
令和 4 年度都立高校入学者選抜実施要綱・細目  9 月 24 日  

①日程                 赤字は疑問点等、進路研が付記 

 

★取下げ再提出  取下げ日が 2 月 10 日(～午後３時)で私立の試験日と重なる。代理人が取下げる

（昨年度の取下げ数は約 2700 件）ことを許す場合、出願者との関係を証明するに

は？私立の結果を見ての変更は全く出来なくなったが…。  

 

関連資料①   「令和４年度都立高等学校入学者選抜事務の流れ」 

  入学願書受付日 検査実施日 合格発表日 

推薦に基づく選抜 

1 月 12 日（水曜日）～

17 日（月曜日） 

郵送（上記期間に、都

立高校が指定する郵

便局に必着） 

1 月 26 日（水曜日） 

   27 日（木曜日） 

※原則として 1 日で実

施(26 日) 

2 月 2 日（水曜日） 

学

力

検

査

に

基

づ

く

選

抜 

第一次募集及び 

分割前期募集 

1 月 31 日（月曜日）～

2 月 4 日（金曜日） 

郵送（上記期間に、都

立高校が指定する郵

便局に必着） 

2 月 21 日（月曜日） 3 月 1 日（火曜日） 

分割後期募集及び全日制

第二次募集(インフルエン

ザ等追検査) 

3 月 4 日（金曜日） 3 月 9 日（水曜日） 3 月 15 日（火曜日） 

定時制第二次募集 3 月 22 日（火曜日） 3 月 25 日（金曜日） 3 月 28 日（月曜日） 



②主な変更点 (次頁以下に詳細) 

項目 内容 

(1)出願手続（入

学願書等提出

方法） 

• 推薦に基づく選抜及び第一次募集・分割前期募集（チャレンジスクール及び定時制

課程単位制の選抜を含む。）において、入学願書は原則として中学校が取りまと

め郵送により提出することとしていたが、志願者が郵送により提出する方法に変

更する。 

• インターネットを活用した出願を、1 校から 20 校に拡大して試行実施する。 

(2)推薦に基づく

選抜 

• 推薦に基づく選抜として、新たに「理数等特別推薦」を設け、実施する。 

理数等特別推薦では、科学技術の根底にある理数系分野の素養を前提に、探

究の過程を通して、課題を解決する力や、他者の考えから自分の考えを深める

とともに、新しい価値を生み出す創造性など、変化し続ける社会にあって生徒た

ちに必要となる力を評価し、選抜を行う。 

※ 令和 4 年度入学者選抜では、立川高等学校創造理数科において実施 

• 農業に関する学科、商業に関する学科及び産業科において、推薦に基づく選抜の

対象人員枠を、募集人員の 40％以内（従前は 30％以内）に変更する。 

(3)海外帰国生

徒等対象の選

抜 

• 応募資格に関し、これまでは、保護者が父母である場合は父母の双方に伴って海

外に一定期間在住したことを要件としていたが、これを改め、原則として父母の

どちらか一方でもよいこととする。 

③実施要綱  東京都立高等学校入学者選抜実施要綱 PDF [2.4MB] 東京都立国際高等学校国際バ

カロレアコース入学者選抜実施要綱 PDF [300.5KB] 海外帰国生徒等入学者選抜実施要綱 PDF [554.2KB]東

京都立高等学校チャレンジスクール入学者選抜実施要綱 PDF [420.8KB] 東京都立高等学校定時制課程単

位制入学者選抜実施要綱 PDF [486.6KB]  

新設の小台橋高校（チャレンジスクール）の入学者選抜方法の概要 

(1) 男女合同定員制 (2) 面接と作文により検査を実施する。学力検査は実施せず、調査書の

提出も要しない。(3) 自己ＰＲカードに代えて、学校所定の志願申告書を提出する。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/01.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/02.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/02.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/03.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/04.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/04.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/05.pdf
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/files/release20210924_02/05.pdf


令和４年度東京都立高等学校入学者選抜における主な変更点等について 

             （未公開資料；令和４年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱より） 

１ 令和４年度入学者選抜における主な変更点 

事  項 内    容 

(1) 出願手続 
  （入学願書等提出方法） 

【要綱】 

第 1-5-2-2  ４ページ 
第 2-5-2-2  １３ページ 

第 9-1    ３９ページ 

東京都立高等学校チャレンジ 

スクール入学者選抜実施要綱 

 第 1-5-2-2  ６４ページ 

東京都立高等学校定時制課程 

単位制入学者選抜実施要綱 

 第 1-5    ６９ページ 
 第 2-5-2-2  ７１ページ 

推薦に基づく選抜、第一次募集・分割前期募集における、入学願書等の郵

送出願の方法を以下のとおりに変更する。 

・入学願書等 志願者が個人で郵送により提出する。 

・調 査 書 中学校等が都立高校に郵送により提出する。 

なお、以下の２０校において、インターネットを活用した出願等を実施す

る。三田、小山台（全・定）、駒場、目黒、雪谷、豊島（全）、練馬、足立（全・

定）、足立西、江戸川（全・定）、小松川、松が谷、立川（全・定）、福生（全）、

清瀬、五日市（全・定）、工芸（全）、第五商業（全）、晴海総合、若葉総合 

※全日制と定時制を設置する都立高校のうち、（全）は全日制のみ、（定）

は定時制のみ、（全・定）は全日制と定時制の双方で実施する。 

(2) 理数等特別推薦 

【要綱】 

第 1-3     １ページ 

第 1-4     ２ページ 

第 1-5     ３ページ 

第 1-6     ４ページ 

第 1-7     ５ページ 

 推薦に基づく選抜に、一般推薦、文化スポーツ等特別推薦に加え、新たに

「理数等特別推薦」を設ける。 

理数等特別推薦では、科学技術の根底にある理数系分野の素養を前提に、

探究の過程を通して、課題を解決する力や、他者の考えから自分の考えを深

めるとともに、新しい価値を生み出す創造性など、変化し続ける社会にあっ

て生徒たちに必要となる力を評価し、選抜を行う。 

令和４年度入学者選抜では、立川高校（創造理数科）において実施する。 

(3) 海外帰国生徒等の応募資
格 

海外帰国生徒等入学者選抜 

実施要綱 

Ⅰ-第 1-3   ５１ページ 

Ⅲ-第 1-3   ５９ページ 

 

海外帰国生徒対象の応募資格について保護者が父母である場合、これまで

は父母の双方に伴って海外に在住していたことを要件としていたが、これを

改め、父母のどちらか一方に伴った海外在住でもよいこととする（ただし、

本人と同居していない父又は母が海外又は都内に在住している場合に限

る。）。海外帰国生徒対象の４月募集及び在京外国人生徒対象の４月募集にお

いて、保護者と同居していない場合でも、都内中学校に在籍する者に限って

は、第一次募集と同様の条件を満たせば応募資格を認めることとした。 

(4) インフルエンザ等学校感
染症罹患者等に対する措置 

【要綱】 

第 6-3 31,35、38ページ  

 インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の対象に、検査当日 

３７度以上の発熱があった者も含めることを明記した。また、インフルエン

ザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の検査会場は、各高校とした。なお、

追検査を受検できなかった者に対する追々検査について規定を設けた。 

(5) 各様式の性別欄の廃止 

【要綱】 
様式24 305～312ページ 

 志願者が作成する書類における、性別欄は、原則廃止とした。ただし、入

学願書については性別欄を残し、記入は任意とした。 

 

(6) 性同一性障害等の受検者
の取扱い 

【要綱】 

第 6-7       ３３ページ 
 

 性同一性障害等の理由により、戸籍上の性別とは別の性で受検を希望する

者に対する取扱いについて新たに規定を設け、当該生徒が在学する中学校を

所管する区市町村教育委員会等と都教育委員会が協議し、個別に決定するこ

ととした。 

(7) 大島海洋国際高校の出願、
志願変更及び検査会場 

大島海洋国際高校の入学願書の提出先は、同校又は東京都教職員研修セン

ターのいずれかとしていたが、これを同校のみに変更する。以下略 

(8) 観点別学習状況の評価 

【要綱】288～302ページ 

 学習指導要領の改訂に伴い、観点別学習状況の評価について、各教科の観

点が全３７観点から全２７観点に変更となった。 



２ 継続して実施する選抜方法等（注：下線付の高校は、令和４年度入学者選抜から実施する高校） 

事  項 内    容 

(1) 文化・スポーツ等特別推薦
の実施 

【要綱】 
推薦に基づく選抜の目的 

  １ページ 
別表５－１  １３２ページ 
様式２   ２７５ページ 

 様式３   ２７６ページ 
 

 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施校  ９２校  ９３校 

各都立高校の個性化・特色化を推進するため、卓越した能力をもつ生徒

の力を評価し、選抜する。 

推薦選抜の対象人員枠内で募集人員枠を設け、文化・スポーツ等特別推薦

書、個人面接又は集団面接及び実技検査のほか、小論文又は作文、その他学

校が設定する検査を適宜組み合わせて、選考を行う。 

【実施校】（９２校） 

○普 通 科（５７校） 

区部：向丘、上野、城東、東、深川、大崎、八潮、目黒、大森、雪谷、 

千歳丘、深沢、松原、広尾、鷺宮、武蔵丘、杉並、豊島、文京、

板橋、高島、石神井、練馬、光丘、足立、足立新田、足立西、 

淵江、葛飾野、南葛飾、江戸川、葛西南、小岩、篠崎、紅葉川 

（３５校） 

市部：片倉、八王子北、富士森、松が谷、府中、府中西、 

府中東、小平西、小平南、日野、東村山西、福生、狛江、 

東大和、東大和南、清瀬、久留米西、武蔵村山、羽村、五日市、

田無、保谷（２２校） 

○普 通 科（コース制）：深川（１校） 

○普 通 科（エンカレッジスクール）：蒲田、足立東、東村山（３校） 

○普 通 科（単位制）：墨田川、美原、飛鳥、板橋有徳、大泉桜、上水（６

校） 

○専門学科：墨田工業、総合工科、杉並工業、荒川工業、府中工業、 

町田工業、多摩工業、田無工業、六郷工科、芝商業、 

第四商業、橘、八王子桑志、科学技術、多摩科学技術、 

大田桜台、千早（１７校） 

○総合学科：晴海総合、つばさ総合、世田谷総合、杉並総合、王子総合、

青梅総合、町田総合、東久留米総合、若葉総合（９校） 

※武蔵野北、小平は令和４年度は実施しない。 

(2) 学力検査に基づく選抜 
 
 
【要綱】 
 第 2－7     １４ページ 
第 2－10    １６ページ 
第 3－7    ２１ページ 
第 3－10   ２２ページ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学力検査に基づく選抜を以下のとおり実施する。 

１．学力検査の教科、学力検査の得点と調査書点の比率について 

 
 

 

 
 

 

 

２．調査書点の算出に当たっては、学力検査を実施する教科の評定は１倍、 

学力検査を実施しない教科の評定は２倍とする。 

３．傾斜配点については、設置目的等に応じて特別な教育課程を実施して
いる高校のうち、必要と認められる学校に限定して実施する。 

【実施校】（８校）○普 通 科（コース制）：深川、松が谷、小平（３校） 

○専門学科：国際、科学技術、多摩科学技術、大田桜台、千早（５校） 

【全日制課程（芸術科・体育科における第一次募集・分割前期募集）】 

学科・学校の別 学力検査の教科等 学力検査の得点と調査書点の比率 

芸術科 総合芸術高校 ３教科（国・数・英）  
＋実技検査 

６：４ 
体育科 駒場高校・野津田高校 

 

 

 

 

【全日制課程】 

募集区分 学力検査の教科 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 

※各学校は、面接、小論文又は作文、実技検査を実施することができる。 

 

 



  

(3) 分割募集の実施 
 
【要綱】 

別表４    １０１ページ 
 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施校  ２６校 ２６校 
 

 一般選抜の募集人員をあらかじめ分割し、第一次募集期間における募集

（分割前期募集）と第二次募集期間における募集（分割後期募集）の２回

に分けて募集を行う。 

【全日制実施校】（２１校） 

○普 通 科（１８校） 

区部：日本橋、八潮、田園調布、深沢、竹台、大山、田柄、青井、 

足立新田、淵江、南葛飾、蒲田*、足立東*（１３校） 

市部：府中東、山崎、羽村、東村山*、秋留台*（５校） 

○専門学科：中野工業（キャリア技術科)*、練馬工業（キャリア技術科)*、 

野津田（体育）（３校） 

【定時制実施校】（５校）○一橋、浅草、荻窪、八王子拓真、砂川 

(4) 全日制一次学力検査問題の
自校作成 

【要綱】 
第2－8(4)    １６ページ 
別表７    ２２０ページ 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施校*  １０校  １０校 

*国際高校を除く。 

第一次募集において、自校で作成した学力検査問題３教科（国語、数学、

英語）と、都立高校共通問題２教科（社会、理科）により実施する。 

【実施校】（１０校） 

 ○普 通 科（７校） 

区部：日比谷、戸山、青山、西（４校） 

市部：八王子東、立川、国立（３校） 

 ○普 通 科（単位制）：新宿、墨田川、国分寺（３校） 

 ※国際高校では、自校で作成した学力検査問題１教科（英語）と、都立

高校共通問題４教科（国語、数学、社会、理科）により実施する。 

(5) 定時制一次学力検査問題の
自校作成 

【要綱】 
第 2－8(4)   １６ページ 
別表７    ２２０ページ 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施校   ２校   ２校 
 

第一次募集・分割前期募集において、自校で作成した学力検査問題３教

科（国語、数学、英語）により実施する。 

【実施校】（２校）  

○普 通 科：八王子拓真（一般枠）（１校） 

○専門学科：農産（１校） 

(6) 男女別定員制の緩和 

【要綱】 
第2－10－5－1 １７ページ 

別表４    １０１ページ 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施

校 
１０９校  ４２校 

 

 第一次募集・分割前期募集において、男女別の募集人員の各９割に相当

する人員までを男女別の総合成績の順により決定した後、募集人員の１割

に相当する人員を、男女合同の総合成績の順により決定し、合格候補者と

する。 

【実施校】（１０９校） 

 ○普 通 科 全 校（コース制・単位制を除く。）（１０９校） 

 ※普通科（コース制・単位制）では、男女合同の募集人員としている。 

【定時制課程・昼夜間定時制課程】 

募集区分 学力検査の教科 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 
（各学校で選択） 

分割後期募集 ３教科（国・数・英） 
６：４又は５：５ 
（各学校で選択） 

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 
（各学校で選択） 

※全ての募集区分において、原則として面接を実施する。また、各学校

は学力検査及び面接に加えて、小論文又は作文、実技検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 



(7) 学力検査を実施せず、面接、
小論文又は作文及び実技検査
を実施する高校（エンカレッ
ジスクール）    【全日制】 

【要綱】 
第2－10－2    １７ページ 
別表４       １０１ページ 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施校   ６校   ６校 
 

エンカレッジスクールとして指定された高校においては、分割前期募集

及び分割後期募集で学力検査を実施せず、面接、小論文又は作文及び実技

検査を実施する。ただし、蒲田高校、足立東高校及び秋留台高校は実技検

査を実施しない。また、中野工業高校及び練馬工業高校は小論文又は作文

を実施しない。 

【実施校】（６校） 

○普 通 科（４校） 

区部：蒲田、足立東（２校） 

市部：東村山、秋留台（２校） 

○専門学科：中野工業、練馬工業（２校） 

(8) 学力検査を実施せず、面接
及び作文を実施する高校（チ
ャレンジスクール及びチャレ
ンジ枠）       【定時制】 

東京都立高等学校チャレンジ
スクール入学者選抜実施要綱 

第1－7      ６４ページ 

 Ｒ４入選 Ｒ３入選 

実施校   ７校   ６校 
 

チャレンジスクール及び八王子拓真高校（チャレンジ枠）においては、

学力検査を実施せず、面接及び作文を実施する。 

なお、自己ＰＲカードに代えて学校所定の志願申告書を提出する。 

また、調査書の提出は必要ない。 

【実施校】（７校） 

○普 通 科：八王子拓真（チャレンジ枠）（１校） 

○総合学科：六本木、大江戸、世田谷泉、稔ヶ丘、桐ヶ丘、 

小台橋（仮称※）（６校） 

 ※ 学校名については、令和３年度第３回東京都議会定例会に付議するので、東京都立学

校設置条例の一部を改正する条例が交付されるまでは仮称の扱いとなる。 

(9)～（10）定時制単位制高校等か

ら全日制高校への志願変更 
省略 

(11)インフルエンザ等学校感染 

症罹
り

患者等に対する追検査 
 
【要綱】 
第 6－3    ３１ページ 
第７     ３３ページ 

 別表 13   ２４０ページ 
 別表 14   ２５５ページ 
 別表 15   ２６７ページ 
 様式 27   ３０８ページ 
 様式 32   ３１３ページ 
  

第一次募集において、インフルエンザ等（新型コロナウイルス感染症は

これに含む。）の学校感染症に罹患するなどし、第一次募集で出願した都立
高校を受検することができなかった者に対して、志願した都立高校の受検

機会を確保するため、追検査を実施する。 

＜対象校＞ 
〇 第一次募集実施校（全日制１４８校、定時制４９校） 

※ 八王子拓真（チャレンジ枠）を含む。 

※ 分割募集実施校においては、追検査を実施しない。 

＜実施日程＞ 

〇 分割後期募集・全日制第二次募集と同日程で実施 

＜応募資格等＞ 
〇 第一次募集の検査日当日に、インフルエンザ等に罹患した者又は出席

停止中の者で、第一次募集で出願した都立高校を受検することができな

かった者（１教科でも受検した者は除く。）のうち、追検査の措置を申請
し、当該都立高校長から承認を得た者 

＜出願方法・出願手続＞ 

〇 第一次募集において、第一志望とした科（分野）又は部に限り出願す
ることができる。 

〇 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。追検査に出願した者は、志願変更はできない。 
〇 出願の際に、所定の入学願書のほか、医療機関の証明書、中学校長が

出席停止の措置を行ったことについて証明する書類又は発熱があったこ

とについて中学校長が証明する書類を提出する。 

＜学力検査等の実施＞ 

〇 国語、数学、英語の３教科（共通問題）及び学力検査以外の検査（面

接等各都立高校が別に定めた方法で実施） 

〇 学力検査会場は、各都立高校とする。 

〇 学力検査以外の検査会場は、各都立高校が受検票により指定する。 



(12)インフルエンザ等学校感染 

症罹
り

患者等に対する追々検査 

 
【要綱】 
第 6－3    ３１ページ 
第８     ３７ページ 

 様式 27   ３００ページ 
 様式 32   ３０５ページ 
  

インフルエンザ等の学校感染症に罹患するなどし、追検査で出願した都

立高校を受検することができなかった者又は分割後期募集で出願した都立

高校を受験することができなかった者のうち、第一次募集又は分割前期募
集の際も罹患者等であったために出願した都立高校を受検することができ

なかった者に対して、志願した都立高校の受検機会を確保するため、追々

検査を実施する。 

＜対象校＞ 

〇 第一次募集実施校（全日制１４７校、定時制４９校） 

※ 八王子拓真（チャレンジ枠）を含む。 

○ 分割募集実施校（全日制２１校、定時制５校） 

＜実施日程＞ 

〇 定時制第二次募集と同日程で実施 

＜応募資格等＞ 

〇 追検査の検査日当日に、罹患者等であった者で、追検査で出願した都

立高校を受検することができなかった者又は分割後期募集で出願した都
立高校を受検することができず、罹患者等であったために第一次募集又

は分割前期募集で出願した都立高校も受検できなかった者。追検査の措

置を申請し、当該都立高校長から承認を得る必要がある。 

＜出願方法・出願手続＞ 

〇 追検査又は分割後期募集において、第一志望とした科（分野）又は部

に限り出願することができる。 

〇 追々検査に出願した者は、定時制第二次募集及び全日制第三次募集に

出願することはできない。 

〇 追々検査に出願した者は、志願変更をすることができない。 
〇 出願の際に、所定の入学願書のほか、医療機関の証明書、中学校長が

出席停止の措置を行ったことについて証明する書類又は発熱があったこ

とについて中学校長が証明する書類を提出する。 

＜学力検査等の実施＞ 

〇 国語、数学、英語の３教科（共通問題）及び学力検査以外の検査（面

接等各都立高校が別に定めた方法で実施） 

〇 学力検査会場は、都教職員研修センター又は立川合同庁舎とする。 

〇 学力検査以外の検査会場は、各都立高校が受検票により指定する。 

(13) 全日制応募資格における
保護者に関する要件 

【要綱】 
第 2－3－2   １０ページ 

（14）～(15) 省略 

都内中学校在学者以外の志願者について、父母のどちらか一方が特別の
事情により都内に志願者と同居できないときは、その理由を証明する書類

等を審査の上、父又は母のどちらか一方と都内に同居する状況であっても

応募を認める。「父母のどちらか一方」については 理由を証明する書類」
等が必要となる 

(16) 本人得点の開示及び学力
検査における答案の開示 

 
【要綱】 
第５      ２７ページ 
 
様式 19   ３００ページ 

  

受検者又は保護者は、実施要綱に基づき、受検した都立高校長に対して、

学力検査等得点表及び学力検査における答案の開示を請求することができ

る。なお、実施要綱に基づく開示請求受付期間を次のとおりとする。 

＜不合格者＞ 

受付開始日：当該募集の入学手続締切日の翌日  

※ 推薦に基づく選抜は、第一次募集・分割前期募集の入学手続締切日

の翌日 受付終了日：令和４年８月３１日（水） 

＜合格者＞ 

受付開始日：令和４年５月２日（月） 

受付終了日：令和４年８月３１日（水） 

◇募集を開始する高校 

◇募集を停止する高校  

※令和３年 10月頃に正式決定 

【定時制課程（１校）】 小台橋高校（仮称、チャレンジスクール） 

 

【全日制課程（２校）】両国高校、大泉高校（普通科）白鴎は５年度から 

 



★男女別定員制の緩和  来年度入試から男女緩和制度を徐々に弛め合同定員制へ踏み出す。 

下図のように 3 段階を予定しているが、男女の合格ラインが異なる学校では  

徐々に男子の不合格者が増え、合格者数に占める女子の割合が高まることが予

想される。とくに推薦選抜での実施では女子の大幅な増加がありそうだ。右図では

今春と合同実施後（一般のみ予測）の合格者の女子の割合を示した。  

関連資料② 

「東京都立高等学校入学者選抜における男女別定員から男女合同定員への移行について」 

 

★英語スピーキングテストの実施と不公平な配点  令和 5 年度入試から英語スピーキングテストの

実施が決まっている。今回、テストの評価を学力検査、調査書とは別に 20 点満点(ESAT-J)を加

え、合計して総合得点とすることが明らかになった(関連資料③)。平成 4 年度都立高等学校入学

者選抜検討委員会では、5 教科の配点バランスを崩すこの形に十分な議論があったとはいえませ

ん(関連資料④)。諸兄のご意見をお寄せください。 

 

 

関連資料③  「東京都中学校英語スピーキングテスト事業について」東 PDF ファイル 

 

関連資料④  令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告書 ｐ19～21  word ファイル  

 

 



関連資料④   令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告について 

 

 

 令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告書 ｐ19～21 

 

 

項目 概要 

(2) 学力検査に基

づく選抜の改善 

＜東京都中学校英語スピーキングテスト（ＥＳＡＴ－Ｊ）結果の活用＞ 

• 保護者、受検者、中学校側、高等学校側に趣旨等をしっかりと説明し、理解を得る

努力を続けるとともに、得点化の方法等入学者選抜への具体的反映方法につ

いて更に検討するほか、不受験者への対応の詳細などについても、検討を進

める。 



 

 

 


