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東京高校進学ガイド
しゅつがん しょるい きにゅうれい

出願書類の記入例

ねん

2021年

ぜんにちせい

全日制
ちゅうがっこう そつぎょう ひと みほん

中学校を卒業した人のための見本



せいと

生徒

ほごしゃ

保護者

きにゅうれい にゅうがくがんしょ ぜんにちせい

記入例 入学願書 (全日制) ぜんにちせい しけん う ひと

全日制の試験を受ける人は、
あかいろ か

ここに赤色で○を 2つ書きます。

じゅうしょ せいと おな

住所・・・生徒と同じときは、
しがんしゃ おな か

「志願者と同じ」と書きます。

しがんしゃ かんけい

志願者との関係

じゅけん

受験する

こうこう なまえ

高校の名前

はんこかサイン

そつぎょう

「卒業 」に
くろいろ か

黒色で〇 を書きます。

にほんご かみ

◆日本語ルビふりの紙を
だ ひだり

出します → 左に〇

ざいきょう がいこくじん そち かみ

◆在京外国人措置の紙を
だ みぎ

出します → 右に〇ちゅうがっこう

中学校を
そつぎょう

卒業した
とし つき

年と月

だんし

★男子は
き

ここを切ってください。



きにゅうれい のうふしょ ぜんにちせい

記入例 納付書 (全日制)

かね あと にゅうがくがんしょ うら

★ お金をはらった後、これを 入学願書の裏にのりではります。



かみ じぶん か

※ この紙を 自分で書いてから、
やくしょ も

役所に持っていきます。

きにゅうれい じゅうみんひょう きさい じこう しょうめいしょ

記入例 住民票記載事項証明書

せたいぬし なまえ

【世帯主 の名前】

せいと なまえ

【生徒 の名前】

くやくしょ しやくしょ い お

★区役所・市役所に行って、はんこを押して
もらいましょう。

いま じゅうしょ す はじ ひ

今の住所 に 住み始めた日
せたいぬし かんけい

世帯主 との関係

せたいぬし せいと とう ばあい とう ほんにん

★ 世帯主が生徒のお父さん の場合 ・・・ お父さん ⇒ 「本人」
かあ つま

お母さん ⇒ 「妻」
せいと こ

生徒 ⇒ 「子」

せたいぬし ほごしゃ なまえ

【世帯主ではない保護者の名前】

せたいぬし せいと とう ばあい かあ なまえ か

★ 世帯主が生徒のお父さん の場合 ⇒ お母さんの名前を 書きます。

せたいぬし こくせき しゅっしんちいき

世帯主の国籍、出身地域

せたいぬし ほごしゃ

世帯主ではない保護者の

こくせき しゅっしんちいき

国籍、出身地域

せいと こくせき しゅっしんちいき

生徒の国籍、出身地域



きにゅうれい とくべつそち にほんご ぜんにちせい

記入例 特別措置 ＜日本語ルビふり＞ (全日制)

はんこ かサイン

せいと かんけい せいと とう

生徒 との関係 ⇒ 生徒のお父さん → 「 父 」

せいと かあ

生徒のお母さん → 「 母 」

じゅけん こうこう なまえ

受験する高校の 名前

せいと

生徒 せいと さいご にほん

生徒が 最後に日本に

にゅうこく とし つき ひ

入国 した年、月、日

ひつよう りゆう にほんご か

★ ひらがなのルビが 必要な理由を日本語で書いてください。



きにゅうれい とくべつそち ざいきょう がいこくじん そち ぜんにちせい

記入例 特別措置 ＜在京外国人措置＞ (全日制)

はんこ かサイン

せいと かんけい せいと とう

生徒 との関係 ⇒ 生徒のお父さん → 「 父 」

せいと かあ

生徒のお母さん → 「 母 」

じゅけん こうこう なまえ

受験する高校の 名前

せいと

生徒
せいと さいご にほん

生徒が 最後に日本に

にゅうこく とし つき ひ

入国 した年、月、日

ぼこく さいご かよ がっこう なまえ くに なまえ とし なまえ

母国で最後に通っていた 学校の名前 （国の名前、都市の名前）



記入例

じこぴーあーる

自己PRカード
めんせつ こうこう

（面接がある高校だけ出します）

にほんご か

★日本語で書いてください。

➀

②

③

じゅけん こうこう にゅうがく りゆう

➀ ・・・ 受験する高校に入学したい理由と、

こうこう なん

高校でやりたいことは何ですか？

ちゅうがっこう せいかつ

② ・・・ 中学校生活でがんばったことは

なん

何ですか？そこから どんなことを

まな

学びましたか?      

こうこう そつぎょう

③ ・・・ 高校を卒業したら、

どんなことを したいですか？

きにゅうれい


