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板橋区立桜川中学校

第２回 進路説明会
令和２年１０月１７日（土）



私立高校の受験について



１ 推薦入試について

必要な条件

①その学校が第一志望であること
②合格＝必ず入学するということ
③桜川中学校長が推薦するに値すると
認めること

④各校の基準を満たしていること



●選抜の日程

出願日： １月１５日（金）

受験日： １月２２日（金）以降



２ 一般入試について

・受験教科について
ほとんど国・数・英の３教科。（一部５教科）

・ほとんどの学校で面接試験実施
服装、頭髪、言葉づかい、態度、高校生活への
意欲、目標 等

※面接時だけでなく学校見学や体験入学、
願書提出時、試験日もチェックされていると
心得ておきましょう！



●併願優遇について

・併願優遇の基準
各学校で定められているので、必ず確認

・併願優遇の内容
ほぼ合格 or 入試点加点

合格した場合…

第一志望の学校が不合格だった際には、指定された期
日までに手続きを行ってください。辞退、都立二次募集の
受検、私立の二次募集受験等はできません。



●選抜の日程

出願日： １月２５日（月）～

受験日： ２月１０日（水）～
※埼玉・千葉は２月上旬～



●私立高校 最近の動向
①共学化、新校舎、新しい科・コースの設置、
併願優遇の基準変更

受験者の増加

レベル上昇

②上位校の試験日移動による受験者の増減



●私立入試の留意点

・併願優遇の基準数値と内容
※内申への加点内容も

・試験日の確認
※併願優遇の受験日が指定されていると
ころがありますので、その点もしっかり
確認を。



都立高校の受検について

～令和３年度入学者選抜の概要～



今年度からの主な変更点



出願に必要な書類を中学校長に提出

中学校から都立高校に郵送で提出
（受検票は都立高校→中学校→生徒）

①願書の提出方法
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②推薦入試における
集団討論の中止

※今年度は一般推薦は、個人面接、作文・小
論文・実技検査など、特別推薦は、個人面
接又は集団面接、作文・小論文・実技検査
などで行います。



③インフルエンザ等学校感染症
罹患者に対する追検査

新型コロナウイルス感染症についても、

追検査の対象となります。

（大山、田柄、中野工業、練馬工業、一橋
、浅草など分割募集実施校は除く）



その他の注意点



「時計以外の機能を備えた時計、
携帯電話や腕時計型の端末などの
通信機器」

原則持ち込まない。

① 検査会場への携帯電話等の持込
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「学力検査等得点表」の開示

※ 過年度の受検者全てについて、学力検査等得点表の送付は廃止
※ 全ての受検者等が直接高校へ請求する形に一本化

 
高校 中学 

 

 
高校 

受検者又は受検者の保護者が
受検した高校へ開示請求し、
高校が直接交付する形へ変更

中学校を介して開示
（受検者又は受検者の保護者
が受検した高校へ開示請求
することも可）
既卒者は郵送により通知

２０

平成２９年度入試より

②本人得点の開示について



① 本人得点の開示

開示請求方法 受検した高校に請求
(※ 平成２９年度入試より変更)

・ 学力検査の結果を知るためには

学力検査等得点表
（学力検査の結果に加えて、評定やその他の検査
の結果も含め、入試の区分（推薦・一次等）ごと
に一覧で表示）

② 答案の開示

開示請求方法 受検した高校に請求

開示請求した教科の答案の写し
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２２

開示請求期間

＜不合格者＞
受付開始日：当該募集の合格発表日

※推薦に基づく選抜は、第一次募集・分割
前期募集の合格発表日

受付終了日：令和３年８月３１日（火）

＜合格者＞
受付開始日：令和３年５月６日（木）

受付終了日：令和３年８月３１日（火）



②自校作成とグループ作成

平成３０年度より自校作成実施校

日比谷、戸山、青山、西、八王子東、立川、国立、
新宿、墨田川、国分寺、国際（英語のみ）

※令和２年度入試で学力検査問題をグループで
作成していた学校（併設型中高一貫教育校）は
令和３年度入試から５科目とも都立高校共通問
題になります。



１ 都立高校の入試の種類

推薦に基づく選抜
（推薦入試）

一般 推薦

文化・スポーツ等特別推薦

２

学力検査に基づく選抜
（一般入試）

分割後期募集・第二次募集

第一次募集・分割前期募集



２ 推薦入試の目的と応募資格

【目的】
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。

【応募資格】
志願する都立高校を第一志望とする者で、一般推薦（文

化・スポーツ等特別推薦）に志願する意思があり、在学し
ている中学校の校長の推薦を受けた者
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３ 文化・スポーツ等特別推薦

【目的】
○各都立高校の個性化・特色化の推進
○卓越した能力をもつ生徒の力を評価

※同一校の一般推薦に併せて出願することが可能

【提出書類】

○文化・スポーツ等特別推薦書
各都立高校が志願者に配布した様式を用いる。

○ 活動の実績等を証明する書類等の写し
実施要綱に記載されている書類等を提出する。
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４ 文化・スポーツ等特別推薦の状況

令 和 ２ 年 度 選 抜 平成３１年度選抜

実 施 校 数 ９５校 ９５校

実施種目(延べ) ２９４種目 ２９４種目

募 集 人 員 １０００人 ９９５人

応 募 倍 率 １．９６倍 １．９４倍

【主な種目】

文 化 系： 吹奏楽、英語、美術等

スポーツ系： 硬式野球、バスケットボール、サッカー等

５



５ 推薦入試の合否判定

総合成績

◆調 査 書 点
（総合成績の50％以下）
◆個人面接点

（特別推薦は個人又は集団面接）

必

須

※『自己ＰＲカード』
は個人面接の資料と
して活用します。

選

択

◇小論文点又は作文点
◇実技検査点
◇学校設定検査点

６



６ 個人面接の内容

推薦入試は「思考力、判断力、表現力等の課題を解決するた

めの力」や「コミュニケーション能力」などを評価し、選抜す
ることを目的としています。

今年度は、一般推薦では『個人面接』、特別推薦では『個人
面接』又は『集団面接』を行います。

【個人面接】
出願の動機・理由、興味・関心、規範意識・生活態度や自己ＰＲ

カードの記載内容などを確かめ、これまでの経験を今後の高校
生活で生かせる力があるかなどを確認します。

７



● 個人面接の実施

８

◇ 個人面接の形態や所要時間については、各校の
受検者の実態等に応じて適切に設定します。

◇ 個人面接の面接等委員は、三人一組を原則として
行います。

◇ 個人面接は、評価の観点ごとに数値化して、
評価を行います。



９

○相手の意見を正しく理解し、自分の考えを
相手に的確に伝える力
（コミュニケーション能力）

○入学の熱意と入学後の目標を具体的に
説明する力
（出願の動機・進路実現に向けた意欲）

○入学後の生活全般に対する心構えを
具体的に説明する力
（規範意識・生活態度）

●個人面接における評価の観点の例
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●平成３１年度推薦入試 小論文・作文のテーマの例

【小論文】資料「我が国の総人口と農業生産等の推移」を基に昭和
４０年と平成１７年を比較し、農業生産・農業就業者数・
耕地面積の三つのグラフから分かる事実、事実が起こった
理由、理由を踏まえた上での課題と対応策について、それ
ぞれ述べる。

【作文】 これからの社会で必要とされている力に、プレゼンテー
ション能力がある。プレゼンテーション能力とは、どのよ
うな能力か、またその能力を本校でどのように身に付け、
将来どのように生かそうと考えるかについて述べる。



●作文・小論文対策

・原稿用紙の基本的ルールをおさえる

・過去の出題を何度も書いてみる

・新聞のコラムを読む

・“本校の期待する生徒像“を読む

・各学校の校長先生のあいさつ文を読む



７ 各検査における評価の観点等の公表

【評価の観点】（事前）
１０月１日以降の最初の学校説明会までに公表されます。

※ 具体的な内容やテーマは、事前に公表はされません。
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【得点分布】（事後）
個人面接点、小論文点、作文点、実技検査点等の
分布状況が、３月上旬を目安に公表されます。

一般推薦を実施する都立高校は、自校のホームページで
各検査における評価の観点等を公表します。

【テーマ等】（事後）

※  令和２年度東京都立高等学校入学者選抜における推薦に
基づく選抜で実施した集団討論、小論文・作文、実技検査の
テーマ等は、東京都教育委員会のホームページで公表しています。



８ 一般入試の合否判定

面 接 点
小論文点又は作文点
実技検査点 等

総合得点

総合成績

※面接を実施する
学校においては、
『自己ＰＲカード』
は面接の資料として
活用します。
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学力検査の得点

調 査 書 点
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９ 学力検査の得点と調査書点の比率等

【全日制課程】

募集 学力検査の教科数
学力検査の得点と
調査書点の比率

第一次募集・
分割前期募集

５教科
(国・数・英・社・理)

７：３

分割後期募集・
第二次募集

３教科
(国・数・英)

６：４

※ 「体育科」「芸術科」の学校は、３教科(国・数・英)、
６：４になります。実技検査を行います。

※ 学校によっては、学力検査に加え、面接、小論文又は
作文、実技検査を実施する場合があります。



１４

９ 学力検査の得点と調査書点の比率等

【定時制課程・昼夜間定時制課程】

※ 通信制課程における学力検査の教科数、学力検査の得点
と調査書点の比率は、各学校が定めます。

※ 面接を必ず実施します。

募集 学力検査の教科数
学力検査の得点と
調査書点の比率

第一次募集・
分割前期募集

５教科(国・数・英・社・理)

の中から３教科以上
７：３又は６：４

分割後期募集 ３教科(国・数・英) ６：４又は５：５

第二次募集
５教科(国・数・英・社・理)

の中から３教科以上
６：４又は５：５

※ 学校によっては、学力検査及び面接に加え、小論文又は作文、
実技検査を実施する場合があります。



１０ 調査書点の算出

１５

学力検査 評定を１倍 評定を２倍 評定の満点

５教科 国・数・英・社・理 音・美・保体・技家 ６５点

３教科 国・数・英
社・理
音・美・保体・技家

７５点

国 数 英 社 理 音 美 保体 技術

５ ３ ５ ４ ３ ３ ４ ５ ３

例えば、次のような評定のＡさんが、学力検査が５教科、学力
検査の得点と調査書点の比率が７：３の学校を受検する場合

（５＋３＋５＋４＋３）×１＋（３＋４＋５＋３）×２＝５０点

５０点×３００点÷６５点＝２３０点 ※小数点以下切り捨て



学力検査：調査書 ７：３

換算内申 ＋１点につき

学力検査得点 およそ＋３．３点分に相当

◎２学期の評定を知り、落胆する人がいるかもしれ
ませんが、結果として受け止め、それまで以上に残
り２か月で学力を身に着けていく努力をし、取り返
していく気持ちが大切です。

●内申点１点の重みについて

１６



問題形式

○記号選択式問題（数値のみで解答する

問題等についてもマークシート方式で

解答する場合があります。）

○記述式問題

過去の学力検査問題については、解答用紙を含めて
東京都教育委員会のホームページで公表しています。

１１ マークシート方式の実施
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マークシートについて



マークシートについて



マークシートについて



マークシートについて



マークシートについて

都の入試平均点

国語 数学 英語 社会 理科

Ｈ３０ 65.９ 6６.５ 6８.０ ６１.５ ６１.５

Ｈ３１ ７１.０ 6２.３ ５４.４ ５２.７ 6７.１

R２ ８1.１ 6１.１ 54.７ 5７.０ ５３.４

マークシートで得点しやすくなったわけで
はない。



１５ 令和３年度入学者選抜の主な日程

入学願書

受付

取下げ

再提出
検査 発表

推薦入試
1/12(火)
～15(金)
郵送

－
1/26(火)

1/27(水)
2/2(火)

第一次募集・

分割前期募集

1/29(金)
～2/4(木)

郵送

2/12(金)

2/15(月)
2/21(日) 3/ 2(火)

分割後期募集

・第二次募集
3/ 5(金)

3/ 8(月)

3/ 9(火)
3/10(水) 3/16(火)

※ 進路の手引きNO.2  P.2参照

入試の日程が上記と異なる選抜や学校もあります。 ２４



その他

・書類に関する注意事項（p.15)

・付属資料について（P.19～）



３０

終


