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アドミッション･オフィス（ＡＯ）入試 

（グローバル人材育成入試） 

学生募集要項 

出願する際は、この募集要項の他にインターネット出願のガイダンスページも熟読すること。 

出願期間及び出願方法には十分注意すること。 
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趣旨 

 社会のあらゆる側面でグローバル化が急速に進行するなか、主体性をもって国際的に活躍できる「グ

ローバル人材」の育成が求められています。 

 本学では、国際社会で活躍する意欲のある者を募集するグローバル人材育成入試を実施し、国際社会

の第一線でリーダーシップを発揮して活躍できるグローバルリーダーの育成に取り組みます。 

 本入試で入学する学生は、主専攻科目の履修と並行して、海外留学が必修のカリキュラム「国際副専

攻」の科目を履修し、主専攻の専門知識に加えて、確かなコミュニケーション力や多様な文化に適応可

能な実行力を身につけます。 

募集人員 

学部・学科名 募集人員 

人文社会学部 

人間社会学科 ３名 

人文学科 ３名 

小 計 ６名 

経済経営学部 経済経営学科 ３名 

都市環境学部 

地理環境学科 １～２名 

都市基盤環境学科 ２名 

建築学科 ２名 

環境応用化学科 ３名 

観光科学科 ２名 

都市政策科学科 若干名 

小 計 １０名 

システムデザイン

学部 
情報科学科 若干名 

合 計 １９名 

※ 選抜の結果により、学科の合格者数は、募集人員と異なることがあります。 
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Ⅰ 人文社会学部 人間社会学科・人文学科 

 出願手続、注意事項等は、18ページ以降の共通編をご覧ください。 

 

１ 出願資格 

次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を2019年３月卒業見込みの者又

は2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

    ・TOEFL iBT       64以上    ・TOEFL PBT          510以上 

    ・IELTS            5.5以上    ・実用英語技能検定（英検）準１級以上 

    ・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版）  700以上 

    ・GTEC（４技能版） 1190以上     ・GTEC CBT          1040以上 

    ・TEAP        334以上 

    ※ IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※ GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、オフィシャ 

 ルスコアに限る。 

（３） 合格した場合、本学への入学を確約できる者 

 

２ 選抜方法 

第１次選抜と第２次選抜とに分けて実施します。受験票が 11 月６日（火）までに到着しなかっ

た場合は、11 月７日（水）に首都大学東京アドミッション・センター（入試課）まで電話（22 ペ

ージ参照）で問い合わせてください。 

 

（１） 第１次選抜 

調査書及び志望理由書により書類選考を行います。合格者数は、募集人員の原則約３倍とし

ます。 

 

（２） 第１次選抜結果の発表 

     発表日時  2018年11月10日（土）14時 

     発表方法  本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に掲載します。 

  

第１次選抜結果と併せて「第２次選抜受験要領」を、本学ウェブサイト上に掲載します。

第１次選抜合格者は必ず確認してください。 

なお、ウェブサイトでの確認ができない者には、南大沢キャンパス本部棟１階の首都大学

東京アドミッション・センター（入試課）窓口で配付を行います。配付の際は、受験票の提

示が必要となります（代理人が受け取ることも可能です。）。 

配付日時：11月10日（土）14時～18時 

 

第１次選抜不合格者には、入学考査料の一部（13,000 円）の返還に関する書類を後日郵送

します。 

 

（３） 第２次選抜 

第１次選抜合格者に対して、小論文、面接及び大学入試センター試験により、第２次選抜を

行います。 

学部・学科別要項 
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ア 本学において小論文（日本語による解答）を課し、面接（口頭試問を含む。）を行います。 

  実施日時：2018年11月13日（火）  10時～11時30分  （小論文） 

    14時～      （面 接） 

     受験会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 

     集合時間（小論文試験）：試験開始 20分前までに受験会場に入室してください。 

     実施内容：① 小論文 

            課題に対する考察力、論理性、表現力などを評価します。 

② 面接（口頭試問を含む。） 

・面接は、個人面接で行います。 

・受験者本人のこれまでの活動内容、国際社会及び専攻を希望する分野に関

する知識、関心及び考え方について問います。意欲、コミュニケーション

能力、柔軟性、適性を評価します。 

 

イ 大学入試センター試験を受験してください。 

受験教科・科目は一般選抜人文社会学部 前期日程と同一です（下表参照）。 

出願後、大学入試センター発行の「センター試験成績請求票（ＡＯ国公立ＡＯ入試用）」を

「2019（平成 31）年度首都大学東京 大学入試センター試験成績請求票貼付用紙」に貼付し、

2019 年１月 15 日（火）までに首都大学東京アドミッション・センター（入試課）へ送付して

ください。 

センター試験を受験しなかった場合（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含

む。）及び「平成 31センター試験成績請求票」の送付がなかった場合は、失格となります。 

 

人文社会学部（人間社会学科・人文学科） 大学入試センター試験において受験すべき教科・科目  
 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ｂ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 「現代社会｣，「倫理｣，「政治・経済｣，『倫理，政治・経済』 

数 学 『数学Ⅰ・数学Ａ』， 

 
『数学Ⅱ・数学Ｂ』， 

『簿記・会計』，『情報関係基礎』 

理 科 ①「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」 

 ②「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』，『韓国語』 から１科目選択 

※１ 地理歴史・公民と数学から計３科目選択 

   地理歴史・公民の第１解答科目を採用し、地理歴史・公民の第２解答科目と数学から得点の高い順に２科目を採用する。 

ただし、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理，政治・経済』から２科目選択しても１科目しか採用しない。 

※２ 理科は、基礎を付した科目から２科目又は基礎を付していない科目から１科目を選択する。指定した科目数を超えて受験

した場合に採用する科目は、以下のとおりとする。 

   首都大学東京では「理科の基礎を付した科目２科目」を理Ａ、「理科の基礎を付していない科目１科目」を理Ｂと呼び、

理Ａ、理Ｂを受験した場合は、理Ａ、理Ｂから得点の高いものを採用する。 

   理科の基礎を付していない科目２科目を受験した場合は、理科の第１解答科目を採用する。 

注）・『簿記・会計』、『情報関係基礎』を選択解答できる者は、高等学校、中等教育学校又は文部科学大臣の指定を受けた専修学

校の高等課程においてこれらの科目を履修した者に限る。 

  ・外国語『英語』については、リスニングを含む。この場合、筆記試験とリスニングの合計得点（250 点満点）を他の外国

語同様の配点に換算する。 

から１科目選択 

又は２科目選択※１ 

から１科目選択 

又は２科目選択※１ 

①から２科目選択 

又は②から１科目選択※２ 
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 ３ 配点 

   調査書、志望理由書、小論文及び面接の評価、並びに大学入試センター試験の成績を以下のとお

り点数化し、その満点を 200点とします。必要に応じて英語検定の成績を参考にします。 

① 調査書             最高点  10点 

② 志望理由書           最高点  20点 

③ 小論文             最高点  30点 

④ 面接（口頭試問を含む。）     最高点  40点 

⑤ 大学入試センター試験の成績    最高点 100点 

 
 
大学入試センター試験は、以下の配点とし、その計を100点満点に換算します。 

大学入試センター試験の配点等 

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 合計 

100 
★100 

★100 

★100 

★100 

①50,50 

②100 
100 600 

   ★印を付している教科は３科目選択を表す。丸付き数字は、丸付き数字のうちいずれかの選択を

表す。 

   

  なお、大学入試センター試験の得点率（素点の合計点）が 65％未満の者は合格対象者とならない。 

 

４ 最終合格者の発表 

（１） 合格者の発表 

     発表日時：2019年２月13日（水）12時 

発表方法：① 首都大学東京 南大沢キャンパス１号館前７番の掲示板（入試情報コーナ

ー）に掲示します。 

②  発表日時から７日間に限り本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）

に掲載します。 

 

（２） 入学手続書類の送付 

合格者には、志願票に記載された住所へ合格通知書及び入学手続案内等を郵送します。2019

年２月 15 日（金）午前中までに合格通知書等が到着しない場合には、２月 15 日（金）中

に首都大学東京アドミッション・センター（入試課）まで電話で問い合わせてください。 

     入学手続については、20ページをご覧ください。 

 

   ※ 合格発表から入学手続までの期間が短いため、事前に、第２次選抜受験者全員に対して「入

学手続の概要」を郵送します。（１月上旬予定） 

 

注意事項 

（１） 本学への電話・郵便等による合否に関する問合せには一切応じません。 

 （２） 上記の発表方法以外の取扱いは行っていません。試験当日、学外で呼び込む者がいても、

本学とは関係ありませんので注意してください。 
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Ⅱ 経済経営学部 経済経営学科 

  

出願手続、注意事項等は、18ページ以降の共通編をご覧ください。 

 

１ 出願資格 

次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を 2019年３月卒業見込みの者又 

   は2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能 力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

    ・TOEFL iBT       64以上   ・TOEFL PBT          510以上 

    ・IELTS            5.5以上   ・実用英語技能検定（英検）準１級以上 

    ・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版）  700以上 

    ・GTEC（４技能版）  1190以上   ・GTEC CBT            1040以上 

    ・TEAP         334以上 

    ※ IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※ GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、オフィシャ 

 ルスコアに限る。 

（３） 経済学あるいは経営学に対する強い興味と旺盛な向学心を有する者 

（４） 合格した場合、本学への入学を確約できる者 

 

２ 選抜方法 

第１次選抜と第２次選抜とに分けて実施します。受験票が 11 月６日（火）までに到着しなかっ

た場合は、11 月７日（水）に首都大学東京アドミッション・センター（入試課）まで電話（22 ペ

ージ参照）で問い合わせてください。 

 

（１） 第１次選抜 

調査書及び志望理由書により書類選考を行います。合格者数は、募集人員の原則約３倍とし

ます。 

 

（２） 第１次選抜結果の発表 

     発表日時  2018年11月10日（土）14時 

     発表方法  本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に掲載します。 

           

第１次選抜結果と併せて「第２次選抜受験要領」を、本学ウェブサイト上に掲載します。第

１次選抜合格者は必ず確認してください。 

なお、ウェブサイトでの確認ができない者には、南大沢キャンパス本部棟１階の首都大学東 

京アドミッション・センター（入試課）窓口で配付を行います。配付の際は、受験票の提示が

必要となります（代理人が受け取ることも可能です。）。 

配付日時：11月 10日（土）14時～18時 

 

第１次選抜不合格者には、入学考査料の一部（13,000 円）の返還に関する書類を後日郵送し

ます。 
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（３） 第２次選抜 

第１次選抜合格者に対して、小論文（英語による解答）及び面接（口頭試問を含む。）により、

第２次選抜を行います。 

 

  実施日時：2018年11月13日（火）  10時～11時30分（小論文） 

                                         14時～     （面 接） 

     受験会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 

     集合時間（小論文試験）：試験開始 20分前までに受験会場に入室してください。 

     実施内容：① 小論文 

            課題に対する考察力、論理性、英語による表現力などを評価します。 

          ② 面接（口頭試問を含む。） 

・面接は一人20分程度、個人面接を行います。 

・受験者本人のこれまでの活動内容、国際社会及び経営・経済に関する関心

及び考え方について問い、評価します。異文化環境での学修に耐えうる協

調性、実行力、積極性についても評価します。 

 

（４） その他 

入学後の学業の参考としますので、「大学入試センター試験」を受験してください。 

受験教科・科目は一般選抜経済経営学部 前期日程（一般区分又は数理区分）と同一です（７

～８ページ参照）。センター試験の結果は合否の判定には影響しませんが、受験しなかった場合

（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含む。）は、合格発表後であっても合格

を取り消します。 

 

 ３ 配点 

調査書、志望理由書、小論文及び面接の評価を以下のとおり点数化し、その満点を 100点とし

ます。必要に応じて英語検定の成績を参考にします。 

① 調査書           最高点  20点 

② 志望理由書         最高点  20点 

③ 小論文           最高点  30点 

④ 面接（口頭試問を含む。）   最高点  30点 

 

４ 最終合格者の発表 

（１） 合格者の発表 

      発表日時：2018年12月３日（月）14時 

発表方法：① 首都大学東京 南大沢キャンパス１号館前７番の掲示板（入試情報コーナー）

に掲示します。 

②  発表日時から７日間に限り、本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）

に掲載します。 

 

（２） 入学手続書類の送付 

      合格者には、志願票に記載された住所へ合格通知書及び入学手続案内等を郵送します。2018

年 12 月 10 日（月）までに合格通知書等が到着しない場合には、首都大学東京アドミッショ
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ン・センター（入試課）まで電話で問い合わせてください。 

    入学手続については、20ページをご覧ください。 

    

注意事項 

 （１） 本学への電話・郵便等による合否に関する問合せには一切応じません。 

 （２） 上記の発表方法以外の取扱いは行っていません。試験当日、学外で呼び込む者がいても、

本学とは関係ありませんので注意してください。 

 

５ 大学入試センター試験の受験について 

   入学後の学業の参考としますので、「大学入試センター試験」を必ず受験してください。 

受験教科・科目は一般選抜経済経営学部 前期日程（一般区分又は数理区分）と同一です（下記

又は８ページ参照）。 

センター試験の結果は合否の判定には影響しませんが、受験しなかった場合（受験した科目が定

められた条件を満たさない場合を含む。）は、合格発表後であっても合格を取り消します。 

 

 

経済経営学部 前期日程（一般区分）大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 
 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ｂ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 『倫理，政治・経済』 

理 科 ①「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」 

 ②「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 

数 学 ① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 

数 学 ② 
『数学Ⅱ・数学Ｂ』， 

『簿記・会計』，『情報関係基礎』  

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』 から１科目選択 

※ 理科は、基礎を付した科目から２科目又は基礎を付していない科目から１科目を選択する。指定した科目数を超えて 

受験した場合に採用する科目は、以下のとおりとする。 

  首都大学東京では「理科の基礎を付した科目２科目」を理Ａ、「理科の基礎を付していない科目１科目」を理Ｂと呼び、

理Ａ、理Ｂを受験した場合は、理Ａ、理Ｂから得点の高いものを採用する。 

  理科の基礎を付していない科目２科目を受験した場合は、理科の第１解答科目を採用する。 

注）・『簿記・会計』、『情報関係基礎』を選択解答できる者は、高等学校、中等教育学校又は文部科学大臣の指定を受けた専

修学校の高等課程においてこれらの科目を履修した者に限る。 

  ・外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から２科目選択 

①から２科目選択 

又は②から１科目選択※ 

から１科目選択 
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経済経営学部 前期日程（数理区分）大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 

 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ｂ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 『倫理，政治・経済』 

理 科 「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 から１科目選択※２ 

数 学 ① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 

数 学 ② 
『数学Ⅱ・数学Ｂ』， 

『簿記・会計』，『情報関係基礎』  

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』 から１科目選択 

※１ 地理歴史・公民の第１解答科目を採用する。 

※２ 理科は、第１解答科目を採用する。 

注）・『簿記・会計』、『情報関係基礎』を選択解答できる者は、高等学校、中等教育学校又は文部科学大臣の指定を受けた専

修学校の高等課程においてこれらの科目を履修した者に限る。 

  ・外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

から１科目選択※１ 

から１科目選択 
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Ⅲ 都市環境学部 地理環境学科・都市基盤環境学科・建築学科・環境応用化学科・ 

観光科学科・都市政策科学科 
 

出願手続、注意事項等は、18ページ以降の共通編をご覧ください。 

 

１ 出願資格 

学科名 出願資格 

地理環境学科 

 

次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を 2019年３月

卒業見込みの者又は 2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

・TOEFL iBT  64以上   ・TOEFL PBT 510以上     

・IELTS 5.5以上     ・実用英語技能検定（英検） 準１級以上 

・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版） 700以上 

・GTEC（４技能版） 1190以上   

・GTEC CBT         1040以上 

・TEAP              334以上 

※IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、 

 オフィシャルスコアに限る。 

（３） 合格した場合、本学への入学を確約できる者 

都市基盤環境学科 

建築学科 

環境応用化学科 

 

次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を 2019年３月

卒業見込みの者又は 2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

・TOEFL iBT  64以上   ・TOEFL PBT 510以上     

・IELTS 5.5以上     ・実用英語技能検定（英検） 準１級以上 

・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版） 700以上 

・GTEC（４技能版） 1190以上 

・GTEC CBT     1040以上 

・TEAP        334以上 

※IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、 

 オフィシャルスコアに限る。 

（３） 合格した場合、本学への入学を確約できる者 

 

さらに次のいずれかに該当する成績優秀な者 

① 出願時までの総科目全体の評定平均値が 4.0 以上の者（教科の平均値ではな

い。） 

② 外国語の評定平均値、数学の評定平均値及び理科の評定平均値がいずれも 4.3

以上の者 
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観光科学科 

 
次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を 2019 年３月

卒業見込みの者又は 2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

・TOEFL iBT  64以上   ・TOEFL PBT 510以上     

・IELTS 5.5以上     ・実用英語技能検定（英検） 準１級以上 

・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版） 700以上 

・GTEC（４技能版） 1190以上 

・GTEC CBT     1040以上 

・TEAP        334以上 

※IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、 

 オフィシャルスコアに限る。 

（３） 出願時までの総科目全体の評定平均値が 4.3 以上の者（教科の平均値では

ない。） 

（４） 旺盛な向学心と積極性を有し、合格した場合、本学への入学を確約できる

者 

都市政策科学科 

 
次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を 2019年３月

卒業見込みの者又は 2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

・TOEFL iBT  64以上   ・TOEFL PBT 510以上     

・IELTS 5.5以上     ・実用英語技能検定（英検） 準１級以上 

・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版） 700以上 

・GTEC（４技能版） 1190以上 

・GTEC CBT     1040以上 

・TEAP        334以上 

※IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、 

 オフィシャルスコアに限る。 

（３） 旺盛な向学心と積極性を有し、合格した場合、本学への入学を確約できる

者 

 

２ 選抜方法 

第１次選抜と第２次選抜とに分けて実施します。受験票が 11 月６日（火）までに到着しなかっ

た場合は、11 月７日（水）に首都大学東京アドミッション・センター（入試課）まで電話（22 ペ

ージ参照）で問い合わせてください。 

 

（１） 第1次選抜 

   ●地理環境学科 

数学の基礎的な学力検査により、第１次選抜を行います。必要に応じて、調査書及び志望理由

書等を参考にします。合格者数は、募集人員の原則約３倍とします。 

 

学力検査時間割 

日      時 教  科 

11月８日（木） 10：10～11：00 数  学 

   数学の範囲は、一般選抜入試出題範囲に準ずる。 
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  受験会場 首都大学東京 南大沢キャンパス12号館 201室（予定） 

※ 受験上の注意事項 

① 受験者は、試験開始 20分前までに指定の場所に集合してください。 

  （集合場所は受験票送付時に指示します。） 

② 試験開始後20分以上遅刻した者は受験することができません。 

③ 本学の最寄り駅は、京王相模原線南大沢駅です。駅から受験会場まで徒歩で約 15 分かか

ります。 

 

●都市基盤環境学科、建築学科、環境応用化学科、観光科学科、都市政策科学科 

     調査書及び志望理由書により書類選考を行います。合格者数は、募集人員の原則約３倍とし

ます。 

 

（２） 第1次選抜結果の発表 

   発表日時  2018年 11月 10日（土）14時 

   発表方法  本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に掲載します。 

 

第１次選抜結果と併せて「第２次選抜受験要領」を、本学ウェブサイト上に掲載します。第

１次選抜合格者は必ず確認してください。 

なお、ウェブサイトでの確認ができない者には、南大沢キャンパス本部棟１階の首都大学東 

京アドミッション・センター（入試課）窓口で配付を行います。配付の際は、受験票の提示が

必要となります（代理人が受け取ることも可能です。）。 

配付日時：11月 10日（土）14時～18時 

 

     都市基盤環境学科、建築学科、環境応用化学科、観光科学科及び都市政策科学科の第１次選

抜不合格者には、入学考査料の一部（13,000円）の返還に関する書類を後日郵送します。 

 

（３） 第２次選抜 

    第１次選抜合格者に対して、出願学科ごとに、小論文（日本語による解答）を課し、面接（口 

  頭試問を含む。）を行います。 

 

●地理環境学科、都市基盤環境学科 

実施日時：2018年11月13日（火）  10時～11時30分 （小論文） 

                      13時～      （面 接） 

受験会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 

     集合時間（小論文試験）：試験開始 20分前までに受験会場に入室してください。 

     実施内容：① 小論文 

            課題に対する考察力、論理性、表現力などを評価します。 

          ② 面接（口頭試問を含む。） 

           ・面接は一人 20分程度、個人面接を行います。 

       ・受験者本人のこれまでの活動内容、国際社会及び専攻を希望する分野に関す 

る知識、関心及び考え方について試問し、総合的に評価します。 
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●建築学科、環境応用化学科、観光科学科、都市政策科学科 

実施日時：2018年11月13日（火）  10時～11時30分（小論文） 

                                     13時～     （面 接） 

受験会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 

     集合時間（小論文試験）：試験開始 20分前までに受験会場に入室してください。 

     実施内容：① 小論文 

            課題に対する考察力、論理性、表現力などを評価します。 

          ② 面接（口頭試問を含む。） 

・面接は一人20分程度、個人面接を行います。 

・受験者本人のこれまでの活動内容、国際社会及び専攻を希望する分野に関

する知識、関心及び考え方について問います。意欲、コミュニケーション

能力、柔軟性、適性を評価します。 

 

（４） その他 

都市政策科学科の出願者は、入学後の学業の参考としますので、「大学入試センター試験」を

受験してください。 

受験教科・科目は一般選抜都市政策科学科 前期日程（文系区分又は理系区分）と同一です

（13～14 ページ参照）。センター試験の結果は合否の判定には影響しませんが、受験しなかっ

た場合（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含む。）は、合格発表後であって

も合格を取り消します。 

 

 ３ 配点 

  調査書、志望理由書、小論文及び面接の評価を以下のとおり点数化し、その満点を 100点とします。 

必要に応じて英語検定の成績を参考にします。 

地理環境学科、都市基盤環境学科、建築学科、環境応用化学科、観光科学科、都市政策科学科 

① 調査書           最高点  20点 

② 志望理由書         最高点  10点 

③ 小論文           最高点  30点 

④ 面接（口頭試問を含む。）   最高点  40点 

 

４ 最終合格者の発表 

（１）合格者の発表 

   発表日時：2018年 12月３日（月）14時 

発表方法：① 首都大学東京 南大沢キャンパス１号館前７番の掲示板（入試情報コーナー）に

掲示します。 

②  発表日時から７日間に限り、本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に

掲載します。 

 

（２）入学手続書類の送付 

    合格者には、志願票に記載された住所へ合格通知書及び入学手続案内等を郵送します。2018

年12月10日（月）までに合格通知書等が到着しない場合には、首都大学東京アドミッション・ 
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センター（入試課）まで電話で問い合わせてください。 

    入学手続については、20ページをご覧ください。 

 

注意事項 

 （１） 本学への電話・郵便等による合否に関する問合せには一切応じません。 

 （２） 上記の発表方法以外の取扱いは行っていません。試験当日、学外で呼び込む者がいても、

本学とは関係ありませんので注意してください。 

 

５ 大学入試センター試験の受験について 

   都市政策科学科の出願者は、入学後の学業の参考としますので、「大学入試センター試験」を必

ず受験してください。 

受験教科・科目は一般選抜都市政策科学科 前期日程（文系区分又は理系区分）と同一です（下

記又は14ページ参照）。 

センター試験の結果は合否の判定には影響しませんが、受験しなかった場合（受験した科目が定

められた条件を満たさない場合を含む。）は、合格発表後であっても合格を取り消します。 

 

 

都市政策科学科 前期日程（文系区分）大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 
 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ｂ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 『倫理，政治・経済』 

理 科 ①「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」 

 ②「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 

数 学 ① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 

数 学 ② 
『数学Ⅱ・数学Ｂ』， 

『簿記・会計』，『情報関係基礎』  

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』 から１科目選択 

※ 理科は、基礎を付した科目から２科目又は基礎を付していない科目から１科目を選択する。指定した科目数を超えて 

受験した場合に採用する科目は、以下のとおりとする。 

  首都大学東京では「理科の基礎を付した科目２科目」を理Ａ、「理科の基礎を付していない科目１科目」を理Ｂと呼び、

理Ａ、理Ｂを受験した場合は、理Ａ、理Ｂから得点の高いものを採用する。 

  理科の基礎を付していない科目２科目を受験した場合は、理科の第１解答科目を採用する。 

注）・『簿記・会計』、『情報関係基礎』を選択解答できる者は、高等学校、中等教育学校又は文部科学大臣の指定を受けた専

修学校の高等課程においてこれらの科目を履修した者に限る。 

  ・外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

から２科目選択 

①から２科目選択 

又は②から１科目選択※ 

から１科目選択 
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都市政策科学科 前期日程（理系区分）大学入試センター試験において受験すべき教科・科目 

 

国 語 『国語』 

地理歴史 「世界史Ａ｣，「世界史Ｂ｣，「日本史Ａ｣，「日本史Ｂ｣，「地理Ａ｣，「地理Ｂ｣， 

公 民 「現代社会｣，「倫理｣，「政治・経済｣，『倫理，政治・経済』 

理 科 「物理」，「化学」，「生物」，「地学」 から２科目選択 

数 学 『数学Ⅰ・数学Ａ』，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

外 国 語 『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』，『中国語』 から１科目選択 

※ 地理歴史・公民の第１解答科目を採用する。 

注）・外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

 

 

から１科目選択※ 
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Ⅳ システムデザイン学部 情報科学科 

 出願手続、注意事項等は、18ページ以降の共通編をご覧ください。 

 

１ 出願資格 

次の要件をすべて満たす者 

（１） 高等学校（中等教育学校、特別支援学校の高等部を含む。）を2019年３月卒業見込みの者又

は2018年４月以降に卒業した者 

（２） 英語の能力に優れた者で、次のいずれかの級・スコアを有するもの 

    ・TOEFL iBT       64以上    ・TOEFL PBT          510以上 

    ・IELTS            5.5以上    ・実用英語技能検定（英検）準１級以上 

    ・GTEC for STUDENTS（L&R&W）又はGTEC（３技能版）  700以上 

    ・GTEC（４技能版） 1190以上     ・GTEC CBT          1040以上 

    ・TEAP        334以上 

    ※ IELTSは、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。 

※ GTEC for STUDENTS（L&R&W）、GTEC（３技能版）、GTEC（４技能版）は、オフィシャ 

 ルスコアに限る。 

（３） 合格した場合、本学への入学を確約できる者 

 

２ 選抜方法 

第１次選抜と第２次選抜とに分けて実施します。受験票が 11 月６日（火）までに到着しなかっ

た場合は、11 月７日（水）に日野キャンパス管理部学務課教務係まで電話（22 ページ参照）で問

い合わせてください。 

 

（１） 第１次選抜 

調査書及び志望理由書により書類選考を行います。合格者数は、約５名を限度とします。 

 

（２） 第１次選抜結果の発表 

     発表日時  2018年11月10日（土）14時 

     発表方法  本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に掲載します。 

  

第１次選抜結果と併せて「第２次選抜受験要領」を、本学ウェブサイト上に掲載します。

第１次選抜合格者は必ず確認してください。 

なお、ウェブサイトでの確認ができない者には、日野キャンパス管理部学務課教務係窓口

で配付を行います。配付の際は、受験票の提示が必要となります（代理人が受け取ることも

可能です。）。 

配付日時：11月10日（土）14時～18時 

 

第１次選抜不合格者には、入学考査料の一部（13,000 円）の返還に関する書類を後日郵送

します。 

 

（３） 第２次選抜 

第１次選抜合格者に対して、面接及び大学入試センター試験により、第２次選抜を行います。 
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ア 本学において面接を行います。 

  実施日時：2018年11月17日（土）   

     受験会場：首都大学東京 日野キャンパス 

      時間等の詳細は、「第２次選抜受験要領」等で指示します。 

     実施内容：面接（個人面接） 

          ※受験者本人のこれまでの活動内容、国際社会及び専攻を希望する分野に関する 

           興味、関心等 

 

イ 大学入試センター試験を受験してください。 

受験教科・科目 

 ○数学（『数学Ⅰ・数学Ａ』及び『数学Ⅱ・数学Ｂ』） 

 ○理科（「物理」、「化学」、「生物」から１科目選択 ※理科は第１解答科目を採用する。） 

 ○外国語（『英語』） 

 （注）外国語『英語』については、リスニングを含む。 

 

出願後、大学入試センター発行の「センター試験成績請求票（ＡＯ国公立ＡＯ入試用）」を

「2019（平成 31）年度首都大学東京 大学入試センター試験成績請求票貼付用紙」に貼付し、

2019 年１月 15 日（火）までに首都大学東京アドミッション・センター（入試課）へ送付して

ください。 

センター試験を受験しなかった場合（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含

む。）及び「平成 31センター試験成績請求票」の送付がなかった場合は、失格となります。 

 

３ 配点 

   調査書、志望理由書、面接の評価、並びに大学入試センター試験の成績を以下のとおり点数化し、

その満点を200点とします。必要に応じて英語検定の成績を参考にします。 

① 調査書             最高点   10点 

② 志望理由書            最高点   20点 

③ 面接               最高点   20点 

④ 大学入試センター試験の成績   最高点  150点 

 
 
大学入試センター試験は、以下の配点とし、その計を150点満点に換算します。 

数学 理科 外国語 合計 

50 

50 
  50 100 250 

    

 なお、大学入試センター試験の得点率（素点の合計点）が 65％未満の者は合格対象者とならない。 

 

４ 最終合格者の発表 

（１） 合格者の発表 

     発表日時：2019年２月13日（水）12時 

発表方法：① 首都大学東京 日野キャンパス管理部学務課教務係前の掲示板に掲示します。 

     ② 発表日時から７日間に限り本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に

掲載します。 
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（２） 入学手続書類の送付 

合格者には、志願票に記載された住所へ合格通知書及び入学手続案内等を郵送します。2019

年２月 15 日（金）午前中までに合格通知書等が到着しない場合には、２月 15 日（金）中

に首都大学東京アドミッション・センター（入試課）まで電話で問い合わせてください。 

     入学手続については、20ページをご覧ください。 

 

   ※ 合格発表から入学手続までの期間が短いため、事前に、第２次選抜受験者全員に対して「入

学手続の概要」を郵送します。（１月上旬予定） 

 

注意事項 

（１） 本学への電話・郵便等による合否に関する問合せには一切応じません。 

 （２） 上記の発表方法以外の取扱いは行っていません。試験当日、学外で呼び込む者がいても、

本学とは関係ありませんので注意してください。 
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1 出願手続 

  出願は、インターネット出願により行います。 
 

 ＜インターネット出願について＞ 

  次の①～③の順序ですべての手続きを出願期間内に行います。 

① インターネットにより、マイページの登録・出願登録をする。 

② 入学考査料を支払う。 

③ インターネットから志願票等を印刷し、調査書等の必要書類と一緒に郵送する。 

 ※ 必要書類は、入学考査料の支払い完了後でないと印刷できません。 
 

  インターネット出願は、登録及び入学考査料の支払いを行っただけでは出願手続完了にはなりません。 

  出願期間内に必要な書類等が到着するように、書留速達郵便で郵送する必要があります。 
 

インターネット出願の方法については本学ウェブサイト>>トップ>>入試案内>>学部入試>>インターネ

ット出願>>ガイダンスページ（https://exam.52school.com/guide/tmu/）をご確認ください。 
 

 ＜注意事項＞ 

① 出願期間後到着の出願書類等は、どのような理由があっても受け付けませんので、必ず出願期間に

間に合うように郵送してください。 

② 出願書類等の提出は、市販の角型２号封筒に、必要書類印刷画面から「封筒貼付用宛名ラベル」を

カラー印刷したものを貼付して書留速達で郵送してください。なお、モノクロ印刷の場合には、「速

達」と「書留」の文字と線を赤ペン等でなぞってください。 

③ 宅配便、バイク便等での提出は受け付けません。また、いかなる場合も直接出願は認めません。 

④ 出願書類等に不備がある場合は、出願期間内に補正がなければ不受理となります。 
 
 

（1）出願期間 

2018年11月１日（木）～11月４日（日）20時（必着） 

   ＜送付先＞ ●人文社会学部、経済経営学部、都市環境学部 

     〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目１番地 

         首都大学東京アドミッション・センター（入試課） 

 

         ●システムデザイン学部 

       〒191-0065 東京都日野市旭が丘六丁目６番地 

      首都大学東京 日野キャンパス管理部学務課教務係 

 

※ インターネットによるマイページの登録・出願登録、入学考査料の支払いは、10 月 18 日

（木）から可能です。 

※ 受付期間が短いため、11月１日以前に郵送していただいても構いません。なお、交通事情 

 等による郵便遅配は一切考慮しませんので、必ず出願期間に間に合うように郵送してください。 

 

 

 

共通編 
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（2）出願書類 

①志願票 必要事項を入力後、必要書類印刷画面から印刷してください。 

②受験票・写真票 

 

 

必要書類印刷画面から用紙を印刷し、必要事項を記入し、出願前３

ヵ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きの写真を貼ってください

（縦４㎝×横３㎝）。 

③調査書 所属の学校長が作成し、厳封してください。 

④志望理由書 

 

ガイダンスページ又は必要書類印刷画面から用紙を印刷し、志望理

由、入学後の抱負などを志願者本人が、自筆で濃くはっきりと記入し

てください。 

⑤英語検定の成績証明書 TOEFL iBT のスコア票、TOEFL PBT のスコア票、IELTS の成績証明

書、実用英語技能検定準１級以上の合格通知書、GTEC for STUDENTS

のスコア票、GTEC（３技能版）のスコア票、GTEC（４技能版）のスコ

ア票、GTEC CBT のスコア票又は TEAP の成績表の原本と写しを提出し

てください。原本は確認後、返却します。 

⑥受験票送付用封筒 

（１枚） 

受験票と併せて英語検定の成績証明書の原本を返却します。必要書

類印刷画面から「受験票送付用宛名ラベル」をカラー印刷し、所定の

欄に420円分の切手（速達料金280円を含む。）を貼ったものを市販の

角型２号封筒に貼付してください。なお、モノクロ印刷の場合には、

「速達」の文字と線を赤ペン等でなぞってください。 

⑦JeP学びのデータ 

 請求票 

（任意提出） 

事前に「高大接続ポータルサイト  JAPAN e-Portfolio」

（https://jep.jp）へ活動記録を入力している方が対象です。 

JAPAN e-Portfolioの学びのデータ提出について 

 本学では、文部科学省入学者選抜改革推進委託事業（主体性等 

分野）に参画し、多面的・総合的評価の実現を目指しています。 

 ご提出いただいたデータは、以下の目的で使用させていただき 

ます。 

 

●統計データ活用 

（今後の入学者選抜方法の検討のために使用します。） 

なお、入学者選抜には使用しないため、合否には一切影響いたしま

せん。 

※ データの取扱いについては、「個人情報の取扱い」（22ページ）を 

  ご覧ください。 

提出の対象となる学びのデータは「全て」です。使用目的にご同意

いただける方は、「JeP学びのデータ請求票」を出力し、出願書類に同

封してください。出力方法は、「『学びのデータ』を大学に提出するに

は」（23ページ）を参照してください。 

 

 ※ 人文社会学部への出願者及びシステムデザイン学部情報科学科への出願者は、2019 年１月 15 日

（火）までに、別途「2019（平成 31）年度首都大学東京 大学入試センター試験成績請求票貼

付用紙」の送付が必要となります。 
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（３） ＡＯ入試出願上の注意 

① 国公立大学のアドミッション・オフィス（ＡＯ）入試（大学入試センター試験を課す場合、

課さない場合を問わず）による志願者は、個別学力検査等について、前期日程から１つ、後期

日程から１つの合計２つまでの大学・学部を選んで出願することができることになっています

ので、本学の一般選抜（前期日程・後期日程）へ併願することができます。 

② 国公立大学の推薦・ＡＯ入試で入学手続をできるのは 1つの大学・学部のみです。 

③ 同一出願期間にて実施する本学への他の推薦入試及びＡＯ入試との同一人の併願は認められ

ません。 

   ④ 出願書類等に不備がある場合は、出願期間内に補正がなければ不受理となります。 

   ⑤ 出願書類を受理した後は、志願する学部、学科の変更はできません。 

⑥ 出願書類を受理した後は、出願書類及び支払った入学考査料は返還しません。ただし、入学

考査料を支払ったが出願しなかった場合又は入学考査料を誤って二重に支払った場合は、入学

考査料の返還 を申請することがで きます。詳細は、本 学ウェブサイ ト

（https://www.tmu.ac.jp/campus_life/tuition/expenses.html）をご確認ください。 

   ⑦ 入学後であっても、出願手続等に不正があった場合は、入学の許可を取り消します。 

   ⑧ 障がい等により受験上及び修学上配慮を希望する者は、９月７日（金）17 時までに首都大

学東京アドミッション・センター（入試課）に必ず相談してください。上記期限までに相談が

無かった場合、希望に沿えないこともありますので、十分注意してください。また、点字によ

る解答を希望する場合等、内容によっては対応に時間を要することもありますので、できるだ

け早い時期に相談してください。 

 

２ 入学考査料の支払いについて 

入学考査料 17,000円 

 

① クレジットカードでの決済、コンビニエンスストア決済、銀行ＡＴＭ（ペイジー）又はイン

ターネットバンキングでの支払いとなります。詳細はガイダンスページをご覧ください。 

② 支払期間は 2018 年 11 月４日（日）までです。ただし、支払いが完了しても、出願期間内に

出願書類等が本学に到着していなければ、出願は認められません。 

③ 決済には、別途手数料648円がかかります。 

④ 出願を受理した後は、一度支払った入学考査料は返還しませんので、出願について十分に検

討した上で支払いを行ってください｡  

⑤ 免除措置については、最終ページを参照してください。 

 

３ 入学手続 

   本選抜の合格者を各学科の入学内定者とします。入学内定者は、入学手続案内に従い入学手続を

行ってください。詳細は、入学手続案内等に記載します。 

（１）日時 

都市環境学部 各学科 

（都市政策科学科を除く） 
2019年１月８日（火）～１月10日（木） 

経済経営学部 経済経営学科 

都市環境学部 都市政策科学科 
2019年１月30日（水）～１月31日（木） 

人文社会学部 各学科 

システムデザイン学部 情報科学科 
2019年２月18日（月）～２月19日（火） 
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（２）入学料（振込方法は、入学手続案内等に記載します。） 

東京都の住民 141,000円（予定額） 

その他の者 282,000円（予定額） 

 

 「東京都の住民」とは、本人又はその者の配偶者若しくは一親等の親族が、入学の日

（2019 年４月１日）の 1 年前(2018 年４月１日)から引き続き東京都内に住所を有する者

をいい、この認定を受けるには、『住民票記載事項証明書』等が必要です。 

（注）入学手続完了後は、入学料は返還しません。 

 

（３）問合せ先（入学手続関係のみ） 

首都大学東京管理部 教務課  電話 042-677-2395（直通） 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 

 

※ 注意事項 

   入学手続をしない者は入学内定を取り消します。入学辞退は、特別な理由により入学手続をしな

い者で、入学手続日までに学校長を通じて「入学辞退願」が提出され、その理由が正当であると判

断された場合に限り認めます。なお、入学辞退が認められた場合以外は、本学及び他の国公立大学

（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く。以下同じ。）の一般選抜試験を受験し

ても合格者にはなりません。 

 

４ 授業料 

  年額 520,800円（予定額） 

  授業料の納入方法は、預金口座からの引き落としによる口座振替となります。４月下旬と 10 月下

旬に指定された口座から年額の１／２を納入していただきます。 

なお、授業料の改定が行われた場合には、改定後の授業料の年額が適用されます。 

 

５ 入学料・授業料の減免 

入学料及び授業料については、減額又は免除の制度があります（詳細は、入学手続案内等に記載し

ます。）。 

問合せ先（入学料・授業料の減免関係のみ） 

学生サポートセンター 学生課学生係  電話 042-677-2373（直通） 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 

 

６ 不合格となった者の取扱い 

  本選抜に不合格となった者で、大学入試センター試験を受験したものは、本学の一般選抜試験を受

験することができます。 

  一般選抜試験を受験するためには、「2019（平成 31）年度一般選抜学生募集要項」により別途出願

が必要です。 

 

７ 入学許可の取消し 

  経済経営学部 経済経営学科及び都市環境学部 都市政策科学科の入学内定者が「大学入試センター
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試験」を受験しなかった場合（受験した科目が定められた条件を満たさない場合を含む。）及び入学

手続完了者が高等学校等を卒業できない場合は、入学することができません。 

８ 個人情報の取扱い 

本学では、個人情報について以下のとおり法令に基づき取り扱いますので、予めご了承ください。 

（１）本選抜実施において本学が取得した氏名、住所、入試成績等の個人情報については、入学者選 

  抜（出願処理、選抜処理、選抜実施、合格発表）及び入学手続を行うために使用します。また、 

  本選抜実施において取得したデータは入学後の学修状況、卒業後の進路等追跡調査結果等、本選 

  抜以外のデータとともに、首都大学東京での学びや学生生活の改善、広報活動における調査・分 

  析を行うために利用します。これらの調査・分析結果は、個人が特定できない形に処理されて学 

  内外に公表されることがあります。 

（２）本選抜実施において本学が取得した氏名、住所、入試成績等の個人情報については、入学者の 

  み、①教務関係（学籍、修学指導、所属変更等）、②学生支援関係（健康管理、就職支援、授業 

  料減免・奨学金申請等）、③授業料徴収に関する業務を行うために使用します。 

（３）前記（１）、（２）の業務において、本学より、一部の業務の委託を受けた業者が、個人情報に 

  ついて、適正な管理のための必要な措置を講じた上で、その全部又は一部を使用することがあり 

  ます。 

（４）氏名及び大学入試センター試験の受験番号に限って、合否及び入学手続等に関する個人情報が、 

  独立行政法人大学入試センター及び他の国公立大学に送達されます。 

（５）本学がJAPAN e-Portfolioから収集した学びのデータは、今後の入学者選抜方法の検討に使用 

  するとともに、入学後の学修状況、卒業後の進路等追跡調査結果等、本選抜以外のデータととも 

  に、首都大学東京での学びや学生生活の改善、広報活動における調査・分析を行うために利用し 

  ます。これらの調査・分析結果は、個人が特定できない形に処理されて学内外に公表されること 

  があります。 

（６）個人情報及びプライバシー情報保護のため、本選抜実施において取得した個人情報は、それが 

  記載された書類及びデータ自体のいずれの形においても、厳重に秘匿され、上記の目的以外での 

  利用は行いません。 

９ 入学後の所属変更の取扱い 

 本選抜により入学した学生の所属変更（学部、学科の変更）は制限されることがあります。 

１０ 問合せ先 

●首都大学東京アドミッション・センター（入試課）

〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目１番地

電 話 042-677-1111（代） 内線2238

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び12：30～13：30を除く。）

●首都大学東京 日野キャンパス管理部学務課教務係

〒191-0065 東京都日野市旭が丘六丁目６番地

電 話 042-585-8611（直通）

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。）
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2019（平成 31）年度 

首都大学東京 アドミッション・オフィス（ＡＯ）入試 

（グローバル人材育成入試）学生募集要項 

 

2018年７月発行 

編集・発行   公立大学法人 首都大学東京 

首都大学東京アドミッション・センター（入試課） 

〒192-0397    東京都八王子市南大沢一丁目１番地 

        電話042-677-1111（代） 内線2238 

東日本大震災、熊本地震又は九州北部豪雨被災者に対する入学考査料の免除措置について 

 

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災、2016 年４月 14 日以降に熊本地方で発生した一連の地震又

は 2017 年７月５日以降に九州北部地域で発生した一連の豪雨により被災された方に対して、以下のとお

り免除を実施します。 

 

○免除対象者 

本人又は本人の学資を主として負担している方が以下の（１）又は（２）のいずれかに該当する場合 

（１）災害救助法適用地域の各市町村に居住しており、以下のいずれかに該当する場合 

ア 「罹災証明書」の交付を受けられる者のうち、住居が全壊又は半壊の場合 

イ  主たる学資負担者が死亡又は行方不明の場合 

   なお、災害救助法適用地域のうち、東日本大震災時に帰宅困難者対策のために災害救助法を適用し

た東京都内の区市町村を除く。 

 

（２）上記震災発生時において、住民票を有している又は住民票を有していた地域が、福島第一原子力発

電所事故により、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、又は計画的避難区域として

指定され、避難又は居住地の変更を余儀なくされた場合 

免除の申請は、出願書類とともに郵送してください。入学考査料は納付しないでください。 

詳しくは、出願前までに下記へ問い合わせてください。 

 

首都大学東京アドミッション・センター（入試課） 

電 話：042-677-1111（代） 内線2238  ＦＡＸ：042-677-1224 

受付時間 9：00～17：00（月～金）（ただし、祝日及び 12：30～13：30を除く。） 

 




