
高校への進学 

社会福祉法人 さぽうと２１ 

学習支援室 

こ う こ う し ん が く 

しゃかいふくしほうじん 

がくしゅうしえんしつ 



１ 中学を卒業したら 

  みんな高校へ行くの？ 

～日本の学校の制度～ 

ちゅうがく 

こうこう 

そつぎょう 

に ほ ん せ い ど がっこう 

い 



◆日本の学校 

小学校【６年】 

中学校【３年】 

高校【３年】 
＊定時制高校・通信制高校【３～４年】 

大学【４～６年】 

大学院【２～５年】 

短期大学
【2年】 

高専 
【５年】 専修学校 

【２～３年】 
各種学校 
【１～３年】 

専修学校 
【２～３年】 

各種学校 
【１～３年】 

義
務
教
育 

12歳 

15歳 

6歳 

就
職 

にほん がっこう 

だいがくいん      ねん 

だいがく      ねん たんきだいがく  

ねん  

せんしゅうがっこう 

ねん  

かくしゅがっこう 

ねん  こうせん 

ねん  

こうこう   ねん 

ていじせいこうこう つうしんせいこうこう 

ねん  

せんしゅうがっこう 

ねん  

かくしゅがっこう 

ねん  

ちゅがっこう  ねん 

しょうがっこう  ねん 

し
ゅ
う
し
ょ
く 

ぎ
む
き
ょ
う
い
く 

さい 

さい 

さい 



• 高等学校に進学する 

・現在の高校進学率は９７％以上 

・仕事によっては「資格」が必要。 

 高校を卒業していないと、とれない資格もある 

・留年もある 

・定時制高校や通信制高校もある 

こ う と う が っ こ う しんがく 

げんざい    こうこう  しんがくりつ           いじょう       

しごと                  しかく      ひつよう       

こうこう    そつぎょう                              しかく       

 ていじ せい      こうこう    つうしんせい こうこう       

りゅうねん 



◆３つの課程・学年制と単位制 

•学年制    普通科      

•単位制    工業・農業etc 
全日制課程 

•学年制    普通科  

•単位制    工業・農業etc 

• （昼夜間・夜間） 
定時制課程 

•普通科 通信制課程 

かてい がくねんせい たんいせい 

ぜ ん に ち せい     か てい 

 てい  じ   せい         か てい 

  つう   しん   せい      か てい 

がくねん せい ふ つう か 

 たんい せい こうぎょう・のうぎょう 

    ふつう   か 

がくねん せい ふつう   か 

たんい せい こうぎょう・のうぎょう 

ちゅうやかん ・ やかん 



◆色々な学科 

普通科（文系に強い学校？ 理系に強い学校？） 

普通科(コース制＝外国語、造形美術など） 

農業、工業、科学技術科 

デュアルシステム科（ものづくり企業での実習） 

商業、ビジネスコミュニケーション科 

情報、産業科 

家庭、福祉、芸術、体育、国際 

総合学科、併合科 

いろいろ がっか 

ふつうか ぶんけい つよ がっこう りけい つよ がっこう 

ふつうか せい がいこくご ぞうけいびじゅつ 

のうぎょう こうぎょう かがくぎじゅつか 

か きぎょう じっしゅう 

しょうぎょう か 

じょうほう さんぎょうか 

 かてい  ふくし  げいじゅつ  たいいく  こくさい 

そうごうがっか   へいごうか 



◆色々なタイプ 

●チャレンジスクール  

＝昼夜間の定時制・総合学科・単位制 

  基礎科目の勉強ができる、少人数、体験学習など 

 ＊学力検査はない、調査書も利用しない、面接や小論文あり 

●エンカレッジスクール 

＝２人担任制、１年次は３０分授業 

  午前は座学、午後は体験学習や選択授業  

  ＊学力検査はない、面接や小論文、実技などあり 

 

いろいろ 

ちゅうやかん ていじせい  そうごう  がっか   たんいせい 

  きそかもく     べんきょう         しょうにんずう  たいけんがくしゅう   

  がくりょく けんさ          ちょうさしょ   りよう         めんせつ  しょうろんぶん   

  ふたり たんにんせい いちねんじ  さんじっぷんじゅぎょう 

     ごぜん       ざがく   ごご     たいけんがくしゅう せんたくじゅぎょう 

がくりょくけんさ          めんせつ しょうろんぶん じつぎ 



◆私立高校 

・校風はいろいろ、規則は厳しいところが多い 

 

・授業料は、国公立に比べれば高い 

 成績が良ければ、授業料免除になったり、安くなったりする 

 こともある 

 

・とにかく色々あります！ 

 

 

し り つ    こ う こ う 

いろいろ 

こうふう               きそく    きび             おお 

せいせき   よ         じゅぎょうりょうめんじょ                                      やす              

じゅぎょうりょう   こっこうりつ    くら        たか              

私立 



2 高校に行くには 

どのくらいお金がかかるの？ 

～公立・私立の学費～ 

こうこう い 

かね 

 こうりつ      しりつ       がくひ 



◆高校にかかるお金 

• 入学するための費用             

都立高校 私立高校 

全日制 定時制 通信制 全日制 （例） 

入学検定料 2,200円 950円 ― 
1万円～ 
３万円 

入学料 5,650円 2,100円 500円 
20万円～ 

40万円 

施設拡充費 ー ー ー 10万円～ 

合計 8,000円～ 4,000円～ 500円～ 40万円～ 

こうこう かね 

にゅうがく ひよう 

とりつこうこう しりつこうこう 

ぜんにちせい ていじせい つうしんせい ぜんにちせい れい 

にゅうがくけんていりょう 

にゅうがくりょう 

しせつかくじゅうひ 

ごうけい 

えん えん 

えん 

えん 

えん 

えん 

えん 

えん 



◆高校にかかるお金 

• 1年間にかかる費用             

都立高校 私立高校 

全日制 定時制 通信制 全日制 （例） 

授業料 118,800円 32,400円 
336円(1単位） 
×履修単位数 

40万円～ 

教科書 教材 ＊ ＊ ＊ ＊ 

諸費用 
（ＰＴＡ・学年費等） 

10万円～ 
20万円 

30,000円～ ー 25万円～ 

給食費 ー ＊ ー ー 

合計 30万円～ 10万円～ 10万円～ 65万円～ 

就学支援金制度あり 

こうこう かね 

ねんかん ひよう 

じゅぎょうりょう 

とりつこうこう しりつこうこう 

きょうかしょ きょうざい 

しょひよう 

きゅうしょくひ 

ごうけい 

がくねんひなど 

ぜんにちせい ていじせい つうしんせい ぜんにちせい  れい 

りしゅうたんいすう 

たんい 

しゅうがくしえんきんせいど 

学校によってちがいます 



◆高校にかかるお金 

 

 

 

部活動費（ユニフォーム、試合や大会参加費） 

修学旅行費（10～15万円ぐらいかかる） 

交通費（電車通学の場合の定期代など） 

こんなお金もかかります！ 

ぶかつどう ひ 

こうこう かね 

かね 

 しあい     たいかいさんかひ 

  しゅうがくりょこうひ まんえん 

  こうつうひ でんしゃつうがく 
 

ばあい ていきだい 



国公立高校にかかるお金の支援 
                     ※誰でも受けられる支援ではない 

高等学校等就学支援 （国）       

  減免型：お金は受け取らない     授業料＝118,800円 

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金（都） 

  給付型：返済しなくてもよい     32,300円～129,700円 

東京都育英資金貸付 （都） 

  貸与型：返済の義務あり（＝借金） 18,000円・35,000円／月 

  こっこうりつ      こうこう                   かね     し  えん     

   こう とう がっ こう とう しゅうがく しえん     くに 

  とうきょうと こっこうりつ  こう とうがっこう とう しょうがく             きゅう ふ きん  と                 

   とうきょう と いく えい  しきん  かしつけ      と         

げんめんがた    かね   う   と            じゅぎょうりょう    えん           

きゅうふがた  へんさい                         えん       えん 

      たいよがた   へんさい    ぎ む             しゃっきん        えん     えん つき 

                           だれ    う         しえん 



私立高校入学の時のお金の支援 
                       ※誰でも受けられる支援ではない 

高等学校等就学支援 （国）     

減免型：お金は受け取らない 118,800円+加算金59,400円～178,200円 

授業料軽減助成金 （都）    

減免型：お金は受け取らない          90,000円～135,000円  

奨学給付金 （都） 

給付型：返済の義務なし       39,800円・52,600円・138,000円 

東京都育英資金貸付事業 （都） 

貸与型：返済の義務あり（＝借金）             35,000円／月 

しりつ   こうこう  にゅうがく   とき       かね     しえん 

こうとうがっこう とう しゅうがくしえん   くに 

じゅぎょうりょうけいげんじょせいきん   と 

しょうがくきゅうふきん   と 

とうきょうと いくえいしきん  かしつけじぎょう   と 

げんめんがた    かね   う    と                  えん かさんきん      えん         えん 

げんめんがた    かね   う    と                                  えん         えん 

きゅうふがた  へんさい  ぎむ                               えん       えん        えん 

たいよがた    へんさい  ぎむ           しゃっきん                             えん  つき 

だれ   う          しえん 



3 どうやって高校を 

決めればいいの？ 

～志望校選びのポイント～ 

こうこう 

き 

 し ぼう       こう  えら 



・学校について調べる！ 見学する！ 参加する！ 

 

・自分の学力に合わせた学校を選ぶ 

 

・模擬試験で自分の現在地点を知る 

 

・保護者や学校の先生に相談する⇒最後は自分で決める 

 

 もぎ  しけん    じぶん    げんざいちてん    し 

 がっこう          しら          けんがく         さんか 

 じぶん    がくりょく    あ          がっこう   えら              

 ほ ご  しゃ     がっこう   せんせい    そうだん          さいご     じぶん    き 



４ 高校に行くには 

みんな試験を受けるの？ 

～受験制度～ 

こうこう い 

しけん う 

 じゅけん      せいど 



◆入学試験のタイプ 

•誰でも受けられる 

•学力検査＋調査書 

•都立全日制は５教科 私立は３教科も多い 

一般入試 

•学校長の推薦、合格したら必ず入学する！ 

•調査書・推薦書＋集団討論・面接試験＋作文等 

•一般推薦と文化・スポーツ等 特別推薦がある 
推薦入試 

•来日から３年以内 

•飛鳥・国際・田柄・南葛飾・竹台の5校 

•英語か日本語でのエッセイと面接 

在京外国人生徒
対象推薦入試 

にゅうがくしけん 

すいせんにゅうし 

いっぱんにゅうし 

ざいきょうがいこくじんせいと 

たいしょうすいせんにゅうし 

 がっこうちょう  すいせん  ごうかく      かなら にゅうがく 

ちょうさしょ すいせんしょ しゅうだんとうろん めんせつしけん さくぶん など 

がくりょくけんさ  ちょうさしょ     

 だれ     う 

 あすか  こくさい たがら みなみかつしか たけのだい  

 えいご   にほんご                       めんせつ 

いっぱんすいせん ぶんか            とう  とくべつすいせん 

とりつ ぜんにちせい       きょうか  しりつ    きょうか  おお     

 らいにち     ねんいない 



◆色々な用語（１） 
７：３ 

 学力検査＝７ 調査書＝３ 

 ＊全日制課程の第一次募集・分割前期募集 

６：４ 

 学力検査＝６ 調査書＝４ 

 ＊第二次募集・分割後期募集 

５教科・３教科 

 ５教科＝国語・数学・英語（３）＋社会・理科（２） 

 ３教科＝国語・数学・英語（３） 

なな たい さん 

ろく たい よん 

がくりょく  けんさ        ちょうさ  しょ 

がくりょくけんさ        ちょうさしょ 

ごきょうか   さんきょうか 

ぜんにちせいかてい   だいいちじぼしゅう  ぶんかつぜんきぼしゅう 

 だいにじ  ぼしゅう ぶんかつこうきぼしゅう 

ごきょうか     こくご    すうがく   えいご         しゃかい   りか 

さんきょうか    こくご    すうがく   えいご   

いろいろ      ようご 



◆色々な用語（２） 

内申＝調査書の点数 

 中学３年生の時の成績(通知票の評定）で決まる 

素内申 

 ＝５点×９教科＝４５点(満点） 

換算内申 

 ＝５点×主要５教科＋５点×実技４教科×２ 

 ＝６５点(満点） 

 

いろいろ     ようご 

ないしん    ちょうさしょ    てんすう 

ちゅがく     ねんせい  とき  せいせき つうちひょう  ひょうてい     き 

そないしん 

   てん     きょうか         てん  まんてん 

   かんさんないしん 

   てん     しゅよう  きょうか      てん    じつぎ    きょうか 

   てん  まんてん 



※調査書点の計算 

【例】 

 

３教科＝11点 ５教科＝16点 4教科＝15点 

換算内申＝16 ＋（15×2）＝ ４６点／65点 

学力検査７=700点： 調査書3=300点 

46×300÷65＝212点／300点 
＊たとえば、Ａ高校の合格ラインが550点だとすると、 

 学力検査で338点／７００点必要338×500÷700＝241点 

国語 数学 英語 社会 理科 音楽 美術 
保健
体育 

技術
家庭 

３ ４ ４ ２ ３ ５ ３ ４ ３ 

 ちょうさしょ   てん    けいさん 

れい 
こくご   すうがく  えいご  しゃかい  りか   おんがく  びじゅつ  

ほけんたいいく  ぎじゅつかてい 

きょうか      てん    きょうか        てん   きょうか        てん 

かんさんないしん                     てん      てん 

がくりょくけんさ          てん   ちょうさしょ          てん 

こうこう   ごうかく            てん           

がくりょくけんさ                  ひつよう 



※調査書点の計算(推薦） 

【例】 

 

      国 語 音 楽 

３ ４ 

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 

 ちょうさしょ   てん    けいさん     すいせん 

れい こく  ご   おん がく   

評定 
ひょうてい   

観点別学習状況の評価 
かんてんべつ  がくしゅうじょうきょう    ひょうか   

重視する観点 Ａ：10点 Ｂ：3点 Ｃ：1点 

その他の観点 Ａ：5点 Ｂ：3点 Ｃ：1点 

じゅうし         かんてん            てん         てん         てん   

        た    かんてん          てん         てん         てん   

どちらを使うかは

学校が決める 



◆色々な用語（３・推薦） 

自己ＰＲカード 

「志望理由について」「中学校生活の中で得たことについて」「高等学校卒業後の進路に

ついて」記入する。 

志望校が示す「本校の期待する生徒の姿」を見ながら何度も書きなおして完成させる 

 

集団討論 

何人かで同じテーマで話し合い、「自分の意見がしっかりあるか」「相手の意見をしっかり

きこうとしているか」「自分の考えを他の人に伝えられるか」を評価するために行われます。 

いろいろ ようご 

じこ 

しゅうだんとうろん 

しぼうりゆう         ちゅがっこうせいかつ なか  え               こうとうがっこうそつぎょうご しんろ 

きにゅう 

しぼうこう  しめ  ほんこう  きたい   せいと  すがた  み     なんど   か        かんせい 

なんにん  おな         はな  あ    じぶん   いけん                 あいて  いけん 

じぶん  かんが  ほか ひと つた            ひょうか        おこな 

すいせん 



◆受験のパターン 
 第一志望＝都立 第二志望＝私立（併願優遇） 

 ＊「併願優遇」＝第一志望が不合格だったら必ずその私立に入学することを約束 

  内申の得点が、その私立の基準を満たしていれば、早めに合格が決まる 

 第一志望＝都立 第二志望＝私立（一般受験） 

 第一志望＝私立 第二志望＝私立（併願優遇） 

 第一志望＝私立 第二志望＝私立（一般受験） 

 第一志望＝都立 第二志望＝都立(二次募集） ＊二次募集は少ない 

 第一志望＝私立単願推薦 

＊内申の得点が、その私立の基準(併願優遇の基準より低い）を満たしてい 

 れば、早く合格が決まる 

 

じゅけん 

だいいちしぼう   とりつ   だいにしぼう    しりつ  へいがんゆうぐう 

だいいちしぼう   とりつ    だいにしぼう    しりつ  いっぱんじゅけん 

だいいちしぼう   しりつ    だいにしぼう    しりつ  へいがんゆうぐう 

だいいちしぼう   しりつ    だいにしぼう    しりつ  いっぱんじゅけん 

だいいちしぼう    とりつ    だいにしぼう    とりつ   にじぼしゅう        にじぼしゅう    すく 

だいいちしぼう   しりつ たんがんすいせん 

ないしん  とくてん         しりつ    きじゅんへいがんゆうぐう   きじゅん    ひく      み 

はや  ごうかく  き 

へいがんゆうぐう  だいいちしぼう ふごうかく        かなら     しりつ   にゅうがく       やくそく 

ないしん  とくてん       しりつ   きじゅん  み              はや   ごうかく   き 



５ いつごろ何をするの？ 

～受験の準備～ 

なに 

じゅけん      じゅんび 



◆受験までの流れ 

4月～7月 定期試験・進路希望調査・三者面談 ★チャレンジ奨学金手続き 

夏休み 学校見学・説明会参加 ★母国の証明書など用意  

9月～11月 定期試験・進路希望調査・三者面談 

12月 定期試験⇒調査書評価決定・受験先決定 

冬休み 自己ＰＲカードなどの完成 

1月終わり ■都立高校推薦 ■在京外国人生徒対象推薦入試 ★奨学金申込 

2月 ■私立一般入試 ■都立一般入試(分割前期） ★ルビふり入試申込 

3月   ■都立一般（分割後期） ■定時制第二次募集 ★入学手続き 

じゅけん           なが 

がつ   がつ    ていきしけん   しんろきぼうちょうさ  さんしゃめんだん           しょうがくきんてつづ 

がつ             とりついっぱん ぶんかつこうき    ていじせいだいにじぼしゅう    にゅうがくてつづ 

なつやす       がっこうけんがく せつめいかいさんか  ぼこく   しょうめいしょ   ようい 

がつ    がつ   ていきしけん  しんろきぼうちょうさ  さんしゃめんだん 

がつ         ていきしけん  ちょうさしょひょうかけってい じゅけんさきけってい 

ふゆやす        じこ                 かんせい 

がつ お          とりつこうこうすいせん ざいきょうがいこくじんせいとたいしょうすいせんにゅうし しょうがくきんもうしこみ 

がつ           しりつこうこういっぱんにゅうし とりついっぱんにゅうし ぶんかつぜんき          にゅうしもうしこみ 



６ 受験に備える 

～受験生と保護者の心得～ 

じゅ けん    そな 

 じゅけんせい       ほごしゃ         こころえ 



◆受験生が心がけること 
 

 

規則正しい生活をしましょう。 

 

提出物の期限を守りましょう。 

 

計画的に動きましょう。 

じゅけんせい      こころ 

きそく  ただ      せいかつ 

ていしゅつぶつ   きげん    まも 

 けいかくてき    うご 



◆保護者が心がけること 

体調管理をサポートしましょう 

 ＊インフルエンザの予防接種 

 

あいまいな情報にふりまわされない 

 

子どもとの話し合いを大切にする 

 

  最後は子どもの意思を一番に考えましょう！ 

 

ほ   ご   しゃ      こころ 

たいちょうかんり 

よぼう せっしゅ 

じょうほう 

こ          はな   あ     たいせつ 

 さいご    こ          い し    いちばん  かんが 



★ 奨学金は誰でももらえるの？ 

～各種奨学金制度～ 

しょうがくきん    だれ 

かくしゅ  しょうがくきんせいど 



奨学金 
                       

受験生チャレンジ支援貸付資金／東京都     

中学3年生の時・20万円の塾代や受験料27,400円まで 

貸与型⇒高校に入学したら返済しなくてよい 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html 

生活支援プログラム／社会福祉法人さぽうと２１    

単年度ごと・給付型・5,000円～10,000円/月(高校生） 
http://support21.or.jp/needsupport/scholarship-seikatsu/  

難民奨学金／財団法人アジア国際支援財団 

卒業まで・給付型・10,000円/月(高校生） 
http://fiaa.or.jp/support.html 

しょうがくきん 

じゅけんせい            しえんかしつけしきん    とうきょうと 

せいかつしえん               しゃかいふくしほうじん 

なんみんしょうがくきん  ざいだんほうじん        こくさいしえんざいだん 

ちゅがく ねんせい とき      まんえん じゅくだい  じゅけんりょう      えん 

たいよがた   こうこう  にゅうがく       へんさい 

たんねんど        きゅうふがた        えん          えん    こうこうせい 

そつぎょう     きゅうふがた          えん つき  こうこうせい 



• 三者面談や進路説明会がある時は教えてくだ
さい！ 

 

 

• とにかく、勉強しましょう！ 

 

・困ったら、早めに相談してください！ 

さんしゃめんだん    しんろ せつめいかい                    とき   おし 

べんきょう 

こま         はや     そうだん 



「困ったときは、おたがいさま」 

いっしょにどうしたらいいか 
かんがえましょう！ 

 
社会福祉法人 さぽうと２１ 

http://support21.or.jp/ 
03-5449-1331 

こま 

http://support21.or.jp/
http://support21.or.jp/

