
高知県立大学

令和４年度 入試説明会



一般選抜、学校推薦型選抜において、学力の３要素を多面的・

総合的に評価します。

• 一般選抜

大学入学共通テスト及び本学が実施する小論文では「知識・
技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。また、面接では
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」も含めて評価
します。

学力の３要素の評価



• 学校推薦型選抜

本学が実施する小論文・レポートでは「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力」を評価します。面接・集団討論では「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」に加え、「主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度」も評価します。

学力の３要素の評価



令和４年度入試 募集人員



注）文化学科[言語文化系/地域文化創造系]、看護学科、社会福祉学科、健康栄養学科の社会人選抜及び私費外国人留学生選抜の募集人員[若干名]は、
一般選抜の前期日程の募集人員に含みます。

学部・学科等 入学定員

募集人員

一般選抜
（分離分割方式）

学校推薦型選抜

社会人選抜

私費
外国人
留学生
選抜

前期
日程

後期
日程

県内 全国

文化学部
文化学科

[言語文化系/
地域文化創造系]

150

72 10 30 8 若干名 若干名

[文化総合系
（夜間主コース）]

- - 10 -
A日程 B日程

-
10 10

看護学部
看護学科

80 52 6 22 - 若干名 若干名

社会福祉学部
社会福祉学科

70 35 5 20 10 若干名 若干名

健康栄養学部
健康栄養学科

40 23 - 12 5 若干名 若干名

合 計 340 182 21 94 23 10 10



学校推薦型選抜 各高等学校等の推薦人員

学部・学科等 県 内 全 国

文化学部 文化学科
[言語文化系／地域文化創造系]

5人以内 3人以内

看護学部 看護学科 5人以内 -

社会福祉学部 社会福祉学科 5人以内 2人以内

健康栄養学部 健康栄養学科 5人以内 1人以内

文化学部 文化学科
[文化総合系（夜間主コース）]

5人以内 -



令和４年度 学校推薦型選抜



ア 学校推薦（県内）は、高知県内の高等学校等を卒業（修了）見込みの者で、次の（ア）～（オ）の

すべてに該当するもの。

イ 学校推薦（全国）は、高知県を含む全国の高等学校等を卒業（修了）見込みの者で、次の

（ア）～（オ）のすべてに該当するもの。

（ア） 高等学校若しくは中等教育学校を令和４年３月３１日までに卒業見込みの者又は通常の

課程による１２年の学校教育を令和４年３月３１日までに修了見込みの者（学校教育法施行

規則第９３条第３項の規定に基づき、令和３年４月以降学年の途中において、卒業を認められた

者を含む。）

（イ） 調査書の全体の学習成績の状況が４．０以上の者（文化学部夜間主コースは３．８以上の者）

（ウ） 入学を志望する学科に対し適性を有する者

（エ） 学業成績、人物がともに優れ、学校長が責任をもって推薦する者

（オ） 合格した場合は、必ず本学に入学する意思を有する者

※文化学部夜間主コースは上記に加え、入学後就業しながら勉学する意思がある者

学校推薦型選抜 出願資格



学校推薦型選抜 選抜方法・配点等

学部・学科等
調査書
（注①）

面 接
（注②）

小論文 合 計

文化学部 文化学科
[言語文化系／地域文化創造系]

100 100 200 400

看護学部 看護学科 100 100 300 500

社会福祉学部 社会福祉学科 50 200（注③） 250

健康栄養学部 健康栄養学科 50 210（注④） 100 360

文化学部 文化学科
[文化総合系（夜間主コース）]

100 100（注⑤） - 200

注） ①すべての学部で調査書は面接の資料としても活用します。

②全ての学部で推薦書は面接の資料として活用します。

③ レポート50、集団討論50、面接100

その他の提出書類として志望動機書があり、面接の資料として活用します。

集団討論は、１グループ４名程度で実施し、１グループあたりの試験時間は20分程度です。

集団討論のテーマはレポートと同じです。

④面接にプレゼンテーションを含みます。

⑤面接に口頭試問を含みます。



令和４年度 一般選抜



注）・大学入学共通テストの外国語（英語）の得点については、「リーディング得点（満点100点）×1.6」と

「リスニング得点（満点100点）×0.4」の合計点を各学科の傾斜配点に換算したものとします。

・「調査書」は、面接の資料として活用します。

一般選抜の実施教科・科目等 ①

学部・学科等 日程 大学入学共通テスト 個別学力検査等

文化学部 文化学科
[言語文化系／地域文化創造系]

前期 ３教科３科目 又は ３教科４科目 小論文

後期 ３教科３科目 又は ３教科４科目 面接

看護学部 看護学科

前期 ５教科５科目 又は ５教科６科目 小論文 ・ 面接

後期 ３教科３科目 又は ３教科４科目 面接



一般選抜の実施教科・科目等 ②

学部・学科等 日程 大学入学共通テスト 個別学力検査等

社会福祉学部 社会福祉学科

前期 ３教科３科目 又は ３教科４科目
面接

（課題図書の内容を中心とする）

後期 １教科１科目
面接

（提出された自己PR書の内容を
中心とする）

健康栄養学部 健康栄養学科 前期 ４教科４科目 又は ４教科５科目
面接

（プレゼンテーションを含む）

注）・大学入学共通テストの外国語（英語）の得点については、「リーディング得点（満点100点）×1.6」と

「リスニング得点（満点100点）×0.4」の合計点を各学科の傾斜配点に換算したものとします。

・「調査書」は、面接の資料として活用します。



＊印を付してある教科は、選択教科を表しています。
指定した教科数以上を受験した者は、傾斜配点に換算し高得点の教科を利用します。

文化学部 文化学科 配点 【前期日程】

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 小論文
配点
合計

大学入学共通テスト 200 *100 *100 *100 *100 200 500

個別学力検査等 200 200

計 200 100 200 200 700



文化学部 文化学科 配点 【後期日程】

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 面接
配点
合計

大学入学共通テスト 200 *100 *100 *100 *100 200 500

個別学力検査等 200 200

計 200 100 200 200 700

＊印を付してある教科は、選択教科を表しています。
指定した教科数以上を受験した者は、傾斜配点に換算し高得点の教科を利用します。



国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 小論文 面接
配点
合計

大学入学共通テスト 100 *100 *100 200 100 200 700

個別学力検査等 200 100 300

計 100 100 200 100 200 200 100 1000

看護学部 看護学科 配点 【前期日程】

＊印を付してある教科は、選択教科を表しています。
指定した教科数以上を受験した者は、傾斜配点に換算し高得点の教科を利用します。



看護学部 看護学科 配点 【後期日程】

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 面接
配点
合計

大学入学共通テスト
（注①）

*100 *100 *100 *100 *100 *100 300

個別学力検査等 200 200

計 300 200 500

＊印を付してある教科は、選択教科を表しています。
指定した教科数以上を受験した者は、傾斜配点に換算し高得点の教科を利用します。

（注①）国語、地歴・公民、数学、理科、外国語の５教科から得点の高い３教科３科目又は３教科４科目
を評価の対象とします。



社会福祉学部 社会福祉学科 配点 【前期日程】

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 面接
配点
合計

大学入学共通テスト 100 *100 *100 *100 *100 100 300

個別学力検査等
（注②）

200 200

計 100 100 100 200 500

＊印を付してある教科は、選択教科を表しています。
指定した教科数以上を受験した者は、傾斜配点に換算し高得点の教科を利用します。

（注②）面接は課題図書の内容を中心とします。



社会福祉学部 社会福祉学科 配点 【後期日程】

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 面接
配点
合計

大学入学共通テスト *100 *100 100

個別学力検査等
（注③）

200 200

計 *100 *100 200 300

＊印を付してある教科は、選択教科を表しています。
指定した教科数以上を受験した者は、傾斜配点に換算し高得点の教科を利用します。

（注③）面接は提出された自己PR書の内容を中心とします。



健康栄養学部 健康栄養学科 配点 【前期日程】

※前期日程でのみ募集

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 面接等
配点
合計

大学入学共通テスト 200 200 100 250 750

個別学力検査等
（注④）

210 210

計 200 200 100 250 210 960

（注④）面接はプレゼンテーションを含みます。



令和３年度入試結果



県 内 枠学校推薦型選抜

学 部 H29 H30 H31 R2 R3
文化（昼） 1.4 1.4 2.0 1.3 1.4 

看護 2.0 2.1 2.2 2.1 1.8 

社会福祉 1.4 1.9 1.4 1.0 1.7 

健康栄養 2.0 2.0 1.9 2.5 1.4 



学校推薦型選抜

学 部 H29 H30 H31 R2 R3
文化（昼） 2.5 2.9 1.9 2.3 3.2 

社会福祉 3.0 2.9 2.4 3.2 2.1 

健康栄養 7.8 6.0 5.4 4.2 5.2 

全 国 枠



一般選抜 前期日程

学 部 H29 H30 H31 R2 R3
文化（昼） 3.5 1.9 2.8 1.8 2.0 

看護 3.9 1.8 2.1 3.0 2.6 

社会福祉 2.3 2.9 2.1 3.5 3.6 

健康栄養 2.4 1.5 1.9 1.5 3.6 



一般選抜 後期日程

学 部 H29 H30 H31 R2 R3
文化（昼） 6.5 4.9 3.9 4.5 4.0 

看護 17.9 8.3 4.7 12.7 7.9 

社会福祉 4.5 9.5 8.4 13.4 9.2 



学生募集要項 公表予定

社会人選抜・私費外国人留学生選抜

令和3年7月上旬
３年次編入学選抜
［文化学科（言語文化系/地域文化創造系）］・

［文化学科（夜間主コース）］

学校推薦型選抜

令和3年7月下旬
文化学科（夜間主コース）

＜学校推薦型選抜・社会人選抜＞

一般選抜（前期日程・後期日程） 令和3年9月下旬

【見本】

各学生募集要項公表時期
（本学ホームページで公表）



看護学部看護学科

令和５年度入学者選抜の

募集人員・選抜区分の変更について

（現 高校２年生～対象）



区分 募集人員

学校推薦
（県内）

２２人

区分 募集人員

学校推薦
（県内）

２５人

学校推薦
（全国）

５人

学校推薦型選抜

令和５年度入学者選抜

＜新設＞

看護学部看護学科 令和５年度入学者選抜の募集人員・選抜区分の
変更について（現 高校２年生～対象）

令和４年度入学者選抜

区分 募集人員

前期日程 ５２人

後期日程 ６人

区分 募集人員

前期日程 ４５人

後期日程 ５人

一般選抜



ご視聴いたただき
ありがとうございました。
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