
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度長野県公立高等学校入学者選抜に係る公表日程と学力検査問題等の 

報道機関への提供方法についてお知らせします。 
 

１ 公表に係る留意事項 

(1) 公表日程は別紙のとおり。 

(2) 合格者、入学予定者の受検番号については、各高等学校の公式ホームページに掲 

載するため、県教育委員会からの提供はいたしませんのでご了承ください。 

(3) 各高等学校の公式ホームページに入学予定者の受検番号を掲載する作業を円滑に 

行うため、例年同様、後期選抜入学予定者数と再募集実施の Webサイト発表時刻を 

校内掲示の時刻より遅くしてあります。 

① 入学予定者受検番号 Web発表  ９時 30分  （各高校発表）（校内掲示は８時 30分） 

② 入学予定者数全県集計 Web発表 ９時     （県教委発表） 

③ 再募集実施 Web発表      ９時     （県教委発表） 

９時 30分以降（各高校発表）（校内掲示は８時 30分） 

(4) 入学願書の性別欄の廃止に伴い、各発表の人数については合計値のみ発表します。 

 

２ 学力検査問題等の報道機関への提供 

学力検査問題及び正答例を学力検査実施日に報道機関へ提供しますので、次の要領 

で申込みをお願いします。 
 

(1) 申込期限 

  令和２年 12月８日（火）17時まで 

(2) 申込先 

  長野県教育委員会事務局高校教育課管理係 

(3) 申込方法 

学力検査問題等の提供申込書（様式１）に必要事項を記入して、申込期限までに 

高校教育課管理係あて提出してください。 

(4) 留意事項 

学力検査問題等は申込書に記入した指定校（３区の場合は学びの改革支援課）で 

受領してください。その際、受領書（様式２）を提出してください。 
 
   ＜指定校＞ 

 

 

 

区 指 定 校 区 指 定 校 区 指 定 校 

１･２ 須坂 ５ 東御清翔 ８･９ 伊那弥生ヶ丘 

３ (学びの改革支援課) ６ 佐久平総合技術 10 木曽青峰 

４ 坂城 ７ 諏訪二葉 11･12 松本県ケ丘 

長野県(教育委員会) プレスリリース  令和２年（2020 年）11 月16 日 

 令和３年度長野県公立高等学校入学者選抜に係る 

公表日程等をお知らせします 

長野県教育委員会事務局高校教育課管理係 
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（別紙） 
令和３年度長野県公立高等学校入学者選抜関係公表日程一覧 

 
高校教育課 

公 表 事 項 日     時 内  容  等 公表方法 公表者 

第２回予定数調査の結果 令和３年１月上旬 

学校別志願予定者数 

公表日の一ヶ月ほど前に公 

表日時、公表形式等を発表 

資料提供 高校教育課 

前期選抜志願者数 
令和３年２月３日(水) 

16時 
前期選抜志願者数 資料提供 高校教育課 

前期選抜風景の撮影 
令和３年２月８日(月) 

８時 45分～８時 50分 

次の指定校で撮影可 

 ○坂城高校 

 ○下諏訪向陽高校 

○梓川高校 

撮影取材をする報道 

機関は一週間前まで 

に必ず当該校にその 

旨を連絡すること。 

前期選抜合格者数 

令和３年２月 16日(火) 

13時～(ウェブは 14時～) 

前期選抜合格者の受検番号を、各高校において校内 

掲示及び公式ウェブサイト(ホームページ)で発表 

令和３年２月 16日(火) 

16時 
前期選抜合格者数 資料提供 高校教育課 

前期選抜入学確約者数 

後期選抜募集人員 

令和３年２月 19日(金) 

16時 

前期選抜入学確約者数 

後期選抜募集人員 
資料提供 高校教育課 

後期選抜志願者数速報 

志願者数速報① 

令和３年２月 25日(木) 

16時 

願書受付締切後の集計結果 資料提供 高校教育課 

志願者数速報② 

令和３年３月３日(水) 

16時 

志望変更締切後の集計結果 資料提供 高校教育課 

学力検査問題・正答例 

令和３年３月９日(火) 

次の時刻に、学びの改革支援課及び指定校で、問題冊子・正答例等を、事前に 

申込みのあった報道機関に提供する。 

 提供時刻 教科名 備    考  

 １０時２５分 国 語 第１時限  

 １１時４０分 数 学 第２時限  

 １２時３５分 社 会 第３時限  

 １４時２５分 理 科 第４時限  

 
１５時４０分 英 語 

第５時限 
(リスニングテストを含む。) 

 

 

後期選抜風景の撮影 
令和３年３月９日(火) 

９時 25分～９時 30分 

次の指定校で撮影可 

 ○長野東高校 

 ○諏訪二葉高校 

 ○松本工業高校 

撮影取材をする報道 

機関は一週間前まで 

に必ず当該校にその 

旨を連絡すること。 

後期選抜受検者数 
令和３年３月９日(火) 

16時 
当日の受検者数の全県集計 資料提供 高校教育課 

後期選抜入学予定者数 

令和３年３月 19日(金)  

８時 30分～ 
入学予定者の受検番号を各高校の掲示板で発表 

令和３年３月 19日(金) 

９時 30分～ 

入学予定者の受検番号を各高校の公式ウェブサイト 

で発表 

令和３年３月 19日(金) 

９時 
入学予定者数の全県集計 資料提供 高校教育課 

再募集 
令和３年３月 19日(金) 

９時 

再募集実施校・課程・学科・ 

募集人員 
資料提供 高校教育課 

 



（様式１）        【報道機関専用】 

 

令和３年度長野県公立高等学校入学者選抜学力検査問題等の提供申込書 

 

令和２年  月  日  

 

長野県教育委員会  様 

 

                                      報道機関名           

 

                                      責任者氏名                 

 

下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

１ 申込内容 

○を 

記入 

受領を希望する場所 

（３区以外は指定校で受領する。） 

学力検査問題等の提供希望数 

（最大５部まで） 

 
教育委員会事務局 学びの改革支援課 

（３区は学びの改革支援課で受領する。） 
            部 

 
指定校名 

 

【           】高等学校 
            部 

受領をする場所は、３区（長野市）は学びの改革支援課とし、その他の場合は、 

最寄りの各指定校とします。 

 

２ 申込期限 

    令和２年 12月８日（火）17時まで 

 

３ 申込先 

    高校教育課管理係 

  電 話  ０２６－２３５－７４３０（直通） 

  ＦＡＸ  ０２６－２３５－７４８８ 



（様式２）        【報道機関専用】 

 

令和３年度長野県公立高等学校入学者選抜学力検査問題等の受領書 

 

令和３年３月９日  

 

長野県教育委員会 様 

提供高等学校長 様 

 

 

報道機関名            

 

責任者氏名                     

 

 

下記のとおり受領しました。 

 

 

記 

 

 

 受領した学力検査問題等の内容 
 

受領した学力検査問題等の教科名 受領した学力検査問題等の部数 

              部 

 

（注） 学力検査問題及び正答例については、提供時間が教科ごとに異なりますので、受領

する教科を記入の上、受領書をそれぞれの教科ごとに提出してください。学力検査問

題の出題方針は、最終教科の提供時に合わせて提供します。 

なお、最終教科の提供時に全教科まとめて受領する場合、受領書は１枚で結構です。 


