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はじめに

がいこくせき せいと せっ せんせい ぼらんてぃあ

外国籍の生徒に接する先生やボランティアさんへ：

いばらきけん にほんご まな にほん がっこう かよ がいこくせき こ ちいき

茨城県には日本語を学びながら日本の学校に通う、外国籍の子どもたちがたくさんいる地域があります。
みな おやこ しょうらい しんろ はな あ とき つか ねが いばらきけん はじ

皆さん親子が将来、進路について話し合う時にぜひ使っていただけることを願いながら、茨城県として初めて
がいこくじんおやこむ しんろ さくせい かぞく はな あ たんにん しんろ せんせい はな あ

外国人親子向け進路ガイドブックを作成しました。家族で話し合うとき、担任や進路の先生と話し合うときに
かつよう

もぜひ活用してください。

がいこくせき せいと とくれいにゅうがくしゃせんばつ しょうがくきん かん がいこくせき せいと じゅうよう しりょう い

外国籍の生徒の特例入学者選抜や奨学金に関してなど、外国籍の生徒にとって重要な資料を入れています。
がいこくせき せいと じゅけん じゅんび しんろ かん はな あ ば がいどぶっく すこ やく た おも

外国籍の生徒の受験の準備や、進路に関しての話し合いの場でこのガイドブックが少しでもお役に立てればと思います。
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Pengantar

Di Prefektur Ibaraki, banyak anak warga negara asing bersekolah di Jepang sambil belajar bahasa 

Jepang. Buku panduan ini dibuat untuk pertama kalinya dan ditujukan bagi orang asing dan anak-anaknya 

yang tinggal di Prefektur Ibaraki. Gunakan buku ini pada saat berdiskusi mengenai rencana masa depan 

anak-anaknya.Kami harap buku ini juga berguna saat Orang tua siswa, Wali kelas dan Guru bimbingan 

konseling karir berdiskusi.

Kepada Guru dan Sukarelawan yang sering berkomunikasi dengan siswa asing:

Buku Panduan ini menyertakan materi penting seperti Seleksi Khusus untuk siswa asing dan Program 

Beasiswa. Kami berharap buku panduan ini dapat membantu dalam persiapan Ujian Masuk Sekolah dan 

penentuan lanjut sekolah.



２１

こうこう い

Ⅰ．高校に行くということ

こうこう い

▼なぜ高校に行くのだろう。
こうこう なに

高校は何をするところなんだろう。
こうこう い

なぜ高校に行くんだろう。

にほん だいたすう ちゅうがくせい こうこう しんがく

日本では大多数の中学生が高校に進学します。
こうこう い じぶん しょうらい いみ

高校に行くことは、自分の将来にとってどういう意味があるのでしょうか？

たと

例えば、
こうこう そつぎょう

高校を卒業することによって

進学
しんがく

だいがく たんきだいがく たんだい せんもんがっこう にゅうし

大学・短期大学（短大）・専門学校の入試を
う しかく て はい

受ける資格が手に入ります。

しゅうしょく

就職

みな ゆめ もくひょう も ゆめ もくひょう じつげん すてっぷ ひつよう

皆さんは夢、目標を持っていますか？ その夢や目標を実現するには、どんなステップが必要でしょうか？

▼義務教育と高校の違いは何だろう？

高等専門学校
こうとうせんもんがっこう

高等学校（高校）
こうとうがっこう こうこう

中学校
ちゅうがっこう

小学校
しょうがっこう

SHO GAKKO
ねんかん

（６年間 ）

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

DAIGAKUIN

ぎむきょういく

義務教育

今まで これから

たんきだいがく

短期大学
TANKIDAIGAKU

（２年間）

専門学校
せんもんがっこう

しゅうしょく

就職
SHUSHOKU

SMA Kejuruan

KOTO SENMON GAKKO

（５ tahun ）

SMA 

KO KO

（ 3-4 tahun ）

Universitas 

DAIGAKU

（4 tahun ）

Pasca Sarjana 
DAIGAKUIN

Wajib belajar

Diploma 
TANKI 

DAIGAKU

(2 tahun)

Sekolah Kejuruan

SENMON GAKKO

（ 1-3 tahun ）

Bekerja 
SHUSHOKU

▼日本の教育制度

にほん きょういくせいど

にほん しょうがっこう ちゅうがっこう ねんかん ぎむきょういく こうこう ぎむきょういく

日本では、小学校から中学校までの9年間は義務教育ですが、高校は義務教育ではありません。
こうこう がっこう じゆう えら はい にゅうがくしけん ごうかく ひつよう にゅうがく せいせき わる

高校は学校を自由に選べますが、入るには入学試験に合格する必要があります。入学してからも、成績が悪かっ
けっせき おお しんきゅう そつぎょう ゆめ じつげん こうこう はい

たり、欠席が多かったりすると進級や卒業ができないこともあります。夢を実現するにはどんな高校に入ればいい
きぼう こうこう はい がくりょく ひつよう じょうほう あつ

のか、希望の高校に入るにはどのくらいの学力が必要かなど、いろいろと情報を集めてください。

ぎむきょういく こうこう ちが なん

はたら しごと しゅるい がず ふ

働くことのできる仕事の種類や数が増えます。

Punya cita-cita atau tujuan masa depan? 

Langkah-langkah apa saja yang  perlu kita ambil untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan

masa depan kita ?

▼ Sistem Pendidikan Jepang

Sekarang Kedepan

▼ Apa bedanya Wajib belajar dan SMA ?

Di Jepang wajib belajar adalah dari SD hingga SMP total sembilan tahun. Pendidikan SMA tidak

diwajibkan. Melanjutkan sekolah ke SMA atau tidak adalah pilihan bebas. Namun untuk dapat

masuk SMA, pelajar harus lulus Ujian masuk. Setelah masuk SMA, apabila nilai sekolahnya buruk

atau sering bolos, ada kemungkinan pelajar tidak dapat naik kelas atau tidak lulus. Cari tahu

SMA mana yang terbaik untuk dapat mewujudkan impian masa depanmu. Cari tahu juga nilai

ujian masuk yang harus dicapai untuk bisa masuk ke SMA yang diminati.

▼Kenapa kita melanjutkan sekolah ?

Di Jepang, setelah lulus SMP kebanyakan melanjutkan sekolahnya ke SMA.

Bagaimana Lanjut Sekolah ke SMA berguna bagi masa depan saya ?

ねんかん

いま

CHU GAKKO
ねんかん

（３年間 ）

KOKO
ねんかん

（３～４年間 ）

SENMON GAKKO
ねんかん

（１～４年間 ）

DAIGAKU
ねんかん

（４年間 ）

KOTO SENMON GAKKO
ねんかん

（５年間 ）

Apa yang kita pelajari di SMA ?

Kenapa kita melanjutkan sekolah ?

Contoh, Lulus SMA…

Lanjut 

Sekolah 

Untuk bisa mengikuti Ujian masuk

Universitas, Diploma, dan Sekolah Kejuruan

syaratnya harus tamat pendidikan SMA

Jenis dan Jumlah pekerjaan yang bisa

dipilih lebih banyak.
Bekerja

SD
SHO GAKKO

( 6 tahun )

SMP
CHU GAKKO

（3 tahun ）

I. Melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas/SMA
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こうこう しゅるい

こうこう えら

Ⅱ．高校を選ぶ

▼高校の種類

こうりつこうこう

公立高校
けん し せつりつ じゅぎょうりょう すべ がっこう おな

県や市が設立。授業料は全ての学校で同じです。
にほん こうこう

日本の高校

注意

こ う り つ し り つ ひ よ う お お ち が

※公立と私立はかかる費用が大きく違います。

しりつ しりつ よ かた おな し せつりつ しりつ

※市立と私立は読み方は同じですが、市が設立した「市立」と、
ぎょうせい みんかん せつりつ しりつ

行政ではない民間が設立した「私立」があります。
いばらきけん しりつ がっこう

（茨城県には「市立」の学校はありません。）

かてい じゅぎょう すたいる こうこう がくしゅう かてい

▼課程（授業スタイル）：高校には学習の課程が３つあります。

しりつこうこう

私立高校
みんかん せつりつ じゅぎょうりょう がっこう ちが

民間が設立。授業料が学校ごとに違います。

全日制
ぜんにちせい

・普
ふだ

段
ん

は
い
家

え
で

べ
勉
んき

強
ょう

します。
ま
毎
いに

日
ちが
学

っ
校
こう

へ行
い

きませんが、レ
れ
ポ

ぽー
ー

と
トを

さ
作

くせ
成

い
しスク

すく
ー

ー
リ
りん

ン
ぐ

グに行
い
ったり、

しけん う たんい しゅうとく

試験を受けて単位を修得します。
そつぎょう ねんいじょう

・卒業に３年以上かかります。

いばらきけん けんりつがっこう こう みとみなみこうとうがっこう

・茨城県の県立学校では 1校あります。（水戸南高等学校）

・おもに
へ

平
いじ

日
つ

の昼
ひる

間
ま

に
が

学
くし

習
ゅう

します。
ま

毎
いに

日
ちじ

授
ゅぎ

業
ょう

を受
う

けます。
おお ひと かてい まな

・多くの人がこの課程で学んでいます。
いばらきけん けんりつこうこう こう ぶんこう

・茨城県の県立高校では 8６校１分校あります。
がくねんせい おお

・学年制が多いです。
そつぎょう ねんかん

・卒業まで3年間です。

定時制
ていじせい

ちゅうい

ごぜん ごご やかん くぎ じかんたい じゅぎょう う

・午前、午後、夜間など区切られた時間帯で授業を受けます。
はたら かよ

・働きながら通うことができます。
そつぎょう ねんかん ねんかん そつぎょう せいど がっこう

・卒業に4年間かかります。3年間で卒業できる制度がある学校もあります。
いばらきけん けんりつこうこう こう

・茨城県の県立高校では 1２校あります。
たかはぎ ひたちこうぎょう おおただいいち みとのうぎょう みとみなみ かしまなだ つちうらだいいち いしおかだいいち

（高萩、日立工業、太田第一、水戸農業、水戸南、鹿島灘、土浦第一、石岡第一、
りゅうがさきだいいち くきざき ゆうきだいに こがだいいちこうとうがっこう

竜ケ崎第一、茎崎、結城第二、古河第一高等学校）

つうしんせい

通信制

▼ KATEI (Sistem Belajar) : Ada 3 program kelas belajar berbeda di SMA

▼ Jenis SMA

KOURITSU KOKO

(SMA Negeri)

SMA di Jepang

SHIRITSU KOKO

(SMA Swasta)

Didirikan oleh Prefektur/Kota.

※ Biaya SMA Negeri dan SMA Swasta sangat berbeda.

※ Istilah "SHIRITSU" digunakan saat menyebut SMA Negeri yang 

didirikan oleh pemerintah Kota dan SMA Swasta non-pemerintah. 

Seperti ini walaupun bunyi katanya sama dalam bahasa jepang, 

"SHIRITSU" memiliki dua arti kata yang berbeda.

(SMA Negeri Kota "SHIRITSU" tidak ada di Prefektur Ibaraki.)

Catatan!

ZENNICHI SEI

(Sistem Penuh 

Waktu)

・ Pelajar dapat mengambil kelas pada waktu tertentu di pagi, siang atau malam hari. 

・ Pelajar dapat bersekolah sambil bekerja. 

・ Waktu yang diperlukan hingga tamat adalah 4 Tahun. Ada juga sekolah yang 

menyediakan program 3 tahun hingga tamat. 

・ 12 SMA Negeri di Prefektur Ibaraki menerapkan sistem belajar ini. (SMA Takahagi, 

Hitachi Kogyo, Oota Daiichi, Mito Nogyo, Mito Minami, Kashimanada, Tsuchiura Daiichi,  

Ishioka Daiichi, Ryugasaki Daiichi, Kukizaki, Yuuki Daini, Koga Daiichi)

・ Kelas belajar diadakan pada waktu siang hari (Senin-Jumat) 

・ Pelajar diharuskan hadir dalam kelas setiap hari 

・ Hampir semua siswa belajar dengan sistem belajar ini 

・ 86 dan 1 cabang SMA Negeri di Prefektur Ibaraki menerapkan sistem belajar ini. 

・ Menerapkan sistem tingkat kelas (sistem naik kelas) 

・ Waktu yang diperlukan hingga tamat adalah 3 Tahun.

TEIJI SEI

(Sistem Paruh 

Waktu)

TSUSHIN SEI

(Sistem Jarak 

Jauh)

Biaya sekolah SMA Negeri semua sama.

Didirikan oleh swasta. Biaya sekolah berbeda-beda

・ Pada dasarnya belajar dari rumah.  Tidak diharuskan pergi ke sekolah setiap hari. 

Untuk mendapat kredit, pelajar diharuskan membuat laporan, mengikuti bimbingan

sekolah dan Ujian.

・ Waktu yang diperlukan hingga tamat adalah 3 tahun lebih.

・ 1 SMA Negeri di Prefektur Ibaraki menerapkan sistem belajar ini. (SMA Mito Minami)

II. Memilih Sekolah Menengah Atas/SMA Terbaik
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がっか しゅるい

▼学科の種類

だいがくしんがくさぽーと ちから い とくてい ぶんや じゅぎょう じっしゅう きかい おお

・「大学進学サポートに力を入れている」、「特定の分野の授業や実習の機会が多く、
しゅうしょくしえん う とくちょう

就職支援を受けやすい」などそれぞれに特徴があります。
そつぎょうせい しんろ けいこう こうこう えら さんこう ようちぇっく

・卒業生の進路の傾向も高校を選ぶときに参考になるので、要チェックです！

ふつうか

普通科

そうごうがっか

総合学科

さんこう いばらきけんきょういくいいんかい はいすくーるがいど がっか せつめい

参考：茨城県教育委員会「ハイスクールガイド」学科の説明

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/gakkodukuri/guide/040.html

くらす がくねん わ かた ちが しゅるい しすてむ

▼クラスや学年の分け方が違う２種類のシステムがあります。

・一般的な学科です。

・大学への進学に必要な教科（国語、英語、数学など）を中心に学びます。

【卒業後は？】 大学、短大、専門学校へ行く人が多いです。

いっぱんてき がっか

だいがく しんがく ひつよう きょうか こくご えいご すうがく ちゅうしん まな

そつぎょうご だいがく たんだい せんもんがっこう い ひと おお

専門学科
せんもんがっか

農業、 工業、 商業、 水産、 家庭、看護、 福祉、理数、 音楽、美術、 国際に関しての学科があります。

やりたい仕事について専門的な知識や技術を学べます。

資格取得に力を入れています。

【卒業後は？】大学などに進み、より専門的な勉強もできますが、就職する人も多いです。

工業系なら「自動車整備工場、建築事務所」など、

商業系なら「銀行、スーパー、デパート」など。

看護福祉系なら看護師や福祉士として病院などがあります。

のうぎょう こうぎょう しょうぎょう すいさん かてい かんご ふくし りすう おんがく びじゅつ こくさい かん がっか

しごと せんもんてき ちしき ぎじゅつ まな

しかくしゅとく ちから い

そつぎょうご だいがく すす せんもんてき べんきょう しゅうしょく ひと おお

こうぎょうけい じどうしゃせいびこうじょう けんちくじむしょ

しょうぎょうけい ぎんこう すーぱー でぱーと

かんごふくしけい かんごし ふくしし びょういん

・茨城県では原則的に単位制です。

・普通教育と専門教育の両方の勉強をします。

・将来、大学か就職か、進路を決めるための学習もします。

・生徒が学びたい科目、必要な科目を選んで学ぶことができます。

いばらきけん げんそくてき たんいせい

ふつうきょういく せんもんかきょういく りょうほう べんきょう

しょうらい だいがく しゅうしょく しんろ き がくしゅう

せいと まな かもく ひつよう かもく えら まな

学年制

単位制

がくねんせい

たんいせい

小学校や中学校のように、勉強する内容が学年によって大体決まっています。

学年によって勉強する内容が決まっているのではなく、必要な単位を修得していきます。

そして必要な単位をとることで卒業できます。

しょうがっこう ちゅうがっこう べんきょう ないよう がくねん だいたいき

がくねん べんきょう ないよう き ひつよう たんい しゅうとく

ひつよう たんい そつぎょう

▼ Jenis GAKKA (Jurusan) 

Referensi: Penjelasan GAKKA (Jurusan) "Pedoman Sekolah Menengah Atas" oleh Dewan Pendidikan

Prefektur Ibaraki 

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/gakkodukuri/guide/040.html

▼ Ada dua jenis sistem untuk menentukan tingkat kelas

・ Setiap GAKKA memiliki program yang berbeda. Contohnya, ada yang

mengutamakan supportnya agar siswa dapat lanjut kuliah, ada juga yang

menyediakan program belajar atau praktek di bidang spesifik agar dapat

memudahkan cari pekerjaan.

・ Kecenderungan karir yang dipilih siswa setelah lulus berbeda beda setiap SMA.

Cek pilihan siswa setelah lulus, lanjut sekolah atau langsung terjun ke dunia kerja?

FUTSU KA

(Jurusan Umum)

・ Jurusan Umum.

・ Belajar mata pelajaran untuk ujian masuk universitas  (Bahasa Jepang, Bahasa 

Inggris, Matematika, dll.).

【 Karir Setelah lulus 】 Banyak yang lanjut sekolah ke Universitas, Diploma, atau Sekolah 
Kejuruan.

SENMONGAKKA

(Jurusan

Spesialis

khusus)

Mata Pelajaran di bidang spesifik. Bidang pertanian, industri, perdagangan, perikanan, 

home economy, keperawatan, kesejahteraan sosial, sains, matematika, musik, seni, dan

hubungan internasional. 

Belajar Ilmu dan latihan keahlian bidang tertentu untuk bekerja.

Kurikulum ini mendukung siswa untuk mendapatkan Sertifikat Kualifikasi.

【 Karir Setelah lulus 】 Siswa dapat lanjut sekolah ke perguruan tinggi untuk belajar

lebih spesifik, namun kebanyakan langsung bekerja. Siswa lulusan jurusan

bidang industri contohnya bekerja di bengket perawatan mobil, kantor arsitek. 

Jurusan Bisnis bekerja di Bank, Supermarket, Department store dll. Jurusan

bidang keperawatan dan kesejahteraan, bekerja sebagai perawat atau care 

worker di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

SOGOGAKKA

(Jurusan Studi 

Terpadu)

・ Di Prefektur Ibaraki, SOGO GAKKA pada prinsipnya menggunakan sistem kredit semester 

・ Pelajar mempelajari kurikulum Umum dan Spesialis. 

・ Pelajar belajar untuk menentukan karir masa depan apakah melanjutkan kuliah ke perguruan 

tinggi atau langsung bekerja. 

・ Pelajar dapat memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari dan mata pelajaran yang perlu 

dipelajari.

GAKUNEN SEI

Sistem Tingkat Kelas

TAN ISEI

Sistem Kredit 

Semester

Materi pelajaran tidak ditentukan berdasarkan tahun ajaran tingkat kelas namun 

ditentukan berdasarkan jumlah kredit yang harus diambil. Pelajar dinyatakan 

lulus jika pelajar telah mengumpulkan jumlah kredit yang ditentukan.

Seperti SD dan SMP, materi pelajaran ditentukan di setiap tahun ajaran

tingkat kelas.

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/gakkodukuri/guide/040.html
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/gakkodukuri/guide/040.html
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▼学費について
がくひ

こうりつこうこう

公立高校
しりつこうこう

私立高校

にゅうがくせんこうてすうりょう

入学選考手数料

にゅうがくきん

入学金

じゅぎょうりょう

授業料

ぜんにちせい ていじせい

全日制 定時制 全日制
ぜんにちせい

2,200 円
えん

950 円
えん や

約
く

20,000 円
えん

（平
へい

均
きん

）

2,100 円
えん

えん ねん

118,800 円/年 1年間で約300,000円（平均）

や
約

く
250,000 円

えん
（平

へい
均
きん

）

※
き
金
んが
額

く
は

へ
変

んこ
更

う
されることがあります。

た かいひ こうえんかいひ せいとかいひ きょうざいひ りょこう しゅうがくりょこう つみたてきん

※その他「ＰＴＡ会費」「後援会費」「生徒会費」「教材費」「旅行（修学旅行など）積立金」などもかかります。

せいふく なつふく ふゆふく か ひつよう

※制服も夏服と冬服のそれぞれを買う必要があります。

しりつこうこう がくひ がっこう ちが

※私立高校の学費は、学校ごとに違います。

ここではいくつかの
が
学

っこ
校

う
の

へ
平
いき
均

ん
の

き
金
んが
額

く
が書

か
いてあります。

しりつこうこう こうりつこうこう ひよう おお ちが

私立高校と公立高校は費用が大きく違いますね。
かね き かた しょうがくきん かん ぺーじ ちぇっく

お金が気になる方は奨学金などに関して33～38ページをチェックしましょう！

5,650 円
えん

ねんかん やく えん へいきん

れい けんりつがっこう じょしせいと なつふく やく えん ふゆふく やく えん

例）ある県立学校では女子生徒の夏服は約16,000円、冬服は約43,000円かかります。
しりつがっこう じょしせいと なつふく やく えん ふゆふく やく えん

ある私立学校では女子生徒の夏服は約32,000円、冬服は約68,000円かかります。
がっこう た たいそうぎ ひよう べつ

どちらの学校もその他体操着などの費用は別にかかります。
がっこう ひつよう ねだん ちが がっこう かくにん

→学校によって必要なものや値段が違います。学校によく確認しましょう！

つうがくひ しら ひつよう きほん じてんしゃつうがく いちぶ がっこう ばいく つうがく かのう

※通学費についても調べる必要があります。基本は自転車通学ですが、一部の学校ではバイク通学も可能です。
でんしゃ ばす がくせいわりびき ていきけん ねんかんまいにちかよ かくにん かんが

※電車やバスの学生割引の定期券などもあります。3年間毎日通うので、よく確認をして、考えましょう。

にゅうがくきん めんじょ にゅうがくきん しょかいひ めんじょ がっこう せんせい そうだん

入学金などの免除→入学金や諸会費などを免除する学校もあります。先生に相談しましょう。

▼ Biaya sekolah (Gaku Hi)

※ Biaya sekolah SMA Swasta berbeda setiap sekolah

Biaya diatas adalah rata-rata biaya yang diambil dari biaya di beberapa sekolah.

※ Biaya dapat berubah sewaktu-waktu. 

※ Biaya lain yang dikenakan adalah Biaya Keanggotaan PTA, Biaya Asosiasi Sponsor, Biaya

Keanggotaan Siswa, Biaya Materi Pengajaran, dan Dana cadangan untuk wisata sekolah, dll. 

※ Biaya seragam musim panas dan musim dingin juga perlu disiapkan

Contoh) Di SMA Negeri, biaya seragam sekolah anak perempuan untuk musim panas sekitar

16.000 yen, sedangkan seragam musim dingin sekitar 43.000 yen. 

Di SMA Swasta, Di SMA Negeri, biaya seragam sekolah anak perempuan untuk musim

panas sekitar 32.000 yen, sedangkan seragam musim dingin sekitar 68.000 yen. 

Biaya seragam senam diluar biaya seragam diatas. 

→ Kebutuhan dan biaya sangat beragam tergantung dari setiap sekolah. Pastikan

komponen biaya yang diperlukan dengan pihak sekolah !

※ Penting juga mengetahui biaya transportasi menuju sekolah. Pada umumnya

transportasi ke sekolah menggunakan sepeda, namun ada juga beberapa sekolah

yang mengizinkan naik sepeda motor.

※  Diskon tiket komuter kereta dan bus tersedia khusus untuk siswa

sekolah. Cek biaya transportasi dan pertimbangkan baik-baik karena biaya

transportasi ini dikeluarkan setiap hari untuk pergi ke sekolah selama 3 tahun !

Biaya sekolah SMA Swasta dan SMA Negeri sangat berbeda ya…

Apabila khawatir dengan biaya, silakan langsung cek halaman 33-38 untuk program beasiswa !

えん ねん

32,400円/年

SMA Negeri

Biaya Daftar

Biaya Masuk

Biaya Sekolah

2,200yen

5,650yen

118.800 yen

/ tahun

32.400 yen 

/ tahun

950yen

2,100yen

SMA Swasta

Zennnichi sei
(Sistem Penuh Waktu)

±20.000 yen (rata-rata)

±250.000 yen (rata-rata)

±300.000 yen per tahun (rata-rata)

Zennichi sei
(Sistem Penuh Waktu)

Teiji sei

(Sistem Paruh Waktu)

Pembebasan biaya masuk sekolah → Ada beberapa sekolah yang membebaskan biaya masuk dan biaya

keanggotaan lainnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan guru sekolah !
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にゅうし

Ⅲ．入試について

いばらきけんりつこうこう にゅうがくしけん いっぱんにゅうがく

▼茨城県立高校の入学試験（一般入学）について

こうこう はい にゅうがくしけん にゅうし う ごうかく ひつよう

高校に入るには、入学試験（入試）を受けて合格する必要があります。
いっぱんてき おお ちゅうがくせい う けんりつこうこう せつめい

一般的に多くの中学生が受ける県立高校について説明します。

一般入学には２つ種類があります。

１．共通選抜
きょうつうせんばつ

２．特色選抜
とくしょくせんばつ

きょうつうせんばつ

共通選抜
きょうつうせんばつ

全日制 定時制

ぜんにちせい ていじせい

学力検査 令和４年3月3日（木）

がくりょくけんさ れいわ ねん がつ にち もくようび

試験の内容
しけん ないよう

学力検査 ・ ５教科

国語、社会、数学、理科、英語（リスニングあり）

がくりょくけんさ きょうか

こくご しゃかい すうがく りか えいご りすにんぐ

まずは １. 共通選抜 についてみてみましょう。

【試験パターン１】学力検査・5教科

国語、社会、数学、理科、英語（リスニング）

学校によっては面接があります。

【試験パターン２】学力検査・３教科

国語、数学、英語（リスニングあり）

必ず面接があります。（学校によっては作文

があります）

しけん ぱたーん がくりょくけんさ きょうか

こくご しゃかい すうがく りか えいご りすにんぐ

がっこう めんせつ

しけん ぱたーん がくりょくけんさ きょうか

こくご すうがく えいご りすにんぐ

かなら めんせつ がっこう さくぶん

１. 入学願書

２. 学力検査受検票

にゅうがくがんしょ

がくりょくけんさじゅけんひょう提出書類
ていしゅつしょるい

選抜資料

・

方法

せんばつしりょう

ほうほう

・中学校長から提出された調査書

・学力検査の成績

・その他選抜に関する資料

ちゅうがっこうちょう ていしゅつ ちょうさしょ

がくりょくけんさ せいせき

た せんばつ かん しりょう

・中学校長から提出された調査書

・学力検査の成績

・その他選抜に関する資料

ちゅうがっこうちょう ていしゅつ ちょうさしょ

た せんばつ かん しりょう

試験日
しけんび

いっぱんにゅうがく しゅるい

▼ Ujian Masuk (Seleksi Umum) SMA Negeri Prefektur Ibaraki

Pertama, mari kita lihat 1. KYOTSU SENBATSU (Seleksi Umum)

Ada 2 Jenis Ujian Umum

(IPPAN NYUGAKU) 

１．KYOTSU SENBATSU

(Seleksi Umum)

２．TOKUSHOKU SENBATSU

(Seleksi Khusus)

がくりょくけんさ せいせき

Untuk bisa masuk, siswa wajib lulus Ujian masuk SMA.

Berikut adalah penjelasan mengenai Seleksi Masuk dimana hampir semua anak SMP 

mengikuti seleksi ini untuk masuk SMA Negeri.

KYOUTSU SENBATSU (Seleksi Umum)

ZENNICHI SEI (Sistem Penuh Waktu) TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu)

Tanggal Ujian Ujian Kemampuan Belajar : 3 Maret 2022 (Kamis)

Isi Ujian

Ujian Kemampuan Belajar

5 Mata Pelajaran

Bahasa Jepang, Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS), Matematika, Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa 

Inggris (ada Ujian Listening)

Persyaratan

Dokumen

1. NYUGAKU GANSHO (Formulir Pendaftaran Masuk)

2. GAKURYOKU KENSA JYUKENHYO (Kartu Peserta Ujian Kemampuan Belajar)

Dokumen

danMetode

Penyeleksian

・CHOSASHO (Rapor sekolah) yang dibuat

oleh kepala sekolah SMP calon siswa

・Hasil nilai Ujian Kemampuan Belajar

・Dokumen pendukung lainnya

・CHOSASHO (Rapor sekolah) yang dibuat
oleh kepala sekolah SMP calon siswa

・Hasil nilai Ujian Kemampuan Belajar, 
Hasil wawancara, Hasil penilaian esai
(tergantung sekolah)

・Dokumen pendukung lainnya

III. Ujian Masuk Sekolah Menengah Atas/SMA

【Patern Ujian 1】
Ujian Kemampuan Belajar 5 Mata Pelajaran

Bahasa Jepang, Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS), Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam

(IPA), Bahasa Inggris (ada Ujian Listening).

Ujian wawancara (tergantung sekolah).

--------------------------------
【 Patern Ujian 2】
Ujian Kemampuan Belajar3 Mata Pelajaran

Bahasa Jepang, Matematika, Bahasa

Inggris(ada Ujian Uji Listening). Ujian

Wawancara (Wajib)

Ujian menulis esai (tergantung sekolah)
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Syarat 
Pendaftaran

全日制

ぜんにちせい

定時制

ていじせい

応募資格
おうぼしかく

○ ○

○

○

にほん ちゅうがっこう そつぎょう ねん がつそつぎょう よてい ひと

日本の中学校を卒業または2022年3月卒業する予定の人。
かいがい ねん がっこうきょういく かてい そつぎょう しゅうりょう

あるいは海外で9年の学校教育の課程を卒業（修了）または
ねん がつそつぎょうしゅうりょう よてい ひと

2022年3月卒業（修了）する予定の人。

ほごしゃ いばらきけんない す ひと

保護者とともに茨城県内に住んでいる人

す ばしょ はたら ばしょ いばらきけんない ひと

住んでいる場所または働いている場所が茨城県内の人

※自分に応募資格があるかどうか、中学校の先生と相談しましょう。
じぶん おうぼしかく ちゅうがっこう せんせい そうだん

合格発表 令和 4 年 3 月 14 日（月）

持ち物

かなら も じゅけんひょう えんぴつ け ごむ こんぱす さんかくじょうぎ ちゅうしょく

（必ず持っていくもの）受検票、鉛筆、消しゴム、コンパス、三角定規、昼食、うわばき
も したじ えんぴつけず とう ぶんぐ

（持っていってもいいもの）下敷き、鉛筆削り等の文具
も とけい とけいきのう じしょきのう

（持っていくといいもの）時計（計算機能や辞書機能のないもの）
えんぴつ しゃーぷぺんしる

※鉛筆はシャープペンシルでもよい。
けいたいでんわ けんさしつ も こ

※携帯電話は検査室に持ち込めません。

ごうかくはっぴょう れいわ ねん がつ にち げつようび

も もの

しけんび にち かもく しけん う しけん

※試験日１日に５科目の試験を受けます。（試験は9：20～15：20）
えいご こくご すうがく ちゅうしょく しゃかい りか じゅんばん

（英語、国語、数学、昼食、社会、理科の順番です。）
かもく しけんじかん ぷん

※1科目の試験時間は50分です。
ひるやす ちゅうしょく わす

※お昼休みがあります。昼食を忘れずに！

Telah menyelesaikan atau akan menyelesaikan

pendidikan SMP di Maret 2022. Atau telah dinyatakan

lulus (selesai) / akan dinyatakan lulus (selesai)

pendidikan sekolah 9 tahun di luar negeri di Maret 2022.

Calon siswa dan orang tuanya berdomisili di Prefektur Ibaraki.

ZENNICHI TEIJI

○

○

○

○ Tempat tinggal atau tempat kerjanya di Prefektur Ibaraki.

※ Apakah dirinya memenuhi syarat masuk atau tidak ? Pastikan dengan Guru SMP 

yang bersangkutan !

Pengumuman

Hasil Ujian 14 Maret 2022 (Senin)

Apa yang harus

dibawa ?

(Wajib dibawa)   Kartu Peserta Ujian, Pensil, Penghapus, Kompas, Penggaris Segitiga, Makan

siang, UWABAKI (sepatu dipakai dalam ruangan)

(Boleh dibawa)   Alat tulis seperti SHITAJIKI (Alas Tulis), Rautan.

(Lebih baik dibawa)   Jam tangan (yang tidak ada fungsi sebagai kalkulator atau kamus)

※ Pensil Mekanik boleh dipakai

※ Handphone tidak diperkenankan dibawa masuk ke ruangan Ujian

※5 mata pelajaran diuji dalam 1 hari (Jam Ujian mulai dari 9:20 sampai 15:20.)

(Urutan Ujian adalah Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Matematika, Makan Siang, IPS, IPA)

※Waktu Ujian satu mata pelajaran adalah 50 menit .

※Ada waktu istirahat makan siang. Jangan lupa bawa makan siang!
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がくりょくけんさ れいわ ねん がつ にち もくようび

学力検査 令和 4年３月3日（木）

面接など 令和 4年3月４日（金）

しけん ないよう

試験の内容

【学力検査・5教科＋面接 （必ずあります）】
こくご しゃかい すうがく りか えいご りすにんぐ

国語、社会、数学、理科、英語（リスニングあり）

※学校によって、作文や実技検査があります。

せんせい いっしょ かくにん う こうこう かくにん

先生と一緒に確認しましょう。受けたい高校の HP で確認することもできます。

にゅうがくがんしょ

１．入学願書
がくりょくけんさじゅけんひょう

２．学力検査受検票
しがんりゆうしょ

３．志願理由書

ていしゅつしょるい がっこう せんせい いっしょ かくにん

※提出書類は学校の先生と一緒によく確認しよう。

も もの

持ち物

次に ２ .  特色選抜 についてみてみましょう。
つぎ とくしょくせんばつ

大切！
たいせつ

とくしょくせんばつ ぶんか げいじゅつ すぽーつ さいのう じっせき せいと せんばつ

特色選抜は文化、芸術やスポーツなどで才能や実績がある生徒のための選抜です。

れいわ ねんど いばらきけん ぜんにちせい こう ぶんこう こう こう とくしょくせんばつ おこな

令和 4 年度は茨城県の全日制 86校 1 分校のうち 65 校 1 校が特色選抜を行います。

がっこう せんばつ しりょう はいてん ちが おうぼ きじゅん ないよう ちが

学校によって選抜のための資料や配点が違います。応募できる基準や内容も違います。

とくしょくせんばつ じゅけん おも せいと がっこう せんせい そうだん じぶん おうぼ かくにん

特色選抜で受験したいと思っている生徒は学校の先生によく相談して、自分が応募できるかどうか確認しましょう。

特色選抜
とくしょくせんばつ

試験日
しけんび

めんせつ れいわ ねん がつ にち きんようび

提出書類

ていしゅつしょるい

がくりょくけんさ きょうか めんせつ かならず

がっこう さくぶん じつぎけんさ

合格発表
ごうかくはっぴょう

令和 4年 3 月 14 日（月）
れいわ ねん がつ にち げつようび

Selanjutnya, Mari kita lihat 2. TOKUSHOKU SENBATSU (Seleksi Khusus)

Seleksi khusus adalah untuk pelajar yang memiliki bakat dan prestasi menonjol

di bidang budaya, seni, olahraga, dll.

Di Ibaraki ada 65 dan 1 cabang sekolah dari total 86 sekolah dan 1 cabang sekolah ZENNICHI SEI (Sistem

Penuh Waktu) mengadakan Ujian Seleksi Khusus ini. Dokumen dan Penilaian Seleksi berbeda-beda setiap

sekolah.Kriteria Persyaratan dan Konten Pendaftarannya juga beragam. 

Pelajar yang ingin mengikuti Seleksi Khusus ini disarankan konsultasi dengan guru sekolah untuk memastikan 

apakah dirinya memenuhi syarat pendaftaran atau tidak.

Penting!

TOKUSHOKU SENBATSU(Seleksi Khusus)

Tanggal Ujian

Ujian

かなら も じゅけんひょう えんぴつ け ごむ こんぱす さんかくじょうぎ ちゅうしょく

（必ず持っていくもの）受検票、鉛筆、消しゴム、コンパス、三角定規、昼食、うわばき
も したじ えんぴつけず とう ぶんぐ

（持っていってもいいもの）下敷き、鉛筆削り等の文具
も とけい とけいきのう じしょきのう

（持っていくといいもの）時計（計算機能や辞書機能のないもの）
えんぴつ しゃーぷぺんしる

※鉛筆はシャープペンシルでもよい。
けいたいでんわ けんさしつ も こ

※携帯電話は検査室に持ち込めません。

Ujian Kemampuan Belajar 3 Maret 2022 (Kamis)

Wawancara, dll 4 Maret 2022 (Jumat)

Ujian Kemampuan Belajar • 5 mata pelajaran + wawancara (Wajib)】

Bahasa Jepang, IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris (ada Ujian Listening)

Tergantung sekolah, ada Ujian Menulis Esai dan Ujian Praktek.

※Konsultasikan dengan Guru Sekolah. Untuk informasi selengkapnya

bisa dicek dari Web Site SMA yang yang mengadakan Seleksi Khusus.  

Persyaratan 

Dokumen

1. NYUGAKU GANSHO (Formulir Pendaftaran Masuk)

2. GAKURYOKU KENSA JYUKENHYO (Kartu Peserta Ujian)

3. SHIGAN RIYUSHO (Surat Permohonan Masuk Sekolah)

※ Cek Persyaratan Dokumen dengan Guru Sekolah !

Pengumuman 

Hasil Ujian 14 Maret 2022 (Senin)

Apa yang harus

dibawa ?

(Wajib dibawa) Kartu Peserta Ujian, Pensil, Penghapus, Kompas, Penggaris Segitiga, Makan siang, 

UWABAKI (sepatu dipakai dalam ruangan)

(Boleh dibawa) Alat tulis seperti SHITAJIKI (Alas Tulis), Rautan.

(Lebih baik dibawa) Jam tangan (yang tidak ada fungsi sebagai kalkulator atau kamus)

※ Pensil Mekanik boleh dipakai.

※ Handphone tidak diperkenankan dibawa masuk ke ruangan Ujian
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がいこくじんせいと らいにち ねんいない とくれいにゅうがくしゃせんばつ

▼外国人生徒（来日から３年以内）の特例入学者選抜について

いっぱんにゅうがくいがい

一般入学以外に、

がいこくじんせいと らいにち ねんいない とくべつ せんばつ えら

外国人生徒（来日から３年以内）のための特別の選抜も選ぶことができます。

がくりょくけんさ れいわ ねん がつ にち もくようび

学力検査 令和 4年3月 3 日（木）

しけん ないよう

試験の内容

１．

２．

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/nyuusi/h30/kousaisoku/

３．

ようちぇっく

要チェック！

いばらきけんない すべ けんりつこうこう がいこくじんせいと とくれいにゅうがくしゃせんばつ おこな

茨城県内の全ての県立高校で外国人生徒の特例入学者選抜が行われます！

ぼしゅうじんいん かくこうこう こと ぜんにちせい ていじせいかてい かく めいいじょう

募集人員は各高校によって異なります。（全日制および定時制課程で各２名以上です）

おお ひと おな こうこう がいこくじんせいと とくれいにゅうがくしゃせんばつ う ばあい きょうそうばいりつ たか

多くの人が同じ高校で外国人生徒の特例入学者選抜を受けた場合は競争倍率が高くなることがあります。

全日制／定時制
ぜんにちせい ていじせい

試験日
しけんび

学力検査3教科 （英語、国語、数学）+面接
がくりょくけんさ きょうか えいご こくご すうがく めんせつ

入学願書
にゅうがくがんしょ

志願の手続き

しがん てつづ

外国人特例入学者選抜 海外在住状況説明書 ＝ 「外国人海外在住説明書」
がいこくじんとくれいにゅうがくしゃせんばつかいがいざいじゅうじょうきょうせつめいしょ がいこくじんかいがいざいじゅうせつめいしょ

住民票 （国籍、在留資格 及び在留期間が記載してあるもの）
じゅうみんひょう こくせき ざいりゅうしかく およ ざいりゅうきかん きさい

しがんさきの へんこう かい がつ にち がつ にち かかん

※ 志願先の変更は1回のみ。（2月17日 ～ 2月18日の2日間のみ）

がいこくじんせいと とくれいにゅうがくしゃせんばつ しゅつがん ばあい

※ 外国人生徒の特例入学者選抜に出願した場合は、

いっぱんにゅうがく ほか がっこう がいこくじんせいと とくれいにゅうがくしゃせんばつ かい かぎ へんこう

一般入学か他の学校の外国人生徒の特例入学者選抜へ、1回に限り変更できます。

いっぱんにゅうがく しゅつがん ばあい がいこくじんとくれいせんばつ へんこう

一般入学に出願した場合、外国人特例選抜への変更はできません。

しがんさき へんこう

志願先の変更について

選抜資料
・

方法

せんばつしりょう

ほうほう

▼ Ujian Seleksi Khusus Pelajar Asing (Tidak melebihi 3 tahun sejak datang ke jepang)

Semua SMA di Prefektur Ibaraki menyelenggarakan Ujian Seleksi Khusus Pelajar Asing ! 

Kapasitas jumlah pelajar asing yang dapat masuk melalui seleksi khusus ini ditentukan 

oleh masing-masing sekolah. (Kapasitas minimum 2 pelajar di masing-masing  ZENNICHI 

SEI (Sistem Penuh Waktu)  dan TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu))

Semakin banyak pelajar asing mengikuti Ujian Seleksi Khusus Pelajar Asing di SMA yang 

sama, maka semakin tinggi tingkat persaingannya.

Cek informasi 

berikut !

ちゅうがっこうちょう ていしゅつ ちょうさしょ

・中学校長から提出された調査書

がくりょくけんさ せいせき めんせつ けっか た しりょう

・学力検査の成績、面接の結果やその他の資料

がっこう がっか とくしょく きょういく う のうりょく てきせい そうごうてき はんてい

・学校や学科などの特色にあっているか,教育を受けるための能力や適性があるかを総合的に判定

Selain Ujian Seleksi Umum, sekolah juga menyelenggarakan seleksi khusus pelajar asing

(tidak melebihi 3 tahun sejak datang ke jepang).

ZENNICHI SEI (Sistem Penuh Waktu) /TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu)

Tanggal 

Ujian
Ujian Kemampuan Belajar  3 Maret 2022 (Kamis)

Ujian 3 Mata Pelajaran (Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, dan Matematika) + Wawancara

Proses 

Pendafta

ran

１．NYUGAKU GANSHO (Formulir Pendaftaran Masuk)

２．GAIKOKUJIN TOKUREI NYUGAKUSHA SENBATSU KAIGAI ZAIJYU JYOKYO SETSUMEISHO

＝ “GAIKOKUJIN KAIGAI ZAIJYU SETSUMEISHO / Pernyataan mengenai StatusTempat 

Tinggal  ”http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/nyuusi/h30/kousaisoku/

３．JYUMINHYO (Sertifikat Register Penduduk : tertera Kewarganegaraan, Status Visa dan

Masa Tinggal).

Apabila ingin mengubah pengajuan pendaftaran (ingin daftar ke sekolah yang berbeda) :

※ Perubahan pendaftaran hanya dapat diajukan 1 kali. (Masa Pengajuannya terbatas. 

Hanya selama 2 hari dari 17 Februari hingga 18 Februari)

※ Apabila yang diajukan adalah Pendaftaran Seleksi Khusus Siswa Asing, Pendaftar

dapat mengubah permohonannya untuk mendaftar Seleksi Umum atau Seleksi

Khusus Siswa Asing Sekolah lain perubahan hanya diperbolehkan 1 kali. Namun 

apabila yang diajukan adalah Pendaftaran Seleksi Umum, Pendaftar TIDAK DAPAT 

mengubah permohonannya untuk mendaftar  Seleksi Khusus Siswa Asing.

Dokumen dan 

Metode 

Penyeleksian

・ CHOSASHO (Rapor sekolah) yang dibuat oleh kepala sekolah SMP calon siswa 

・ Hasil nilai Ujian Kemampuan Belajar, Hasil wawancara dan dokumen terkait lainnya 

・ Penilaian komprehensif dari segi apakah pendaftar memenuhi kriteria sekolah atau jurusan yang 

ada, apakah pendaftar memiliki kemampuan dan daya adaptasi  untuk menerima pendidikan di 

sekolah atau tidaknya.

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/nyuusi/h30/kousaisoku/
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/nyuusi/h30/kousaisoku/
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持ち物
も もの

〇

〇

応募資格
おうぼしかく

くわ しんろしどう せんせい そうだん

※詳しくは進路指導の先生に相談しよう！

えいご こくご すうがく ちゅうしょく めんせつ じゅんばん

( 英語、国語、数学、昼食、面接の順番です。）

★面接は試験の日の午後にあります。

かもく しけん じかん ぷん

※１科目の試験の時間は 50 分です。

ひるやす ちゅうしょく わす

※お昼休みがあります。昼食を忘れずに！

しけんび にち かもく ひっきしけん めんせつ う しけん

※試験日１日に３科目の筆記試験と面接を受けます。（試験は９:20～）

めんせつ しけん ひ ごご

参考資料：茨城県教育委員会「令和4年度茨城県立高等入学者選抜実施細則」など

さんこうしりょう いばらきけんきょういくいいんかい れいわ ねんどいばらきけんりつこうとうがっこうにゅうがくしゃせんばつじっしさいそく

全日制
ぜんにちせい

定時制
ていじせい

〇

〇

〇 〇

〇 〇

にほん ちゅうがこう そつぎょう ねん がつ そつぎょう よてい ひと

日本の中学校を卒業または２０２2年３月卒業する予定の人。
かいがい ねん がっこうきょういく かてい そつぎょう しゅうりょう

あるいは海外で9年の学校教育の過程を卒業（修了）または
ねん がつそつぎょうしゅうりょう よてい ひと

２０２2年3月卒業（修了）する予定の人。

ほごしゃ いばらきけんない す ひと

保護者とともに茨城県内に住んでいる人、
にゅうがく とき す よてい ひと

入学する時までに住む予定の人。

住んでいる場所または働いている場所が茨城県内の人。
す ばしょ はたら ばしょ いばらきけんない ひと

令和4年度の入学者選抜で、他の公立高等学校に出願しない人。
れいわ ねんど にゅうがくしゃせんばつ ほか こうりつこうとうがっこう しゅつがん

外国籍の人で、入国してから日本にいる期間が3年以内の人。
がいこくせき ひと にゅうこく にほん きかん ねんいない ひと

げんそく にゅうこく ひ れいわ ねん がつついたち

★原則として入国した日から令和4年3月1日までに
ねん

3年たっていないこと

合格発表
ごうかくはっぴょう

令和 4年 3 月 14 日（月）

れいわ ねん がつ にち げつようび

〇

Telah menyelesaikan atau akan menyelesaikan pendidikan SMP di 

Maret 2022. Atau telah dinyatakan lulus (selesai) / akan dinyatakan

lulus (selesai) pendidikan sekolah 9 tahun di luar negeri di Maret 2022.

〇

〇

〇

〇 〇

〇 〇

ZENNICHI        TEIJI

※ Untuk informasi selengkapnya, Konsultasikan dengan guru bimbingan karir di sekolah !

※ Ujian 3 mata pelajaran dan wawancara dalam 1 hari. (Ujian dimulai dari 9:20.)

(Urutan Ujian adalah Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Matematika, Makan Siang, Wawancara.)

★Wawancara dilakukan pada waktu siang hari. 

※ Waktu Ujian untuk satu mata pelajaran adalah 50 menit. 

※ Ada Jam istirahat makan siang. Jangan lupa bawa makan siang!

Data referensi: Dewan Pendidikan Prefektur Ibaraki "REIWA 4NENDO IBARAKI KENRITSU KOTO 

GAKKO NYUGAKUSYA SENBATSU JISSHI SAISOKU"

Syarat 

Pendaft

aran

かなら も じゅけんひょう えんぴつ け ごむ こんぱす さんかくじょうぎ ちゅうしょく

（必ず持っていくもの）受検票、鉛筆、消しゴム、コンパス、三角定規、昼食、うわばき
も したじ えんぴつけず とう ぶんぐ

（持っていってもいいもの）下敷き、鉛筆削り等の文具
も とけい とけいきのう じしょきのう

（持っていくといいもの）時計（計算機能や辞書機能のないもの）
えんぴつ しゃーぷぺんしる

※鉛筆はシャープペンシルでもよい。
けいたいでんわ けんさしつ も こ

※携帯電話は検査室に持ち込めません。

Calon Siswa dan Orang tuanya tinggal atau berencana

tinggal di Prefektur Ibaraki pada saat masuk sekolah.

Tempat tinggal atau tempat kerjanya di Prefektu Ibaraki.

Pelajar asing yang masa tinggalnya di jepang tidak melebihi 3 tahun

sejak kedatangan. ★ Pada dasarnya, sejak masuk negara Jepang

hingga 1 Maret 2022 masa tinggalnya tidak melebihi 3 tahun.

Pelajar tidak mengajukan pendaftaran masuk tahun

ajaran April 2022 di SMA Negeri lain.

Pengumum
an Hasil

Ujian
14 Maret 2022 (Senin)

Barang
dibawa

(Wajib dibawa) Kartu Peserta Ujian, Pensil, Penghapus, Kompas, Penggaris Segitiga, Makan siang, 

UWABAKI (sepatu dipakai dalam ruangan) 

(Boleh dibawa) Alat tulis seperti SHITAJIKI (Alas Tulis), Rautan. 

(Lebih baik dibawa) Jam tangan (yang tidak ada fungsi sebagai kalkulator atau kamus) 

※ Pensil Mekanik boleh dipakai

※ Handphone tidak diperkenankan dibawa masuk ke ruangan Ujian



Karena setiap SMA swasta memiliki keunikan program belajar, sangat penting

bagi calon siswa untuk mengenal suasana lingkungan sekolah, materi belajar

dan program pendidikan yang tersedia di masing-masing SMA. Siswa

disarankan untuk berpartisipasi ikut Pameran Sekolah Swasta Prefektur Ibaraki 

(yang sering diadakan pada bulan Juni dan Juli setiap tahun), dan aktif

mengikuti Tur sekolah.

Informasi lengkap mengenai

Pameran Sekolah Swasta

Prefektur Ibaraki bisa dicek dari sini

http://www.ibaraki-shigaku.jp.

2019

しりつこうこうにゅうし

▼私立高校入試について

かくがっこう こせい ゆた いばらきけんしがく ふぇあ まいとし がつ かいさい

各学校、個性が豊かなので、茨城県私学フェア（毎年６、７月に開催している

場合が多いです）に参加したり、学校見学に積極的に参加して学校の雰囲気、

勉強の内容や特色などをよく知ることも大切です。

いばらきけんしがく ふぇあ かん

茨城県私学フェアに関しては

http://www.ibaraki-shigaku.jp
けんさく

で検索できます。

私立高校受験の日程について：

いばらきけん おお がっこう しけんび がつ しゅつがん きかん がつ おお

・茨城県では多くの学校の試験日は１月です。出願の期間は12 月のところが多いです。

がっこう じゅけんび こと かくにん

・学校によって受験日が異なります。よく確認しましょう。

しけん ひ ちが ばあい がっこう しけん う かのう たんがんじゅけん ばあい

・試験の日が違う場合はいくつかの学校の試験を受けることが可能です。( 単願受験の場合はできません。）

しりつこうこう とくちょう

私立高校の特徴は

かくがっこう とくちょう

・各学校によって特徴があります。

がっこう がっか こーす くらす おお こと

・学校によって、学科、コース、クラスが大きく異なります。

だいがくふぞくこうこう ばあい だいがく しんがく かんが せいと にゅうがく

・大学附属高校の場合は、その大学に進学を考えている生徒にとって入学しやすいことがあります。

ぶかつどう ちから い がっこう おお すぽーつ ぶんか げいじゅつ せっきょくてき と く せいと

・部活動に力を入れている学校も多く、スポーツ、文化、芸術などに積極的に取り組みたい生徒に
めりっと とくたいせい すいせん がくりょくいがい さいのう い こうこうじゅけん

とってメリットがあります。（「特待生」「推薦」など学力以外の才能を生かして高校受験でき
ばあい

る場合もあります。）

いばらきけんない す せいと ほか けん き がくせい

・茨城県内に住んでいる生徒だけではなく、他の県から来ている学生もいます。

いばらきけん す せいと けんがい しりつ こうこう じゅけん かのう

・茨城県に住んでいる生徒が、県外にある私立の高校を受験することも可能です。

がくひ ほか がっこう きんがく こうりつこうこう いっぱんてき たか ばあい おお

・学費やその他 、学校にかかる金額が公立高校より、一般的に高い場合が多いです。

ばあい おおい さんか がっこうけんがく せっきょくてき さんか がっこう ふんいき

べんきょう ないよう とくしょく し たいせつ

しりつこうこうじゅけん にってい

▼ Ujian Masuk SMA Swasta

Ciri-ciri SMA Swasta adalah:

Jadwal Ujian masuk SMA swasta: 

・ Ujian SMA Swasta di Prefektur Ibaraki sebagian besar dilaksanakan di bulan Januari. Pengajuan pendaftaran 

masuk kebanyakan pada bulan Desember.

・ Jadwal Ujian di setiap SMA Swasta berbeda-beda. Cek dengan baik jangan sampai jadwalnya salah ! 

・ Pendaftar bisa mengikuti beberapa Ujian SMA swasta apabila tanggal Ujiannya berbeda (Apabila pendaftar 

mengajukan TAN-GAN (Pengajuan Tunggal) maka pengajuan jamak tidak diperbolehkan.) 

・ Setiap sekolah memiliki ciri khasnya masing-masing.

・ Kurikulum, Jurusan, dan Kelas belajar berbeda beda di setiap SMA.

・ Beberapa SMA swasta berafiliasi dengan universitas. Bagi yang berminat melanjutkan kuliah

ke universitas tersebut, ada kemungkinan akan bisa masuk lebih mudah.

・ Apabila ingin terlibat aktif pada kegiatan olahraga, budaya dan seni, banyak juga sekolah yang fokus

pada kegiatan klubnya. (Selain Ujian kemampuan belajar, ada juga Ujian Seleksi "Tokutaisei" atau

"Suisen" untuk siswa yang memiliki berbakat di bidang khusus)

・ Menerima pendaftaran siswa dari luar Prefektur Ibaraki juga.

・ Tentu saja Siswa yang tinggal di Prefektur Ibaraki juga dapat mendaftar ujian masuk SMA 

wasta di luar prefektur.

・ Pada umumnya Biaya sekolah dan biaya lainnya lebih tinggi dibandingkan SMA Negeri.

http://www.ibaraki-shigaku.jp/
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れいわ ねんどいばらきけんりつこうとうがっこう ぜんにちせい ていじせい にゅうがくしゃせんばつにっていひょう

▼令和4年度茨城県立高等学校（全日制・定時制）入学者選抜日程表
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建国記念日
けんこくきねんび

し ゅ ん ぶ ん ひ

春分の日

郵送消印有効日 ※
ゆうそうけしいんゆうこうび

第 2 次募集出願期間
だいにじぼしゅうしゅつがんきかん

だいにじぼしゅう しゅつがん ひと

（第２次募集に出願する人のみ）

にゅがくがんしょ ちょうさしょ ていしゅつ がつ にち ゆうそう ばあい がつ にち だ

※入学願書・調査書の提出は２月10日までです。郵送する場合 は 2月９日 までに出さなくてはいけません。
ちょくせつがっこう とど ばあい うけつけじかん じ じ

直接学校に届ける場合、受付時間は９時から 1６時までです。最終日は12:00までです。
にほん ちゅうがっこう そつぎょう そつぎょう よてい ひと ちゅうがっこう つう しゅつがん

日本の中学校を卒業したか、卒業する予定の人は、中学校を通じて出願します。
ひつよう しょるい じゅんび ほごしゃ がっこう せんせい かくにん ようい

必要な書類の準備は保護者と学校の先生とよく確認しながら用意しましょう！
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一般入学学力検査
いっぱんにゅうがくがくりょくけんさ

一般入学特色選抜面接等、実技検査
いっぱんにゅうがくとくしょくせんばつめんせつとう じつぎけんさ

第２次学力検査
だい じがくりょくけんさ

一般入学出願期間
いっぱんにゅうがくしゅつがんきかん

志願先変更（変更希望の人のみ）
しがんさきへんこう へんこうきぼう ひと

ごうかくしゃ はっぴょう

だいに じ ごうかくしゃ はっぴょう

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

MIN

SEN

SEL

RAB
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RAB
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JUM
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MIN
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RAB
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Tanggal kedaluwarsa perangko※

Pengajuan Dokumen

Pendaftaran Ujian Seleksi

Umum

Menerima Permohonan

Pengubahan Pendaftaran

(hanya untuk yang ingin

mengubah)

Hari Pembangunan Nasional

Ulang tahun kaisar

Hari Ekuinoks Vernal

Uj ian Kemampuan Belajar

W awancara dan Uj ian Prak tek untuk TOKUSHOKU 

SENBATSU (Seleks i Khusus)  

Pendaftaran gelombang ke-2 

(hanya untuk yang mengajukan)

Ujian Kemampuan Belajar ke-2

Pengumuman Hasil Ujian untuk pendaftaran

gelombang ke-2

※Hari terakhir deadline pengiriman Formulir Pendaftaran Masuk dan CHOUSASHO adalah tanggal 10 

Februari. Apabila dokumen dikirimkan melalui pos, maka harus dikirimkan paling lambat tanggal 9 Februari. Apabila

dokumen langsung diantarkan ke sekolah, jam penerimaan dokumen adalah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Apabila

pendaftar telah lulus atau dijadwalkan lulus SMP jepang, maka dokumen akan dikirimkan melalui sekolah SMPnya. Siapkan

dokumen yang diperlukan dengan orang tua dan guru sekolah!

▼ Jadwal Pendaf taran Masuk Siswa baru SMA Neger i Prefek tur Ibarak i  Apr i l  

2022 (ZENNICHI  SEI  ( Sis tem Penuh Waktu)  ,  TEIJ I  SEI  (Sis tem Paruh Waktu)) .

2月 3月
がつ がつ

SEL

Pengumuman Hasil Ujian

第 2 次合格者の発表

合格者の発表
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IV. Saran untuk Siswa asing!
にゅうがくしけん がいこくじんせいと あどばいす

Ⅳ．入学試験をうける外国人生徒へのアドバイス！
ひっけん

必見！

市立中学校国際学級担当 K 先生

A

ちゅうがく ねんせい ふゆ なつやす ほう おも ふゆやす

H さん：中学 3 年生の冬くらいからです。夏休みからした方がいいと思います。冬休みからするととても

た
大
いへ

変
ん
です。 A さん：3

ね
年
んせ
生

い
になってからです。

こうはい あどばいす

８ 後輩への アドバイス

H さん：自
じぶ

分
ん

の
ゆ

夢
め

でもあり、
だ

大
い

学
がく

進
しん

学
が

を
く

かなえることができると
お

思
も

ったからです。 A さん：なし

A さん：
いっ

一
ぱ

般
んに

入
ゅう

学
が

で
く

す。H さん：
が

外
いこ

国
く

人
じん

生
せい

徒
と

の
と

特
くれ

例
いに

入
ゅ

学
うが

者
くし

選
ゃせ

抜
んば

。
つ

H さん：
す

数
うが

学
く

がにがてなので、
す

数
うが

学
く

の基
きそ

礎の
も

問
んだ

題
い

をたくさん解
と

きました。
にほんご がんば

A さん：日本語を頑張ってやりました。

しりつちゅうがっこうこくさいがっきゅうたんとう せんせい

せんぱい あどばいす

いにしゃる

先輩からのアドバイス

イニシャル H
いにしゃる

イニシャル

つながりのある国 フィリピン、日本

中学校名 常総市立水海道中学校

高校名 茨城県立水海道第二高等学校

くに ふぃりぴん にほん

ちゅうがっこうめい じょうそうしりつみつかいどうちゅうがっこう

こうこうめい いばらぎけんりつみつかいどうだいにこうとうがっこう

つながりのある国 パキスタン

中学校名 常総市立立石下西中学校

高校名 茨城県立立石下紫峰高等学校

くに ぱきすたん

ちゅうがっこうめい じょうそうしりつりついしげにしちゅうがっこう

こうこうめい いばらぎけんりつりついしげしほうこうとうがっこう

Sangat Penting !

Saya akan memberikan saran mengenai Ujian Masuk Siswa Asing berdasarkan

pengalaman saya saat menangani kelas internasional. Pertama, menurut saya

kemampuan membaca dan menulis bahasa jepang adalah kemampuan dasar yang 

harus dikembangkan. Untuk mengembangkan kedua kemampuan ini, biasakanlah

menulis dan membaca buku bahasa Jepang secara terus menerus. Saya melihat

banyak anak yang bisa berbicara bahasa jepang dengan lancar tetapi kemampuan menulis dan membacanya

kurang. Sebaliknya, terlepas dari berapa lamanya tinggal di jepang, siswa yang menyukai buku cenderung

memahami banyak kosa kata dan pandai menulis, jadi saya sarankan untuk banyak membaca buku. Selanjutnya, 

sangat penting juga untuk mengetahui mata pelajaran mana yang dikuasai dan mana yang kurang. Saya merasa

masih banyak siswa asing yang kurang pandai dalam perencanaan belajarnya. Berapa nilai ujian setiap mata

pelajaran, Jenis soal seperti apa yang sering salah jawabannya, analisa hal-hal seperti ini sangat penting untuk

dipelajari. Meningkatnya kemampuan belajar tergantung dari upaya yang diberikan ! Semangat yaa.  

Mantan Profesor K yang bertanggung jawab atas Kelas Internasional di Sekolah Menengah Pertama

Initial   H

Dari: Filipina, Jepang

SMP Mitsukaido CHU GAKKO (Junior High School) JOSO  

Siswa SMA Mitsukaido Dai-ni Prefektur Ibaraki

Initial A

Dari: Pakistan

SMP Ishige-nishi CHU GAKKO (Junior High School) 

Siswa SMA Ishige Shiho Prefektur Ibaraki

H: Karena target saya untuk masuk SMA adalah SMA sekarang. Dansaya kira jika saya masuk SMA sekarang

saya bisa melanjutkan kuliah. A: Tidak dijawab

H: Seleksi Khusus Siswa Asing  A: Seleksi Umum (IPPAN NYUGAKU)

H: Kira kira sejak SMP kelas 3 musim dingin. Tapi saya kira lebih baik mulai belajar dari liburan musim panas. 

Karena ternyata sangat berat mulai belajar dari liburan musim dingin. A: Sejak SMP kelas 3.

H: Karena saya lemah di matematika, saya latihan banyak soal dasar matematika. 

A: Saya berusaha keras belajar bahasa Jepang. 

H: Menghafal Kanji. Kanji sulit diingat karena ada banyak karakter kanji yang mirip. 

A: Tidak terlalu sulit. Karena saya giat belajar.

H: Latihan wawancara. Saya lakukan yang terbaik untuk menyampaikan keinginan saya.

A: Menjaga kondisi badan dengan baik.

H: Orang tua saya memberikan perhatian dengan baik tanpa memberikan tekanan untuk belajar.

A: Jika ada sesuatu yang kurang paham ayah dan ibu saya mengajari dengan baik.

H: Memang banyak tantangannya tapi percaya pada diri sendiri dan tetap maju selangkah demi selangkah.

A: Saya yakin semuanya juga bisa kalau giat belajarnya.

がいこくじんせいと じゅけん かん わたし こくさいがっきゅう たんにん けいけん もと あどばいす

外国籍生徒の受験に関して、私が国際学級を担任していた経験を基にアドバイスします。
かなら かだい あ よ ちから か ちから かん ちから

まず、必ず課題として挙げられるのが、読む力と書く力だと感じました。この 2つの力
さくぶん にほんご ほん よ けいぞく ひつよう

をつけるためには、作文や日本語の本を読むことなどを継続してやっていく必要があり
はな さぎょう りゅうちょう こ か よ ちから こ み

ます。話す作業は、流暢にできる子でも、書く、読む力がない子がたくさん見られました。
ぎゃく ほん す せいと たいざいれき かんけい ぶんしょう か ちから ご い ふ けいこう ほん よ

逆に本が好きな生徒は、滞在歴に関係なく、文章を書く力も、語彙も増えていく傾向がありましたので本を読むこと
すす

をお勧めします。
つぎ じぶん にがて きょうか とくい きょうか し こと じゅうよう がいこくせきせいと おお み けいかくてき

次に、自分の苦手な教科、得意な教科を知る事が重要になってきます。外国籍生徒に多く見られたのが、計画的
すす こと にがて こ おお かん きょうか と もんだい

に進める事が苦手な子が多かったように感じます。どの教科でどれくらい取れるのか、また、どういった問題で
まちが で ぶんせき べんきょう こと ひつよう おも

間違いが出ているか分析し、勉強していく事が必要になると思います。
がんば ぶん ちから おうえん

頑張った分だけ力になります！応援しています。

こうこう き

じゅけんほうほう なん いっぱんにゅうがく がいこくじんせいと とくれいにゅうがくしゃせんばつ

じゅけん いしき べんきょう はじ

べんきょう

じゅけん いちばんたいへん なに

じゅけん なに いちばん

とう かあ じゅけん さぽーと

かんじ おぼ かんじ に じ おお おぼ たいへん

H さん : 漢字を覚えることです。漢字は似ている字が多くて、覚えるのが大変でした。
たいへん いっしょうけんめいべんきょう

A さん : あまり大変じゃなかったです。一生懸命勉強したからです。

めんせつ じぶん つた

H さん : 面接です。自分のおもいを伝えるためにがんばりました。
たいちょう

A さん : 体調をきちんとすることです。

べんきょう ぷれっしゃー あた

H さん : 勉強にたいしてプレッシャーを与えることなく、かげでみまもってくれました。
とう かあ おし

A さん : お父さんお母さんは、わたしがわからなかったところもとてもよく教えてくれました。

たいへん じぶん いっぽ いっぽ すす

H さん : 大変なこともありますが、自分らしく、一歩一歩進んでいってください。
いっしょうけんめいべんきょう

A さん : みんなも、一生懸命勉強をがんばるとできるよ。
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★

にゅうし かん すけじゅーる

Ⅴ．入試に関するスケジュール

ちゅうがく ねんせい いちねん

▼中学３年生の一年

7～８月

★県立選抜試験

合格発表

３月

★県立入学願書

調査書提出

三者面談？

先生、保護者、生徒の3人で話し合うことです。

必ず参加しましょう！

がつ

10 月
がつ

11 月
がつ

けんりつこうこうせつめいかい

県立高校説明会

がつ

けんりつせんばつしけん

そつぎょうしき

卒業式

ごうかくはっぴょう

がくねんまつてすと

学年末テスト

けんりつにゅうがくがんしょ

ちょうさしょていしゅつ

おーぷんきゃんばす かぞく いっしょ さんか

オープンキャンパスにぜひ家族と一緒に参加してみよう！
ぱんふれっと がっこう ふんいき じっさい

パンフレットなどではわからない、学校の雰囲気を実際に
かん

感じてみよう！
さいてい こう み い

最低２校は見に行くといいですよ。

こうこうけんがく せつめいかい こ いっしょ さんか

★ 高校見学や説明会はお子さんと一緒にぜひ参加してください！
こ ゆめ し

★お子さんの夢を知っていますか？
ため しんろ

その為にはどんな進路をとればいいのでしょうか？
こ はな あ

お子さんとしっかり話し合ってください。わからないこと
さんしゃめんだん せんせい しつもん

は三者面談で先生に質問をしましょう。

けん なか じぶん なんばん だいじ てすと

県の中で自分が何番かわかる大事なテストです。

ちょうさしょ かか だいじ しけん

調査書に関わる大事な試験です。

★県立の受験です！
けんりつ じゅけん

二次募集に関して知りたい人は合格発表後すぐに学校の先 生

に相談しよう。

がつ さんしゃめんだん じゅけん しりつ けってい

★ この 11 月の三者面談で受験する私立を決定します

けんりつがっこう しぼうさき へんこう じ き いっかい ちゃんす

★ 県立学校の志望先を変更できる時期です。一回だけのチャンス
がっこう せんせい ほごしゃ そうだん き

なので、学校の先生や保護者とよく相談して決めましょう。

けんりつ う ひと じゅけん がっこう さいしゅうけってい じき

★ 県立も受ける人は、受験する学校の最終決定をする時期です！

しりつ じゅけん しりつ じゅけん けっか じき

★ 私立の受験です。そして私立の受験の結果がでる時期です。

さんしゃめんだん

せんせい ほごしゃ せいと にん はな あ

かなら さんか

にじぼしゅう かん し ひと ごうかくはっぴょうご がっこう せんせい

そうだん

★三者面談
さんしゃめんだん

★高校見学
こうこうけんがく

進路希望調査
しんろきぼうちょうさ

中間テスト
ちゅうかんてすと

しりつこうこうせつめいかい

私立高校説明会

★三者面談

期末テスト

けんがくりょくしんだんてすと

県学力診断テスト

き ま つ て す と

さんしゃめんだん

三者面談
さんしゃめんだん

しりつこうこうじゅけん

私立高校受験

Juli～
Agustus

Oktober

November

がっき

1学期

がつ

～7月

がっき

2学期

がっき

3学期

がつ

１月

がつ

１～2月

"SANSYA MENDAN" itu apa ?

SANSYA MENDAN adalah pembicaraan tiga pihak yaitu 

Guru, Siswa dan Orang tua. 

Disarankan partisipasi!

▼Schedule 1 tahun terakhir di SMP (SMP kelas 3) 

Ujian Interim

Penjelasan mengenai 
SMA Negeri Prefektur
Survei Karir Siswa 

setelah lulus SMP

Ujian Kemampuan 
Belajar 

SANSHA MENDAN

Ujian akhir semester

Tiga 

semester

Januari

Januari

～

Februari

SANSHA MENDAN

Ujian Semester Terakhir

Ujian masuk SMA 
Swasta

★Deadline 
pengiriman dokumen 
Pendaftaran Masuk 
SMA Negeri

★Ujian Seleksi 
SMA Negeri 

Wisuda

Pengumuman Hasil 
Ujian

Maret

Nilai Ujian ini sangat penting untuk pencatatan 
COSHASHO (Rapor Sekolah)

★Ujian SMA Swasta! Hasil Ujian SMA Swasta diumumkan 

★

★Penerimaan pengubahan pendaftaran SMA Negeri. Hanya

dapat diterima satu kali saja. Diskusikan baik-baik dengan guru

sekolah dan orang tua ketika membuat keputusan.

★Ujian SMA Negeri !

Untuk informasi selengkapnya mengenai pendaftaran 
gelombang ke-2, hubungi guru sekolah yang 
bersangkutan segera setelah pengumuman hasil ujian.

Melalui SANSYA MENDAN (pembicaraan tiga pihak) 

bulan November ini, siswa harus memutuskan pilihan 

SMA Swasta untuk daftar.

Ujian ini penting ! 

Dari ujian ini siswa bisa tahu nomor rankingnya diantara siswa 

lainnya di prefektur ibaraki

Ajak orang tuanya ikut berpatisipasi Tur Sekolah

(Open Campus)! Banyak informasi yang tidak tertulis

di brosur dapat diketahui melalui tur sekolah, salah

satunya suasana lingkungan sekolah yang

sebenarnya! Setidaknya kunjungilah 2 sekolah.

★Kepada orang tua siswa : Kami sarankan untuk ikut 

berpartisipasi Tur Sekolah dan Panduan Pendaftaran 

Sekolah bersama anaknya!

★Apakah Anda tahu cita-cita anak Anda? Bagaimana cara 

untuk mewujudkan cita-citanya ?  Komunikasikan baik 

baik dengan anak anda. Apabila ada pertanyaan silakan 

tanyakan Guru Sekolah saat SANSYA MENDAN.

★SANSHA MENDAN～Juli

★Panduan Tur 

Sekolah SMA Swasta

V. Jadwal Ujian masuk

Bagi yang ikut ujian masuk SMA Negeri, waktunya 
memutuskan SMA Negeri mana yang dipilih! 

Semester 

pertama

Semester 

kedua
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ちょうさしょ ないしんしょ

▼調査書（内申書）について

ちょうさしょ ちゅうがっこう せんせい さくせい じゅけん こうこう ていしゅつ

調査書は中学校の先生によって作成され、受験する高校に提出されます。

にゅうがくしゃせんばつ つか たいせつ しりょう

入学者選抜で使われる大切な資料のひとつです。

ちゅうがっこう ねんかん がくしゅう ひょうか

中学校 3 年間の学習が１～５で評価

されます。

ないしんてん

（内申点とよばれることがあります。）

がっこう せいかつ きろく

学校でみんながどういった生活をしているのかが記録

まる おお おも

されます。○が多いほうがいいですよ。思いやりや、

きょうりょく せいかつしゅうかん ひび せいかつ かん きろく

協力、生活習慣など、日々の生活に関する記録です。
せきにんかん こうどう

１つ１つ責任感をもって行動しましょう。
ちい つ かさ ぽいんと

小さな積み重ねがポイントになります！

ぶかつどう さんかおよ かつどうじょうきょう

部活動の参加及び活動状況について

きにゅう

記入されます。

がっこうないがい すぽーつ かつどう ぶかつ がっこうがい すぽーつくらぶ

学校内外におけるスポーツ活動（部活や学校外でのスポーツクラブ
ぶんかかつどう ぼらんてぃあ かつどうとう きにゅう

など）や文化活動、ボランティア活動等について記入されます。
こうてききかん しかくにんてい きろく きにゅう

公的機関による資格認定などの記録があれば記入されます。

えいご とくい せ い と え い けん ちょうせん

英語が得意な生徒は英検などに挑戦してみたらどうでしょうか？
え とくい せいと こんくーる さくひん だ

絵が得意な生徒はコンクールなどに作品を出してみましょう！

▼Mengenai CHOUSASHO (Rapor Sekolah)

CHOUSASHO akan disiapkan oleh guru SMP dan dikirimkan ke SMA yang diajukan siswa.

CHOUSASHO adalah salah satu dokumen yang sangat penting dalam penilaian proses seleksi masuk.

Nilai Belajar selama Tiga tahun belajar

di SMP dinilai 1 sampai 5. (Kadang-

kadang disebut "NAISIN TEN".) Ini

mencatat kegiatan aktivitas siswa

selama di sekolah.

Ini mencatat kegiatan aktivitas siswa selama di sekolah.

Lebih banyak "〇" lebih baik. Bagaimana perilaku sesama

siswa lainnya, Apakah sering membantu sesama, bagaimana

sikap sopan santun siswa, ini adalah catatan kegiatan sehari-

hari siswa di sekolah. Bertindaklah dengan rasa tanggung

jawab atas segala hal yang dilakukan. Sekecil apapun

tindakannya bila dikumpulkan akan menjadi poin tambahan.

Ini catatan mengenai  kegiatan olahraga (kegiatan klub, klub 

olahraga di luar sekolah, dll.), kegiatan budaya dan sukarelawan 

di dalam dan di luar sekolah. Jika siswa memperoleh Sertifikat 

yang diterbitkan oleh lembaga publik, maka akan dicatat disini. 

Contohnya Jika siswa pandai bahasa Inggris, cobalah ujian 

bahasa Inggris untuk mendapat sertifikat "EIKEN". Jika siswa 

pandai menggambar, cobalah ikut kontes gambar.

Catatan mengenai partisipasi di klub 

"BUKATSU" dan  kegiatannya
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？

わたし ぼく しんろ

Ⅵ．私、僕の進路について

しんろ き れい み

みんなはどうやって進路を決めているのかな。いろいろな例を見てみよう。

れい

Ａさんの例 こうこう そつぎょう にほん だいがく い おも

高校を卒業したら、日本の大学に行きたいと思っています。
しょうらいなに

将来何になりたいのかまだはっきりとわかりません。
こうこう いえ ちか こうこう い おも

高校は家から近い高校に行きたいと思っています。（A さん）

そして A さんは？

そして

にほん だいがく い ばあい こうこうそつぎょう ひつよう

日本の大学に行きたい場合には、高校卒業が必要です。
がっか しょうらいなに なに だいがく べんきょう き ばあい

学科はいろいろありますが、まだはっきりと将来何になりたくて、何を大学で勉強したいか決まっていない場合、
ふつうか べんきょう ほうほう

普通科でしっかり勉強していく方法がありますね。
いえ ちか こうこう い かんが つうがくきょり かんが たいせつ

家から近い高校に行こうと考えている A さん。通学距離を考えることも大切ですね。

いえ ちか ふつうか けんりつこうこう しりつこうこう さが

・家から近い普通科のある県立高校、私立高校を探した。
だいがく い かんが そつぎょうご だいがく しんがく せいと おお がっこう さが

・大学に行くことを考えているので、卒業後に大学に進学している生徒が多い学校を探した。
おーぷんきゃんぱす さんか ふんいき す がっこう しりつ こう けんりつ こう

・オープンキャンパスなどに参加し、雰囲気が好きだった学校が私立が１校、県立では２校あった。
けんりつ こう じゅけん せんせい おや そうだん こう えら

・県立は１校しか受験できないので、先生と親に相談し、１校を選んだ。

私立１校と県立１校の併願で受験することに決めた。

しりつ こう けんりつ こう へいがん じゅけん き

併願とは？
へいがん

だいいちしぼう がっこういっこう ほか こうこう じゅけん

第一志望の学校一校だけでなく、他の高校も受験すること。

単願とは？
たんがん ごうかく こうこう じゅけん やくそく じゅけん

合格したら、ほかの高校を受験しない約束をして受験すること。
しりつこうこう

おもに私立高校でおこなわれる。

合格！

しりつ こうじゅけん

私立 A 校受験
けんりつ こうじゅけん

県立 B 校受験

入学する。

県立高校を受けて、合格した場合 は県立高校に
にゅうがく

県立 B 高校に入学！
けんりつ こうこう にゅうがく

？

けんりつこうこう う ごうかく ばあい けんりつこうこう

ごうかく

合格！
ごうかく

Bagaimana para pelajar berpikir mengenai masa depannya ?  Mari kita lihat berbagai contoh.

Contoh Siswa A

Keputusan A

Akhirnya….

Saya putuskan untuk daftar ujian masuk 1 SMA Negeri dan 1 SMA Swasta (HEI-GAN*).

Setelah lulus SMP, saya ingin melanjutkan kuliah di universitas jepang. 

Saya masih belum tahu persis apa yang saya inginkan di masa depan. 

Saya ingin pergi ke SMA yang dekat dari rumah,

(Siswa A)

・Saya mencari SMA Negeri Prefektur dan SMA Swasta, keduanya yang ada FUTSU KA (Jurusan Umum) dan yang 

dekat dari rumah.

・Karena saya ingin lanjut kuliah, saya mencari sekolah di mana banyak siswa melanjutkan sekolah ke perguruan 

tinggi setelah lulus.

・Saat ikut Tur Sekolah, saya menemukan satu sekolah swasta dan dua sekolah negeri yang saya sukai suasana 

lingkungan sekolahnya.

・Karena untuk SMA Negeri hanya bisa mendaftar 1 sekolah, sambil konsultasi dengan guru dan orang tua saya pilih satu diantara 

yang saya sukai.

Apa itu HEI-GAN ? HEI-GAN adalah pengajuan pendaftaran ujian masuk ke sekolah lebih dari 1.

Apa itu TAN-GAN ? TAN-GAN adalah pengajuan tunggal. Jika Pendaftar diterima di satu sekolah

maka pendaftar tidak bisa mengikuti ujian masuk sekolah lain. 

TAN-GAN khusus diterapkan di SMA Swasta.

Lulus!

Ujian masuk 

SMA Swasta A

Ujian masuk 

SMA Negeri  B

Siswa memilih masuk ke SMA Negeri 

jika lulus ujian masuknya.

Berhasil masuk SMA Negeri B！

Jika ingin lanjut kuliah di universitas Jepang, syaratnya harus tamat pendidikan di SMA. Di SMA ada banyak

jurusan, tetapi jika masih belum jelas ingin menjadi apa di masa depan atau belum bisa memutuskan ingin

belajar apa di universitas, baiknya mengambil Jurusan Umum (FUTSUKA) untuk belajar secara keseluruhan. 

A berpikir untuk pergi ke SMA yang dekat dengan rumah. Iya memang benar, seberapa jauhnya jarak

sekolah dari rumah adalah hal yang penting juga untuk dipertimbangkan.

VI. Bagaimana saya memutuskan masa depan

Lulus!
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れい

Ｂくんの例 ぼく はや はたら しごと こうこう い

僕は早く働きたいな。どんな仕事をしたいのかはわからないけど、でも高校に行ったほうが
しょうらい はたら ばしょ しごと しゅるい おお こと こうこう い おも

将来 働ける場所や仕事の種類が多くなる事はわかってるから、高校に行こうと思ってる。
はたら こうこう い

働きたいけれど、高校に行きたい。どうしたらいいのか、わからないよ。（B くん）

そして B くんは？

そして

はたら こうこう い かのう ばあい ていじせい つうしんせい がっこう さが

働きながら、高校に行くのは可能です。その場合は定時制や通信制のある学校を探してみよう。
しごと たと しょうぎょう かん がっか がっこう ばあい

Bくんはどんな仕事をしたいのかわからないけれど、例えば商業に関する学科がある学校の場合、
しかく かのう けいざいてき たいへん ばあい ていじせい かよ せいと けん

資格をとることも可能なことがあります。経済的に大変な場合は定時制に通っている生徒が県から
えんじょ う がっこう せんせい そうだん

援助を受けられることもあります。学校の先生に相談してみよう。

がっこう いえ ちか

どちらの学校も家に近いけれど、
はたら やくだ しかく と さぽーと う けんりつこうこう ていじせい じゅけん

働くときに役立つ資格を取 るためのサポートが受けられる県立高校の定時制を受験することに。

不合格
ふごうかく

県立 C 校受験
けんりつ こうじゅけん

がっこう せんせい そうだん がっこう にじぼしゅう かくにん

すぐに学校の先生に相談。どこの学校が二次募集しているか確認。

しら ていじせい けんりつ こう にじぼしゅう

調べていた定時制のある県立D校が二次募集をしていた。
せんせい そうだん じゅけん けっしん

先生と相談し、受験を決心。

けんりつ こうこう にゅうがく

県立 D 高校に入学！

いえ ちか はたら ちか がっこう い つうがくかのう ていじせい がっこう さが

・家の近くで働いて、近くの学校に行きたいので、通学可能で定時制がある学校を探した。
いえ ちか ていじせい がっこう こう しょうぎょうか しかく と さぽーと

・家の近くに定時制がある学校は２校あったが、１つは商業科があり、いろいろな資格を取るためのサポートがあ
ることがわかった。
けいざいてき たいへん しょうがくきん さが いばらきけん ていじせい かよ がくひ えんじょ ひつよう せいと

・経済的に大変なので、奨学金を探していたところ、茨城県から定時制に通う、学費の援助を必要としている生徒
そつぎょう かえ ひつよう しょうがくきん かくにん

に卒業することで返す必要がない奨学金があることが確認できた。

県立 D 校受験

( 二次募集 )

けんりつ こうじゅけん

にじぼしゅう

.

合格！
ごうかく

Contoh Siswa B
Saya ingin cepat bekerja . Saya tidak tahu pekerjaan apa yang inginkan, tetapi saya 

berpikir untuk melanjutkan sekolah ke SMA karena saya tahu akan ada lebih banyak 

pilihan jenis pekerjaan yang dapat saya kerjakan di masa depan. Saya ingin cepat 

bekerja, tetapi saya juga ingin melanjutkan sekolah SMASaya bingung harus 

bagaimana…. (Siswa B)

Bagaimana 
Keputusan B ?

・Karena B ingin tempat kerja dan sekolahnya dekat dari rumah, B mencari sekolah yang ada TEIJI SEI (Sistem 

Paruh Waktu) yang dekat dari rumah.

・B menemukan 2 sekolah yang ada TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu) dan tidak jauh dari rumah. Salah satu sekolah 

memiliki jurusan industri, dan ternyata pihak sekolah memberi dukungan belajar cukup baik supaya pelajar bisa 

mengambil berbagai jenis sertifikat.

・Karena ada kesulitan keuangan, B mencari program beasiswa. Kemudian B menemukan beasiswa dari Prefektur 

Ibaraki yang tidak perlu dilunasi khusus untuk pelajar sekolah TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu) yang membutuhkan 

bantuan biaya sekolah.
Akhirnya…

Dari segi jarak, kedua sekolah diatas dekat dari rumah.  B memilih sekolah TEIJI SEI (Sistem Paruh 

Waktu) yang ada dukungan belajar untuk mengambil sertifikat yang berguna ketika bekerja nanti.

Ujian Masuk SMA  

C

Tidak 

lulus

B segera konsultasi dengan guru sekolah. Cek sekolah mana yang 

mengadakan pendaftaran gelombang ke-2. 

Ternyata Sekolah yang satu lagi yang memiliki program TEIJI SEI (Sistem 

Paruh Waktu), SMA Prefektur D mengadakan pendaftaran gelombang ke-2. B 

konsultasi dengan guru dan memutuskan untuk mengikuti Ujian.

Ujian Masuk SMA 

D (Pendaftaran 

gelombang ke-2)

Lulus! 

Walaupun B tidak lulus Ujian masuk SMA C, dia bisa langsung mendaftar SMA D untuk pendaftaran 

gelombang ke-2. Ini karena sebelumnya B sudah mengumpulkan informasi mengenai SMA yang 

memiliki program TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu).  Jadi saat B mengajukan pendaftaran gelombang 

ke-2 dia sudah memiliki informasi yang cukup lengkap mengenai SMA D. Waktu untuk menentukan 

pendaftaran ke-2 sangat terbatas. Oleh karena itu, usahakanlah untuk mengantisipasi berbagai 

kemungkinan pada saat mengumpulkan informasi sekolah yang diminati.

Ada program pendidikan SMA yang bisa diikuti sambil bekerja. Mari kita cari sekolah yang ada program TEIJI 

SEI (Sistem Paruh Waktu) dan TSUSHIN SEI (Sistem Jarak Jauh) . B tidak tahu pekerjaan apa yang diinginkan, 

tetapi misalnya apabila di SMAnya ada jurusan bisnis, B bisa mengambil sertifikat bisnis yang berguna untuk

kerja dari jurusan tersebut. Bagi pelajar yang mengikuti program TEIJI SEI (Sistem Paruh Waktu), apabila ada

kesulitan pembiayaan sekolah, pelajar dapat menerima subsidi finansial dari pemerintah prefektur. 

Konsultasikan dengan guru sekolah.

Bくんは第一志望の県立C校には入れなかったけど、受験校を決める前に定時制のある学校についてきちんと

調べていたので、二次募集のときにはD高校はどんな学校かわかっていたね。二次募集を決め、申し込むまで

に時間があまりありません。どの学校に行きたいのか調べるときにはいろいろな学校を可能性として考えな

がら調べるといいね。

だいいちしぼう けんりつ こう はい じゅけんこう き まえ ていじせい がっこう

しら にじぼしゅう こうこう がっこう にじぼしゅう き もう こ

じかん がっこう い しら がっこう かのうせい かんが

しら

Masuk SMA 

Negeri D!
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しょうがくきんとう

Ⅶ．奨学金等について

いばらきけん しょうがくきん

茨城県の奨学金について

こ
公
うり

立
つ
・私

しり
立
つ

どちらでも利
りよ

用
う

できる

名前
なまえ

対象
たいしょう

返金
へんきん

他の

奨学金

ほか

しょうがくきん

支給額
しきゅうがく

茨城県高等学校定時制課程

及び

通信制課程就学奨励資金

いばらきけんこうとうがっこうていじせいかてい

およ
茨城県高等学校等奨学資金

いばらきけんこうとうがっこうとうしょうがくしきん

茨城県育英奨学資金
いばらきけんいくえいしょうがくしきん

そつぎょう かね かえ

卒業すると、お金を返さなくて

もいいです。

かね かえ

お金を返さなくてはいけませんが、
りし

利子がありません。

他の奨学金はもらえません。
ほか しょうがくきん

他の奨学金はもらえません。
ほか しょうがくきん

他の奨学金はもらえません。
ほか しょうがくきん

かよ がっこう そうだん

通っている学校に相談してくだ

さい。

かよ がっこう けん こうこう

通っている学校から県の高校
きょういくか ていしゅつ

教育課へ提出します。
まいとしこうしん ひつよう

毎年申請が必要です。

参考：奨学金情報 「県教育委員会で行っている奨学金」

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/

さんこう しょうがくきんじょうほう けんきょういくいいんかい おこな しょうがくきん

かよ がっこう けん

通っている学校から県の

こうこうきょういくか ていしゅつ

高校教育課に提出します。

申込み

月に14,000円
つき えん

もうしこ

じたく かよ ひと

自宅から通っている人
こうりつ つき えん

(公立)月に18,000円
しりつ つき えん

(私立)月に30,000円

じたくいがい かよ ひと

自宅以外から通っている人
こうりつ つき えん

(公立)月に23,000円
しりつ つき えん

(私立)月に35,000円

いばらきけん ていじせい つうしんせいこうとう

茨城県の定時制か通信制高等

がっこう べんきょう せいと がくひ

学校で勉強している生徒で学費

えんじょ ひつよう ひと

の援助を必要としている人。

せいとほんにん しごと しゅう

(生徒本人が仕事をしていて、収

にゅう き がく すく ひと

入が決まった額より少ない人)

いばらきけんない す ひと こうとうがっこう

茨城県内に住む人で、高等学校

こうとうせんもんがこう べんきょう

か高等専門学校で勉強している

せいと べんがくいよく けいざい

生徒。勉学意欲はあるが、経済

てき りゆう がっこう い たい

的な理由で学校へ行くことが大

へん ひと

変な人。

14.000 yen per bulan

Beasiswa harus
dikembalikan namun tidak
dikenakan bunga.

つうしんせいかていしゅうがくしょうれいしきん

申し込み

もう こ

いばらきけんない す こうとうがっこう

茨城県内に住み、高等学校で
べんきょう せいと べんきょう せい

勉強している生徒。勉強の成
せき よ ひと すぐ

績が良く、人としても優れて
けいざいてき きび

いるけれど、経済的に厳しく
がっこう い たいへん ひと

学校へ行くのが大変な人
せいせき しょとく きじゅん

※成績と所得の基準があります。

かね かえ

お金を返さなくてはいけませんが、
りし

利子がありません。

じたく かよ ひと

自宅から通っている人
こうりつ つき えん

(公立)月に18,000円
しりつ つき えん

(私立)月に30,000円

じたくいがい かよ ひと

自宅以外から通っている人
こうりつ つき えん

(公立)月に23,000円
しりつ つき えん

(私立)月に35,000円

Beasiswa dari Prefektur Ibaraki

Beasiswa untuk Pelajar di SMA Negeri dan Swasta

Nama

Bantua

n Dana

Pelajar di SMA TEIJI SEI

(Sistem Paruh Waktu) dan

TSUSHIN SEI (Sistem Jarak

Jauh) di Prefektur Ibaraki

yang membutuhkan bantuan

dana untuk biaya sekolah.

(Pelajar memiliki pekerjaan

dan Pendapatannya lebih

kecil dari yang ditetapkan)

Tidak perlu dikembalikan
dengan syarat pelajar lulus
sekolah

Pelajar tinggal di Prefektur

Ibaraki dan belajar di SMA

atau SMA Kejuruan.

Pelajar memiliki niat

belajar yang kuat dan

mengalami kesulitan untuk

lanjut sekolah karena

alasan finansial.

Referensi: Dewan Pendidikan Prefektur Ibaraki, Informasi tentang beasiswa 

"Beasiswa yang ditawarkan oleh Dewan Pendidikan Prefektur Ibaraki.".

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/

Pelajar tidak dapat 
menerima beasiswa  lain

Pelajar tidak dapat 
menerima beasiswa  lain

Pelajar tidak dapat 
menerima beasiswa  lain

Ibaraki koto gakko

teijiseikatei , Oyobi

tsushinsei katei shugaku
shourei shikin

Ibaraki ken koto gakkoto  

shogaku shikin

Ibaraki ken IKUEI shogaku

shikin

Pelajar tinggal bersama orang 

tuanya :

(Negeri) 18.000 yen per bulan

(Swasta) 30.000 yen per bulan

Pelajar tidak tinggal bersama

orang tuanya:

(Negeri) 23.000 yen per bulan

(Swasta) 35.000 yen per bulan

Pelajar tinggal bersama orang 

tuanya :

(Negeri) 18.000 yen per bulan

(Swasta) 30.000 yen per bulan

Pelajar tidak tinggal bersama

orang tuanya:

(Negeri) 23.000 yen per bulan

(Swasta) 35.000 yen per bulan

Dokumen pengajuan

beasiswa akan dikirimkan

ke Dewan Pendidikan

Sekolah Menengah Atas

Prefektur Ibaraki dari

sekolah pelajar.

Pengajuan

Dokumen pengajuan akan

dikirimkan ke Dewan Pendidikan

Sekolah Menengah Atas Prefektur

Ibaraki dari sekolah pelajar. 

Pelajar harus mengajukan

dokumen setiap tahun untuk

mendapatkan beasiswa ini.

Ask the school where

you  are studying.

Yang dapat

mengajukan

Pengembalian

Beasiswa

lainnya

VII. Program Beasiswa

Beasiswa harus
dikembalikan namun tidak
dikenakan bunga.

Pelajar tinggal dan belajar di

SMA Prefektur Ibaraki. Pelajar

memiliki nilai belajar dan

kepribadian yang baik, dan

mengalami kesulitan untuk

lanjut sekolah karena alasan

finansial. ※Pelajar perlu

memenuhi syarat kriteria nilai

sekolah dan penghasilan yang

ditentukan.

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/
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とくていひえいりかつどうほうじん ききん

特定非営利活動法人 JBC・CSR 基金

いっぱんわく こうとうがっこう こうとうせんもんがっこう にゅうがく ひと

一般枠：高等学校や高等専門学校に入学する人や

つき まんえん

月に３万円

とくていひえいりかつどうほうじん ききん

特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金
でんわ

電話：090-5336-5236

http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.html

なまえ

名前

こうえきしんたく かとりっく まりあかい

公益信託 カトリック・マリア会

たいしょう

対象
けいざいてき めぐ かてい こうこうせい

経済的に恵まれない家庭の高校生

おうぼしかく

応募資格

へんきん ぎむ

返金の義務
かね かえ

お金を返さなくてもいいです。

もらえます。
きょうだい しまい しょうがくきん う ばあい

★兄弟（姉妹）が奨学金を受けている場合は

だめです。

もうしこ

申込み

がっこうちょう とお

学校長を通して、
がっこうちょう すいせん もうしこ

学校長の推薦をもらって申込みをします。

しきゅうがく

支給額

みついすみともしんたくぎんこう りてーる じゅたくぎょうむぶ

三井住友信託銀行 リテール受託業務部
こうえきしんたくぐるーぷ まりあかいたんとう

公益信託グループ（マリア会担当）
でんわ

電話：03-5232-8910
しんせいしゃ ちょくせつ といあわ

※申請者は直接、問合せはしないでくだい。
がっこう しょうがくきんたんとう ひと れんらく くだ

学校の奨学金担当の人が連絡して下さい。

いばらきけんいがい しょうがくきん

茨城県以外の奨学金について

、

参考：茨城県教育委員会 奨学金情報「その他の奨学金」

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/

さんこう いばらきけんきょういくいいんかい しょうがくきんじょうほう た しょうがくきん

うえ しょうかい しょうがくきん かん じょうほう か すべ

※上に紹介した奨学金に関して情報はここに書いてあることが全てではありません。

くわ ないよう がっこう せんせい そうだん いっしょ かくにん

詳しい内容については、学校の先生に相談して一緒に確認してください。

参考：奨学金制度公益信託カトリック・マリア会セント・ジョセフ奨学育英基金ホームページ

http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html

さんこう しょうがくきんせいどこうえきしんたく かい しょうがくいくえいききん

問合せ
といあわ

月に２万円
つき まんえん

インターネット又はFAXで応募登録をします。

申込みの書類が郵送されてくるので記入し提出し
ます。

いんたーねっと また おうぼとうろく

もうしこ しょるい ゆうそう きにゅう ていしゅつ

他の

奨学金

ほか

・日本の高等学校で勉強している人(国籍は問いません)

・経済的に困難で、学校に行くのが大変な人。

・その他

にほん こうとうがっこう べんきょう ひと こくせき と

けいざいてき こんなん がっこう い たいへん

た

高校で勉強中の人
こうこう べんきょうちゅう ひと

セント・ジョセフ奨学育英基金
せんと じょせふ しょうがくいくえいききん

しょうがくきん

Beasiswa lain dari Luar Prefektur Ibaraki

Nama Yayasan Beasiswa St. Joseph dari Catholic Mary 

Society, Public Fund

Yang dapat 

mengajukan 
Pelajar SMA dari keluarga tidak mampu

Kewajiban 

Pengembalika

n uang

Kewajiban Pengembalikan uang

Beasiswa lain

Dapat menerima

★Jika adik/kakak pelajar sedang 

menerima beasiswa ini maka pelajar tidak 

dapat mendaftar.

Pengajuan

Pengajuan melalui kepala sekolah. Kepala 

sekolah akan memberikan surat 

rekomendasi mengenai pelajar untuk 

mengajukan beasiswa ini

Dana beasiswa 20.000 yen per bulan

Kontak

Mitsui Sumitomo Shintaku GinkoTrust 

Bank, Retail Jyutaku Gyoumu bu, Koueki 

Shintaku Daiichi Grup (PIC: Yayasan 

Maria Society)

Telepon: 03-5232-8908

Mohon pelajar untuk tidak kontak langsung ke 

bank.

Hubungi Guru di Sekolah yang 

bersangkutan untuk program beasiswa ini.

JBC/CSR Fund, Organisasi Non Profit

Pendaftaran umum: Pelajar yang akan

masuk atau sedang bersekolah di SMA

atau SMA Kejuruan

30.000 yen perbulan

JBC/CSR Fund, Organisasi Non Profit

Telepon: 090-5336-5236

http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.html

Referensi: Sistem Beasiswa Public Fund Catholic Mary Society, Situs Web Yayasan Beasiswa St. Joseph 

http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html

Referensi: Informasi Beasiswa Dewan Pendidikan Prefektur Ibaraki "Beasiswa Lainnya“

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/

Tidak semua informasi mengenai beasiswa tertulis diatas.

Untuk informasi lebih lengkapnya, hubungi guru sekolah dan bicarakan dengan baik.

とくていひえいりかつどうほうじん ききん

特定非営利活動法人 JBC・CSR 基金

いっぱんわく こうとうがっこう こうとうせんもんがっこう にゅうがく ひと

一般枠：高等学校や高等専門学校に入学する人や

つき まんえん

月に３万円

とくていひえいりかつどうほうじん ききん

特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金
でんわ

電話：090-5336-5236

http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.html

お金を返さなくてもいいです。ただし、次世代の高

校生のために、卒業し、就職して収入が安定したら、

できる限り月々1万円の寄付をお願いします。

かね かえ じせだい こう

こうせい そつぎょう しゅうしょく しゅうにゅう あんてい

かぎ つきづき まんえん きふ ねが

Beasiswa tidak perlu dikembalikan

Namun, supaya program subsidi ini dapat terus

berlanjut untuk generasi berikutnya, setelah

penerima beasiswa lulus dan mendapat pekerjaan

dengan penghasilan yang stabil, bantuan

sumbangan 10.000 yen per bulan akan sangat

membantu.

Syarat 

Pendaftaran

・Pelajar SMA Jepang(Tidak ada syarat

mengenai kewarganegaraan)

・Mengalami kesulitan untuk lanjut

sekolah karena alasan finansial.

・Lainnya

http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.html
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/
http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html
http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.html
http://www.marianist.jp/sm/scholarship080425_2/index.html
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/syogakukin/
http://www.jbc-csr-fund.org/scholarship.html
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「国の教育ローン」日本政策金融公庫 国民生活事業
といあわ くに きょういくろーん こーるせんたー

問合せ：「国の教育ローン」コールセンター 0570-008656 または 03-5321-8656

くに きょういくろーん にほんせいさくきんゆうこうこ こくみんせいかつじぎょう

生活福祉資金（修学費・就学支度費）市町村社会福祉協議会

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukusijimusyo-ichiran12.pdf

せいかつふくししきん しゅうがくひ しゅうがくしたくひ しちょうそんしゃかいふくしきょうぎかい

言葉のサポートが必要な方はお問い合わせください。

茨城 NPO センター・コモンズ グローバルセンター

月曜日～金曜日（９:00～5:00）

TEL:0297-44-4281

E-mail: global@npocommons.org

げつようび きんようび

いばらき せんたー こもんず ぐろーばるせんたー

公益財団法人 茨城県国際交流協会：外国人相談センター

TEL: 029-244-3811

E-mail: iia@ia-ibaraki.or.jp

http://www.ia-ibaraki.or.jp/

こうえきざいだんほうじん いばらきけんこくさいこうりゅうきょうかい がいこくじんそうだんせんたー

ことば さぽーと ひつよう かた と あ

融資制度(お金を借りるための制度)
ゆうし せいど かね か せいど

母子福祉資金・寡婦福祉資金(就学資金・国の教育ローン)日本政策金融公庫

茨城県 保健福祉部 青少年家庭課

問合せ：029-301-3258

ぼし ふくし しきん か ふ ふくし しきん しゅうがくしきん くに きょういく にほんせいさくきんゆうこうきん

いばらき ほけん ふくし ぶ せいしょうねんかていか

といあわ

Ibaraki NPO Center Commons, Global Center

From Senin sampai Jumat (9:00 sampai 5:00)

TEL:0297-44-4281

E-mail: global@npocommons.org

Asosiasi Internasional Ibaraki: Pusat Konsultasi Asing

TEL:  029-244-3811

E-mail: iia@ia-ibaraki.or.jp

http://www.ia-ibaraki.or.jp/

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Sistem kredit (sistem peminjaman uang)

"Kuni no Kyouiku Loan" oleh Japan Finance Corporation, Micro Business and Individual Unit.

Hubungi: Call Center "Kuni no Kyouiku Loan" 0570-008656 atau 03-5321-8656

Jika Anda memerlukan bantuan translate bahasa saat bertanya, silakan hubungi kami.

英語・日本語

月曜日
げつようび

火曜日
かようび

水曜日
すいようび

木曜日
もくようび

金曜日
きんようび

えいご・ にほんご

ベトナム語

中国語

13:30～17:00

べとなむご

ちゅうごくご

韓国語

スペイン語

ベトナム語

インドネシア語

13:30～17:00
いんどねしあご

かんこくご

すぺいんご

べとなむご

中国語

タイ語

ベトナム語

ちゅうごくご

たいご

べとなむご

ポルトガル語

タガログ語

ぽるとがるご

たがろぐご

インドネシア語
いんどねしあご

タイ語
たいご

Bahasa Inggris, Jepang, dan lainnya

Bahasa 

Vietnam

13:30～17:00

Bahasa Cina

Bahasa 

Korea.

Bahasa  

Spanyol

Bahasa 

Vietnam

Bahasa 

Indonesia

Bahasa Cina

Bahasa 

Thailand

Bahasa 

Vietnam

Bahasa 

Portugis

Bahasa 

Tagalog

Bahasa 

Indonesia

Bahasa 

Thailand

Seikatsu Fukushi shikin(Shugaku hi, Shugaku Shitaku hi) oleh Kantor Lokal atau Cabang Kesejahteraan

Sosial

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukusijimusyo-ichiran12.pdf

Sekaitsu Fukushi Shikin/Dana Kesejahteraan Ibu dan Anak, Kafu Fukushi Shikin/Dana Kesejahteraan Janda, 

(Pinjaman Dana Nasional untuk Pendidikan) oleh Japan Finance Corporation 

Prefektur Ibaraki, Hoken Fukushibu (Departement Kesehatan dan Kesejahteraan), Seishounen Katei (Bagian

Anak dan Keluarga). Hubungi: 029-301-3243 atau email jifuku@pref.ibaraki.lg.jp

13:30～17:00

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukusijimusyo-ichiran12.pdf
tel:0297-44-4281
mailto:global@npocommons.org
mailto:iia@ia-ibaraki.or.jp
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
tel:0297-44-4281
mailto:global@npocommons.org
mailto:iia@ia-ibaraki.or.jp
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/fukusijimusyo-ichiran12.pdf
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う れいわ ねんど が い こ く じ ん せ い と と く れ い に ゅ う が く し ゃ せ ん ば つ し け ん う れいわ ねん

A.受けられません。令和4年度の外国人生徒の特例入学者選抜試験を 受けられるのは、令和4年

がつついたち じてん にほん き ねんた ばあい がっこう せんせい かなら かくにん

３月１日の時点で日本に来てから３年経っていない場合だけです。（学校の先生と必ず確認し

ましょう）

にじぼしゅう おうぼ つぎ とし じゅけん ほうほう かんが

A.二次募集に応募するか、次の年に受験という方法が考えられます。

しけん ふごうかく ばあい にじぼしゅう じょうほう て い

Q. 試験に不合格の場合に二次募集についてどのように情報を手に入れられますか

がっこう そうだん いばらきけんきょういくいいんかい ほーむぺーじ しんぶん ちぇっく

A．学校に相談しましょう。茨城県教育委員会のホームページや新聞でチェックできます。

けんりつ なんこうじゅけん

Q. 県立は何校受験できますか。

こう じしけん ふごうかく ばあい じしけん ほか がっこう う

A. 1校のみです。(ただし、１次試験が不合格の場合、2次試験で他の学校を受けることはできます。)

A. 二次募集がある場合は受けることができます。
にじぼしゅう いちじぼしゅう ていいん たっ ばあい じっし

二次募集は、一次募集で定員に達しなかった場合にのみ、実施されます。

にじぼしゅう だいいちしぼう こうこう いちど う

Q. 二次募集で第一志望の高校をもう一度受けられますか。

たんがん へいがん ちが し

Q. 単願と併願の違いについて知りたい。

たんがん じゅけん がっこう しりつ こう

A.単願は受験する学校は私立１校。

へいがん しりつ けんりつまた しりつ う

併願は私立と県立又は私立をいくつか受けることをいいます。

しりつ なんこう じゅけん

Q. 私立は何校でも受験できますか。

じゅけんび かさ う

A. 受験日が重ならなければ、いくつでも受けられます。

だいいちしぼう こうこう は がっこう せんせい あどばいす

Q. 第一志望の高校に入れるかどうか学校の先生はアドバイスをしますか。

にしゃめんだん さんしゃめんだん はなし

A. 二者面談、三者面談などで話があります。

しりつ けんりつりょうほう しけん ふごうかく ばあい つぎ すてっぷ

Q.私立、県立両方の試験に不合格の場合の次のステップは？

にじぼしゅう ばあい う
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わたし ちゅうがく ねんせい にほん ちい す がいこくせき

Q. 私は中学３年生です。日本には小さいときから住んでいますが、外国籍です。
がいこくじんせいと とくれいにゅうがくしゃせんばつしけん う

外国人生徒の特例入学者選抜試験を受けられますか。

Q. Saya pelajar SMP kelas 3Saya tinggal di Jepang sejak kecil, tetapi saya

berkewarganegaraan asing. Bisakah saya mengikuti Ujian Seleksi Khusus Siswa Asing?

A. Syarat untuk bisa mengikuti Ujian Seleksi Khusus Siswa Asing tahun ajaran

2022 adalah siswa yang pada saat 1 Maret 2022 masa tinggalnya tidak melebih

3 tahun sejak datang ke Jepang. (Pastikan dengan guru sekolah Anda.)

Q. Apa langkah selanjutnya jika Ujian SMA Swasta dan SMA Negeri keduanya gagal?

A: Siswa dapat mengajukan ke pendaftaran gelombang ke -2 atau mengikuti ujian di 

tahun berikutnya.

Q. Jikasaya gagalujian, bagaimanacaramengetahui informasi tentangpendaftarangelombangke-2?

A: Konsultasikan dan dapatkan informasi dari dengan sekolah Anda. Informasi lebih

lanjut bisa dicek juga dari situs web Dewan Pendidikan Prefektur Ibaraki dan Koran.

Q. Saya ingin tahu apa bedanya "TAN-GAN" dan "HEI-GAN"

A: "TAN-GAN" adalah pengajuan tunggal untuk Ujian masuk SMA Swasta. Isti lah 

"HEI-GAN" adalah pengajuan jamak ke beberapa sekolah. Misalnya pengajuan ke 

SMA Swasta dan Negeri, atau ke beberapa SMA Swasta.

Q. Bisakah mengajukan ujian ke beberapa SMA Swasta bersamaan?

A: Bisa apabila jadwal ujiannya tidak tumpang tindih, Anda dapat mengikuti ujian 

sebanyak yang diinginkan.

Q. Bisakah mengajukan Ujian ke beberapa SMA Negeri bersamaan ?

A: Tidak bisa, Untuk SMA Negeri hanya bisa mengajukan 1 sekolah. (Namun, j ika

ujian pertama gagal, Anda bisa mendaftar ujian gelombang ke-2 di sekolah lain)

Q. Bisakah mengajukan ujian masuk dari pendaftaran gelombang ke-2 di sekolah yang sama ?

A: Bisa, selama sekolahnya mengadakan pendaftaran gelombang ke-2.

Pendaftaran gelombang ke-2 diadakan apabila target kapasitas jumlah

siswa tidak pernuhi di pendaftaran awal.

Q. Apakah guru sekolah memberikan saran untuk bisa masuk ke SMA pilihan pertama?

A: Akan dibicarakan pada saat NISYA MENDAN/interview 2 pihak dan SANSYA 
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