
（４）デジタルを活用した取り組み状況

No. 都道府県

①入学者選抜の資料やその提出にか
かわって

②合否発表にかかわって ③その他

1 北海道
道教委のホームページにおける出願書類
等の様式の配付

各高等学校のホームページにおける合格
者の受検番号の掲載

・道外からの推薦入学者選抜出願者を対
象とした通信機器を活用した遠隔面接の
実施

2 青森県
入学者選抜要項等、教育委員会のＨＰか
らダウンロード可能

各校で掲示による合格発表を行った上
で、ＨＰ上でも合格発表を行っている。

無

3 岩手県 特になし
・合格発表時の密集を避けるために、県
教委で発表用ウェブサイトを設け、全県
立高校について発表した。

無

4 宮城県 無

各学校において掲示板を用いた合格発表
を行うとともに，県高校教育課のWeb
ページにおいて各校の合格者の受験番号
を掲載した。

無

5 秋田県 無
合格者発表の１時間後を目途に各校の
ホームページに合格者の受検番号を公開
する。

無

6 山形県 特になし
県で準備したWebサイトでの合格発表を
行った

特になし

7 福島県

県教育委員会のホームページから、調査
書の様式（Word、Excel、一太郎）をダ
ウンロードできるようにしている。
また、各自治体が導入している校務支援
システムによる調査書も、県指定の様式
であれば有効としている。

合格者発表当日に、県教育委員会のホー
ムページに、全県立高校の合格者の受験
番号を、学校ごとに掲載している。

特になし。

8 茨城県 特になし
合格者のインターネットによる発表にお
いて、パスワード設定を削除した。

海外及び県外（隣接県を除く）におい
て、入学者選抜手数料の電子納付を可能
とした。

9 栃木県 特になし HPによる合格者発表 特になし

10 群馬県 無

各高等学校において合格者の受検番号を
掲示するほか、県立高校については、県
教育委員会が指定したＷｅｂページに掲
載し、市立・学校組合立高校について
は、それぞれの学校Ｗｅｂページに掲載
している。

無

11 埼玉県 無

各志願先高校での掲示による発表に加
え、補助的にウェブによる発表を実施し
ている。昨年度までは掲示を午前９時か
ら、ウェブを午後１時からとしていたと
ころであるが、令和３年度はウェブを午
前９時から、掲示を午前１０時からと
し、自宅等で発表を確認できるように変
更した。

特になし

12 千葉県 無
県教育委員会の特設ウェブサイトに掲載
した。

無

13 東京都
１校においてインタネットを活用した出
願を試行実施した。

推薦に基づく選抜及び学力検査に基づく
選抜（第一次募集・分割前期募集）につ
いては、都教育委員会が設置したweb
ページで合格発表を行った。

無

14 神奈川県

県教育委員会のホームページで、志願の
てびきや実施要領等の資料を公開してい
る。また、受検方法申請書ほか各種申請
用紙を県教育委員会ホームページよりダ
ウンロードできるようにしている。

共通選抜等において、合格発表Webサイ
トにて合格者の発表を行った。

無

15 新潟県 無
・県ホームページによる合格発表の実施
・入学者選抜に係る説明動画の作成

無

16 富山県 特になし 無 特になし

17 石川県 無 無 無

18 福井県 無 無 無

19 山梨県 無 ホームページで合格発表を行った。 無

20 長野県 無 無 無

21 岐阜県 無 無 無

22 静岡県 無
受検者及び中学校にＩＤを発行し、受検
した高校の合格者受検番号一覧をホーム
ページ上で閲覧できるようにした。

特になし

23 愛知県 無
県教育委員会のwebページで合格発表を
行った。

無

24 三重県 無 ・合格者発表をWebで行った。

25 滋賀県 無 特になし 特になし

Ⅴ．入学者選抜の改善状況

令和３年度入試における改善措置
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Ⅴ．入学者選抜の改善状況

令和３年度入試における改善措置

26 京都府 無
平成31年度高等学校入学者選抜からＷＥ
Ｂによる合格発表を補助的に行ってい
る。

無

27 大阪府 無

新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、各学校での合格者番号の掲示に加
え、ウェブによる合格者番号の掲載を
行った。

無

28 兵庫県
調査書等の様式をホームページからダウ
ンロードして活用

特になし 特になし

29 奈良県
各高等学校のWebページと県教育委員会
学校教育課のWebページの２箇所におい
て合格者の受検番号を公表した。

無

30 和歌山県 無 無 無

31 鳥取県 無 無

一昨年度からホームページでの合格発表
を検討し、担当部局とも協議をしたが、
一度にアクセスが集中すると不具合が生
じるということで、一昨年度、昨年度は
断念したが、現在は別の方法を模索中。

32 島根県 無
各高等学校のホームページにおいて合格
発表をおこなっている。

特になし

33 岡山県 無
各校での掲示板による合格発表ととも
に、各校が指定するWebページでの発表
を実施した。

無

34 広島県
出願書類等を広島県教育委員会のホーム
ページでダウンロードできるようにし
た。

合格発表を校内掲示とあわせて学校ホー
ムページに掲載した。

無

35 山口県 特になし。 特になし。 特になし。

36 徳島県 特になし 特になし 特になし

37 香川県
特になし

各校での掲示による発表に加えて、各校
のホームページ
においても、合格者の受検番号と連絡事
項を掲載した。

特になし

38 愛媛県
教育委員会のホームページから入学者選
抜に係る様式をダウンロードできるよう
にしていた。

特になし。 特になし。

39 高知県 特になし 特になし 特になし

40 福岡県

【県立、福岡市立、北九州市立、古賀高
等学校組合立、久留米市外三市町高等学
校組合立】
教育委員会ホームページ等から、出願書
類（一部）を入手できるようにしてい
る。

【県立】全ての県立高校において、学校
での掲示と併せてウェブページで合格発
表を行った。
【福岡市立、北九州市立、久留米市外三
市町高等学校組合立】ウェブページで合
格発表を行った。

無

41 佐賀県 特になし
各学校のホームページにて合格発表を
行っている。

特になし

42 長崎県 特になし
校内掲示発表に合わせて、Web発表も
行った。

特になし

43 熊本県

調査書及び成績一覧表を県教育委員会の
ホームページにデータとして掲載してい
る。
入学者選抜要項をホームページに掲載し
ている。
出願状況も随時ホームページに掲載して
いる。

特設Ｗｅｂページでの発表を行った。 無

44 大分県 無
コロナ対応により、各高校ごとの特設Ｗ
ｅｂサイトにて合格者を発表

無

45 宮崎県
県教育委員会のホームページにて、中学
校側で使用する各種様式の配布を行っ
た。

特になし 特になし

46 鹿児島県 特になし
一部の学校で合格発表をホームページで
も行っている。

特になし

47 沖縄県 特になし 各学校ホームページに掲載 採点ソフトの活用
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