
にゅうし

入試について



しゅつがんしかく とりつこうこう じゅけん ひと

出願資格 （都立高校を受験できる人）

ねん がっこうきょういく しゅうりょう

◎ ９年の学校教育を修了していること

ぜんにちせい

全日制
とない ほご しゃ いっしょ す ひと

都内に保護者と一緒に住んでいる人

ていじせい

定時制
とない す とない ひと

都内に住んでいるか、都内ではたらいている人



と りつ こうこう にゅうし さいしょ ごう かく こうこう にゅうがく

都立高校入試は、最初に合格した高校に入学しなく
てはならない。

1/26 （水）・27（木）
すいせん にゅうし

推薦入試
対象
（たいしょう）

とないちゅうがく ねんせい

都内中学3年生だけ

入試方法
（にゅうしほうほう）

ちょうさしょ しゅうだんとうろん こじんめんだん さくぶん じつぎけんさ

調査書･集団討論･個人面接･作文･実技検査

手続き
（てつづき）

すいせんねが ていしゅつ ちゅうがっこうこうちょう すいせん う

推薦願いを提出し、中学校校長から推薦を受ける

募集人数
（ぼしゅうにんずう）

すく

少ない

出願方法
（しゅつがんほうほう）

にゅうがくがんしょ ゆうそう

入学願書は郵送

じゅうよう

重要



特別枠入試（とくべつわく にゅうし）

1/26（水）

2/15（火）

ざいきょう がいこく じん せいと たいしょう にゅうし

在京外国人生徒対象入試

対象・資格
（たいしょう・しかく）

らいにち ねんいない がいこくせきせいと にじゅうこくせき かのう

来日3年以内の外国籍生徒（二重国籍も可能）
とうきょうと す す よてい ひと

東京都に住んでいる、住む予定の人

入試方法
（にゅうしほうほう）

さくぶん にほんご えいご めんせつ にほんご えいご

作文（日本語か英語）・面接（日本語か英語）

手続き
（てつづき）

しかくしんさ う しゅつがん

資格審査を受けてから、出願する

募集校・人数
（ぼしゅうこう・にんずう）

いつ

こう すく

8校・少ない
がつ こう がつ こう

１月（７校） ・ 2月（1校）



ざいきょう がいこくじんせいと たいしょう にゅうし し かく しん さ

在京外国生徒対象入試の資格審査

がつ しかく しんさ

いつ： 12月に資格審査をする

とうきょうとちょう

どこ： 東京都庁

とうきょうときょういくいいんかい こうこう

東京都教育委員会や高校のホームページで
しかく しんさび

資格審査日をチェック！

しんせいしょるい はや じゅんび

★申請書類を早めに準備しましょう！



特別枠入試（とくべつわく にゅうし）
かいがい きこく せいと たいしょう にゅうし

海外帰国生徒対象入試

対象・資格
（たいしょう・しかく）

にほんこくせき ほごしゃ かいがい す ひと

日本国籍で保護者と海外に住んでいる（いた）人
にゅうがくび とうきょうと す よてい ひと

入学日までに東京都に住む予定の人

入試方法
（にゅうしほうほう）

こくご すうがく えいご さくぶん

国語・数学・英語と作文
こくさいこうこう う げんちこうせいと さくぶん めんせつ

国際高校を受ける現地校生徒は作文・面接（日本語か英語）

手続き
（てつづき）

こうこう しかくしんさ う しゅつがん

高校で資格審査を受けてから、出願する
かいがい す きかん きこく きかん しかくせいげん

海外に住んでいた期間や帰国した期間で資格制限

募集校・人数
（ぼしゅうこう・にんずう）

こう すく

4校 ・ 少ない

出願方法
（しゅつがんほうほう）

にゅうがくがんしょ こうこう も

入学願書は 高校へ持っていく

2/15（火）



特別枠入試（とくべつわくにゅうし）
ちゅうごくとう きこく ひき あげ せいとたいしょうにゅうし

中国等帰国（引き揚げ）生徒対象入試

対象・資格
（たいしょう・しかく）

ひきあげしゃ ほごしゃ とない す ひと

引揚者である保護者と都内に住んでいる人
にゅうがくび とうきょうと す よてい ひと

入学日までに東京都に住む予定の人

入試方法
（にゅうしほうほう）

さくぶん めんせつ

作文と面接

手続き（てつづき）
こうこう きょういくちょう しかくかくにん しゅつがん

高校や教育庁で資格確認をしてから、出願する
ひきあげしょうめいしょ とくべつ しょるい ようい

引揚証明書などの特別な書類を用意する

募集校・人数
（ぼしゅうこう・にんずう）

こう すく

３校 ・ 少ない

出願方法
（しゅつがんほうほう）

未定（いまは、きまっていません）

2月初めの予定



だいいちじ ぼしゅう ぶんかつぜんきぼしゅう

第一次募集 ・ 分割前期募集
にゅうしかもく きょうか こくご すうがく えいご りか しゃかい

入試科目： ５教科 （国語・数学・英語・理科・社会）

ぜんにちせい こうこう

全日制高校2/21（月）

いっぱん がくりょく けんさ にゅうし

一般学力検査入試

だいいちじ ぼしゅう ぶんかつぜんきぼしゅう

第一次募集 ・ 分割前期募集
にゅうしかもく きょうか こくご すうがく えいご

入試科目：ほとんど３教科 （国語・数学・英語）

きょうか かず がっこう き

教科の数は学校が決めます

ていじせいこうこう

定時制高校

めんせつ

面接＋

にゅうがくがんしょ ゆうそう

★入学願書は郵送



ぜんにちせい こうこう ちゅうやかんていじせい

全日制高校・昼夜間定時制
だい にじ ぼしゅう ぶんかつこうき ぼしゅう

第二次募集 ・ 分割後期募集
にゅうし かもく きょうか こくご すうがく えいご

入試科目：３教科（国語・数学・英語）

3/9(水)

いっぱん がくりょく けんさ にゅうし

一般学力検査入試

だい にじ ぼしゅう

第二次募集
にゅうし かもく きょうか こくご すうがく えいご

入試科目：３教科（国語・数学・英語）

ていじせいこうこう

定時制高校 ＋
めんせつ

面接3/25（金）

にゅうがくがんしょ こうこう も

★入学願書は高校へ持って
いく


