
入試説明会2020年度

【本日の内容】
■令和3年度入試について
■令和2年度入試結果について（データ）

令和３年度入試
■主な変更点
●令和3年度
入試区分の名称変更（全国の大学）
出願期間と合格発表の変更（全国の大学）

情報学群の推薦入試を廃止
「一般選抜（前・後）においては調査書を点数化しない。」
共通テスト（外国語）のリーディング／リスニングの配分

●要注意！
6/19文科通知により、現在、入試スケジュールや出題等について検討中
「7月2日10時に第1弾」を発表！ 「7月31日に第2弾」を発表！
発表は本学ホームページ→入試課→入試に関する重要なお知らせ
「7月31日第2弾発表」と同時に学生募集要項（一般・推薦）ダウンロード可能



第14 新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験期日及び試験実施上の配慮等
１ 試験期日等
(1) 大学入学共通テスト
① 入学志願者が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れ（以下この項において「学業の遅れ」という。）や同感
染症に罹患した場合等にも対応できる選択肢を確保するため，下記②のとおり，日程を設定することとする。(ⅱ)については，
学業の遅れを理由に当該日程を選択する者を対象とするとともに，(ⅰ)を疾病等の理由で受験できなかった者の追試験とし
て実施することとし，全都道府県に試験場を設置する。
上記の措置に加えて，学業の遅れを理由に(ⅱ)を選択した入学志願者が疾病等を理由に受験できなかった場合に備え，別
途，特例追試験を実施する。
② その上で試験期日等は以下のとおりとする（第４ 再掲）。
(ⅰ) 令和３年１月16日，17日
(ⅱ) 令和３年１月30日，31日
※(ⅰ)の追試験としても実施。

(ⅲ) 特例追試験令和３年２月13日，14日
※(ⅱ)の追試験として実施。

③ 各大学は，上記(ⅲ)の受験者が当該大学の大学入学共通テストを利用する選抜に出願できるよう配慮する。
④ 学校推薦型選抜で(ⅲ)の成績を活用する場合の判定結果の発表は，第４の５の規定にかかわらず，一般選抜の試験期
日の前日までに行うことを要しないものとする。

高知工科大学 主要日程の変更
【変更前】共通テスト予備日 【変更後】共通テスト② 【変更後】共通テスト③予備日
令和３年１月２３日（土）、１月２４日（日） 令和３年１月３０日（土）、１月３１日（日） 令和３年２月13日（土）、２月14日（日）

令和３年１月１６日（土）、１月１７日（日） 令和３年１月３０日（土）、１月３１日（日） 令和３年２月13日（土）、２月14日（日）

受験生が選択できる？ 先生方はどう指導する？ 大学側はまぜこぜで評価していいの？

（判断ファクター・・・共通テストの中身。出願期間。二次の配点。コロナ回避。引率可否。自己採点タイミング。受験生メンタルなどなど）

重
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■入学定員／募集人員

※（ ）内は高知県内高等学校枠、内数

令和３年度入試
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ＡＯ入試 → 総合型選抜
一般入試 → 一般選抜
推薦入試 → 学校推薦型選抜

推薦入試 → 学校推薦（一般区分）
特別推薦入試 → 学校推薦（スポーツ区分）
推薦特待生入試 → 学校推薦（特待生区分）
推薦入試(ｾﾝﾀｰあり) → 学校推薦（共通テスト区分）

入試区分の名称変更

去年 → 今年

高知工科大学独自の変更

全国共通の名称変更

令和3年度学校推薦型選抜の変更点（経済・マネジメント学群）

＜カテゴリー変更にともなう県内枠の再整理＞
令和２年度入試まで、経済・マネジメント学群の特別選抜（ＡＯ・推薦）において、全体70

名の募集のうち40名を県内枠としていた。令和３年度入試からは特別選抜という枠はなく

なり、総合型選抜と学校推薦型選抜という２つのカテゴリーとなる。このことから次のとおり
県内枠を整理しなおすこととする。

旧：特別選抜（ＡＯ・推薦）：70（40）名
↓

新：総合型選抜：20（10）名・学校推薦型選抜：50（30）名
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令和３年度総合型選抜

システム工学群・情報学群

出願期間 選考 合格発表日 入学手続期間

令和2年９月７日（月） 令和2年11月３日（火）

Ａ区分 ～ ～

Ｂ区分

令和2年９月14日（月） 令和2年11月10日（火）

経済・マネジメント学群

出願期間 第１次選考
第１次選考
結果通知

第２次選考
学力検査等

合格発表日 入学手続期間

数学区分
令和2年９月７日（月） 令和2年11月３日（火）

英語区分 ～ ～

スポーツ区分

令和2年９月14日（月） 令和2年10月10日（土）・
11日（日）の両日

※１

令和2年11月10日（火）

令和2年11月２日（月）

９月中旬 令和2年９月29日（火）

令和2年11月２日（月）

情報学群

学群・募集区分

経済・マネジメント
学群

令和2年10月10日（土）
※１

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。その場合は志願者全員に通知する。
       選考日の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

※１：第２次選考の詳細については、第１次選考結果とともに対象者に通知する。
       選考日の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

学群・募集区分

システム工学群

令和2年10月10日
（土）・11日（日）の両日

※１

【合格発表】
総合…11月～
推薦…12月～

試験の時期が後ろ
にずれる！！

【変更前】（6/19文科通知前）

●試験期日等

大学入学共通テストの実施期日等は以下のとおり
とする。
(1) 令和３年１月16日，17日
(2) 令和３年１月30日，31日
※(1)の追試験としても実施。

(3) 特例追試験令和３年２月13日，14日
※(2)の追試験として実施。

総合型選抜については，入学願書受付を令和２年
９月15日以降とし，その判定結果を令和２年11月１
日以降に発表する。

【変更前】総合型選抜出願期間
令和２年９月７日（月）～令和２年９月14日（月）

↓
【変更後】総合型選抜出願期間
令和２年９月15日（火）～令和２年９月24日（木）
（以降の入試日程に影響なし）

【総合型選抜（感染者への配慮） 】

新型コロナウイルス感染症等により受験が困難な受験生について、すべての受験生の受
験機会を確保するという観点から、試験開始時間までに、本人もしくはその保護者等から
連絡があった場合に限り、特別な配慮を検討する場合がある。ただし、特別な配慮を希望
する受験生は、「受験が困難な理由」を、試験日を含む入院期間を確認できる公的な書類
や試験日に病院を受診したことがわかるレシート等の客観性のある書類を、連絡した日か
ら起算して５日以内に提出しなければならない。

KUT対応方針①：すべての受験生の受験機会（チャンス）について、コロナでは減らさない。

（すべての試験区分になんらかの配慮（追加判定）を準備）

要
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中止・延期等となった大会や資格・検定試験等への対応

新型コロナウイルス感染症の発生により，中止・延期等となった大会や資格・検定試験等に参加できず，その結果を高等
学校等における部活動等の諸活動の実績や資格・検定試験等の成績として記載できない場合において，そのことをもっ
て入学志願者が不利益を被ることがないようにする。
特に，総合型選抜及び学校推薦型選抜においては，以下のような選抜の工夫に配慮する。

評価の方法や重み付け等に配慮し，この間の個々の入学志願者の成果獲得に向けた努力のプロセスや入学を志願す
る大学で学ぼうとする意欲を多面的・総合的に評価するものとする。このため，各大学は，入学志願者の実情に配慮した
丁寧な選抜を行う観点から，推薦書，志願者本人が記載する資料においてこれらの努力のプロセス等について記載を求
めることなど評価方法を定め，その内容を募集要項等で周知するものとする。

【対応】（募集要項に以下を明記する）

総合型選抜・・・①経済・マネジメント学群のスポーツ区分と英語区分について、新型コロナウイルス感染症の発生に
より、大会や資格・検定試験等が中止・延期等となっていることを考慮し、書類審査による第1次選考
は実施しない。

②募集要項にて、以下の内容を明記する。
「新型コロナウイルス感染症の発生により、大会や資格・検定試験等が中止・延期等となっているこ
とを考慮し、スポーツ区分・英語区分においては、試験当日の実技試験・能力検査の結果を重視す
る。」

KUT対応方針②： 「すべての受験生に安心して、安全に受験してもらう。

重
要
重
要

令和３年度総合型選抜

システム工学群・情報学群

出願期間 選考 合格発表日 入学手続期間

令和2年９月７日（月） 令和2年11月３日（火）

Ａ区分 ～ ～

Ｂ区分

令和2年９月14日（月） 令和2年11月10日（火）

経済・マネジメント学群

出願期間 第１次選考
第１次選考
結果通知

第２次選考
学力検査等

合格発表日 入学手続期間

数学区分
令和2年９月７日（月） 令和2年11月３日（火）

英語区分 ～ ～

スポーツ区分

令和2年９月14日（月） 令和2年10月10日（土）・
11日（日）の両日

※１

令和2年11月10日（火）

令和2年11月２日（月）

９月中旬 令和2年９月29日（火）

令和2年11月２日（月）

情報学群

学群・募集区分

経済・マネジメント
学群

令和2年10月10日（土）
※１

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。その場合は志願者全員に通知する。
       選考日の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

※１：第２次選考の詳細については、第１次選考結果とともに対象者に通知する。
       選考日の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

学群・募集区分

システム工学群

令和2年10月10日
（土）・11日（日）の両日

※１

【合格発表】
総合…11月～
推薦…12月～

試験の時期が後ろ
にずれる！！

9月15日（火）から
9月24日（木）まで

【変更後】6/19文科通知後

重視する!!



総合型選抜

9月出願 学校推薦

一般選抜

総合型選抜の位置づけ（高校生への説明：志望が高知工科の場合）

①「総合型選抜 → 一般選抜」 タイプ
まずは「10月入試の試験科目」に重点を置いて勉強。
試験終了後、共通テストに向けてすべての科目を勉強。

②「総合型選抜 → 学校推薦 → 一般選抜」 タイプ
一貫した志望理由。試験毎に弱点を克服。

11月出願

2月出願

総合型選抜で早々と合格を決め、特待生を目指すのもあり！！

ホームページに過去問あり

■出願資格 ※下記（1）～（3）いずれの条件も満たす者

令和３年度システム工学群総合型選抜
■募集人員

（１）本学およびシステム工学群のアドミッション・ポリシーに賛同し、システム工学群で学びたいという強い意志を有する者
（２）令和３年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

※高知県内高等学校枠･･･令和３年３月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者
（３）合格した場合に入学を確約できる者

■日程

40（20）名（県内高等学校枠）

■選抜方法

■試験時間、教科等

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。
※２：選考の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

出願期間 学力検査等 合格発表日

９月15日（火）～９月24日（木） 令和２年10月10日（土）・11（日）の両日 ※１ 11月２日（月）

学群適性検査、個別面接（20分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は【物理】・【数学】のどちらか１つを選択して解答する。
【物理】（物理基礎全般、物理のうち様々な運動） 【数学】（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）

（受験者数によっては個別面接を集団面接に変更する場合がある。）

去年定員変更
ＡＯ入試 ： １０（１０）→ ４０（２０）

推薦入試 ： ４０（２０）→ １０（１０）

物理 or 数学

学群適性検査
【物理】・【数学】のどちらか１つを選択して解答する。

【物理】（物理基礎全般、物理のうち様々な運動）
【数学】（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ）

300点 90分

書類審査 提出書類を総合的に評価する。 100点

面接
提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接
（20分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変
更する場合もある。

100点
－２９－

学習成績（評定）のハードルなし



■出願資格 ※下記（１）～（４）いずれの条件も満たす者

令和３年度情報学群総合型選抜①
■募集人員

（１）本学および情報学群のアドミッション・ポリシーに賛同し、情報学群で学びたいという強い意志を有する者
（２）令和３年３月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

※高知県内高等学校枠･･･令和３年３月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者
（３）合格した場合に入学を確約できる者
（４）A区分においては、調査書における全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）が4.0以上の者

■日程

40（25）名（県内高等学校枠）

■選抜方法

※１：志願者数によっては1日のみで実施する場合がある。
※２：選考の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

出願期間 学力検査等 合格発表日

９月15日（火）～９月24日（木） 令和２年10月10日（土）・11（日）の両日 ※１ 11月２日（月）

去年新設
募集 ： ４０（２５）

選考区分 選考方法

Ａ区分
（面接重視型）

学群適性検査、個別面接（20分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は次の（１）～（３）のうちいずれか１つを選択して筆記で解答する。
（１）数学①：微分法(数学IIの範囲) 
（２）数学②：場合の数
（３）プログラミング：考え方・手続の作成（条件分岐・繰り返し・一次元配列)

（志願者数によっては個別面接を集団面接に変更する場合がある。）

Ｂ区分
（適性検査重視型）

学群適性検査、集団面接（15分程度）、提出書類による総合判定
学群適性検査は次の（１）～（３）のうちから２つを選択して筆記で解答する。
（１）数学①：微分・積分(ただし数学IIIの範囲は「極限」と「微分法」の範囲に限る)
（２）数学②：場合の数・集合・数列
（３）プログラミング：考え方・手続の作成・手続の理解

学習成績の状況が4.0以上

令和３年度情報学群総合型選抜②
■試験時間、教科等

評定平均値が4.0以上

評定平均値のしばりなし

Ａ区分（面接重視型）

配点 試験時間

50点 40分

200点 20分

100点

Ｂ区分（適性検査重視型）

配点 試験時間

250点 120分

50点 15分

50点

集団面接
提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による集団面接（15
分程度）を行う。

書類審査 提出書類(調査書、志望理由書) を総合的に評価する。

個別面接
提出書類等の内容を含め、複数の面接担当者による個別面接（20
分程度）を行う。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する
場合もある。

書類審査 提出書類(調査書、志望理由書) を総合的に評価する。

教科等 科目等

学群適性検査

次の（１）～（３）のうちから２つを選択して筆記で解答する。
　（１）数学①：微分・積分
       (ただし数学IIIの範囲は「極限」と「微分法」の範囲に限る)
　（２）数学②：場合の数・集合・数列
　（３）プログラミング：考え方・手続の作成・手続の理解

教科等 科目等

学群適性検査

次の（１）～（３）のうちいずれか１つを選択して筆記で解答する。
　（１）数学①：微分法(数学IIの範囲)
　（２）数学②：場合の数
　（３）プログラミング：考え方・手続の作成
　　　　（条件分岐・繰り返し・一次元配列)

－３０－



■出願資格※下記（1）～（3）のいずれの条件も満たし、英語区分で出願する者は（4）、スポーツ区分で出願する者は（5）も満たす者

令和３年度経済・マネジメント学群総合型選抜①

（１）アドミッション・ポリシーに賛同し、経済・マネジメント学群で学びたいという強い意志を持つ者。
なお、スポーツ区分で志願する者については、入学後も当該競技を４年間継続しながら、文武両道
に励む強い意志を併せ持つ者

（２）令和２年４月１日現在において満23歳未満の者 ※詳細は総合型選抜学生募集要項参照
（３）合格した場合に入学を確約できる者
（４）英語区分では、英検、TOEIC（IPテストは除く）、TOEFL 等において、平成30年４月以降の成

績を証明できる者
（５）スポーツ区分では、卓球（男子・女子）、バレーボール（男子・女子）、硬式野球（男子）、ソフト

テニス（男子・女子）、剣道（男子・女子）、ソフトボール（男子）の６種目の競技のいずれかの
種目において、平成30年４月以降、県大会ベスト８以上もしくはそれに相当レベルの競技能力を有
する者

学群・募集区分 募集人員

経済・マネジメント学群

数学区分

20名（10名）英語区分

スポーツ区分

■募集人員

※（ ）内は高知県内高等学校枠、内数

コロナに関する配慮事項
【スポーツ区分と英語区分】について
①第1次選考は実施しない。
②実技試験・能力検査の結果を重視する。

令和３年度経済・マネジメント学群総合型選抜②

■選抜方法

■試験時間
募集区分 試験教科等 試験時間教科 科目等

数学区分 数学能力検査 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ ◆数学Ｂの範囲：「数列」「ベクトル」 120分
面接 ※

英語区分
英語能力検査

【重視する】
コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・
英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ（インタビューテスト等の英語によるコミュニケー
ション能力を総合的に評価する。）

90分

面接 ※

スポーツ区分

小論文
求める学生として必要とされる資質を有するかどうかを問うものであり、基礎
学力とスポーツマネジメント分野における特性、または、意欲等を総合的に
評価する。

60分

面接 ※
実技試験
【重視する】 競技種目別実技試験（基礎体力テストを含む場合がある。）

募集区分 選抜方法
数学区分 数学能力検査・面接（口頭試問を含む場合がある）・提出書類の総合判定
英語区分 英語能力検査・面接（日本語）・提出書類の総合判定
スポーツ区分 小論文・面接・提出書類・実技試験の総合判定

募集区分 出願期間 第１次選考
書類審査

第１次選考
結果通知日

第２次選考
学力検査等 合格発表日

数学区分 ９月15日（火） 令和２年10月10日（土）
11月２日（月）

英語区分 ～
９月中旬 ９月29日（火） 令和２年10月10日（土）・

11日（日）の両日*スポーツ区分 ９月24日（木）

■日程

*試験日の詳細については、別途志願者に通知
※選考日の翌々週の土日（10月第4）を予備日とする。

※複数の面接担当者による個別面接（30分程度）。ただし、出願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。 －３１－



●個別学力検査

新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願
者の受験機会を確保するため，各大学は次のいず
れか一つの方策を必ず講ずることとする。文部科学
省は，各大学の講じた措置を同省のホームページ
において周知する。
(ア) 追試験の設定
(イ) 追加の受験料を徴収せずに，別日程への受験
の振替

【出願】

すべての学生募集要項の出願期間の項目に以下内容を明
記する。

新型コロナウイルス感染症等により出願期間内に出願が困
難な受験生について、期間中に本人もしくはその保護者等
から連絡があった場合に限り期間外に出願を受理する場合
がある。

【入学手続き】

すべての学生募集要項の入学手続き期間の項目に以下内
容を明記する。

新型コロナウイルス感染症等により手続き期間内に手続き
が困難な合格者について、期間中に本人もしくはその保護
者等から連絡があった場合に限り、期間外の手続きについ
ても受け付ける場合がある。

KUT対応方針②：

「すべての受験生に安心して、安全に受験してもらう。

何かあったらすぐに電話してください！

【総合型選抜（感染者への配慮） 】

新型コロナウイルス感染症等により受験が困難な受験生について、すべての受験生の受
験機会を確保するという観点から、試験開始時間までに、本人もしくはその保護者等から
連絡があった場合に限り、特別な配慮を検討する場合がある。ただし、特別な配慮を希望
する受験生は、「受験が困難な理由」を、試験日を含む入院期間を確認できる公的な書類
や試験日に病院を受診したことがわかるレシート等の客観性のある書類を、連絡した日か
ら起算して５日以内に提出しなければならない。

重
要
重
要

令和３年度学校推薦型選抜

入試区分 入学手続期間個別学力検査等 合格発表日出願期間

学校推薦（一般区分）

学校推薦（スポーツ区分）

学校推薦（特待生区分）

学校推薦（共通テスト区分）

令和２年12月14日（月）～令和２年12月18日（金）

令和２年12月２日（水）～令和２年12月９日（水）

令和３年２月17日（水）～令和３年２月22日（月）
注２：（令和３年２月20日（土）～令和３年２月26日（金））

令和２年11月22日（日） 令和２年12月１日（火）

なし 令和３年２月16日（火）
注２：（令和３年２月19日（金））

学校推薦
型選抜

令和２年11月３日（火）～令和２年11月９日（月）



■選抜方法
提出された学校推薦書・志望理由書・調査書の内容、および本学が実施する
面接による総合判定。 ※大学入学共通テストは課さない

■配点

※複数の面接担当者による個別面接（30分程度）。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。
※システム工学群、環境理工学群：面接において、基礎学力を問う口頭試問を含む
※経済・マネジメント学群：面接において、基礎知識を問う口頭試問 （社会の話題を扱った文書・グラフ等を提示し、

それを踏まえて自由に意見を述べる）を実施し、議論を進める。

■出願資格 ※下記（1）～（4）すべての条件を満たす者
（１） 現役生であること
（２） 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）が4.0以上の者
（３） 学校長が推薦する者
（４） 合格した場合に入学を確約できる者

令和３年度学校推薦（一般区分）

・システム １０（１０） 高知県のみ

・環境 １５（５）
・経済マネ ５０（３０）

（情報はない）

システム工学群 環境理工学群 経済・マネジメント学群

書類 100 100 100

面接 100 200 200

合計 200 300 300

中止・延期等となった大会や資格・検定試験等への対応

新型コロナウイルス感染症の発生により，中止・延期等となった大会や資格・検定試験等に参加できず，その結果を高等
学校等における部活動等の諸活動の実績や資格・検定試験等の成績として記載できない場合において，そのことをもっ
て入学志願者が不利益を被ることがないようにする。
特に，総合型選抜及び学校推薦型選抜においては，以下のような選抜の工夫に配慮する。

評価の方法や重み付け等に配慮し，この間の個々の入学志願者の成果獲得に向けた努力のプロセスや入学を志願す
る大学で学ぼうとする意欲を多面的・総合的に評価するものとする。このため，各大学は，入学志願者の実情に配慮した
丁寧な選抜を行う観点から，推薦書，志願者本人が記載する資料においてこれらの努力のプロセス等について記載を求
めることなど評価方法を定め，その内容を募集要項等で周知するものとする。

【対応】（募集要項に以下を明記する）

学校推薦（スポーツ区分）・・・募集要項にて、以下の内容を明記する。
「新型コロナウイルス感染症の発生により、大会や資格・検定試験等が中止・延期等となっていること
を考慮し、面接試験にてスポーツの取組状況について必ず聴取する。」

KUT対応方針②： 「すべての受験生に安心して、安全に受験してもらう。

重
要
重
要



■出願資格 ※下記（1）～（5）すべての条件を満たす者

令和３年度学校推薦（スポーツ区分）（経済・マネジメント学群のみ）

（１） 現役生であること
（２） スポーツ競技において優れた実績があり、４年間スポーツと勉学に励む強い意志があること

※都道府県大会ベスト８以上、もしくは優れた実績を挙げた者（種目指定なし）
（３） 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）が3.5以上の者
（４） 学校長が推薦する者
（５） 合格した場合に入学を確約できる者

■選抜方法
提出された学校推薦書・志望理由書・調査書・スポーツ競技成績証明書・スポーツ推薦書の内容、およ
び本学が実施する面接による総合判定。 ※大学入学共通テストは課さない

■配点

経済・マネジメント学群のみ
募集：若干名

※複数の面接担当者による個別面接（30分程度）。ただし、志願者が多い場合、集団面接に変更する場合がある。
※経済・マネジメント学群：面接において、基礎知識を問う口頭試問 （社会の話題を扱った文書・グラフ等を提示し、

それを踏まえて自由に意見を述べる）を実施し、議論を進める。 －３２－

書類 100

面接 100

スポーツ活動実績 100

合計 300

【コロナに関する配慮】
募集要項にて、以下の内容を明記する。

面接試験にてスポーツの取組状況について必ず
聴取する。

＜選抜方法等＞
大学入学共通テストの結果、下記基準を満たした者を合格かつ特待生とする。

＜推薦特待生合格基準＞
・特待生Ｓ合格基準：大学入学共通テスト試験配点合計の80%以上

・特待生Ａ合格基準：大学入学共通テスト試験配点合計の70%以上
（経済・マネジメント学群は75%以上）

※利用教科・科目・配点は、志望する学群の前期日程Ａ方式に準ずる

＜出願資格＞
・現役生であること
・学校長が推薦する者
・合格した場合に入学を確約できる者

＜提出書類＞
・調査書（学習成績の状況の基準は設けない）
・学校推薦書 ◆大学独自の個別学力検査は課さない

共通テストあり推薦
（共通テスト前出願）

令和３年度学校推薦（特待生区分）



■選抜方法

令和３年度学校推薦（共通テスト区分）※環境理工学群のみ

■出願資格 ※下記（1）～（4）すべての条件を満たす者
（１） 下記の要件を満たす者

令和３年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、または高等専門学校の第３学年を修了見込みの者
※高知県内高等学校枠･･･令和３年3月に高知県内の高等学校を卒業見込みの者、または高知県内の高等専門学校の第３学年を修了見込みの者

（２） 学校長が本学の目標（来たるべき社会に活躍できる人材の育成）に適合した強い意欲と情熱を持つと認め責任を持って推薦する者
（３） 環境理工学群が指定する大学入学共通テストの教科・科目を受験する者
（４） 合格した場合に入学を確約できる者

■募集人員

共通テストあり推薦
（共通テスト前出願）

募集人員：１０（５）※（ ）内は高知県内高等学校枠、内数

＜共通テスト＞以下①～③の３科目（各科目１００点／３００点）
① 外国語と国語のどちらか高得点１科目
② 数学Ⅰ・Ａと数学Ⅱ・Ｂのどちらか高得点１科目
③ 理科②１科目（物理、化学、生物、地学から高得点１科目）

・国語については共通テストの点数を1/2倍して100点とする。
・英語についてはﾘｽﾆﾝｸﾞを含み、100点満点の内訳をﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ80点・ﾘｽﾆﾝｸﾞ20点となるよう共通テストの
点数を換算する。ただし、ﾘｽﾆﾝｸﾞ免除の場合はﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（100点）をそのまま用います。

上記の共通テスト３科目300点に書類（100点）を加え、400点満点中240点以上を
合格対象とする。

－３３－

学校推薦型選抜について（高校生への説明：志望が高知工科の場合）

システム工学群・情報学群の場合
募集定員 ： 総合型 ＞ 学校推薦
学校推薦を受けるなら、総合型選抜も視野に入れる。
システム（高知県外）と情報 → 学校推薦（一般区分）の枠なし。

時代は「総合型選抜」。 入学試験は秋から始まっている！！

環境理工学群・経済・マネジメント学群の場合
募集定員 ： 総合型 ＜ 学校推薦
経済・マネジメント学群：得意分野があるなら総合型選抜も

視野に入れる。
環境理工学群：多様な学校推薦がある。

（一般選抜（前期）は5教科タイプしかない。）



●個別学力検査

新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願
者の受験機会を確保するため，各大学は次のいず
れか一つの方策を必ず講ずることとする。文部科学
省は，各大学の講じた措置を同省のホームページ
において周知する。
(ア) 追試験の設定
(イ) 追加の受験料を徴収せずに，別日程への受験
の振替

【出願】

すべての学生募集要項の出願期間の項目に以下内容を明
記する。

新型コロナウイルス感染症等により出願期間内に出願が困
難な受験生について、期間中に本人もしくはその保護者等
から連絡があった場合に限り期間外に出願を受理する場合
がある。

【入学手続き】

すべての学生募集要項の入学手続き期間の項目に以下内
容を明記する。

新型コロナウイルス感染症等により手続き期間内に手続き
が困難な合格者について、期間中に本人もしくはその保護
者等から連絡があった場合に限り、期間外の手続きについ
ても受け付ける場合がある。

KUT対応方針②：

「すべての受験生に安心して、安全に受験してもらう。

何かあったらすぐに電話してください！

【学校推薦型選抜（感染者への配慮） 】

新型コロナウイルス感染症等により受験が困難な受験生について、すべての受験生の受
験機会を確保するという観点から、試験開始時間までに、本人もしくはその保護者等から
連絡があった場合に限り、特別な配慮を検討する場合がある。ただし、特別な配慮を希望
する受験生は、「受験が困難な理由」を、試験日を含む入院期間を確認できる公的な書類
や試験日に病院を受診したことがわかるレシート等の客観性のある書類を、連絡した日か
ら起算して５日以内に提出しなければならない。

重
要
重
要

令和３年度一般選抜
●試験期日等

大学入学共通テストの実施期日等は以下のとおりと
する。
(1) 令和３年１月16日，17日
(2) 令和３年１月30日，31日
※(1)の追試験としても実施。

(3) 特例追試験令和３年２月13日，14日
※(2)の追試験として実施。

注意！！
共通テストを利用する選抜について、現在、国立大学協会と公立大学協会が新しい日程を調整中。
本学もそれに従い、変更する予定。

（共通テスト「３日程」に対応した出願期間が設定される模様）



・３つの方式から選択
・東京・大阪・岡山・高知・福岡
で受験が可能

【Ａ方式】
共通テスト･･･５教科型（全学群）
【Ｂ方式】
共通テスト･･･高得点３教科型

（システム工学群、情報学群、経済･マネジメント学群）

理工学系３学群【A・B方式】＝「数学」、「理科から１科目」
経済・マネジメント学群【A・B方式】＝「英語」、「国語・数学・世界史・日本史から１科目」
経済・マネジメント学群【C方式】=数学or英語１科目（出願時選択科目からの変更不可）

令和３年度一般選抜<前期日程>

■大学入学共通テスト

■個別学力検査

【Ｃ方式】＜経済・マネジメント学群のみ＞
共通テスト･･･５教科型（数学or英語に特化した配点）

高知工科大学は
「一般選抜（前期・後期）においてはまだ調査書を点数化しない。」

（活動報告書の類もまだ提出を求めない。）

●試験期日等

大学入学共通テストの実施期日等は以下のとおり
とする。
(1) 令和３年１月16日，17日
(2) 令和３年１月30日，31日
※(1)の追試験としても実施。

(3) 特例追試験令和３年２月13日，14日
※(2)の追試験として実施。

●個別学力検査

新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願
者の受験機会を確保するため，各大学は次のいず
れか一つの方策を必ず講ずることとする。文部科学
省は，各大学の講じた措置を同省のホームページ
において周知する。
(ア) 追試験の設定
(イ) 追加の受験料を徴収せずに，別日程への受験
の振替

一般選抜出願期間
令和３年１月25日（月）～令和３年２月３日（水）

↓
令和３年１月25日（月）～令和３年２月５日（金） 消印有効
特例追試験受験者：令和３年２月15日（月）～令和３年２月18日（木）

一般選抜試験日（前期、後期）
令和３年２月25日（木）、令和３年３月12日（金）

●個別学力検査（感染者への配慮）

新型コロナウイルス感染症等により受験が困難な受験生について、すべての
受験生の受験機会を確保するという観点から、試験開始時間までに、本人も
しくはその保護者等から連絡があった場合に限り、前期・後期ともに共通テス
トの結果を用いた合否判定を実施し、これを追試験に替える場合がある。た
だし、前述の追試験を希望する受験生は、「受験が困難な理由」を、試験日を
含む入院期間を確認できる公的な書類や試験日に病院を受診したことがわ
かるレシート等の客観性のある書類を、連絡した日から起算して５日以内に
提出しなければならない。

令和３年１月１６日（土）、１月１７日（日） 令和３年１月３０日（土）、１月３１日（日） 令和３年２月13日（土）、２月14日（日）

受験生が選択できる？ 先生方はどう指導する？ 大学側はまぜこぜで評価していいの？

（判断ファクター・・・共通テストの中身。出願期間。二次の配点。コロナ回避。引率可否。自己採点タイミング。受験生メンタルなどなど）

KUT対応方針①②：

・受験機会（チャンス）について、コロナでは減らさない。
・安心・安全の入学試験

重
要
重
要



■配点
システム工学群・環境理工学群・情報学群

＜共通テスト科目＞
国語、地歴・公民から１科目、数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）、理科２or３科目、外国語の５教科
７科目or５教科８科目
【理科】各学群とも(1)(2)のいずれかを選択

■システム工学群・情報学群
（１）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２と「物理」「化学」「生物」から１
（２）「物理」「化学」「生物」から２
■環境理工学群
（１）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２と「物理」「化学」「生物」「地学」から１
（２）「物理」「化学」「生物」「地学」から２

＜注＞（１）を選択する場合、同一名称を含む科目の選択は不可

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 100 200 200 200 900

個別学力検査 200 200 400

令和３年度一般選抜<前期日程A方式>

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

■配点
システム工学群・情報学群

＜共通テスト科目＞高得点３教科３科目 【理科を選択する場合】･･･「物理」「化学」「生物」「地学」から１

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト （200） （200） （200） （200） （200） 600

個別学力検査 200 200 400

令和３年度一般選抜<前期日程B方式>

－３５－

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）



＜共通テスト科目＞高得点３教科型
【理科を選択する場合】「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２、

または「物理」「化学」「生物」「地学」から１

■配点
経済・マネジメント学群【A方式】

＜共通テスト科目＞ 国語、地歴・公民から２科目、数学１科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂから１科目）、
理科、外国語

【理科】 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２、または「物理」「化学」「生物」「地学」から１

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 200 100 100 200 800

個別学力検査 （200） （200） （200） 200 400

経済・マネジメント学群【B方式】
大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト （200） （200） （200） （200） （200） 600

個別学力検査 （200） （200） （200） 200 400

令和３年度一般選抜<前期日程>
（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

出題範囲等（一般選抜：個別学力検査）

各大学は，大学入学共通テストの科目指定に関し，第７の３に示す２年程度前の予告・公表の例外として，各大学の
アドミッション・ポリシーを踏まえ，例えば，高等学校第３学年でも履修することの多い地理歴史，公民，理科の２科目
指定を１科目に減じることや，指定科目以外の科目への変更を認めるなどの配慮を行うよう努めるものとする。

また，各大学の個別学力検査の出題範囲等に関し，高等学校第３学年でも履修することの多い科目（数学Ⅲ，物理，
化学，生物，地学，世界史Ｂ，日本史Ｂ，地理Ｂ，倫理，政治・経済など）の個別学力検査において，入学志願者が
解答する問題を選択できる出題方法とするなどの配慮を行うことや，教科書において「発展的な学習内容」として記
載されている内容から出題しない，あるいは出題する場合においても，設問中に補足事項等を記載するなど，特定
の入学志願者が不利にならない設問とすることなどの工夫を行うものとする。

各大学が，新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れに配慮する観点から行う上記の内容は，第７の１に
示す入学者選抜に関する基本的事項を公表する期日である７月31日までに決定し，公表するものとし，文部科学省
は，各大学の講じた措置を同省のホームページにおいて周知する。

【対応】個別学力検査
該当する科目の問題について、その一部分を受験生が選択する形式にて出題する。
（数学Ⅲ ，物理，化学，生物，世界史Ｂ，日本史Ｂ）

【対応】共通テストの利用科目
他大学の状況を見ながら、必要なら変更する。
（※本当に減らして良いのか？ ・・・ アドミッションポリシー、入学後のカリキュラム、学位の質の保証・・・）

重
要
重
要



■配点
経済・マネジメント学群【C方式】

＜共通テスト科目＞ 国語、地歴・公民から２科目、数学１科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂから１科目）、
理科、外国語

【理科】 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２、または「物理」「化学」「生物」「地学」から１

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 100 100
100
or

400
100

100
or

400
800

個別学力検査 （400） （400） 400

＜Ｃ方式の特徴＞
（１）「数学」あるいは「英語」に特化した方式（共通テストの数学・英語のうち高得点を400点とする）
（２）個別学力検査は１科目、出願時に「数学」あるいは「英語」を指定

※個別学力検査の科目は出願後の変更はできません

令和３年度一般選抜<前期日程>

－３６－

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ80点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ20点）

or

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ320点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ80点）

令和３年度一般選抜<後期日程>

●共通テスト３教科
※試験科目は、学群で異なる

＜個別学力試験＞１科目
理工学系３学群････数学
経済・マネジメント学群･･･英語or数学

後期日程は共通テスト＋個別
試験会場は【高知のみ】



■配点

情報学群

＜共通テスト科目＞ 数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）と外国語に加え、国語、理科（物理、
化学、生物）から１科目の３教科４科目

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト (200) 200 （200） 200 600

個別学力検査 200 200

システム工学群

＜共通テスト科目＞ 数学２科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ）、理科１科目（物理、化学、生物か
ら１科目）、外国語の３教科４科目

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 200 200 600

個別学力検査 200 200

令和３年度一般選抜<後期日程>

－３７－

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

■配点
環境理工学群

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 400 200 800

個別学力検査 200 200

＜共通テスト科目＞ 数学１科目（数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂから１科目）、理科２科目（物理、化学、
生物、地学から２科目） 、外国語の３教科４科目

令和３年度一般選抜<後期日程>
（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）

■配点

大学入学共通テスト・個別学力検査の配点

国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 配点計

共通テスト 200 （200） （200） 200 600

個別学力検査 （200） （200） 200

＜共通テスト科目＞ 国語、外国語の２科目に加え、数学、地歴・公民から１科目の３教科３科目

経済・マネジメント学群
（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ160点、
ﾘｽﾆﾝｸﾞ40点）



●令和3年度
入試区分の名称変更（全国の大学）
出願期間と合格発表の変更（全国の大学）
情報学群の推薦入試を廃止
高知工科大学は「一般選抜（前期・後期）においては調査書を点数化しない。」
共通テスト（外国語）のリーディング／リスニングの配分は 【 4：1 】

NEW 令和3年度入試の注意点（おさらい）

－３８－

重
要
重
要

「第２弾発表内容」
●共通テスト「３日程」に対応した出願期間等の入試スケジュール
●共通テストの利用科目について
●その他補足事項

●要注意！
6/19文科通知により、現在、入試スケジュールや出題等について検討中
「7月2日10時に第1弾」を発表！ 「7月31日に第2弾」を発表！
発表は本学ホームページ→入試課→入試に関する重要なお知らせ
「7月31日第2弾発表」と同時に学生募集要項（一般・推薦）ダウンロード可能

ご清聴ありがとうございました。


