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１ はじめに           

 

 

 

 

①中学校を卒業したら、どのような道に進むか。 

……つまり、進学先や就職先を選択すること。 

 

②将来、何になろうとするのか。 

……つまり、進んでいく方向や、目指す将来の職業を選択すること。 

 

③将来に向かって、どのような生き方をしていくのか。（７年生で学んできたことです） 

……つまり、自分にとって何が一番かを考え、どうすれば幸せな生き方ができるか 

   を考えること。自分のこれからの生き方や価値観を選択すること。 

 

「進路選択」という言葉は、このように広い意味で使われます。 

 

 

 

 

①「進取」の精神をもって自分で選択し、自己の努力で志望先の扉を開くこと。 

中学校までの義務教育とは違い、これから先の進路は、さまざまな選択肢から、自分で 

進んで選び、決定し、合格していきます。（これを「進路決定」と言います） 

就職するのか、進学するのか、またどこに進学するのか、その選択にあたっては、自己を 

よく理解し、将来の生き方をよく考えることが必要です。 

 

②保護者の方や周囲のアドバイスを受けること。 

よく相談し、自分の考えを深めたり、希望を理解してもらったりすることが大切です。 

先生達も、情報提供をはじめ、君たちが自分で納得した進路選択ができるよう、最大限の 

サポートをしていきます。 

 

③チーム力を大切にする。 

「進路」の取組には、チーム力が大切です。辛いことがあったら家族や仲間、先生達に 

相談し、支え合い、励まし合っていきましょう。 

 

 

 

９年生でやらなければならない「進路選択」ってどういう意味だろう？ 

じゃあ「進路選択」において大切なことは何だろう？ 
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２ 進路についての心構え                             

① 学校生活について ～生徒のみなさんへ～ 

○学校生活では、常に９年生としての自覚と責任感をもって行動しましょう。 

○授業では、「主体的に学ぶ姿勢」が大切です。私語などをせずに、集中して取り組み 

ましょう。社会に出ると、自ら進んで考え、工夫し、学ぶことつまり「進取」の精神が 

求められます。それは、自分自身を高めることにつながります。その基礎である学校の 

授業を大切にしましょう。 

○日常活動では、委員会活動、係活動、日直、清掃など「自分に任された仕事をしっかり 

 と行う」、「最後まで責任をもって活動する」ことがとても大切です。 

 

② 進路選択 ～保護者の皆様へ～   

卒業までの日々には、いろいろと思い悩むことも多い１年になることと思います。 

どうかご家庭で、お子様と話し合う時間を、何度もおもちください。お子様は、成績や進

路選択のことでたくさん悩みを抱えることでしょう。保護者の皆様には、お子様の様子をご

覧いただき、時に相談にのり、叱咤激励し、温かな励ましやご助言などをお願いいたします。 

学校での面談やご家庭での話し合い、説明会などへの参加を経て、最終的な進路選択は、

お子様自身にさせてください。 

お子様の興味関心や夢、適性などを考えながら、長い人生の中で、自分を活かした社会生

活が送れるような進路選択ができるようにと願っております。 

何かご心配なことがありましたら、いつでも学校へご相談ください。 

 

③進路情報の収集をする ～進路変更をしないために～ 

進学を果たしても、残念ながらやめてしまう生徒がいることも事実です。中途退学・進路

変更にいたる多くの理由は以下のようなものです。 

○どうしても高校の雰囲気になじめない。 

○難しくて授業についていけない。 

○通学が遠距離すぎて、部活動と勉強が両立できない。 

せっかく進学するのでしたら、上記の理由でやめてほしくありません。進路選択はゴール

ではなく、新しい人生のスタートです。自分が納得できるように慎重していきましょう。 

高校側では、説明会や授業公開、部活動体験などをオンライン、予約による訪問など多様

な形で情報公開の場を用意しています。新型コロナウィルス感染症対策の関係上、事前のリ

サーチが難しくなっていますが、志望校に実際に行くと、３年間通う学校として自分に合っ

ているのかを肌で感じることができます。正確な情報を積極的に得るようにしましょう。 

（私立高校の中には、受験前に説明会や体験入学への参加を必須条件としているところも

あります。） 

第一志望校だけではなく、第二志望校をはじめ、できるだけ多くの学校を訪問するよう心

がけましょう。 
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３ 上級学校の種類・高等学校の特色                       

 

１ 設立の区分 → 国立高校・都立高校・私立高校・高等専門・高等専修・各種学校 

〇都立高校には「保護者と都内に居住する者に限る」などの出願制限があります。 

〇私立高校には出願制限はありません。 

〇転居等の関係で、他府県の公立高校を受験する場合は、手続きが煩雑です。担任まで 

お早めにお申し出ください。 

２ 課程の区分 → 全日制課程・定時制課程・通信制課程 

〇定時制には、夜間定時制、昼夜間定時制（３部制など）の２種類があります。 

３ 制度の区分 → 学年制・単位制 

４ 男女の区分 → 男子校・女子校・共学校・男女別学校 

５ 学科の区分 → 普通科・総合学科・専門学科（商業科、工業科など） 

 

① 全日制高校の種類 

（１）国立高等学校 

国立の高等学校は、いずれも国立大学の附属校ですが、卒業後の進路としてその大学を志

望しても、基本的には系列校としての「優遇制度」はありません。どの高校もレベルは高く、

修了年数は、大学附属の全日制が３年、高等専門学校が５年になっています。 

 

（２）都立高等学校（本学年の選抜は東京都では令和５年度選抜として表記されます） 

都内のすべての都立高校に出願と受検が可能です。選択幅は広いのですが、各都立高校の

特色をよく調べ、理解した上で志望校を選択することが必要です。 

６月下旬に東京都から資料が配布されます。ご参照ください。 

各高校が発表する「本校の期待する生徒の姿」をまとめた冊子が、東京都から発行されま

す。その高校を知る参考になります。２学期に東京都教育委員会ホームページで発表されま

す。その後、学校にも配布されます。特に、推薦入試や面接実施校への受検を考えている人

は、熟読することが必須です。 

 

（３）私立高等学校 

私立学校法に基づく学校法人が設置する学校です。建学の精神や理念によって、その校風

は様々です。つまり、何を重視してどんな教育をするのかという教育方針が各学校によって

異なるということです。ですから、各高校の特色を理解しないで入学してしまうと、学校生

活になじめず、つまらない高校生活になってしまうこともあります。 

公立高校と比べて普通科の割合が多く、普通科をさらに細分化し、特進コース・進学コー

ス・文理コースなど、目標とする大学に合わせてカリキュラムを組んで進学指導体制を整え

ている高校が増えています。大学付属の高校も多くあります。 

近年は学校によってオンラインの対応が異なるため、ICT の活用状況も含めてどのような学

校か調べておくことは重要になります。 
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② 都立高校の種類と内容 

（１）学年制と単位制 

ア 学年制   

○学習する教科・科目が、学年ごとに定められており、その学習成果が認められると 

単位が与えられ、次の学年に進級する制度です。全日制は 3 年、定時制は 4 年 

(一部は 3 年)を修了すると、卒業が認められます。 

○出席や成績が基準に満たない場合は、留年になります。 

イ 単位制   

○学年の区別がなく、３年間(または４年間)の中で、必修(必履修)科目の他に自分に 

適した教科・科目を選択し、その学習成果が認められ、入学から卒業までに決められた 

単位数を修得すれば卒業できる制度です。 

○自分の興味や進路に合わせて、自由に科目を選択して学習できます。 

○留年はありませんが、一定の必要な単位が取れない場合は、退学を余儀なくされる 

場合もあります。 

○学年制のように担任の先生もおり、学校行事もあります。 

 

（２）学科 ※６月下旬頃に東京都から最新資料が配布されます。ご参照ください。 

ア 普通科 

都立高校の中で、最も多くの割合を占めます。卒業後は、多くの場合、進学（大学、短大、

専門学校等）を目指します。 

イ 普通科（コース制）             

コース制は、普通科としての範囲内で、特定の教科を多く学習します。普通科の学習をし

ながら、自分の志望にあった分野を深く学べるところに魅力があります。 

深川：外国語コース   田柄：外国文化コース  片倉：造形美術コース など 

ウ エンカレッジスクール 

 小中学校で十分に力を発揮できなかった生徒のやる気を育て、基礎基本の定着と学力の向

上を目指した、学び直しの学校です。二人担任制・30 分授業・少人数習熟度授業が行われ

ています。学力検査の代わりに面接・実技・作文（小論文）があります。 

練馬工業、足立東、中野工業、蒲田、東村山 など 

エ チャレンジスクール 

 不登校の経験があるなど、これまで能力や適性を十分に生かしきれなかった生徒がもう一

度チャレンジする、昼夜間定時・総合学科の高校です。学力検査や調査書の提出の必要はあ

りません。3 年間での卒業も可能です。 

 桐ヶ丘、世田谷泉、大江戸、六本木、稔ヶ丘 など 

オ 専門学科 

専門学科では、卒業してから実社会に出てすぐに役立つ専門知識や技術を学びます。主な

学科としては、農業、工業、商業、家庭、情報、福祉、科学技術、ビジネスコミュニケーシ

ョン、産業、デュアルシステム、総合芸術、体育、国際関係などの学科があり、その中で 
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さらに細かく科が分けられています。学科によって、在学中に資格が取れる場合もあります。 

カ 総合学科 

「普通科＋専門学科」の新しいタイプの学科で、必修科目以外は、自分の興味・関心・進路

の希望などに応じて、豊富な選択科目の中から自分の勉強したい科目を選び、自分の適性に

合わせて学習を進めることができます。情報系、外国語系、スポ―ツ系、商業系、工業系、

芸術系など、複数の系列を学校ごとに設定しています。 

○晴海総合、つばさ総合、王子総合など ←全日制の総合学科です。 

○六本木、大江戸、稔ケ丘、桐ヶ丘など ←昼夜間定時制の総合学科 

※（チャレンジスクール） 

※昼夜間定時制とは、午前・午後・夜間の３部制の定時制高校です。 

入試方法が異なります。 

 

（３）都立高校の学費   

都立高校全日制は、昨年度は入学考査料 2,200 円、入学金 5,650 円、授業料は年間で 

約 12 万円、定時制は入学考査料 950 円、入学金 2,100 円、授業料は年間で約 3.2 万円

です。その他の費用として、学校ごとに異なりますが、教科書類、ＰＴＡ会費、生徒会費、

校外学習費、修学旅行積立金等があります。また、制服のある学校ではさらに経費がかかり

ます。 

詳しくは本日の説明会でも示しますが 東京都教育委員会 HP の学校教育→都立学校の

魅力発信について に掲載してありますので、そちらをご確認ください。 

（https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/attraction_about.html） 

 

③ 私立高校について 

東京都内で生徒募集を行う私立高等学校は、約 18０校あります。近年は中高一貫校が高

校からの募集をやめる例が増えました。私立高校は、国立や都立と比べるといろいろな特徴

があります。以下に、志村三中生が、過去数年で受験している主な私立高校を紹介します。 

【共学】豊島学院、ＳＤＨ昭和第一、大東文化第一、桜丘、武蔵野、淑徳、淑徳巣鴨、 

中央大杉並、明治学院、中央大学、國學院、日大鶴ケ丘、日大櫻丘、東海大高輪台、東洋、

郁文館、正則、郁文館グローバル、二松学舎大付属、帝京、日大第一、駒込、関東国際、

東洋大学京北、目白研心、成立学園、東京成徳大学、実践学園、豊南、岩倉、駿台学園、

錦城学園、正則学園、貞静学園、安田学園、関東第一、上野学園、京華商業、堀越、立志

舎、佼成学園、駒澤大学、駒場学園、青稜、専修大附属、日本工業大学駒場、広尾小石川、

早稲田大学高等学院、流通経済大学付属柏 

【女子校】日大豊山女子、文京学院大学女子、東洋女子、安倍学院、京華女子、神田女学

園、淑徳ＳＣ、麹町学園女子、十文字、瀧野川女子、東京家政学院、東京家政大学附属 

【男子校】日大豊山、保善、京華、など 

※この他にも多数の私立高校がありますので、体験入学・説明会等に参加してみましょう。 

 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/attraction_about.html
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（１）私立高校の特色 

ア 教育方針 

都立高校が教育方針や教育内容が国や都の基準に即してやや画一的であるのに比べ、私立

高校にはそれぞれの設立者の建学精神があり、教育方針や教育内容も多種多様です。 

イ 男女別 

男子校より女子校が多く、最近共学校に移行する学校が増える傾向にあります。校舎や教

室が別の男女別学の学校もあります。 

ウ 通学区域 

私立高校は居住地による制限がない所が多く、都内・近県のどこの高校でも自由に選択で

きます。    

エ 一貫した教育 

私立大学の付属高校は、在学中に基準内の成績をとることで併設の大学に推薦入学ができ

る特典のある学校が多いですが、かなり良い成績でないと自分の希望した学部には進めない

ことがあります。また、他大学を受験することもできますが、他大学に合格できなかった場

合は、付属している大学には進めないという制度をとっている付属学校もあります。 

オ 宗教教育 

私立高校の中には、仏教主義の学校、キリスト教主義の学校などがあります。これらの学

校では、宗教的な雰囲気の中で豊かな教育と敬虔な態度を身に付けるために、礼儀、作法、

言葉遣いなど、日常の生活態度に特別に力を入れていることもあります。 

 

（２）私立高校の学費 

受験料は、約 22,000 円～3 万円、入学金約 25 万、授業料約 45 万です。入学初年度

にかかる費用は、東京の場合、平均すると約 90 万円です。その他に制服、教科書、学習書、

生徒会費、ＰＴＡ会費、修学旅行積立金などの諸経費を加えると、初年度経費は 100 万円

を超えます。私立学校の学費は学校差が大きいので、募集要項をよくご確認ください。 

また、就学支援金に関しましては、文科省ホームページをご覧ください。 

都内在住であれば、授業料軽減助成金も東京都の施策で行われています。この制度で私立学

校の授業料も実質無償化になるところもあります。（※一部の高額な授業料はこの範囲を超

える学校もあります）詳しくは、今後、東京都や東京都私学税団のリーフレット に全日制・

定時制向けと都認可通信制向けが記載してあります）をご覧ください。 

（https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html） 

都立高校が第一志望の場合、併願優遇制度を利用して所定の手続きをすれば、都立一次・

分割前期の合格発表まで入学手続きを待ってくれる制度をとっている高校もあります。ただ

し、その制度を利用する場合は、各私立高校が求める基準に達していることが条件です。 

 

 

 

 

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html


7 

 

④定時制高校について 

定時制は、全日制と違い通常４年制ですが、授業の選択の仕方では、３年間での卒業も可

能になる場合もあります。授業内容は全日制とほとんど同じですが、働いて学ぶ人のために、

通常授業は夕方から夜にかけて行われます。また、学年制（夜間）の定時制のみならず、単

位制の定時制（昼夜間・夜間）もあります。 

 

④通信制高校について  

教材を中心に自宅で学習し、定められたレポートを提出、日曜日などにスクーリング（面

接指導）に出席して授業を受けます。教科の学習が終了し、試験に合格すれば単位が与えら

れ、一定の単位終了と共に卒業が認定されます。最近では私立高校の中でも単位制通信制の

高校が多く作られています。ただし全日制の私立高校より、学校の差が大きいのでよく調べ

ることが必要です。 

 

⑥高等専門学校について 

専門分野について、一層深く学習し、各分野の専門技術者の育成をすることを目標として

います。修業年度は５年間です。高等学校の課程に加えて、短大の課程を修了したものとみ

なされるため、卒業後に大学３年生に編入することが可能です。 

選抜は、他の都立学校より早く一般入試が実施されます。 

都立の高等専門学校の場合、都立高校との併願は可能ですが、高等専門学校に合格した場

合は、都立高校を受検できません。 

○東京都立産業技術高等専門学校 

【荒川キャンパス】 

ものづくり工学科（情報通信工学コース・ロボット工学コース・医療福祉工学コース・ 

航空宇宙工学コース） 

〒116-0003 東京都荒川区南千住 8-17-1 

【品川キャンパス】 

ものづくり工学科（機械システム工学コース・生産システム工学コース・電気電子工学 

コース・電子情報工学コース） 

〒140-0011 東京都品川区東大井 1-10-40 

 

⑦高等専修学校について 

特定の職業や生活に必要な技術を身に付け、能力の向上を図るということを目的にしてい

ます。中学校卒業者を対象としているのは「高等課程(高等専修学校)」と呼ばれています。

修業年数は１年から３年で、３年制の学校の中には卒業後に大学入試資格を得られる学校や

通信制の学校と提携して高等学校卒業資格を同時に得られる学校もあります。   
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⑧都立職業能力開発センターなどの各種学校について   

時代に応える専門的な職業技術を修得し、より有利な就職への道を作ることを目的として

います。修業年限は１年間または６カ月です。ただし、高校の卒業の資格は得られません。 

 

⑨その他     

企業内学校や技能教育連携校（サポート校）があります。募集人員は少ないです。 

また、就職希望の場合は、お早めに担任までお知らせください。 

Memo 
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４ 都立高校入試                                

※令和５年度選抜についての詳細は、10 月に東京都より発表されます。これを受けて、

第２回進路説明会・三者面談でお知らせします。 

 

①推薦選抜     

推薦選抜の場合、中学校の推薦基準、高等学校の推薦基準（「本校の期待する姿」・文化ス

ポーツ等の特別推薦による基準）の両方を満たしていることが出願の条件です。 

【選抜方法について】 

○以下の資料を点数化し、応募生徒の上位者から合否を決定します。 

・調査書 

・集団討論および個人面接     

・作文または小論文 

・実技検査(一部の学校) 

○成績の基準や学力検査はありませんが、一般入試よりも高倍率で非常に厳しい入試です。 

○募集人員は、普通科で募集定員の 20％（コース制は 30％）以内、総合学科、専門 

学科などでは 30％（商業科は 20％）以内となっています。(※必ず定員まで受かる 

というわけではない) 

○合格したら必ず入学することが出願の条件です。 

○不合格になった場合でも、２月下旬に実施される一般入試で同じ学校に出願することが 

できます。ただし、推薦受検をしたことによる優遇措置はありません。 

○推薦選抜に「文化・スポーツ等特別推薦」を実施している高校もあり、その場合は、 

実技検査等も行われます。ただし、高校側の要求レベルが相当に高く、合格人数も非常 

に少ないので、かなりの難関であることは理解しておきましょう。また、出願用の書類 

は自分で高校に取りに行きます。 

〇Web 出願が増えてきています。昨年度一番トラブルがあったのも、この部分です。 

私立の出願より難しいので、昨年度は学校で出願指導をしました。 

 

②一般選抜    

【選抜方法について】 

○以下の資料を点数化し、応募生徒の上位者から合否を決定します。 

・調査書（今年度より ESAT-J という英語スピーキングテストの点数が加わります） 

・学力検査 

・面接（一部の学校） 

・作文（一部の学校）  

・実技検査(一部の学校) 

○定時制の一次募集など、一部の学校を除いて、多くの学校で５教科入試になります。 

○調査書点の算出で、受検教科以外は２倍になります。 

○得点と調査書点の比重は、７：３になります。（調査書点は、１、２学期の総合成績） 
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○傾斜配点や面接点、実技、作文点等、その他の得点についての詳細は、次回の説明会で 

お知らせします。    

○学力検査では、一部を除き、全教科でマークシートが導入されています。（記号や 

数値での解答部分がマークシート方式で、それ以外の問題は従来通り記述式） 

○多くの生徒の進路先を保障するために、合格したら確約書を提出し、必ず進学して 

ください。 

 

③二次募集・分割後期募集について 

二次募集とは、一次募集で定員に達しなかった高校が、欠員を補充する目的で、生徒を追

加募集する制度です。よって、その高校が二次募集を行うかどうかは、一次募集の合格者の

手続きが締め切られた後にならないと分かりません。 

これに対して分割募集とは、特定の学校があらかじめ合格定員を２分割し、前期募集（一

次募集期間）と後期募集（二次募集期間）とに分けて行う制度のことです。あらかじめ定員

を分割した上で募集するのですから、後期募集は必ずあります。 

どちらも、入試日や必要な書類が同じなので、見かけ上の違いはありませんが、制度の意

味としては大きく異なるものです。 

また、二次募集・分割後期募集に、推薦選抜はありません。すべて一般選抜です。 

 

【選抜方法について】 

○以下の資料を点数化し、応募生徒の上位者から合否を決定します。 

・調査書（今年度より ESAT-J という英語スピーキングテストの点数が加わります） 

・学力検査 

・面接（一部の学校）     

・実技検査(一部の学校) 

○一次募集の合格者は、二次募集や分割後期募集に出願できません。（都立高校の合格者 

は、いったん合格したら、それ以降のいかなる募集にも出願することはできません。 

○学力検査は「国数英」の３教科入試が基本です。 

○調査書点の算出で、受検教科以外は２倍になります。 

○得点と調査書点の比重は、６：４になります。 

○都立高校の定員のほとんどは、推薦と一次募集で決まってしまうことが通常であり、 

欠員補充を目的とする二次募集の募集定員は極めて少数でした。令和５年度選抜で 

この傾向が続くかどうかは分かりません。（一昨年までは、私立の大学付属の学校が 

人気で都立人気は減少していましたが、コロナ対応が安定したためか、昨年度は減少 

した都立志望が戻ってきました。） 

 

４ 学力検査によらない入試 

○チャレンジスクール、エンカレッジスクールで実施します。 

○選抜方法や提出書類が異なります。説明会や体験学習に参加し、その学校についての 
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知識を深め、志望の動機をきちんと面接検査で述べられることが、合格するためには 

必須の条件となります。事前に入念な下調べをしてください。 

 

５ 私立高校入試                                

①入試制度について 

私立高校は、建学の精神や校風、教育方針、特色がまちまちであり、入試制度も多岐にわ

たります。また、東京都の私立高校と他県の私立高校では、入試日程が大きく異なります。 

これらのことをふまえ、私立高校への進学を考える方は、実際に高校を見学し、できれば

体験入学等にも参加して、その高校についての理解を深めるとともに、入試日程や制度、必

要書類等についてもよく調べることが大切です。 

 

②入試相談等について 

毎年 12 月 15 日頃に、都内の私立高校への出願を希望する生徒の書類を、中学校の教員

が高校に持参して、高校側と受験に関する相談をする「入試相談」があります。推薦選抜・

併願優遇等の制度を利用する場合は、この入試相談を経てからでないと出願できない場合が

ほとんどですが、必要としない高校や、そもそも入試相談を行わない私立高校もあります。 

また、保護者と生徒による事前面接を実施する高校もあります。 

さらに、生徒が「一日体験学習」を受講しなければ推薦選抜や併願優遇選抜に出願できな

い高校もあります。 

 

③推薦選抜(学校推薦)     

○一般に「単願推薦」と呼ばれる選抜制度です。 

○以下の４点が出願する条件となります。 

（１）その高校の教育方針等をよく理解しており、進学先として第１志望校であること。 

（２）合格したら必ず進学すること。（合格後は一切の受験ができなくなります） 

（３）生活面・行動面において本校の推薦基準を満たしており、学校代表として推薦 

できる人物であると中学校長が認め、推薦書が発行されること。 

 

④高校側が提示する出願条件をクリアしていること。 

（例） 

・３学年２学期（または１学期）の成績（内申）が○○以上 

・３学年２学期の９科目の評定中に１（場合によっては１と２）がない 

・３学年次の遅刻・欠席が○○日以下 

○上記以外に「塾推薦」や「自己推薦」などの名称をもつ入試制度もありますが、名称に 

関わらず、学校長の推薦書が必要な場合は、すべて「学校推薦」となります。たとえば、

スポーツの技術が優秀な生徒が、クラブチーム等の監督による推薦を得られた場合で 

あっても、出願の際に学校長の推薦書が必要であれば、それは「学校推薦」です。ご注

意ください。 



12 

 

【選抜方法について】 

○以下の資料を高校が総合的に判断し、合否を決定します。 

・調査書 

・推薦書 

・面接 

・適正検査や作文（一部の学校） 

・大会等の実績（一部の学校） 

 

④第１志望選抜     

○進学先として第１志望校であることが条件ですが、推薦選抜ではありません。よって、 

学力テストがあります。しかし、「合格したら必ず進学する」という条件で出願するの 

ですから、合格の可能性は高まります。 

○以下の３点が出願する条件となります。 

（１）その高校の教育方針等をよく理解しており、進学先として第１志望校であること。 

（２）合格したら必ず進学すること。（合格後は一切の受験ができなくなります） 

（３）高校側が提示する出願条件をクリアしていること。 

（例） 

・３学年２学期（または１学期）の成績（内申）が○○以上 

・３学年２学期の９科目の評定中に１（場合によっては１と２）がない 

・３学年次の遅刻・欠席が○○日以下 

○12 月 15 日頃に中学校側と高校の先生とで入試相談を行ってから出願し、一般選抜を 

受験します。 

【選抜方法について】 

○以下の資料を高校が総合的に判断し、合否を決定します。 

・調査書 

・学力テスト(おもに国数英の３教科) 

・面接 

・実技や作文（一部の学校） 

 

⑤併願優遇選抜 

○他の高校が第１志望で、その私立高校を第２・または第３志望と考えている生徒が、 

「他の高校に不合格だった場合、こちらの私立高校に必ず入学します」という条件で、 

点数に加点する等の優遇を受けて受験する制度です。 

〇ただし、学校によっては公立併願といって、この制度を利用した場合、私立高校はこの 

高校１校にしか出願できませんから、都立高校と合わせて、合計２校にしか出願でき 

ない制度や、公私併願と言って、私立含めて合計２校にしか出願できない制度など、 

学校によって様々です。 

〇どの場合も、制度の確認の他、受験日程には注意が必要です。 



13 

 

○この制度を利用するためには、高校側が提示する出願条件をクリアしていることが 

必要ですが、クリアさえしていれば、合否判定の際、多くの学校で優遇されます。 

ただし、この場合の基準は、推薦選抜、第１志望選抜の数値よりも高くなります。 

○12 月 15 日頃に中学校側と高校の先生とで入試相談を行ってから出願し、一般選抜を 

受験します。 

【選抜方法について】 

○以下の資料を高校が総合的に判断し、合否を決定します。 

・調査書 

・学力テスト(おもに国数英の３教科) 

・面接 

・実技や作文（一部の学校） 

 

⑥一般選抜 

○一般に「フリー入試」などと呼ばれます。 

○出願にあたっての制限はありません。日程の重複がなければ何校でも受けられます。 

また、入試日が重複している複数の高校に出願し、合否状況に応じて、片方だけを受験 

することも自由です。ただし、推薦選抜や第１志望選抜等に合格していないことが 

出願の条件です。 

○入試相談等は実施しないため、出願の基準もありません。 

Memo 
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６ 本校の推薦基準                              

令和４年度入試 志村第三中学校の学校推薦基準について 

志村第三中学校における受験時の学校推薦に関しては、原則として授業態度・生活態度と

もに良好で、進学後も安定した生活を送れるという見通しが立ち、志村第三中学校の生徒と

して推薦するにふさわしい生徒が対象となります。 

 

① 学校推薦の種類 

（１）都立高校・高等専門学校への学校推薦 

（２）私立高校への学校推薦 

（３）サポート校・各種学校等への学校推薦 

（４）部活動などの学校推薦 

 

② 推薦が可能な生徒の条件（中学校３年間の生活が基本的な対象期間となります。） 

（１）その学校が求める基準を満たしている生徒。 

（２）授業態度が良く、意欲的に学習に取り組んでいる生徒。 

（３）欠席・遅刻・早退が著しく多くない生徒。（コロナ対応の出席停止などの正当な理由 

がある場合を除く。なお、高校側から欠席日数などの指定がある場合は、その範囲内 

であること） 

（４）学校生活のルールを守っており、学校内外での生活が落ち着いている生徒。 

（５）掃除・給食当番などの係の仕事をまじめに行っている生徒。   

（６）生徒会活動、委員会活動などの活動に積極的に参加・協力している生徒。 

（７）部活動等の推薦（都立高等学校の特別推薦等）においては、その活動でめざましい 

活躍をした生徒。 

※サポート校などを受験する際に、学校推薦を希望する生徒については、柔軟に対応 

します。 

 

③推薦決定までの流れ 

（１）年度当初の各学年の集会と、および９学年第１回進路説明会で、本校の学校推薦に 

対する基本的な考えを説明します。 

（２）夏休みの三者面談を受けて、学校推薦を希望する場合は 11 月の面談等で推薦願 

（誓約書）を担任までご提出ください。詳細については後日提示します。 

（３）学年は、提出された推薦願とその他の資料を１１月の推薦委員会に提出し、推薦委員 

会は、志村第三中学校推薦基準に照らし、推薦可否、保留の見込みを含めた審査を 

行います。 

（４）学校長は、推薦委員会の資料等を総合的に判断し、推薦生徒を決定します。 

（５）担任は、１２月の三者面談において推薦可否について示し、生徒・保護者の学校推薦 

希望の有無の最終確認を行います。推薦受験者及び保護者は自署にて推薦書作成願い

を提出してください。 
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④推薦決定以降【重要】 

（１）推薦受験前に学校推薦者としてふさわしくない状況となった場合、推薦制度を使用 

した受験を取り消す場合があります。 

（２）推薦受験合格後、推薦が可能な生徒の条件に違反するような状況がみられた場合、 

その旨を受験校に内容を伝え、受験校に判断してもらう場合もあります。 
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７ 昨年度の都立進路状況と入試分析                    

 

①2021 年度（R３年度）：推薦入試 近年受検した主な学校の応募倍率 

旧４学区 普通科 他学区 普通科 専門課程・総合学科 

校名 男子 女子 校名 男子 女子 校名 倍率 

竹早 2.96 4.12 日比谷 3.06 3.87 保育 

北園 3.00 4.90 戸山 4.03 5.23 赤羽北桜 1.00 

文京 3.68 4.06 青山 5.93 9.62 工業 

豊島 2.46 4.31 新宿 6.53 工芸※ 3.20 

向丘 2.61 4.77 城東 4.66 4.30 北豊島工業 0.77 

高島 3.94 3.33 上野 3.13 3.43 ビジネス・ビジネスコミュニケーション 

飛鳥 3.58 井草 3.07 3.27 大田桜台 1.04 

板橋 3.04 3.46 杉並 2.24 3.20 第一商業 2.50 

板橋有徳 1.33 竹台 2.50 4.40 千早 1.43 

大山 1.67 1.14 光丘 2.75 2.05 総合学科 

   練馬 1.54 3.82 王子総合 1.97 

上記には単位制高校を含む（男女合同枠） 

※工芸はコースによって異なる。近年受検の多かったコー

スを例として記載 

杉並総合 2.12 

エンカレッジスクール工業 

練馬工業 1.63 

高専 

産業技術 2.20 

 

○令和４年度選抜の全日制推薦入試の応募倍率は普通科（単位制を除く）で平均 2.96 倍 

でしたが、女子で 9 倍を超える高校（青山）もありました。ほとんどの高校で、面接の 

他に作文または小論文が実施されています。（学科によって作文、小論文のかわりに、 

実技検査がある学校もあります。）進学率が高い高校が依然として高倍率で、一昨年より 

状況としては厳しくなりました。今年度もその傾向が継続されると思われます。 

○推薦選抜は非常に狭き門になっているので、「たぶん合格できるだろう」という軽い 

気持ちや、「とりあえず受けてみよう」といった簡単な気持ちで出願しない方が良いです。 

推薦選抜に不合格となったことで気持ちが動揺し、一般入試で実力を発揮できなかったり、 

一般入試での志望校を下げたりすることにならないようにしたいものです。 

〇特に昨年度はコロナ禍でリジェリエンス（ストレスから立ち上がる強さ）を育む活動が 

少なく、ただでさえ打たれ弱くなっている中、推薦入試で受けたショックから立ち直る 

時間もないタイトな日程で一般受検の出願を迫られました。（入試日程の関係から） 

今年度も同様に日程はタイトになること（コロナ対応による郵送出願の継続やインター 

ネット出願の関係）都立高校の男女枠やインターネット出願がふえるなどのニュースを 

鑑みると、一昨年までと比べて、安易な推薦受検は避けた方が良いかもしれません。 
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②20２１年度（R３年度）：推薦選抜（一般選抜）得点化の方法（参考例） 

校名 推薦枠 特別推薦 ※調査書点 個人面接 作文・小論文 実技検査 

青山 10% なし 450 100 小論文 400 ― 

高島 20% あり 500 250 作文 250 ― 

練馬工業 40% なし 400 350 ― 250 

※ ほ と ん ど の 学 校 は 、 調 査 書 の 評 定 を 得 点 化 し 、 調 査 書 点 と し て い ま す 。             

練馬工業などのエンカレッジスクールは、観点別学習状況の評価を得点化しています。 

 

③2021 年度（R３年度）：一般入試 昨年度受検した主な学校の応募倍率 

旧４学区 普通科 他学区 普通科 専門課程・総合学科 

校名 男子 女子 校名 男子 女子 校名 倍率 

竹早 1.65 1.81 日比谷 1.89 1.55 保育 

北園 1.79 2.11 戸山 1.89 1.84 赤羽北桜 0.20 

文京 1.65 1.85 青山 2.05 2.11 工業 

豊島 1.72 2.00 新宿 2.13 工芸※ 1.44 

向丘 149 2.31 城東 1.50 1.34 北豊島工業 0.44 

高島 1.17 1.10 上野 1.83 1.87 ビジネス・ビジネスコミュニケーション 

飛鳥 1.19 井草 1.63 2.24 大田桜台 0.51 

板橋 1.18 1.40 武蔵丘 1.38 1.53 第一商業 0.99 

板橋有徳 0.75 杉並 1.03 1.04 千早 1.44 

大山 0.89 0.73 足立新田 0.87 0.57 総合学科 

定時制（昼夜間定時制含む） 竹台 1.31 1.55 王子総合 1.05 

新宿山吹 1.54 光丘 0.88 0.80 杉並総合 1.07 

一橋 0.99 練馬 1.01 1.12 エンカレッジスクール工業 

板橋有徳 0.23    練馬工業 1.16 

チャレンジスクール 高専 

大江戸 1.22 桐ヶ丘 0.89 産業技術 1.71 

稔ヶ丘 1.20 六本木 1.55 特別支援 

上記には単位制高校を含む（男女合同枠） 志村学園 1.45 

※工芸はコースによって異なる。近年受検の多かったコースを例として記載 

 

④令和４年度選抜 全日制一般入試の平均応募倍率は、1.40 倍でした。         

○都内では依然として、普通科の人気が高く、昨年度も応募者数が多数ありました。 

普通科（コース・単位制含む ） 1.40 倍 

専門学科全体    1.21 倍 

総合学科      1.13 倍 

○本校でも都立志向は根強く、多くの生徒が都立高校を第一志望としていました。しかし
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私立高校の授業料助成金制度拡大により、私立志向も例年より高まりました。都立高校に出

願せず、私立高校へ進学した生徒も増えました。定員に満たない学校は、３月末まで２次募

集、３次募集がありました。 

 

⑤入試動向分析  

 近年の入試を取り巻く動きとしては、次のような傾向がありました。 

３年前：大学入試改革の不安から、私立高校の大学付属高校の人気が急に高まる。 

※大学入試のセンター試験から共通テストに移行する不安から、指定校推薦や大学附属 

など、共通テストをしないで大学進学ができる高校の人気が上昇しました。 

参考：大学入試は現状、次のような流れが多いです。（参照：東進ハイスクール HP） 
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２年前：コロナに対する対応が学校により異なり、オンライン対応が進み学びの保証が 

されている（早い対応だった）。または実際に通える学。校に人気が集中する。 

私立の出願は Web 出願が主流に、都立校も一部始める 

１年前：世の中の情勢不安から都立高校の人気があがり、定員割れをしていたところの 

     倍率が１倍以上に戻り始める。（教科書が変わり、入試に新しい問題がふえる） 

   依然として大学付属校の人気は高い。都立さらに Web 出願増加 

 それを踏まえ、今年の変化と動向が次のように想定されます。 

今年度：昨年度の動きを受けて、都立の倍率が全体として上昇してくる。 

（特に女子の都教委の男女枠の緩和を全校で求めることを受けて難関校への 

挑戦がふえ、男子は全体的に努力を要することがふえる。近隣では向丘が有力） 

 また、依然として大学付属校の人気は高い状態が続く。 

 都立入試一般に ESAT-J が導入され、昨年度より英語が重視される想定。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

その他の進路情報    

＜都立高校＞ 詳しくは、第２回進路説明会にて、お話しします。また、秋に都の資料も配

付されます。 

〇調査書点の実技教科（音楽、美術、技術家庭、保健体育）が２倍になります。９教科に 

満遍なく取り組むことが重要になります。 

〇Web 出願がふえています。また男女枠の緩和が進む予定です 

〇今年度から ESAT-J というスピーキングテストが都立入試（一般入試）に 

加点されます。 

○旧４学区（文京区・豊島区・北区・板橋区）には、都内でも人気の高校がたくさん 

あります。中でも、北園、文京、豊島、向丘、高島は、根強い人気があります。 

 ○都立高校説明会や体験入学等も数多く実施され、多くの生徒が参加しています。 

  特に文化スポーツ等特別推薦を受ける場合は必ず行くようにしてください。 

 ※ 学校を通して予約する場合は、学年便りや掲示にて、お知らせいたします。 
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資料１       ～進路に関する用語について～ 

  

○推薦基準   …私立高校側が示す、推薦合格するための数値。推薦入試を行っている 

         ほとんどの私立高校では素内申で掲示される。 

○素
そ

内申
ないしん

  …調査書の各教科の評定の数字を総計した数値。主に都立高校・私立 

    高校の推薦入試で使われる。 

 

○換算内申      …調査書の各教科の評定を、都立高校独自の算出方法により換算 

 

○合格基準      …その学校に合格するための、学力的な目安の数値。合格最低点は 

    その年の受験結果でこれとは異なる。 

 

○実質倍率      …受験者数÷合格者数（実際の倍率）。実質倍率が２倍であれば 

    受験者の２人に１人が合格している状況。 

 

○学校説明会    …１１月頃までに高校が受験生や保護者を対象に行う入試に関する 

    説明会のこと。最新の情報や受験情報誌には載っていない細かい情報 

    を直接聞くことができる絶好の機会。私立高校では説明会や個別相談

    に出ることが必須のところも多くある。 

 

○入試相談      …１２月に中学校側と私立高校の先生が推薦受験と併願優遇に関する

    相談を行う。 

 

○適性検査      …＜公立＞美術・音楽・体育等の専門的な学科やコースで行う実技試験。 

    ＜私立＞単願推薦で、２～５教科の学力を確認する試験。 
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資料２        ～上級学校訪問をしよう～ 

 

１ 自分の目で確かめる  

「百聞は一見にしかず」という言葉がありますが、実際に自分の目で見ると、受験案内や 

学校のパンフレットでは知ることのできない一面を発見することができます。公立や私立の

興味をもった上級学校に数校行ってみることが大切です。そこから深く自分の進路を考える

きっかになります。数多くの学校を見ると、比較もできて良いと思います。 

 

２ 高校の普段の様子を見る 

学校見学は、説明会だけでなく、授業をやっているところや、部活動体験できるところもあ

り、その学校の普段の様子・雰囲気を感じることができます。夏休み期間では７月～８月上

旬がいいでしょう。 

 

３ 体験学習に参加する 

専門学科やコースを置く学校では、夏休み期間中に体験学習を実施する学校があります。 

体験学習は高校でどのような実験・学習を行っているのかなどを、具体的に体験し、理解し

てもらう目的で実施されています。 

 

資料３        ～都立高校の入試について＜総合成績の求め方＞～ 

東京都立の高校を受検する場合は、次のような計算をして、得点の高い人から合格になり

ます。 

調査書点 ＋ 学力検査点 ＋ スピーキングテスト ＝ 総合成績 

 （満点）  ３００点 ＋  ７００点 ＋       ２０点 ＝ １０２０点   

 

【計算の仕方】 

１．調査書点を求める（満点 ３００点） 

① 通知表の５教科の点数を足す。 

国語 ＋ 数学 ＋ 英語 ＋ 社会 ＋ 理科 ＝ ①    . 

② 通知表の実技教科４教科の点数を足す。 

音楽 ＋ 美術 ＋ 体育 ＋ 技術家庭   ＝ ②    . 

③ ②    を２倍する。＝③     . 

④ （ ①     ＋ ③     ） ÷６５×３００を計算する。＝ ④     . 

※ 小数点以下は切り捨て 

 

２．学力検査点を求める（満点 ７００点） 

⑤ ５教科の点数を足す。 

国語 ＋ 数学 ＋ 英語 ＋ 社会 ＋ 理科 ＝ ⑤     . 

⑥ ⑤    ×１．４を計算する。     ＝ ⑥     . 
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３．ESAT-J（スピーキングテスト）の加点を求める 

 ⑦ ESAT-J の評価（A～F）を点数化（２０点満点） ＝⑦     . 

※東京都教育委員会 HP 掲載の換算表 

評価 A B C D E F 

点数 20 16 12 8 4 0 

 

４．総合成績を求める。（満点 １０２０点） 

  ④     ＋ ⑥     ＋ ⑦     ＝ ⑧     . 

 

↓実際に計算してみると、このような感じになります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         卒業までの日々 

共に励まし合って過ごしていこう 

辛いことがあれば半分に 喜びは倍にしていこう 

９年生全員で 良き春を迎えましょう♪ 

 

１．調査書点 

① 国語 ＋ 数学 ＋ 英語 ＋ 社会 ＋ 理科 

        ３ ＋  ４  ＋  ４  ＋  ３  ＋  ４  ＝ １８ 

② 音楽 ＋ 美術 ＋ 体育 ＋ 技術家庭 

      ５ ＋  ３  ＋  ４  ＋  ３  ＝ １５ 

③ ②を２倍→１５×２＝３０ 

④ （ １８ ＋３０ ）×３００÷６５＝④２２１ 

 

２．学力検査点 

⑤ 国語 ＋ 数学 ＋ 英語 ＋ 社会 ＋ 理科 

６０  ＋  ７０  ＋  ７０  ＋  ６０  ＋  ８０  ＝３４０ 

⑥ ３４０×１．４＝⑥４７６ 

 

３．ESAT-J（スピーキングテスト） 

⑦ ⑦16 

 

４．総合成績 

   ④２２１ ＋ ⑥４７６ ＋ ⑦１６ ＝ ⑧713     


