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はじめに 
～受験生を持つ保護者の皆さまへ～ 

 中学校生活もあとわずか、卒業まで半年を切りました。子どもたちが自分の夢に向かって精

一杯努力し、納得のいく進路選択ができるよう私たち大人は、時には厳しく、時には優しく声を

かけ、支えていきたいものです。 
 

受験(受検)そのものは来年ですが、志望校を決めるのは 12 月の三者面談です。２学期の

内申が出る前の「今」こそ、頑張ってほしい時期。本気で勉強に集中して頑張り、来年の       

受験シーズン本番まで頑張り続けてほしいですね。頑張るのは、子どもたち･･･。親は、     

子どもを見守り、健康管理に気を配ることと、学費の準備をすることしかできません。健康の  

基本は、「早寝、早起き、朝ごはん」です。きちんとした睡眠（12 時前には寝て、7 時頃には起きる）     

をとらせ、三食しっかり食べさせることが、親の務めです。 
 

さて、「受験生」としてのプレッシャーを感じている子どもたちですが、家庭ではどうですか？

受験生だからと腫れ物に触るような扱いは、子どもの甘えを引き出し、かえって混乱させて  

しまいます。いつも通りに自分のことは自分でやらせ、家の手伝いもさせながら、      

いつも以上に親子の会話を大切にして、不安定な受験期を乗り切ってほしいと思います。  

下表にもあるように、１月末には推薦で決まってしまう子もいれば、２月末まで一度も出番の 

ない子もいます。子どもたちは、不安と戦いながら長い受験シーズンを過ごします。実は、親も

結果が出るまで不安ですが、それは胸にしまって、ドーンと笑顔で構えていてあげてください。 

 

昨年から都立入試(推薦)に集団討論が追加 
（趣旨）基礎的な学力を前提に、思考力、判断力、表現力等の課題を解決するための力や、自分

の考えを相手に的確に伝えるとともに、相手の考えを的確に捉え人間関係を構築するためのコミ

ュニケーション能力など、これからの社会にあって生徒たちに必要となる力を評価し、選抜する。 

～ 自分の出番は いつ？ ～ 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

私立 

推薦 

都立 

推薦 

私立 

一般 

(併願・フリー) 

高専 
都立一般 
･分割前期 

都立二次 

・分割後期 
都立定時

制二次 

入試日 1/22頃 
1/26(日) 

1/27(月) 
2/10-12 2/16(日) 2/24(月) 3/9(日) 3/26(水) 

発表日 0～2 日後 1/31(金) 2～3 日後 2/21(金) 2/28(金) 3/12(水) 3/27(木) 



 

 ★受験パターン（これまでの卒業生の例から） 

 

Ａ、都立第１志望＋私立併願（入試相談制度利用） 

 第１希望：都立高校（推薦・一般）、第２希望：私立高校１校（併願制度利用） 

Ｂ、都立のみ 

第１希望：都立（推薦・一般）、第２希望：都立（二次・分割後期）、第３希望：都立定時制二次 

Ｃ、私立単願（入試相談制度利用） 

第１希望：私立高校（単願制度利用）、第２希望：同一の私立高校（一般）、第３希望：都立一般  

Ｄ、私立フリー受験（入試相談制度利用せず）＋都立一般 

  第１希望：私立高校（複数校をフリー受験）、第２希望：都立高校（一般）  

Ｅ、都立第１志望＋私立フリー受験（入試相談制度利用せず） 

第１希望：都立高校（推薦・一般）、第２希望：私立高校（複数校をフリー受験） 

 

 ★三者面談 について 
 

三者面談➀(10/28～11/1)のねらい 

①私立単願推薦希望の有無を確認。           

  ②都立第１志望の場合、第２志望で私立高校を受験する（併願）or受験しない 

  ③私立併願校の絞り込み（１学期内申をもとに、併願優遇を受けられるかどうか？） 

  ④都立高校のみ受検の場合、１学期内申と９月復習テスト点で志望校の合格可能性を探ります。 
    
 

三者面談➁(12/2～6)のねらい 

①私立単願推薦での受験校(第１志望受験)の最終決定。 

②私立併願優遇での受験校の最終決定。 

③都立志望校の決定 

④都立推薦受検の希望の有無を確認。   

この時期、２学期の「仮内申」

が出るので、必要な素点合計 

（３科・５科・９科）をもとに決定。 

入試相談(12/15～)の内容

は担任から各生徒に伝え

ます。（９ページ参照） 

これまでに会場模試を 

受けて結果票が届いて 

いる場合は、三者面談時

にぜひお持ちください。 
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１， 多様化する都立高校  

 

 ●特色ある教育活動を行う高校   

進学指導重点校････八王子東、立川、国立 

進学指導特別推進校････国分寺、町田 

重点支援校････翔陽、成瀬、永山、調布南 

●総合学科高校（普通科目から専門科目まで幅広く学べる）････若葉総合､青梅総合､町田総合 

 ●単位制高校（幅広い科目が選択でき、所定の単位を取れば卒業できる）････翔陽、国分寺、砂川、八王子拓真 

●チャレンジスクール（不登校経験者や高校中退者が学べる昼中夜間三部制高校）･･･世田谷泉、八王子拓真（チャレンジ枠） 

●エンカレッジ・スクール（エンカレッジとは、「励ます」、「力づける」の意味。少人数制、習熟度授業で基礎からじっくり学べる）････秋留台 

●昼夜間 定時制 単位制高校（一部/午前、二部/午後、三部/夜間）･･･八王子拓真､砂川、世田谷泉 

●コース制････片倉（造形美術）､松が谷（外国語）､小平（外国語）､五日市（ことばと情報） 

●新しいタイプの専門高校（農業科、工業科、商業科、家政科以外の専門学科） 

････産業科  桑志、福祉科  野津田、体育科  野津田、科学技術科  多摩科学技術 

●中高一貫教育校 併設型中高一貫（高校からの募集も継続）････武蔵高校･附属中学校(H20～武蔵)  

 ●通信制････砂川高校 (学力検査 4／5(土)、発表 4／9(水)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

～推薦入試のおもな変更点 ～ 
・総合成績に閉める調査書点の割合の上限を５０％とする。 

・小論文または作文、実技検査、その他学校が設定する検査の中からいずれか一つ以上をすべて

の学校で実施する。 

・個人面接に加え、集団討論を原則として全ての学校で実施する。 

・対象人員枠の上限を、普通科は 20％、専門学科は 30％（商業に関する学科は 20％）、新しいタ

イプの高校は 30％とする。 

 都立高校入試 （Ｈ26年度受検）  

具体的な例としてあげている高校名は、 

多摩地域の高校で、本校から過去に進学 

実績のある高校に絞ってあります。 

 

気になる高校の情報が、一度にわかる！ 

都立高校 合同説明会 【主催】東京都教育委員会・東京都公立学校校長協会 

★各都立高校の先生が、受験生・保護者を対象に直接面談方式で対応してくれます。 

第１回 １０/２７（日）都立晴海総合高校    第 2回 １１/３（日） 都立新宿高校   

第３回 １１/ １０（日）都立立川高校 

   いずれも、１０：００～１６：００（最終受付時間１５：４０） 入場無料。予約不要。 



２， 入学者選抜の日程 （平成 26年度）  

① 一般推薦・文化スポーツ等特別推薦（全日制） 

出  願 平成 26年１月 22日（水）午前９時～午後３時 

集団討論・面接 

・実技検査等 

平成 26年１月 26日（日）  

（※１月 27日（月）に実技検査等を実施する高校もある） 

合格者の発表 平成 26年１月 31日（金） 午前９時 

合格者の入学手続き 
平成 26年１月 31日（金）午前９時～午後３時 

                ２月 ３日（月）午前９時～正午 
 

② 第一次募集・分割前期募集（全日制・定時制一次） 

出   願 

平成 26年２月６日（木） 【全日制】午前９時～午後３時 

                 【定時制】午後３時 30分～午後８時 

平成 26年２月７日（金） 【全日制】午前９時～正午 

                  【定時制】午後３時 30分～午後８時 

志願変更（取り下げ） 平成 26年２月 13日（木） 午前９時～午後３時 【全日制のみ】 

志願変更（再提出） 平成 26年２月 14日（金） 午前９時～正午   【全日制のみ】 

学力検査・面接 平成 26年２月 24日（月） 午前８時 30分集合 

実技検査・面接 平成 26年２月 24日（月）以降、各高校が定める日時  

合格者の発表 
平成 26年２月 28日（金）【全日制】午前９時 

【定時制】午後３時 30分 

合格者の入学手続き 

平成 26年２月 28日（金）【全日制】午前９時～午後３時 

                 【定時制】午後３時 30分～午後８時 

平成 26年３月３日（月）  【全日制】午前９時～正午 

                  【定時制】午後３時 30分～午後８時 
 

③ 分割後期募集・全日制二次募集（全日制） 

出   願 平成 26年３月５日（水） 午前９時～午後３時 

志願変更（取下げ） 平成 26年３月６日（木） 午前９時～午後３時 

志願変更（再提出） 平成 26年３月７日（金） 午前９時～正午 

学力検査・面接 平成 26年３月９日（日） 午前８時 30 分集合  

実技検査・面接 平成 26年３月９日（日）以降、各高校が定める日時  

合格者の発表 平成 26年３月 12日（水）正午 

合格者の入学手続き 平成 26年３月 12日（水）正午～午後３時 

     ３月 13日（木）午前９時～正午 
 

④ 定時制二次募集 （定時制） 

出願 ３月 19日（水）午後３時～７時 取り下げ ３月 24日（月）  再提出 ３月 25日（火） 

学力検査・面接    ３月 26日（水） 合格者の発表 ３月 27日（木）午後３時 



 ３，推薦入試 （推薦に基づく選抜） 

① 推薦入試を受けられる人とは 

●生活面・学習面・その他の活動でしっかりとした学校生活を送ることができ、

学校長が推薦できる人。※本校の「推薦基準」＜10ページ＞を満たしている人 

※服装の違反・茶髪・ピアス・不要物持ち込み・遅刻・喫煙・暴力・いじめ･･･× 

●その高校が第１志望であり、「合格したら必ず入学すること」が絶対条件。 

※合格したら、他の高校（都立・私立とも）は、一切受けられない。 

※合格者は「入学確約書」を都立高校へ提出しなければならない。 

●見学等に行き、その学校の特色や教育方針を理解し、保護者も賛成している。 

●各高校が示す「本校の期待する生徒の姿」に合致している。 
 
② 学力検査なし、 

「調査書」「集団討論・面接」「作文」で決まる！  

●「平成２６年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」より一部抜粋  

学校名 科名 
推薦枠 調査書の活用 

調査書点 
集団討論 

個人面接 

小論文 

作文 
その他 

割合（％） 文化・スポーツ 観点別 評定 

富士森 普通科 20 ○ － ○ 500 300 作文 200  

八王子北 普通科 20 ○ － ○ 250 150 作文 100  

八王子東 普通科 20 － － ○ 500 200 小論 300  

南 平 普通科 20 － － ○ 450 225 作文 225  

日 野 普通科 20 ○ － ○ 600 300 作文 300  

日野台 普通科 20 － － ○ 450 225 作文 225  

秋留台 
普通科 

ｴﾝｶﾚｯｼﾞ 
30 － ○ － 300 600 小論 200 個人面接のみ 

翔 陽 
普通科 

単位制 20 － － ○ 500 300 作文 200  

八王子桑志 産業科 30 － － ○ 450 200 作文 250 デザインは実技 

●調査書点は、ほとんどの高校が評定(素内申)を使い､一部に観点別評価(ＡＢＣ)。 

  ●実技検査→片倉（造形美術コース）、野津田（体育科）、八王子桑志（デザイン分野）など 
 
 

 

 

 

＜面接練習について＞ 

11 月下旬から、放課後、面接練習を行います。毎日、数人ずつ、２学期中に３年生全員が練習できる

ように計画しています。面接官は、校長先生、副校長先生です。事前に、面接の作法を学び、      

予想される質問（志望理由等）について自分なりの回答を書き出してから、模擬面接に臨みます。 

※各高校の「面接で聞かれた内容」について、昨年度までのまとめが教室にあるので、ぜひ参考に！ 

 

 

 



③ 「一般推薦」と「文化・スポーツ等 特別推薦」がある 
 

●一般推薦･･･中学校の校長推薦を受けた者で、その高校を第１志望とし、目的意識や   

意欲を持った生徒を選抜する。 

●文化・スポーツ等 特別推薦･･･中学校の校長推薦を受けた者で、その高校を第１志望とし、  

↑減少傾向 (H25は 92校→H26は 87校)     卓越した能力を持つ生徒を選抜する。 

 

 

  

【例】H26年度、文化・スポーツ等特別推薦を実施する近隣の高校 

  片倉（吹奏楽男女４・アメフト男１・硬式野球男４・サッカー男４・卓球男２・陸上男女２）  

富士森（吹奏楽男女 6・硬式野球男５・バスケ女 5） 

八王子北（吹奏楽男女２・硬式野球男４・サッカー男２） 

永山（吹奏楽男女４・剣道男女１・硬式野球男４・バスケ男２） 

日野（硬式野球男６・バスケ男女各３・バレーボール女３） 

多摩工業（剣道男３・硬式野球男３・卓球男２・ラグビー男２）  

第五商業（珠算男女２・弓道男女２・硬式テニス女２・バレーボール女３） 

●同一高校の「一般推薦」と「文化・スポーツ等特別推薦」の両方を受検することも可能。 

 

④ 推薦入試を希望する場合 
 

12月の三者面談までに志望校を決定し、「都立推薦受検 願い」を提出(～12/11) 
               ↓ 
     12月「推薦受検 校内審査」で推薦受検の決定 
               ↓ 
        １月 26日入試  １月 31日合格発表 

 

⑤ 推薦入試は狭き門（昨年度合格率は、約３人に１人）  

●普通科は定員の 20％までの募集枠（専門学科は 30％）なので、もともと狭き門。 

●昨年度の推薦応募倍率は平均 2.89 倍で、合格率は約 30%でした。特に商業科・

工業科などで合格率が大幅に減少しました。（推薦入試では、出願後の志願変更は一切できません） 

●推薦で落ちても、一般入試でまた受験することはできます。（同じ高校でも、他の高校でも） 
※推薦の合否の発表(1/31)から一般入試の出願(2/6)まで、なか６日しかなく、自己ＰＲ

カードの作成(一般で面接がある高校は出願時)、願書の記入、考査料の納付等の準備が、再度必要。 

※同じ高校を推薦入試と一般入試で２回受検したからといって、有利になるということはありません。 

●都立推薦と平行して、私立高校の併願入試（入試相談を通して）を受験することはできます。 

※都立推薦に合格した場合は、私立高校への出願を辞退することができます。（中学校から高校へ連絡） 

希望者は、２学期中に体験入部等にＨＰから申し込んで参加し、「実技指導」を受けてくること。

また、その際に、「文化・スポーツ等特別推薦書」という出願に必要な書類をもらってくること。 

 



 ４，一般入試 （学力検査に基づく選抜）  
  

① 学力検査は５教科が多い 

●ほとんどの都立高校は、５教科の共通問題（各 50分）。100点×５教科＝500点 

●３科（国・数・英）の高校････野津田、片倉（造形美術コース）、松が谷（外国語）、府中工

業、瑞穂農芸、第五商業、五日市（ことばと情報コース・商）、八王子拓真（３科総合して５０分） 

変更●グループ作成問題（国・数・英）の高校･･･これまで１５校の全日制都立高校で自校作成して

きたものを３つのグループに分けて問題を作成する。八王子東、立川、国立は進学指導重点校グ

ループ、国分寺は進学重視型単位制高校グループ。理・社は共通問題。＜H26からの変更点＞  

●学力検査を実施しない高校････秋留台、八王子拓真（チャレンジ枠） 
 

② 個人面接・集団討論・実技・作文を行う高校もある 

     ※ 八王子北・多摩・野津田・拝島・片倉の実技など実施が２月 25日(日)になる高校もあります。 

●個人面接････（500点）秋留台（自己ＰＲスピーチ３分を含む）、（200 点）松が谷（外

国語）、（300点）第五商業、 

●集団討論････（100点）八王子北、（150点）瑞穂農芸、（200点）、五日市（こと

ばと情報コース・商）、（300点）拝島、（300点）多摩、（200）野津田（普・体育・福祉）、

（300点）府中工業、（300点）八王子拓真(一般枠) 

●実技検査･･片倉（造形美術、デッサン 400点）、野津田（体育、運動技能検査 500点） 

●小論文・作文････秋留台（小論文 300点）、八王子拓真（チャレンジ枠、作文 500点） 
 

③ ２学期の評定が、内申点になる！ 

●３年２学期の評定（内申）は、１～２学期トータルで出すことになっており、

11月末で仮決定します。つまり、「頑張るのは今！」 

★日頃の「授業態度」「提出物」「家庭学習」をしっかり取り組もう！  

★２学期末テスト 11/20（水）､21（木）､22（金） 学習計画を早めに立て頑張ろう！ 

●換算内申点の計算方法   

★５科実施校･･･1.3倍で計算 （例）オール３の場合 

受検教科 受検外教科 合計 

国 社 数 理 英 音 美 体 技家 
換 
算 
内 
申 
点  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

５教科の合計 
3+3+3+3+3＝15 

実技４教科の合計 
3+3+3+3＝12 

12×1.3＝15.6 

15 15 30 

※小数点以下は切り捨て   ※満点（オール５）は、５１ 
★３科実施校･･･1.2倍で計算 （例）オール３の場合 



受検教科 受検外教科 合計 

国 数 英 社 理 音 美 体 技家 換 
算 
内 
申 
点  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

３教科の合計 
3+3+3＝9 

６教科の合計 
3+3+3+3+3+3＝18 

18×1.2＝21.6 

9 21 30 
※小数点以下は切り捨て   ※満点（オール５）は、５１ 

 

④ 学力検査点＋調査書点＝総合得点 

●「学力検査点」と「調査書点」を合計した「総合得点/１０００点」で合否が決まります。

各高校は、「学力検査点」と「調査書点」の比重を「７：３」「６：４」「５：５」「４：６」

のいずれかに設定しています。（ ７：３とは、 学力検査 700点＋調査書 300点 の意味。） 

※ 年々、学力検査を重視する傾向が高くなっています。八王子北 ５：５→６：４ 

下に「５科 300点でオール３の場合」の換算方法を示してあるので、   に自分の数字を入れて計算してみてください。 
 

●学力検査点の換算方法（例）５科 300点の場合 

★ ７：３ の学校（学力検査点を 700点満点に換算する） 

      学力検査点（３００点）×７００÷５００＝（４２０/７００点）※小数点以下は切り捨て 

★ ６：４ の学校（学力検査点を 600点満点に換算する） 

学力検査点（３００点）×６００÷５００＝（３６０/６００点）※小数点以下は切り捨て 

★ ５：５ の学校（学力検査点はそのまま。500点満点） 

  学力検査点（３００点）＝そのまま（３００/５００点） 
 

●調査書点の換算方法（例）オール３の場合  

★ ７：３ の学校（調査書点を 300点満点に換算する）  

  換算内申点（３０）×３００÷５１＝（１７６ /３００点）※小数点以下は切り捨て  

★ ６：４ の学校（調査書点を 400点満点に換算する）  

  換算内申点（３０）×４００÷５１＝（２３５ /４００点）※小数点以下は切り捨て 

★ ５：５ の学校（調査書点はそのまま。500点満点） 

  換算内申点（３０）×５００÷５１＝（２９４ /５００点） 
 

 ●総合得点 /１０００点の計算方法（例）５科 300点でオール３の場合 
  ★  ７：３ の学校                   

 学力検査点（４２０/７００点）＋調査書点（１７６/３００点）＝総合得点（５９６/１０００点） 
  ★  ６：４ の学校  

 学力検査点（３６０/６００点）＋調査書点（２３５/４００点）＝総合得点（５９５/１０００点） 
  ★  ５：５ の学校 

 学力検査点（３００/５００点）＋調査書点（２９４/５００点）＝総合得点（５９４/１０００点） 



⑤ 総合成績をもとに、各高校の方針に沿って選考  

●傾斜配点 

    コース制や専門学科などで、一部の教科の配点に重みをつけて得点を出すこと。  

★26年度、この制度を実施する高校････松が谷（外国語）→国・英２倍、国分寺→国・数・英 1.5倍 
 

●男女別定員枠の緩和（26年度、36校で実施） 

男女別募集人員の９割を総合成績の上位から順に決定し、 

残りの１割は、男女を合わせて総合成績の上位から順に合格者を決定する 

こと。男子（あるいは女子）の合格者よりも成績が良いのに不合格になる 

女子（あるいは男子）を多く出してしまうのを防ぐための制度。 

★26年度、これを実施する近隣の高校  多摩・府中・拝島・富士森・永山 
 

●特別選考（26年度、20校で実施） 

男女別募集人員の８～９割を総合成績の上位から順に決定し、 

残りの１～２割を、高校独自の選抜方法で決定すること。 

★26年度、これを実施する近隣の高校と選考方法 

立川・国立・町田（１割を、学力検査５教科の合計点で）、 

翔陽（１割を、学力検査の国数英を 1.5倍した５教科の合計点で） 

拝島（２割を、観点別学習状況の評価「関心意欲態度」を得点化：面接の結果＝２：３で） 
 

⑥ 二次募集・分割後期募集  
●二次募集は、一次募集で欠員が出た高校が、分割後期と同じ日程(3/9)で  

選抜を行うもの。（現実には、ほとんどの高校が一次募集で定員以上の応募がある。） 

   ●分割後期募集は、募集人員をあらかじめ前期(2/24)と後期(3/9)に分け 

て選抜することになっている高校の後期募集のこと。（26年度 29校実施）      

★26年度実施する近隣の学校…多摩（普通）、秋留台（エンカレッジ）、八王子拓真（一般枠） 

 

【例】５教科、傾斜配点を行わず、学力検査と調査書の比重を７：３、面接の満点が 200点、 

作文の満点が 100点、実技検査の満点が 200点の場合 

  学力検査点 ７：３ 調査書点   面接点   作文点   実技検査点  

 ５００点（100 点×５）   ↓    ２００点   １００点   ２００点 

    ↓                 
 ７００点（換算後）＋３００点（換算後）        ↓        

                            

     １０００点（総合得点）         ５００点   

 

              １５００点（総合成績） 

 



資料Ａ「平成 26年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」より抜粋 
 

高校名 入試科目 学力検査：調査書 学力検査点 調査書点 面接点 実技等 

特別 

選考 

分割

募集 

男女枠 

緩和 

八王子北 ５科 ６：４ ６００点 ４００点 １００点 － － － － 

八王子東 ５科（グループ） ７：３ ７００点 ３００点 － － － － － 

片 倉 ５科 ６：４ ６００点 ４００点 － － － － － 

片倉（造形美術） ３科 ６：４ ６００点 ４００点 － ４００点 － － － 

富士森 ５科 ７：３ ７００点 ３００点 － －   － 

松が谷 ５科 ６：４ ６００点 ４００点 － － － － － 

立 川 ５科（グループ） ７：３ ７００点 ３００点 － － 10% － － 

日 野 ５科 ７：３ ７００点 ３００点 － － － － － 

日野台 ５科 ７：３ ７００点 ３００点 － － － － － 

南 平 ５科 ７：３ ７００点 ３００点 － － － － － 

翔 陽 ５科 ７：３ ７００点 ３００点 － － 10% － － 

町 田 ５科 ７：３ ７００点 ３００点 － － 10% － － 

野津田 ３科 ６：４ ６００点 ４００点 ２００点 － － － － 

国 立 ５科（グループ） ７：３ ７００点 ３００点 － － 10% － － 

国分寺 ５科（グループ） ７：３ ７００点 ３００点 － － － － － 

拝 島 ５科 ５：５ ５００点 ５００点 
３００点 

－ 20% － ○ 

多 摩 5科 ５：５ ５００点 ５００点 
３００点 

－ － ○ ○ 

秋留台 実施しない  
小論文 

３００点 
４００点 ５００点 － － ○ － 

八王子桑志 ５科 ６：４ ６００点 ４００点 － － － － － 

多摩工業 ５科 ５：５ ５００点 ５００点 － － － － － 

第五商業 ３科 ５：５ ５００点 ５００点 ３００点 － － － － 

五日市（商業） ３科 ５：５ ５００点 ５００点 ２００点 － － － － 

瑞穂農芸 ３科 ６：４ ６００点 ４００点 １５０点  － － － 

八王子拓真（一般） ３科（自校） ５：５ ５００点 ５００点 ３００点 － － ○ － 

 



⑦ 出願時に必要な書類 

●願書資料Ｂ→家庭の責任で作成。本人か保護者がペンで書き、押印して、中学に提出。校印を押して返却。 

４種類の願書があるので注意してください。①特別推薦一般推薦、②全一次･分割

前期･定一次共通様式、➂分割後期・全二次様式、④定時制第二次募集 

●入学考査料領収書→所定の納付書で銀行か郵便局の窓口で\2200(定時制は\950)を払い､領収書

を願書の裏に貼る。（特別推薦と一般推薦の両方を受ける人は\2200の領収書を①の願書に２枚貼る） 

●調査書資料Ｃ→３年２学期の成績、出欠席、諸活動の記録、生年月日等を中学校が記入する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※

 

来年１月中旬頃、「調査書記載事項通知書」を各家庭に通知する予定です。 

●自己ＰＲカード資料Ｄ→志望校の「本校の期待する生徒の姿」をよく読み、 

本人が黒のペンで「志望理由・中学校生活の中で得たこと・高等学校卒業後の進路」を書きます。

面接の資料となります。全日制・定時制・推薦・一般のいずれも１校１枚提出します。 

自己 PRカードの提出方法…面接を実施する都立高校を志願する者は出願時に提出。それ以外は

合格決定後、高校が指定する「入学関係書類提出日」に入学予定の高校に提出する。 

   ●推薦入試の場合は、この他に「推薦書」（中学校が作成）が加わります。 

 

 

 

 

       
【記入例】・図書委員として「図書だより」の作成を担当（第１学年） 

・テニス部員の部長を務め、八王子市大会新人戦で３位入賞（第２学年） 

・校内運動会で学級の「垂れ幕」を制作（第３学年） 

・漢字検定３級取得（第３学年） 
 

中学校での学級活動・生徒会活動・部活動・ボランティア活動等を記載します。部活動 

やコンクール等で表彰を受けたものは、大会名・順位・記録・学年等の詳細も記入します。   

上の例を参考に、各自の諸活動について、後日配布する用紙にご記入の上、ご提出ください。 

 

都立高校の出願に必要な書類は、中学校から、希望するすべての生徒に、後日、配布します。 

ただし、次の３校は、独自の願書等を使用するので、受験生が直接その高校の窓口へ     

取りに行かなければならないので、注意してください。（八王子拓真・砂川・世田谷泉） 

 

 



⑧ 志願変更について 

●全日制高校の志願者は､出願後、応募倍率を見て１回だけ志願変更ができます。 

●ただし、取り下げの翌日が再提出ですが、再提出する高校に合わせて新たに       

「自己ＰＲカード」を書き直す必要があります。（面接を実施する都立高校は出願時に

提出。それ以外は合格決定後に高校が指定する「入学関係書類提出日」に提出。） 

●全日制から定時制への変更はできません。その逆は、定時制単位制高校の一部で可能。 

●取り下げた高校の同一の学科内の他の科（分野）に、志望順位を変更して再提出することはできません。 
 

⑨ 定時制高校等の入試 について 

   ●基本的に、全日制と同じ共通問題（３科 or５科）で学力検査を行う。 

●出願･試験･発表･手続きの日程は全日制と同じ（時間帯は異なる）。（２次募集の日程は異なる） 

     ●新宿山吹高校（情報科）以外の定時制高校では、推薦は実施していない。 

●定時制高校は、基本的には志願変更ができない。ただし、昼夜間定時制高校

（例：八王子拓真）から他の昼夜間定時制、全日制（選考料の差額を払う）への変更は可。 

●近隣の昼夜間 単位制 定時制高校と選抜方法 （学力検査：調査書 入試科目等） 

八王子拓真（普通科。一般枠。基本は４年間だが、単位の取り方で３年で卒業も可能） ５：５ ３科（自校作成、 

国数英で 50分）＋集団討論(300点)  

八王子拓真（チャレンジ枠) 学力検査なし 志願申告書(100点) 面接(500点)＋作文(500点)  

    砂川（普通科。基本は４年間だが、所定の単位を取得すれば３年で卒業も可能） ６：４ ５科 

 世田谷泉（総合学科、チャレンジスクール） 学力検査なし 志願申告書(150点) 面接(600点)＋作文(500点)  

●近隣の定時制高校と選抜方法  （学力検査：調査書 入試科目等） 

立川（普通科。基本は４年間だが、砂川通信制で所定の単位を取得すれば３年で卒業も可能） ７：３ ３科＋作文（１００点） 

第五商業（商業科。基本は４年間だが、砂川通信制で所定の単位を取得する等で、３年で卒業も可能） ５：５ ３科＋面接(300 点) 

青梅総合（総合学科。基本は４年間だが、所定の単位を取得すれば３年で卒業も可能） ６：４ ３科＋面接(３００点) 

瑞穂農芸（普通・農業、併合科） ５：５ ３科（自校作成、国数英で６０分）＋面接(３００点) 

 農業（普通科・食品科学科）７：３ ３科＋面接（２００点）    町田（普通科）５：５ ３科＋面接(１００点) 

 

  

 

 

 

 

 

 

都立高校 諸費用（26年度） 

★考査料…全日制 2,200円  定時制 950円  

★入学料…全日制 5,650円  定時制 2,100円 

★授業料…無料 ★積立金、生徒会費、PTA会費等あり 



資料Ａ 「平成 26年度都立高校入学者選抜実施要綱」より抜粋 

省略 
 

資料Ｂ 都立高校 「入学願書」 

省略 
 

資料Ｃ 都立高校 「調査書」 

省略 
 

資料Ｄ 都立高校 「自己ＰＲカード」 

省略 
 

資料Ｅ 都立高校「本校の期待する生徒の姿」より抜粋 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

①  私立高校の 入試形態 
 12/15～     1/22～ 
             Ａ.単願（面接・作文等） 
 
        2/10～ 

             Ｂ.第一志望（３科学力試験・面接） 

             Ｃ.併願（第二志望）（３科学力試験・面接等） 

             Ｄ.フリー受験（３科学力試験・面接等） 

 ●高校説明会に行き、入試形態や試験日等を、必ず把握しておいてください。 

●都立推薦と私立推薦（単願・第一志望）の両方を受けることはできませんが、 

都立推薦と私立併願（第二志望）の２つを受けることは可能です。多くの私立高校

は、併願先は公立（都立の推薦と一般）とし、他の私立との併願は認めていません。 

 ●単願・第一志望・併願推薦を受けるには、本校の推薦基準を満たしている上で、下記の例

のような成績等の基準を満たさなければなりません。【私立高校の内申は、素点の合計で見ます】 
  

 私立高校入試 （Ｈ26年度受験） 

参考資料 高校が示す成績の基準（例） 
 

 私立○○高校の場合 

単願（推薦） 第一志望     公立併願 

【普通科】５科 15以上 

  または ９科 26以上 

【工業科】５科 12以上 

  または ９科 22以上 

  （数学は３以上） 

※３年間の欠席（12/9 まで）10 日以内 

※生活指導上問題が無い 

【普通科】５科 16以上 

  または ９科 27以上 

【工業科】５科 13以上 

  または ９科 23以上 

  （数学は３以上） 

※３年間の欠席（12/9 まで）10 日以内 

※生活指導上問題が無い 

【普通科】５科 18以上 

  または ９科 28以上 

【工業科】５科 14以上 

  または ９科 24以上 

  （数学は３以上） 

※３年間の欠席（12/9 まで）10 日以内 

※生活指導上問題が無い 

※「生活指導上問題が無い」とは、「ピアスの跡」や「細い眉毛」も含みます。過去に、入試 

相談で通った生徒（公立併願）が、入試当日の面接で不合格になった例があり、どの高校も 

「面接重視」です。 ※「または」はどちらかを満たせば OK、「かつ」は両方満たすこと。 
 
私立◇◇高校の場合 

    単願（推薦）        併 願  

３科 12以上 かつ ５科 19以上 

※１がある場合は不可 

※英検・漢検３級以上は＋１ 

３科 13以上 かつ ５科 20以上 

※１がある場合は不可 

※英検・漢検３級以上は＋１ 

 

 

入試相談 

 

あ り 

推薦入試 

 

入試相談なし 

 

 

 
 

一般入試 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ, 併願（第二志望） 

●他校（公立）が第一志望で、「第一志望校が不合格の時、必ずその学校へ入学する」    

という条件で、高校が示す「内申等の基準」を満たしている生徒を「優遇」してくれる

制度。（入試得点に加点(＋30点等)する等の優遇が多いですが､高校によって異なります） 

●入試相談(12/15～)が必要です。 

●2月 10日頃の一般入試を受験します。学力試験（３科）と面接（重視）があります。 

●「延納願い」を提出すれば、都立高校の一次発表(2/28)の翌日まで入学手続き

を待ってくれる学校がほとんどです。高校によって方法が異なるので、事前に確認が必要。 

●合格した場合、都立の二次募集を受けることはできません。 

●もちろん、本校の推薦基準を満たし、学校長の推薦を受けていることも条件です。 

 

Ｂ, 第一志望  

●単願の基準は満たしていないが、その高校が第１志望である場合、「合格したら必ず    

その高校へ入学すること」を条件に、高校が示す第１志望の「内申等の基準」を満たし

ている生徒に、学力試験を受けて一定の得点をとれば 「優遇」してくれるという制度。 

●入試相談(12/15～)が必要です。     （入試得点に加点(＋30 点等)する等）  

●2月 10日の一般入試を受験します。 

●推薦書･調査書の他、学力試験（３科）と面接（重視）があります。 

 ●もちろん、本校の推薦基準を満たし、学校長の推薦を受けていることも条件です。 

Ｄ, フリー受験（一般受験） 

●入試相談を受けないで受験する形。（入試相談の制度を取り入れている高校の場合は、フリー受験の人数枠

が狭いため合格は厳しい状況にありますが、その制度を取り入れていない高校の場合は、当日の学力試験の得点次第。） 

●調査書などの書類と、学力試験（３科）、面接（実施する学校が多い）などがあります。 

 ●受験日・合格発表日等をよく確認して、受験校を決定してください。 

Ａ, 単願（推薦）  

●「その高校が第１志望であり、合格したら必ず入学すること」を条件に、 

高校が示す「内申等の基準」を満たしている生徒を「優遇」してくれる制度。 

●入試相談(12/15～)が必要です。（大竹高等専修学校は 12/10～） 

●１月 22日頃の推薦入試を受験します。 

●学力試験は無し。推薦書・調査書と面接試験（作文や適性検査がある学校もあり）です。

●もちろん、本校の推薦基準を満たし、学校長の推薦を受けていることも条件です。 

 



② 入試相談 とは？（12月 15日～18日に集中して実施） 

●「入試相談」は、毎年 12月 15日以降(大竹高等専修学校は 12/10)に中学校の教員 

が各私立高校へ出向き、高校の入試担当者と、受験生１人１人の合格の可能性を

話し合うものです。「単願・第一志望・併願」について、優遇を受けられるかどう

か高校側の回答をもらいます。 

●「入試相談」にかけるには、中学校側で書類の準備（成績等を記入する）が必要    

なので、12月の三者面談で意志を決定しなければ間に合いません。 

※どんなに悩んでも 12月 11日（水）までには、意志を決定し、下記の手続きを行ってください。 

●一度入試相談にのせ、高校側から回答を得た場合は、後からの取り消しはできません。 

③ 私立高校、受験までの流れ （単願・併願・第１志望とも）  

私立高校を見学し、「募集要項」「願書」を、各家庭で入手しておく 

                  ↓ 

12月の三者面談で志望校と入試形態を決定し「私立推薦受験願い」を提出(～12/11) 

↓   （フリー受験以外のすべての入試形態において提出する） 

「推薦受験 校内審査」で推薦受験の決定  

                 ↓ 
             12月 15日～「入試相談」 
                 ↓ 

         単願 1/22入試  第一志望・併願 2/10入試  

 

 

 

 

①高等専門学校（高専） 

●修業年限は５年で、技術者や研究者の養成を目的としている学校です。 

●卒業すると短大卒と同等の資格が取得でき、 

同じ学科の大学(３年)に編入することも可能です。 

 

 

 

 

 その他の進路 （進学・就職） 

＜おもな高等専門学校＞ 

・〔国立〕東京工業高等専門学校（八王子） 

・〔都立〕東京都立産業技術高等専門学校（品川・荒川） 

・〔私立〕サレジオ工業高等専門学校（町田） 

 

国立東京工業高等専門学校（八王子） 

推薦 １月１９日（発表１月２4日） 

 ※面接・適性検査 

一般 ２月 16日（発表 2月 21日） 

※学力検査（理英数国、数学２倍） 



②高等専修学校 
●中学卒業者を対象に高等課程の教育を行う学校。一般的に、費用は「私立高校並み」です。 

 ※高校卒業者を対象に専門課程の教育を行うものを「専門学校」といいます。 

●「技能連携」というシステムで、高等専修学校に在学しながら、通信制の高校

の卒業資格が得られるよう時間割を組んでいる学校もあります。 

●都立高校との併願ができる学校が多くあります。（入学手続きを都立発表の翌日まで待ってくれる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③通信制高校  

●通常は自宅で、教科書･ＴＶ･ラジオで自学自習をし、所定の添削指導（レポート）、

面接指導（スクーリング）、試験（テスト）を受けて、卒業に必要な単位を取得する高校。 

   

④サポート校 

●通信制高校に在籍する生徒が、課題やレポートに取り組むための学習支援を行い、 

３年間で高校卒業資格が取得できるよう手助け（サポート）をしている民間の教育機関 

のこと（私立）。学歴上は通信制高校のみを卒業したことになります。 

⑤企業内学校 

 

 

 

 
 

⑥就職 
●就職希望者は、ハローワークを通して「就職相談票」を作り、事業所の見学を 

して、応募先を決定。その後、書類を提出し、入社試験（選考）となります。 

＜ おもな高等専修学校 ＞  

・多摩調理製菓専門学校（聖蹟桜ヶ丘）…調理師科 調理師免許 技能連携（高卒） 

・町田調理師専門学校（町田）…調理師科 調理師免許 技能連携（高卒） 

・大竹高等専修学校（八王子）…調理科、服飾科 調理師免許  

・国際ビジネス専門学校（小平）…情報ビジネス科、動植物ビジネス科 技能連携（高卒） 

・国際パティシエ調理師専門学校（小平）…製菓衛生師科、 大学入学資格 

・東京航空工業専門学校（杉並）…総合技術科 各種資格 技能連携（高卒） 

・武蔵野東高等専修学校（武蔵野）…総合キャリア学科 

＜おもな通信制高校＞ 

都立…砂川高校・新宿山吹高校・一橋高校（３校のみ） 

※砂川（普通科） 平成２6年 4月 5日試験 ３科（国・数・英を総合して 6０分） （学力検査：調査書）20：3 

  私立…ＮＨＫ学園（国立）、聖パウロ高校（八王子）、科学技術学園（世田谷） 

 

日野工業高等学園（日野市）    ※ハローワークを通して受験します。 

母体：日野自動車株式会社      

特徴：技能士補、３級自動車整備の実力を養成。 

科学技術学園との提携により、高卒の資格が取得できます。 

 



今後の予定 ～ やるべき時に やるべきことを！～ 

 主な学校行事 進路関係の予定 取り組むべき学習・入試準備 

10 

月 
合唱祭(10/13) 

★高校説明会、見学会などに

積極的に参加する 

・進路説明会(10/18) 
 （都立選抜要項を受けて） 

・第２回進路希望調査(～10/23) 

・三者面談①(10/28～11/1) 

・９月復習テストの復習 

(10/12に返却済み) 

 （間違いを直し、苦手な内容を復習する） 

・教科の提出物をしっかりやって提出 

・11月復習テストの勉強 

★会場模試への参加（任意） 

11 

月 

期末テスト 

 (11/20,21,22) 

・調査書に載せる「諸活動の記録」提出 

・復習テスト（５科）(11/7) 

★高校説明会、見学会に参加し 

私立高校は願書を入手しておく 

・志望校を絞り込む 

・第３回進路希望調査(～11/26) 

・進路検討会(教員)(11/28) 

・面接練習 

・11月復習テストの復習 

 （間違いを直し、苦手な内容を復習する） 

・教科の提出物をしっかりやって提出 

・期末テストの学習計画を立て、 

しっかり学習する（９科） 

・期末テストの復習 

 （間違いを直し、苦手な内容を復習する） 

・苦手科目の克服 

★会場模試への参加（任意） 

12 

月 
終業式(12/25) 

・三者面談②(12/2～6) 

・志望校を決定する 

・推薦願い、併願願い等の提出 

・受験写真撮影(12/11) 

・入試相談（12/15～） 

・面接練習の準備（志望理由等） 

・過去問題集（都立・私立）の学習 

（「都立高校過去５年間問題集」等を解く） 

・苦手科目の克服 

・自己ＰＲカードの下書き 

★会場模試への参加（任意） 

１ 

月 

始業式（1/8） 

・面接練習 

・就職、採用選考(1/10～) 

・私立推薦（入試 1/22） 

・都立推薦（入試 1/26・27） 

・私立一般（出願 1 月末） 

・自己ＰＲカードの清書 

・願書の清書、考査料払い込み 

・過去問題集（都立・私立）の勉強 

（「都立高校過去５年間問題集」等を解く） 

・面接の自主練習（家族や友達と） 

２ 

月 

学年末テスト 

   (2/26～27) 

・都立推薦（発表 1/31） 

・都立一般(出願 2/6) 

・私立一般（入試 2/10～） 

・都立一般（入試 2/24） 

・都立一般（発表 2/28） 

・過去問題集（都立・私立）の学習 

（「都立高校過去５年間問題集」等を解く） 

・苦手科目の克服 

・面接の自主練習（家族や友達と） 

３ 

月 

卒業式(3/20) 
・都立二次、分割後期（入試 3/9） 

・都立定時制二次（入試 3/26） 

・過去問題集（都立・私立）の学習 

（「都立高校過去５年間問題集」等を解く） 

・学年末テストの学習 

・面接の自主練習（家族や友達と） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「推薦基準」の内容  

中学校生活で大切なのは、生活面・学習面・その他の活動等でしっかり 

とした学校生活を送ることです。進路についても同様に、生活面・学習面・ 

その他の活動等でしっかりとした学校生活を送ることが大切です。 

進路を決定する上で、都立高校、私立高校は推薦制度があります。・     

そして、どの高校にも推薦の基準があります。推薦の希望があったときは、 

全教職員の意見をもとに、学校長が高校の推薦の基準を満たしているかを 

判断し、推薦します。したがって、希望すれば誰でもこの制度の適応を 

受けられるわけではありません。 

どの高校の場合でも、「生活面・学習面・その他の活動等でしっかりと 

した生活を送ることができる」ということが、必ず推薦の条件になってい 

ます。その他に、成績についての基準を設けている高校も多くあります。 

ですから、これらのことに留意して、しっかりとした中学校生活を送る 

ことが大切です。 



 

 

 

朝食を食べて来ない生徒がクラスに２～３人いて、授業の集中力に大きな差が 

生まれています。夜遅くまで勉強を頑張っていても、朝食が食べられる時間には  

自分で起きて、しっかり食べてから登校させたいものです。親も子も忙しい朝、  

手早く作って簡単に食べるために、「朝食メニューのポイント」を２つ紹介します。 

 

★ご飯やパンには、変化をつけて！     

 ご飯なら、卵かけご飯や焼きのり等で、変化を。 

パンなら、ジャムばかりでは甘くて飽きるので、バターをぬってから 

ちりめんじゃこをのせ、スライスチーズをかぶせて、オーブントースターで 

焼いてみてください。カルシウムがしっかり取れるだけでなく、食べやすいですよ。       

 

★温かいスープやみそ汁を！ 

「朝食はパン」というご家庭も、紅茶やホットミルクだけでなく、野菜スープやみそスープを 

  組み合わせてみてください。栄養ＵＰだけでなく、腹持ちが全然違います！ 前の晩の夕食を 

作る時に、２回分作ると朝は温めるだけでＯＫ。スープ生活はオススメです。                           


