
第２回 進路説明会

令和３年１０月９日（土）

文京区立茗台中学校



令和４年度東京都立高等学校
入学者選抜実施要綱について

東京都教育委員会

「令和４年度東京都立高等学校入学者選抜

実施要綱・同細目について」より抜粋
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１．令和４年度入学者選抜
主な変更点

・出願は、第一次・分割前期は都立高校が
指定する郵便局へ追跡可能な方法で郵送
により提出。（分割後期・第二次は郵送不可）

※一部、インターネット出願の高校もある。

・合格発表はウェブサイトも併用

（8:30ウェブサイト掲載、9:30校内掲示）

・一般推薦において、集団討論を実施しない
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２．都立高等学校入学者選抜の種類
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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

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



３．推薦に基づく選抜
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事項 日時

出願

都立高校が指定する郵便局に追跡可能な方法により提出。

令和４年１月１２日（水）～１月１７日（月）
※国際高校バカロレアコース1/2０（木）２１（金）持参

検査 令和４年１月２６日（水）、２７日（木）

合格者の
発表

令和４年２月２日（水）
ウェブサイト：午前８時３０分、校内掲示：午前９時３０分

合格者の
入学手続き

令和４年２月２日（水）午前９時３０分～３日（木）正午



３．推薦に基づく選抜

[応募資格]
・志願する都立高校を第１志望とする者

・在学している中学校長の推薦を受けた者

・保護者と同居し、令和３年１２月３１日現在、
都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を
有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学
することが確実な者
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３．推薦に基づく選抜
[文化・スポーツ等特別推薦]

・特別推薦に出願する者は、当該校の

一般推薦にも出願することができる

（入学考査料はそれぞれ必要）

・実績等を証明する書類の写しの提出を
求めない。

・特別推薦書に大会等での実績を記入
しない
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３．推薦に基づく選抜

[合否判定]
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総合成績

◆調査書（９教科評定の合計）
※総合成績の50％以下

◆個人面接
※集団討論は実施しない

必

須

選

択

◇小論文 又は 作文
◇実技検査
◇学校設定検査

※昨年度の応募倍率は約３倍



４．学力検査に基づく選抜

[合否判定]
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面接
実技検査等

総合得点

総合成績

学力検査

調査書
（換算内申）



４．学力検査に基づく選抜

[学力検査と調査書点の比率]
全日制過程
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募集 学力検査の教科数
学力検査と調査書点

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、

実技検査を行います

※定時制課程は学校により異なります



４．学力検査に基づく選抜

[調査書点（換算内申）の算出]
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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



４－１．第一次募集・分割前期募集
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事項 日時

出願
都立高校が指定する郵便局に追跡可能な方法により提出。

令和４年１月３１日（金）～２月４日（金）

志願

変更

取下げ 令和４年２月１０日（木）午前９時～午後３時

再提出 令和４年２月１４日（月）午前９時～正午

学力検査 令和４年２月２１日（月）午前８時３０分集合

面接
実技検査等

令和４年２月２１日（日）以降、高校が定める日時

合格者の
発表

令和４年３月１日（火）
ウェブサイト：午前８時３０分、校内掲示：午前９時３０分

入学手続き
令和４年３月１日(火）、２日（水）午前９時３０分～２日
（水）正午



[入学手続]

入学手続期間内に入学確約書を
提出し、所定の納付書により、納付期
間内に入学料を納付書裏面に記載
の納付場所で納付しなければならない。
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[学力検査時程]

・昨年と同じく、検査と検査の間の休
憩時間を３０分に延長して実施
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４－２．分割後期募集・第二次募集
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事項 日時

出願
出願は郵送不可。
令和４年３月 ４日（金）午前９時～午後３時

志願

変更

取下げ 令和４年３月 ７日（月）午前９時～午後３時

再提出 令和４年３月 ８日（火）午前９時～正午

学力検査 令和４年３月９日（水）午前８時３０分集合

合格者の
発表

令和４年３月１５日（火）正午

入学手続き 令和４年３月１５日（火）正午～１６日（水）正午



４－２．分割後期募集・第二次募集

[応募資格]

都立高校に入学確約書を提出した
者、都立産業高専の入学許可予定
者の応募は認めない。

また、既に国私立高校に入学手続を
終えている生徒については、出願を遠
慮すること。
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５．自己PRカード
・志願者本人が、黒のボールペンで記入
・摩擦に伴い消色するインクを用いたペン又は
ボールペンは、使用しない

「推薦に基づく選抜」
出願時に提出（面接資料として活用）
「学力検査に基づく選抜」
入学関係書類提出日に提出
（面接がある場合は、出願時に提出）
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20
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６．本人得点の開示
受検者は「学力検査等得点表・学力検査にお
ける答案の開示請求書」を受検した高校に提出
することにより答案の写しを受領することができる

＜不合格者＞

推薦・一次・前期３月 ３日（木）受付開始

二次・後期 ３月１７日（木）受付開始

＜合格者＞全検査５月 ２日（金）受付開始

合格者・不合格者とも８月３１日（水）受付終了
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７．インフルエンザ等学校感染症罹患
者等に対する追検査
・第一次募集において、インフルエンザ等に罹患
した者、中学校長が出席停止の措置を行った
者又は新型コロナウイルス感染症への感染が疑
われる者等、受検することができなかった者に対
して、追検査を実施する

・分割募集を実施する都立高校においては追検
査を実施しない

・追検査の措置を希望する者は、中学校長を経
由して令和４年２月２２日（火）午後５時までに措
置申請書により申請する 23



７．インフルエンザ等学校感染症罹患
者等に対する追検査

[日程]
・出願、学力検査、合格者の発表は、第二次
募集・分割後期募集と同様

・追検査に出願した者は、分割後期募集・全日
制第二次募集に出願することはできない（分割
後期募集・全日制第二次募集に出願した場合、
追検査に出願することはできない）

・追検査に出願する際には、入学考査料を所定
の納付書により納付する
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８．今後の予定

・１０月→「令和４年度都立高等学校等

第１学年生徒募集人員」の

発表予定

・１１月→中学３年生向けの「募集案

内」配布
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私立高校の入試
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１．私立高校の入試制度

・推薦入試（入試相談が必要）

・一般入試 →併願優遇制度を利用

（入試相談が必要）

→一般入試
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２．都内私立入試日程

推薦入試 一般入試

願書受付 １月１５日より １月２５日より

試験日 １月２２日より ２月１０日より
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＜推薦基準の例＞
・９教科合計○○以上で、１がないこと
・３学年での欠席・遅刻が１０日以内であること 等

３．私立推薦入試
・推薦を受けようとする高校を第一志望とし、
志願理由が明確で、入学後も学校生活への
意欲が高いと認められること。

→推薦は１校のみ

・３年２学期の評定、欠席日数、遅刻、早退
回数等が志望校の定める推薦基準に達して
いる者。
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４．併願優遇制度（一般入試）

・12月に入試相談をすることで、受験校が
第２・第３志望でも基準に見合う成績があ
れば優遇措置がとられる制度。入試得点
に加点をする学校が多い。

・第１志望の高校の発表まで、入学金等
の納付を待ってくれる。

※公立併願の場合も、都立分割後期募
集・第二次募集に出願はできない。
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４．併願優遇制度（一般入試）

12月に入試相談をすることで、受験校が
第２・第３志望でも基準に見合う成績があ
れば優遇措置がとられる制度（１人１校） 。
入試得点に加点をする学校が多い。

○公立併願…公立高校を第１志望とする
場合のみ適応される。併願優遇制度を利
用する高校が第２志望となる。

○公私併願…第１志望の高校が都立でも
私立でも適応される。
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５．入試相談 （１２月１５日から）

・出願の相談を

中学校の教員が私立高校と行う

・推薦入試・併願優遇（一般入試）の

基準に照らし合わせて行う
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５．入試相談 （１２月１５日から）

＜注意点＞
・入試相談期間（１２／１５から数日）で締め
切られてしまう
→１２月初旬の三者面談で最終決定
・希望者は三者面談までに必ず高等学校
に行き個別相談をする
・入試相談が済んだあとの変更はできない
→私立推薦入試、併願優遇は

慎重に検討を
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６．私立高校
学費負担軽減制度

・資料は１学期に配布

・東京都私学財団HP

・奨学金
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願書、調査書、推薦書
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１．願書、調査書、推薦書

・都立高校

→中学校から配布

・私立高校

→高校で購入、ウェブサイトから印刷

など
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２．調査書
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２．調査書

・調査書･･･担任が作成、校長が承認

・「親展」→開封厳禁

・調査書受領書を中学校に提出

→不要になった調査書は返却
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３．調査書作成願 １２月１７日（金）締切
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印

志望

順位 種別 受検（験）校名と志望学科
推薦

優遇等 調査書 出願期間 試験日 発表日時 発表方法 手続き 備考

学校 2/2(火) 2/3(水)

科(コース) 8：30～ 正午まで

学校 3/2(火) 3/3(水)

科(コース) 8：30～ 正午まで

科(コース) 　　　時～ 　　時まで

科(コース) 　　　時～ 　　時まで

　/ 　（　 ） 高校
郵送
Web

　/ 　（　 ）

　/ 　（　 ） 高校
郵送
Web

　/ 　（　 ）

　　立

学校 一般

併願

指定
公立

私立統一

  /　   (　 )
～

　/　　(　　)
持参・郵送・Web

/

(　　)

　　立

学校 推薦
一般
併願

指定
公立

私立統一

  /　   (　 )
～

　/　　(　　)
持参・郵送・Web

/

(　　)

都立
一般

一次
前期

公立

1/29(金)
～

2/4（木）
2/21(日)

掲示
web

３年　 　組 　　番 　生徒氏名

都立
推薦

推薦

特推

公立

1/12(火)
～

1/15（金）

1/26(火)
～

1/27(水)

掲示
web

調査書作成願および受検(験)日程
下記の学校を受検(験)しますので、調査書の作成をお願いいたします。



３．調査書作成願 １２月１７日（金）締切

・学校名など正式名称で記入

（例）付属or附属、国or國など

※略称は書かない

・「公式様式で可」→公式様式で作成

＜同封するもの＞

・高校独自の調査書や推薦書

・検定等のコピー（入試相談に必要な場合のみ）

・その他必要書類
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４．推薦願・一般入試併願優遇願
１２月１１日（土）締切
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４．推薦願・一般入試併願優遇願
１２月１１日（土）締切

・都立推薦入試、私立単願推薦入試を受験する
場合は、中学校に「推薦願」を提出する

・私立一般入試で、併願優遇制度を利用する場
合は、中学校に「一般入試併願優遇願」を提出
する

・私立高校の場合、推薦願、一般入試併願優遇
願が提出された生徒に対して、入試相談を高校と
行う（１２月１５日～）
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５．出願、入試、発表の注意事項

・出願や入試等で高校へ行く場合は、

必ず前日までに「受験（検）申告書」を担任に提出

→交通経路や所要時間を明記する

・出願後、受験票を学校に持参し、「受験番号」を
連絡→高校と連絡をとる必要があった場合のため

・入試結果は、速やかに学校に連絡

→次の確認、相談、準備をするため
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５．出願、入試、発表の注意事項
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６．志望校決定に向けて

・実際に訪問・見学

・自分の目で確かめることが大切

・ご家庭でよく話し合った上で決定

・悩んでいること、困ったことは、遠慮せずに相談を
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今後の予定
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１０月の予定
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日付 予定

４日（月） 第２回実力テスト（済）

９日（土） 第２回進路説明会（本日）

２０日（水） 第３回進路希望調査締切

１１月の三者面談に向けて、推薦や併願優
遇を利用する場合、学校を具体的に選ぶ



１１月の予定①
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日付 予定

２日（火）
～１０日（水）

三者面談

１１日（木） 第３回実力テスト

１７日（水）～
１９日（金）

期末考査



１１月の予定②
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日付 予定

２２日（月）～ 校長先生との面接練習

２４日（水） 第４回（最終）進路希望調査締切

２４日（水） 受験用写真撮影

２６日（金） 面接講座



１２月の予定①
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日付 予定

１日（水） 校内推薦検討委員会

校内推薦検討委員会の前に、推薦や併願優
遇を利用する場合、志望する学校を決定する
→受験校を決めていく



１２月の予定②
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日付 予定

３日（金）
～１０日（金）

三者面談（最終）

１３日（月） 推薦願・併願優遇願締切

１５日（火） 入試相談

１７日（金） 調査書作成願締切

中旬 願書・自己PRカードの作成指導

※三者面談の日程が年間行事予定と変わっています。



１月の予定
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日付 予定

１１日（火）
都立推薦 願書中学提出締切
→１２日（水）～１７日（月）必着

１５日（土）～ 私立推薦 出願

２２日（土）～ 私立推薦 入試

２３日（日）～ 私立推薦 発表・手続き

２５日（月）～ 私立一般 出願

２６日（水）
２７日（木）

都立推薦 入試



２月の予定
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日付 予定

２日（水） 都立推薦 発表・手続き

２日（水）
都立一般 願書中学提出締切
→１/３１（月）～４日（金）必着

１０日（木）～ 私立一般（併願優遇） 入試

１０日（木）～ 私立一般 発表・手続き

２１日（月） 都立一般 入試

２４日（木）
～２８日（月）

学年末考査



３月の予定
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日付 予定

１日（火） 都立一般 発表・手続き

４日（金） 都立分割後期・第二次募集出願

９日（水） 都立分割後期・第二次募集入試

１０日（木）
～１２日（土）

修学旅行

１５日（火） 都立分割後期・第二次募集発表

１８日（金） 卒業式


