
東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式１-１・Form 1-1） 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School 

入学願書 Application Form 令和 5（2023）年度 4 月入学・編入学 Spring  Admission 2023 

志願者氏名 
Applicant’s Name 

ふりがな    

漢字・かな (姓) (名)  

ローマ字 
(LAST) (FIRST) (MIDDLE) 

生年月日  
Date of Birth 

日/      月/        年 
DAY / MONTH / YEAR 

国籍 
Nationality 

 
性別 

Sex 
  

志願者現住所 
Applicant’s Current Address 

〒           Tel  

現在在籍校名 
Name of Current School Tel 

保護者氏名 
Name of Parent/Guardian 

 続柄 
Relationship 

志願者の 
Applicant’s（      ） 

保護者現住所 
Current Address of Parent/Guardian 

〒           Tel 

国内送付先住所  Current Address 

of Domestic Contact Person 

〒           Tel 
 

※送付先宛名 Domestic Contact Person（       ） 

緊急連絡先 

Emergency Contact 

氏名 Name（続柄 Relationship） Tel E-mail 

最終帰国・来日年月日（編入学生のみ） 
Actual or expected date of return to Japan (only for transfer candidates) 

日/      月/      年   
DAY / MONTH / YEAR    

□ 未定 

undetermined 

 

受検学年・ 

受検方式 
Selected test type 

□ １年Ａ方式（作文検査）1st Grade /TypeA(Essays) 

□ １年Ｂ方式（適性検査）1st Grade/TypeB(Aptitude Tests) 

□    年編入学  

プログラム選択 (５年編入学生のみ） 
Choice of program (Only for 5th graders) 

□ 一般プログラム General Program 

□ ディプロマプログラム Diploma Programme 

外国語作文の言語 
Selected language of essay 

□ English □ French □ German □ Spanish 

□ Chinese（□ 繁体字 ・ □ 簡体字） □ Korean 

使用言語（得意な順に３つまで ３つなくてもかまわない） 

Languages spoken (up to three, in order of proficiency) 

1 2 3 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

受検票 Examination Admission Ticket 令和 5（2023）年度４月入学・編入学 Spring Admission 2023 

※には何も記入しないでください。 The section marked with ※ is for school use only. 

受検番号 Registration number 
氏名 

Name 

 

※ 

□１年Ａ方式 1st Grade/TypeA 

□１年Ｂ方式 1st Grade/TypeB 

□  年編入学 

外国語作文の言語 Selected language of essay 

□English □French □German □Spanish 

□Chinese（□繁体字・□簡体字） □Korean 
 

プログラム選択５年編入学生のみ Choice of program only for 5th graders 

□一般プログラム General Program    □ディプロマプログラム Diploma Programme 
 

写真貼付（半身正面） 

Full-face Portrait 

3cm×4cm 

3 か月以内に撮影した

もの 

Taken within the last 

3 months 

写真貼付（半身正面） 

Full-face Portrait 

3cm×4cm 

3 か月以内に撮影した

もの 

Taken within the last 

3 months 

開場 8:50

集合 9:40

検査

１

10:00

～10:45

検査

２＊

11:25

～11:55

昼食
11:55

～12:40

面接 12:50～
＊1年B方式のみ11:10から



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式１-２・Form 1-2） 
※ 5年 4月編入 DP選択者のみ・Only for 5th grade DP applicants in spring transfer 

DP同意書 DP Consent Form 
東京学芸大学附属国際中等教育学校長殿 
To the Principal of Tokyo Gakugei University International Secondary School 
 

東京学芸大学附属国際中等教育学校ディプロマプログラム（DP）の内容についてパンフレット等で確認し
た上で十分に理解し，以下の 1から６の条件について同意します。 
  We have read and understood the content of the Diploma Programme at Tokyo Gakugei University International 
Secondary School through checking the brochure and other information, and hereby agree to conditions 1 through 6 
below. 

       年    月    日 

                                    Date (year / month / day)  

 

署名  志願者                 保護者                          
Signature (Applicant)                                   (Guardian)                                 

 

１．本校の DP では日本語か英語のいずれかの言語を使って，教科の内容を深く学習することができるデ
ュアルランゲージ・ディプロマプログラムを行います。開設科目は以下の通りです。 

 Our school provides the Dual Language Diploma Programme by which students are enabled to study the 
contents of each subject deeply, using either Japanese or English. The offered subjects are as follows: 

グループ等 
groups, et al. 

科目名 
Subject courses and core elements 

レベル※1 
Level 

言語／Language 

コア 
Core 

 

創造性・活動・奉仕 
Creativity, action, service 

 日本語／Japanese 

知の理論 
Theory of knowledge 

 日本語／Japanese 

課題論文 
Extended essay 

 
日本語／英語 

Japanese／English 

言語と文学 
Studies in language 

and literature 

日本語 A：文学 
Japanese A: Literature 

HL 日本語／Japanese 

English A: 
Language and literature※2 HL 英語／English 

言語の習得 
Language acquisition 

English B※2 HL 英語／English 

個人と社会 
Individuals and societies 

歴史 
History 

HL 日本語／Japanese 

理科 
Sciences 

化学 
Chemistry 

SL 日本語／Japanese 

数学 
Mathematics 

Applications and interpretation SL 英語／English 

芸術 
The arts 

Visual arts※3 SL 英語／English 

※1  HL: Higher level / SL: Standard level 

※2  English A と English B はどちらか一つを選択できます。それ以外の教科では，科目及びレベルの選択はできません。 
You may choose one subject from either English A or English B. However, you are not allowed to choose subjects nor levels in the other 
subject groups. 

※3  4 年生の時に美術Ⅰを履修していること。（ただし，5 年 4 月編入生は除く。） 
It is mandatory for DP applicants to take ArtsⅠduring 4th grade (except for 5th grade transfer applicants in spring). 

 

＜裏面に続く Continued on the reverse side.＞ 

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式１-２・Form 1-2） 
※ 5年 4月編入 DP選択者のみ・Only for 5th grade DP applicants in spring transfer 

２．IB ディプロマ資格を利用した出願について，大学側がどの DP 科目をどのレベルで学習したかを条件
で示すことがあり，本校の開設科目では対応できない場合があります。特に理系進学に関しては大学
によって条件を満たさない可能性があります。 
In some cases, universities require applicants to have taken specific DP subjects and levels for admission when 
applying with an IB Diploma. The subjects we offer might not be able to correspond to those conditions, 
especially concerning the science field. Therefore it is a possibility that our subjects and levels might not satisfy 
the conditions required by universities. 

 

３．DP 生には日本語と英語の両方について高度な運用能力を要する課題に取り組むことが要求されま 

す。 

DP students will be required to work on tasks that demand advanced capability in both Japanese and English.   

 

４．DP 生は全員が IB ディプロマ資格取得を目指すことが要求されます。 

All DP students are required to pursue the IB Diploma. 

 

５．DP 生として認定された後に一般プログラムへ変更することはできません。学年途中での変更および
留学もできません。 

No one is allowed to change to the General Program after becoming certified as a DP student. Nor is one 

allowed to change the program or study abroad at any time during the school year.  

 

６．DP 生には，一般プログラム生の費用に加え別途諸費用の負担が求められます。 

Additional DP miscellaneous fees will be levied for DP enrollment in additional to the general program costs.    

 

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式２・Form 2） 

志願理由書 Statement of Purpose 
令和 5（2023）年度 4月入学・編入学 Spring Admission 2023 

 

志願者氏名 
Applicant’s Name 

 

ご家庭でよく相談した上、志願者が黒色インクのボールペンかペンで書いてください。日本語または英語
で記入してください。 

Thorough discussion about the content with parents/guardian(s) prior to filling out this form is highly recommended. 

This form must be filled out by the applicant either in Japanese or in English with a black pen. 

 

本校入学後の学校生活の中で取り組みたいこと 
Explain what you wish to accomplish at this school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の夢や希望、進路についての考え 
Describe your future dreams and goals, and thoughts on your career. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式３・Form 3） 

在校歴申告書 Educational History 
令和 5（2023）年度 4 月入学・編入学 Spring Admission 2023 

 

志願者氏名 

Applicant’s Name 

 

 2023 年 3 月までの在籍校すべてを記入してください。成績が出ていない期間の在籍も含めます。（補習校は記入の必要はありません） 

Fill in names and length of enrollment for all schools you have attended until March 2023.  (Supplementary schools need not be included.)  

Please include all full-time schools even if you did not receive grades. 

国名 学校名 Name of School 
在籍期間 Length of Enrollment 

MONTH／YEAR ～ MONTH／YEAR Gr.U   U(  /  ) ～ Gr.U   U(  /  ) 

  
～ U   U(  /  )  ～ U   U(  /  ) 

  
～ U   U(  /  )  ～ U   U(  /  ) 

  
～ U   U(  /  )  ～ U   U(  /  ) 

  
～ U   U(  /  )  ～ U   U(  /  ) 

  
～ U   U(  /  )  ～ U   U(  /  ) 

  
～ U   U(  /  )  ～ U   U(  /  ) 

 

（  ／  ）には、下記の例のように学期を記入してください。Fill in（ / ）as follows. 

例１：（２／４）…４学期制の第２学期 Example 1:（2／4）･･･2nd quarter in 4-quarter-system 

例２：（２／２）…２学期制の後期   Example 2:（2／2）･･･2nd semester in 2-semester-system 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式４・Form 4） 

日本の小学校・海外日本人学校小学部用 

報告書 "HOKOKUSHO" (Grade Report) 
フリガナ  性別    年  月 入学 

氏名 
  年  月          から転学 

   年  月 卒業見込・卒業 

生年月日      年   月   日 生 年  月           へ転学 

各
教
科
の 学

習
の
記
録 

教科 国語 社会 算数 理科 音楽 
図画 

工作 
家庭 体育 外国語 

評
定 

５年          

６年          

三段階（３，２，１）で記入する。 

総
合
的
な
学
習 

の
時
間
の
記
録 

（
６
年
） 

学習活動 観 点 ・ 評 価 

  

行 

動 

の 

記 

録 

項目 ５年 ６年 特別活動の記録 

基本的な生活習慣   
５年 

 

健康・体力の向上   

自主・自律   
６年 

 

責任感   

創意工夫   出欠の記録 ５年 ６年 

思いやり・協力   出席しなければならない日数   

生命尊重・自然愛護   欠席日数   

勤労・奉仕   欠席理由（各学年７日以上の場合） 

公正・公平   

公共心・公徳心   

十分満足できる状況のときに○を記入する。 

備考 

上記の記載事項に相違ありません。 

   年   月   日       記載者氏名                私印 

学校所在地 〒 

電話番号 

学校名                  校長氏名                 公印 

 
 



 
TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL 

5-22-1 Higashi-Oizumi, Nerima-ku, Tokyo, 178-0063 Japan 
PHONE +81-3-5905-1326    FAX +81-3-5905-0317 

 
 

成績証明書依頼書 

Request for Official Transcript 
 
To Whom It May Concern: 
 

The student named below is applying for Tokyo Gakugei University International Secondary School. In 

order to process the application, we request that you provide the applicant’s official transcripts or certified 
copies of his/her academic records. 

 

When providing the transcript, please sign it and seal it in an envelope, then give the envelope to the 
applicant. If possible, please include an explanation of the evaluation standard used in the transcript. If you 

provide the applicant with a provisional transcript, please send the applicant a final transcript as soon as it is 

available. 
 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you. 

 
Tokyo Gakugei University International Secondary School 

5-22-1 Higashi-Oizumi, Nerima-ku, Tokyo, 178-0063 Japan 

E-mail: office@tguiss.jp    Phone: +81-3-5905-1326    Fax: +81-3-5905-0317 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

To be filled out by the applicant. 

 

Applicant’s name:        

Date of birth (dd/mm/yyyy):       

Requested grade(s)/year(s):       



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式５・Form 5） 

修了見込書 
Verification 

 

 

 

Date: 
 
 
Name of Student: 
 
 
School Name: 
 
 
School Address: 
 
 
Grade      Completion Date: 
 
 
 
     This letter is to certify that the above student has completed / will have completed  
 
(circle one) by March 31, 2023 the      grade at the above school. 
 
We will send the final transcript as soon as it is ready. 
 
 
 
 
 
 

(Signature)                                            
 
 
                            (Position)                                                  
 



 
TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL 

5-22-1 Higashi-Oizumi, Nerima-ku, Tokyo, 178-0063 Japan 
PHONE +81-3-5905-1326    FAX +81-3-5905-0317 

 
 

修了見込依頼書 

Request of Verification 
 
To Whom It May Concern: 

 

The student named below is applying for Tokyo Gakugei University International Secondary School. We 

request verification that the student has completed or will have completed the grade indicated below by March 
31, 2023 to qualify him/her to take the entrance exam to enter the grade indicated below. Please fill out the 

Verification of Completion, sign it and seal it in an envelope, then give the envelope to the applicant. (If you 

provide the applicant with a provisional transcript, please send the applicant a final transcript as soon as it is 
available.) 

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you. 
 

Tokyo Gakugei University International Secondary School 

5-22-1 Higashi-Oizumi, Nerima-ku, Tokyo, 178-0063 Japan 
E-mail: office@tguiss.jp    Phone: +81-3-5905-1326    Fax: +81-3-5905-0317 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

To be filled out by the applicant. 

 

Applicant’s name:        

Circle grade completed by March 31, 2023:      9th   10th   11th  

Circle grade applying to enter from April, 2023:  10th   11th  12th  

 

 

        



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式６-１・Form 6-1） 

年    月   日 

東京学芸大学附属国際中等教育学校長殿 

 

 

理由書① 
 

 

      志願者氏名                  

       （西暦    年   月   日生） 

 

      受検学年    年生 

 

 

下記の理由により、成績が出せません。 

 

成績が出ない期間・学年（学期）・在籍校（国名） 

 

西暦     年    月～     年    月    年生（   学期）～   年生（   学期） 

 

在籍校                        国名（             ） 

 

 

― 理由 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    志願者保護者氏名                        



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式６-２・Form 6-2） 

年    月   日 

東京学芸大学附属国際中等教育学校長殿 

 

 

理由書② 
 

 

      志願者氏名                  

       （西暦    年   月   日生） 

 

      在籍学校名                  

 

      在籍学年    年生 

 

 

下記の理由により、現在    か年の学校教育課程を修了しておりません。 

 

 

― 理由 ― 

（１～３のいずれかに○を付け、詳細については下に記入すること。 

 

１. 日本と学校年度開始時期が異なり、生年月日の関係上、学年を下げて入学せざるを得なかった 

２. 学校より、学年を下げて入学するように指示された 

３. その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    志願者保護者氏名                        



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式７・Form 7） 

履修科目申告書 List of Subjects  令和 5（2023）年度 4月入学・編入学 Spring Admission 2023 
ご家庭で日本語または英語で記入してください。 Applicants or guardians may fill out this form either in Japanese or in English. 

2021年 4月～2023年 3月の在籍校のうち、現地校・インターナショナルスクール等について記入してください。 
Fill in information for local schools and/or international schools abroad etc. attended between April 2021 and March 2023. 

志願者氏名  

Applicant’s Name 
学校名  
Name of School 

在籍期間 

Length of Enrollment             ～ 

学期制  Academic Calendar 

 □ 2 semesters   □ 3 terms   □ 4 quarters   □ Other 

学校種  Type of School 

 □ 現地校 Local School Overseas （国名 Country            ） 

□ International School 

□American  □British  □Canadian  □French 

□German   □Other（       ） 

評定基準  Evaluation Standard Used 

□ ABCDF, ABCDEF/N 

□ 20~0（French）    

□ 1~6（German） 

□ Sobresaliente~Insuficiente （Spanish） 

□ International Baccalaureate (PYP,MYP) 

＊ 

Grade/Year/Form（  ）           ～ Grade/Year/Form（  ）           ～ Grade/Year/Form（  ）           ～ 

科目名 Subject 備考  Remarks 科目名 Subject 備考  Remarks 科目名 Subject 備考  Remarks 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式８・Form 8） 

活動実績申告書 Extracurricular Records 
令和 5（2023）4月入学・編入学 Spring Admission 2023 

日本語または英語で記入してください。This form may be filled out either in Japanese or in English. 

 

志願者氏名 Applicant’s Name 

 

１ 資格、コンクール等の実績 Special Qualifications Obtained or Competitions Entered 
番号 
Number 

資格などの名称・級 
Name of Qualification or Competition, and 
Level or Place Obtained 

実施場所（国・都市） 
Place (City, Country) 

実施または取得年月日 
Date of Obtainment 

    

    

    

    

    

    

証明書などのコピーを添付してください。 
Attach a photocopy of the certificate for special qualifications obtained and/or competitions entered. 
 

２ その他、特別な活動の実績があれば、書いてください。 Describe any other special achievements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式９・Form 9） 

検定料振込み証書貼付用紙 Application Fee 
令和 5（2023）年度 4月入学・編入学 Spring Admission 2023 

 

志願者氏名 Applicant’s Name 

 

次の aまたは b、cを下の   欄内に貼り付け、志願者氏名を記入の上、提出してください。 

a 検定料納入済票（提出用）…同封の振込依頼書を使って日本国内で銀行振込した場合 

b 振込明細のコピー…インターネットバンキングの場合は振込明細画面をプリントアウトしたもの 

c 取扱い明細書または取扱い明細書兼領収書の「収納証明書」…コンビニで支払いをした場合 

Please paste the proof of payment below. 

 

 

 

  この欄内に貼り付けてください。 

  この欄に入らない場合には、裏面に貼り付けてください。 

  Please paste the proof of payment in the space provided. 

  If this space is too small, please use the reverse side. 

 

 

 振込先（受取人）  Payment should be made to the following bank account: 

 

  国立大学法人東京学芸大学（コクリツダイガクホウジントウキョウガクゲイダイガク） 

  三菱 UFJ 銀行本店  預金項目：普通預金  口座番号：０２９９２９４ 

 

  KOKURITSU DAIGAKU HOJIN TOKYO GAKUGEI DAIGAKU 

  Bank of  Mitsubishi UFJ Head Office 

  Savings Account 

  Account Number  0299294 

 

 ※ 志願者氏名で振り込んでください。 

  Please make payment under the applicant’s name. 

 ※ 検定料： 第１～３学年 5,000円 application fee:1st-3rd Grade ¥5,000 

   第４～６学年 9,800円   4th-6th Grade ¥9,800 

 ※ 海外送金（bank transfer）の方法での振込はおこなわないでください。 

  Please do not transfer the fee by overseas remittance. 

 ※ 現金を出願書類に同封しないでください。 

  Please do not enclose cash with the application package. 

 

 



東京学芸大学附属国際中等教育学校 Tokyo Gakugei University International Secondary School（様式１０・Form 10） 

チェックリスト CHECKLIST 
志願者氏名 Applicant’s Name 

もう一度、各書類が揃っているか確認してください。確認済みのものは□にチェックをしてください。 
Check once again that all necessary documentation is attached. Tick off each box after checking 
the corresponding item. 
 
□ 入学願書 Application Form （様式１・Form 1） 

 □ 写真 2枚貼付 Two photos affixed  

□ 志願理由書 Statement of Purpose （様式２・Form 2） 

□ 在校歴申告書 Educational History （様式３・Form 3） 

□ 令和 3（2021）年 4月が含まれる学年から現在在籍している学年までの全期間の成績を証明する書類 

Certified records of the candidate’s grades: This must include the grades of the academic year in which the 

candidate was attending in April 2021. It also must include the grades of the academic year in which the 

candidate is currently enrolled in. 

 ・日本の小学校・海外日本人学校小学部に在籍していた者 

  The applicant who has attended Japanese elementary school and/or a Japanese school abroad 

  □ 報告書 “HOKOKUSHO”(Grade Report) （様式４・Form 4） 

 ・日本の中学校・海外日本人学校中学部に在籍していた者 

  The applicant who has attended a junior high school and/or Japanese school abroad 

  □ 成績証明書 Transcript(s) 

  成績が出ない期間がある場合 To be submitted if there is a period when grades are not issued. 

   □ 在籍証明書 Certificate(s) of enrollment 

   □ 理由書① Justification①（様式６-１・Form 6-1） 

 ・海外現地校およびインターナショナルスクールに在籍していた者 

   The applicant who has attended a local school abroad and/or an international school 

  □ 成績証明書 Transcript(s) 

  成績が出ない期間がある場合 To be submitted if there is a period when grades are not issued. 

   □ 在籍証明書 Certificate(s) of enrollment 

   □ 理由書① Justification①（様式６-１・Form 6-1） 

  後期課程（9・10 年生）における在籍該当学年の最終成績が出ない場合 In cases where final 

  transcripts for the current upper-secondary-school grade level (9th or 10th grade) are not available. 

   □ 修了見込書 Verification （様式５・Form 5） 

  修了見込書が提出できない場合は In cases where Verification cannot be submitted. 

   □ 理由書② Justification② （様式６-２・Form 6-2） 

□ 履修科目申告書 List of Subjects （様式７・Form 7）  

□ 活動実績申告書 Extracurricular Records （様式８・Form 8） 

□  検定料振込み証書貼付用紙 Application Fee（様式９・Form 9） 

□ チェックリスト（本用紙） CHECKLIST （様式１０・Form 10） 

□  受検票等返信用封筒（宛名記入、354 円分の切手貼付） A return envelope, addressed with a contact address 

in Japan and stamped with 354-yen-worth stamp(s) 



１ ７ ８ －０ ０ ６ ３ 
 

 

東京都練馬区東大泉５－２２－１ 
東京学芸大学附属国際中等教育学校 

第  学年選抜担当 御中 
 

TO 

Tokyo Gakugei Univ. International Secondary School 

5-22-1 Higashi Oizumi , Nerima-ku, Tokyo, 178-0063 

JAPAN 
 
 

出願書類在中 

 
 

住所  Address 
〒 
 
 

志願者氏名 

Applicant’s Name 

 

受検学年 

Selected test type 

 
 

第  学年入学・編入学  
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