すること。） 

高知国際 

グローバル科（探究コース） 

実技検査（英語による口頭試問） 

学校作成の 100語程度の英文を黙読後、その内容について英語で口頭試問を

行う。 

グローバル科（ＤＰコース） 

実技検査Ⅰ（英語による口頭試問） 

学校作成の 100語程度の英文を黙読後、その内容について英語で口頭試問を

行う。 

実技検査Ⅱ（日本語による口頭試問） 

学校作成の 1,000字程度の日本語文を黙読後、その内容と関連する内容につ

いて日本語で口頭試問を行う。 

高知商業 スポーツマネジメント科 
学校が指定する運動競技種目のうちから１種目を選択し、その競技に関する運

動能力・技術テストを行う。 

 注１ Ａ日程で入学定員を満たした場合は、Ｂ日程を実施しない。 

 

 

 

令和３年度 傾斜配点実施校一覧表 

（全日制の課程） 

高 等 学 校 
学科・科（コース） 選抜 

調査書 学力検査 

本  校 分 校 教 科 比 率 教 科 比 率 

高知丸の内  音楽科 
Ａ日程 音楽 ２倍   

Ｂ日程  注１ 音楽 ２倍   

高知商業  社会マネジメント科 
Ａ日程   英語 １．５倍 

Ｂ日程  注１   英語 １．５倍 

注１ Ａ日程で入学定員を満たした場合は、Ｂ日程を実施しない。 
 
 
 

  



 

 

令和３年度 成人特別選抜の概要一覧表 

 

高 等 学 校 
課程・科 比率 検 査 項 目 

本  校 分 校 

室戸  定時制・普通科 １０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（４００字、４０分） 

中芸  多部制夜間部・普通科 １０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（４００字、４０分） 

山田  定時制・普通科 １０％ 
個人面接一人６分間 

作文（４００字、３０分） 

高知東工業  定時制・機械科 １０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（４００字、３０分） 

高知工業  定時制・機械科、電気科、土木科、建築科 ５０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（４００字、４０分） 

高知北  多部制夜間部・普通科 １０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（４００字、４０分） 

高岡  定時制・普通科 ２０％ 個人面接一人１０分間 

須崎総合  定時制・普通科 １０％ 
個人面接一人７分間 

作文（６００字、５０分） 

佐川  定時制・普通科 ２０％ 
個人面接一人７分間 

作文（６００字、４０分） 

大方  定時制・普通科 １０％ 個人面接一人１０分間 

宿毛  定時制・普通科 １０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（６００字、４０分） 

清水  定時制・普通科 １０％ 
個人面接一人１０分間 

作文（４００字、４０分） 

高知商業  定時制・商業科 １０％ 
個人面接一人７分間 

作文（４００字、３０分） 

 


