２０２１年度

総合型選抜
（SAT/ACT・IB 入試）
学生募集要項
理学部 生命科学科
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本学生募集要項の記載内容に変更が生じる場合があります。
また、緊急事態宣言が発出された場合等には、学生募集を中止する場合があります。
変更がある場合には、本学ウェブサイトで公表しますので、受験予定者は随時確認してください。

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を熟読すること。
出願期間及び出願方法には十分注意すること。

首都大学東京は、2020 年４月１日に大学名称を東京都立大学に変更しました。
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理学部及び生命科学科のアドミッション・ポリシーについては、本学ウェブサイトをご覧ください。
東京都立大学ウェブサイト≫トップ≫入試案内≫学部入試≫アドミッション・ポリシー
https://www.tmu.ac.jp/entrance/faculty/admission_policy.html

Ⅰ 募集人員
ＳＡＴ／ＡＣＴ方式
ＩＢ方式

２名
２名

（注） １ 修業年限は 4 年である。
２ 選抜の結果によっては、合格者がいない場合がある。
３ 入学後は、英語による授業の履修のみでも卒業が可能である。

Ⅱ 出願資格
＜ＳＡＴ／ＡＣＴ方式＞
次の①～⑤のいずれかに該当する者
① 日本国内に所在する高等学校等を 2021 年３月卒業見込みの者、又は 2017 年４月以降に卒業した者
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教
育施設の当該課程を 2021 年３月までに修了見込みの者又は 2017 年４月以降に修了した者
③ 我が国において、高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における12年の
課程を修了したとされるものに限る。) と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において
位置付けられた文部科学大臣の指定する教育施設の当該課程を2021年３月までに修了見込みの者、又は2017
年４月以降に修了した者
④ 文部科学大臣が指定する国際的な評価団体(WASC、ACSI、CIS)から教育活動等に係る認定を受けた教育施設が
設置している12年の課程を2021年３月までに修了見込みの者又は2017年４月以降に修了した者。なお、外国
において上記の課程を修了（見込みを含む。
）の場合は、日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得てい
る者その他これに準ずる者に限る。
⑤ 日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者で、外国において学校教育に
おける12年の課程を2021年３月までに修了見込みのもの又は2017年４月以降に修了したもの
【注】今年度については、下記の（１）（２）の条件は出願資格としません。
（１）2019年４月１日以降実施のSAT Reasoning Test 又は ACT (+ Optional Writing Test) を受験した者
（２）2019 年４月 1 日以降実施の TOEFL iBT 又は IELTS アカデミック・モジュールを受験した者
＜ＩＢ方式＞
国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を2017年４月１日以降に取得した者又は2021年３月31日までに
取得見込みの者。なお、外国において国際バカロレア資格を取得（見込みを含む。
）した場合は、日本国籍を有する
者及び日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者に限る。

Ⅲ 出願手続
１ 出願期間・方法
出願期間 2020 年９月 15 １日（火）～９月 17 ４日（木 金）20 時（必着）
※ 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８月 25 11 日（火）９
時から可能です。
※ 受付期間が短いため９月 15 １日（火）以前に郵送しても構いません。
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。
出願方法 出願は、インターネット出願により行ってください。
※ インターネット接続環境が整わず出願が困難な方は、東京都立大学アドミッション・センター
（入試課）までご相談ください。
＜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を出願期間終了までに行ってください。
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、卒業証明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。
出願期間終了までに必要書類等が到着するように、書留速達（外国からは EMS）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://www.guide.52school.com/guidance/net-tmu/）を確認してください。
注意事項
① 出願期間後に到着した出願書類等は、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 出願書類等は、市販の角形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、日本国内からは書留速達で、外国からは EMS（Express Mail Service）で郵送してくださ
い。モノクロ印刷でも受付可能ですが，その場合には、
「速達」と「書留」の文字と線を赤ペン等でなぞって
ください。
※外国から出願する者で、EMS での郵送が困難なものは、東京都立大学アドミッション・センター（入試課）
に問い合わせてください。
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。
送付先 〒192-0397

東京都八王子市南大沢一丁目１番地
東京都立大学アドミッション・センター（入試課）

２ 出願書類等
＜ＳＡＴ／ＡＣＴ方式＞
※インターネット出願の書類は白色Ａ４縦の用紙に印刷してください。
書
類
等
摘
要
１ 志願票
必要事項を入力後、必要書類印刷画面から志願票を印刷してください。
２ Essay form

ガイダンスページ又は本学ウェブサイトから用紙を印刷し、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英語で記入してください。

３ 受験票・写真票

必要書類印刷画面から用紙を印刷し、必要事項を自筆で記入し、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ること（縦４㎝×横３㎝）
。

４ 卒業証明書等及び
成績証明書等
特に指定がない場合は、
原本に限る。

各自の出願資格（１ページ参照）及び成績を証明する書類等を以下に従って提出してく
ださい。ただし、いずれの場合でも原本での提出を原則とします。
＜出願資格の①～④に該当する者＞
最終出身学校の卒業（見込み）証明書又は修了（見込み）証明書及び調査書（在学又は
出身の学校長が作成し、厳封したもの）
※ ただし、②～④に該当する教育施設については、調査書は成績証明書でも代替でき
ます。
＜出願資格の⑤に該当する者＞
最終出身学校の修了（見込み）証明書及び成績証明書

５ 卒業証明書等の
日本語訳又は
英語訳

日本語もしくは英語以外で書かれた卒業証明書等については、必ず日本語訳又は英語訳
を添えてください。加えて、下記についても必ず記載してください。
・翻訳者の名前、連絡先（電話番号） ※ 翻訳は本人が行っても構いません。

６ 成績証明書等の
日本語訳又は
英語訳

日本語もしくは英語以外で書かれた成績証明書等については、必ず日本語訳又は英語訳
を添えてください。加えて、下記についても必ず記載してください。
・翻訳者の名前、連絡先（電話番号） ※ 翻訳は本人が行っても構いません。
・科目名の説明（科目名が省略されている場合）
・科目ごとの満点に相当する評価
・成績評価方法（成績評価の段階数及び各段階の評価水準等）

７ SAT Reasoning
Test 又は
ACT(+Optional
Writing Test)の
成績証明書※

出願期間までに東京都立大学に SAT Reasoning Test 又は ACT (+ Optional Writing
Test)の成績証明書が到着するよう、７ページを参照し、送付手続をしてください。

８ TOEFL iBT スコア
又は IELTS の
成績証明書※

出願期間までに東京都立大学に TOEFL iBT スコア（Official Score Report 又は
Institutional Score Report）又は IELTS アカデミック・モジュールの成績証明書
（Test Report Form）が到着するよう、７～８ページを参照し、送付手続をしてくださ
い。

日本国内に拠点がある者は、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 374 円分の切手（速達料金含む。
）を貼ったものを市販の定形封
筒（長形３号(横 12cm × 縦 23.5cm)）に貼付してください。モノクロ印刷でも受付可
能ですが、その場合には、
「速達」の文字と囲み線を赤ペン等でなぞってください。

９ 受験票送付用封筒
又は国際返信切手券

外国から出願する者は、下記表の必要分の国際返信切手券を提出してください。
（国際スピード郵便（EMS）利用料）
北米中米・中近東・
地域
アジア
ヨーロッパ 南米・アフリカ
オセアニア
国際返信切手券
必要枚数
日本円料金

11 枚

16 枚

17 枚

19 枚

1,400 円

2,000 円

2,200 円

2,400 円

※外国から出願する者で、国際返信切手券の提出が困難なものは、東京都立大学アド
ミッション・センター（入試課）まで問合わせてください。
出願資格の④で外国において課程を修了（見込みを含む。
）した者及び⑤に該当する者
10 日本国籍を有する
ことを証明する書類
（原本）

日本国籍を有する者は、提出してください。
［区市町村長発行の原本］
戸籍記載事項証明書（本人の氏名、生年月日、筆頭者の氏名、筆頭者との続柄が
記載されているもの）等
出願資格の④で外国において課程を修了（見込みを含む。
）した者及び⑤に該当する者

11「住民票の写し」
※ コピーではなく、
原本です。

日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者は、提出してください。
［区市町村長発行の原本］
国籍、在留資格、在留期間（満了の日を含む。
）等の記載があるもの

※ 今年度については「７ SAT Reasoning Test 又は ACT(+Optional Writing Test)の成績証明書」及び「８ TOEFL
iBT スコア又は IELTS の成績証明書」は、提出が可能な者のみ、参考資料として提出してください。
当該試験の受験を申し込んだが、試験が開催されなかった場合は、受験の申込書類等を参考資料として提出してく
ださい。上記のいずれも提出できない場合は、事前に東京都立大学アドミッション・センター（入試課）まで電話
又はメールで問い合わせてください。

＜IB 方式＞
※インターネット出願の書類は白色Ａ４縦の用紙に印刷してください。
書

類

等

摘

要

１ 志願票

必要事項入力後、必要書類印刷画面から志願票を印刷してください。

２ Essay form

ガイダンスページ又は本学ウェブサイトから用紙を印刷し、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英語で記入してください。

３ 受験票・写真票

必要書類印刷画面から用紙を印刷し、必要事項を自筆で記入し、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ること（縦４㎝×横３㎝）
。
国際バカロレア資格取得者はその資格証書（International Baccalaureate
Diploma,Diplôme du Baccalauréat de ľEnseignement du Second Degré)のコピーを提
出してください。また、出願期間までに東京都立大学に成績評価証明書（Transcript
of Results）が到着するよう、８ページを参照し、送付手続をしてください。

４ 国際バカロレアの
資格証書のコピー
及び成績評価証明書

※なお、出願期間までに資格証書のコピー及び成績評価証明書が提出できない場合は、
在籍又は出身学校の学校長、進路指導担当者が作成した国際バカロレア資格の取得見込
み証明書（任意様式）及び IB ディプロマ「Predicted Grades」 又は「Anticipated
Grades」を提出してください。
この場合、①資格証書（International Baccalaureate Diploma,Diplôme du
Baccalauréat de ľEnseignement du Second Degré )のコピーと②成績評価証明書
（Transcript of Results）を 2021 年１月 29 日（金）までに東京都立大学に提出して
ください。この期限までに資格証書（International Baccalaureate Diploma,Diplôme
du Baccalauréat de ľEnseignement du Second Degré )のコピーと成績評価証明書
（Transcript of Results）が提出できない場合は、③在籍又は出身学校の学校長、進
路指導担当者が作成した「IB 最終試験６科目の成績を証明する書類（任意様式）
」を
2021 年１月 29 日（金）までに提出してください。
①と②、あるいは③の書類を提出期限までに本学が受領できない場合、又は国際バカロ
レア資格を取得見込みで出願した者が 2021 年３月 31 日（水）までに国際バカロレア資
格を取得できない場合は、合格取消となります。また国際バカロレア資格の取得見込み
で出願した者で、合計点及び各科目の得点が出願時の見込みの得点よりも下回った場合
も、合格を取り消す場合があります。
日本国内に拠点がある者は、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 374 円分の切手（速達料金含む。
）を貼ったものを市販の定形封
筒（長形３号(横 12cm × 縦 23.5cm)）に貼付してください。モノクロ印刷でも受付可
能ですが、その場合には、
「速達」の文字と囲み線を赤ペン等でなぞってください。

５ 受験票送付用封筒
又は国際返信切手券

外国から出願する者は、下記表の必要分の国際返信切手券を提出してください。
（国際スピード郵便（EMS）利用料）
北米中米・中近東・
地域
アジア
ヨーロッパ 南米・アフリカ
オセアニア
国際返信切手券
必要枚数
日本円料金

11 枚

16 枚

17 枚

19 枚

1,400 円

2,000 円

2,200 円

2,400 円

※外国から出願する者で、国際返信切手券の提出が困難なものは、東京都立大学アド
ミッション・センター（入試課）まで問合わせてください。

外国において国際バカロレア資格を取得（見込みを含む。
）した者のみ
６ 日本国籍を有する
ことを証明する書類
（原本）

日本国籍を有する者は、提出してください。
［区市町村長発行の原本］
戸籍記載事項証明書（本人の氏名、生年月日、筆頭者の氏名、筆頭者との続柄が記載さ
れているもの）等
外国において国際バカロレア資格を取得（見込みを含む。
）した者のみ

７「住民票の写し」
※ コピーではなく、
原本です。

日本国の永住許可を得ている者その他これに準ずる者は、提出してください。
［区市町村長発行の原本］
国籍、在留資格、在留期間（満了の日を含む。
）等の記載があるもの

３ 出願上の注意
① 国公立大学の総合型選抜（大学入学共通テストを課す場合、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）を併願することができます。
② 国公立大学の学校推薦型選抜・総合型選抜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学校推薦型選抜及び総合型選抜との同一人の併願は認められません。
④ 障がい等により受験上及び修学上の配慮を希望する者は、７月 10 日（金）17 時までに東京都立大学アドミッ
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。
⑤ 出願書類等に不備がある場合は、出願時に登録した電話番号又はメールアドレス（海外居住者には原則として
メールアドレス）に連絡します。出願期間内に補正がなければ不受理となります。
⑥ 出願書類を受理した後は、どのような理由があっても出願書類は返還しません。
⑦ 出願手続等に不正があった場合は、入学後であっても、入学の許可を取り消します。
⑧ TOEFL iBT スコア（Official Score Report 又は Institutional Score Report）
、IELTS の成績証明書（Test
Report Form）
、SAT Reasoning Test、ACT (+ Optional Writing Test)及び国際バカロレアの成績評価証明書に
ついては、スコアの送付期間を考慮して早めに送付手続を行ってください。TOEFL iBT は、2019 年８月１日以
降に発行されるスコア証明書の場合は、Test Date スコアのみを有効とします（My Best スコアは活用しませ
ん。
）
。

【SAT Reasoning Test、 ACT (+ Optional Writing Test)の成績証明書及び TOEFL iBT スコア（Official Score
Report 又は Institutional Score Report）の送付について】
SAT Reasoning Test、ACT (+ Optional Writing Test)の成績証明書及び TOEFL iBT スコア（Official Score Report
又は Institutional Score Report）は、各実施機関から直接、東京都立大学（Tokyo Metropolitan University）に
送付する手続を取る必要があります。

送付先担当者/部署
送付宛名
送付先住所

：東京都立大学アドミッション・センター（入試課）
：東京都公立大学法人
：〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目 1 番地

東京都立大学のコード番号
SAT Reasoning Test・・・「6920」
ACT（+ Optional Writing Test）・・・「7774」
TOEFL・・・「7169」
このコード番号により手続をしてください。既に受験済みの方も同様に手続をしてください。
各実施機関から本学へスコアが届くまで７～８週間ほどかかることがあります。スコアが出願期間までに東京都立大
学に到着するように、余裕を持って手続をしてください。詳細は各テスト実施機関に確認してください。
＜SAT 問合せ先＞
College Board
https://pages.collegeboard.org/contact-us
＜ACT 問合せ先＞
ACT
https://www.act.org/content/act/en/contact-act.html
＜TOEFL iBT 問合せ先＞
国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部
https://www.toefl-ibt.jp/test_takers/inquiry.html

【IELTS の成績証明書（Test Report Form）の送付について】
IELTS アカデミック・モジュールの成績証明書（Test Report Form）を実施機関（日本英語検定協会等）から直
接、東京都立大学（Tokyo Metropolitan University）に送付する手続を取る必要があります。
送付先担当者/部署 ：東京都立大学アドミッション・センター（入試課）
送付宛名
：東京都公立大学法人
送付先住所
：〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目 1 番地
実施機関から本学へ成績証明書が届くまで３～４週間ほどかかることがあります。成績証明書が出願期間まで
に東京都立大学に到着するように、余裕を持って手続をしてください。
＜IELTS 問合せ先＞
・公益財団法人 日本英語検定協会 IELTS 公式東京テストセンター
(東京・横浜・札幌・仙台・埼玉・金沢・長野・静岡会場)
〒162-8055 東京都新宿区横寺町 55
電話 03-3266-6852
・公益財団法人 日本英語検定協会 IELTS 公式大阪テストセンター
(大阪・名古屋・京都・神戸・広島・岡山・福岡・熊本会場)
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地一丁目 3 番 16 号 京富ビル 4 階

電話 06-6455-6286

【国際バカロレア資格の成績評価証明書（Transcript of Results）の送付について】
国際バカロレア資格の成績評価証明書（Transcript of Results）は、実施機関から直接、東京都立大学（Tokyo
Metropolitan University）に送付する手続を取る必要があります。

送付先担当者/部署 ：東京都立大学アドミッション・センター（入試課）
送付宛名
：東京都公立大学法人
送付先住所
：〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目 1 番地
実施機関から本学へ成績評価証明書が届くまで７～８週間ほどかかることがあります。成績評価証明書が出願期間ま
でに東京都立大学に到着するように、余裕を持って手続をしてください。詳細は実施機関に確認してください。
＜国際バカロレア機構問合せ先＞
International Baccalaureate
https://www.ibo.org/en/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

４ 出願上及び受験上の問合せ先
〒192-0397 東京都八王子市南大沢一丁目１番地
東京都立大学アドミッション・センター（入試課）
電話：042-677-1111（代） 内線 2238
電話受付時間 9：00～17：00（月～金）
（ただし、祝日及び 12：30～13：30 を除く。
）
E-mail：admission-tokubetsu●jmj.tmu.ac.jp
（メールを送信される場合は、●を＠に変換してください。
）

Ⅳ 選抜方法
第１次選抜と第２次選抜によって実施します。なお、第１次選抜合格者数は各方式約 10 名を限度とします。
出願を受理した者には、受験票を郵送します。受験票が９月 24 11 日（木 金）までに到着しなかった場合は、９月
25 14 日（金 月）に東京都立大学アドミッション・センター（入試課）まで電話又はメールで問い合わせてくださ
い。
（注）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度については実施方法が変更（オンラインでの実施等）
となる可能性があります。詳細は 2020 年８月上旬ごろに本学ウェブサイト上で公表します。
１ 第１次選抜
下記により書類選考を行います。
＜ＳＡＴ／ＡＣＴ方式＞
Essay form
＜ＩＢ方式＞
① 国際バカロレア最終試験のスコア（見込み点を含む。
）
② Essay form
２ 第１次選抜結果の発表
発表日時 2020 年９月 28 17 日（月 木）14 時
発表方法 本学ウェブサイト上（https://www.tmu.ac.jp/）に第１次選抜合格者一覧を掲載します。
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。
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
＜ＳＡＴ／ＡＣＴ方式＞及び＜ＩＢ方式＞の第１次選抜合格者に対して、面接（口頭試問を含む。
）を行いま
す。なお、面接時の言語は英語又は日本語とします。
第２次選抜日 2020 年 10 月 16 日（金）
受験会場
東京都立大学 南大沢キャンパス
時間等の詳細は、
「第２次選抜受験要領」等で指示します。
４ 最終合格者の決定
第１次選抜のスコア、面接の結果及び高等学校等の成績を総合的に判定して最終合格者を決定します。ただし、
選抜の結果によっては、合格者がいない場合があります。

Ⅴ 最終合格者の発表
１ 合格者の発表
発表日時 2020 年 11 月１日（日）14 時
発表方法 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。
注意事項
① 本学への電話・メール・郵便等による合否に関する問い合わ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。
２ 合格通知書の郵送
最終合格者全員に対して、志願票に記載された住所へ合格通知書を郵送します。なお、11 月 11 日（水）までに合
格通知書が到着しない場合には、11 月 12 日（木）までに東京都立大学アドミッション・センター（入試課）まで
電話又はメールで問い合わせてください。

Ⅵ 入学手続
最終合格者は、12 月上旬に送付予定の「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」に記載します。
１ 入学手続期間等
入学手続期間
2021 年１月 27 日（水）～28 日（木）
（必着）
(※ 国際バカロレア資格を取得見込みで出願した者は 2021 年２月 18 16 日（木 火）～19 17 日（金 水）)
入学手続書類提出方法
郵送に限ります。詳細は、
「入学手続案内」を確認してください。
２ 提出書類
① 入学手続申請書
② 振込証明書又は入学料の支払いが完了したことがわかる書類
③ 住民票記載事項証明書（東京都の住民として入学料を振り込む場合に必要です。詳しくは「４ 入学料及び授
業料」を参照してください。
）
④ 誓約書兼学生原簿
⑤ その他、
「入学手続案内」で指定する書類
注意事項
１ 入学手続についての情報は変更となる可能性があります。詳細は「入学手続案内」をよく読んでください。
２ 入学手続書類に不備がある時は受理しない場合があります。手続期間を考慮した上で、早めに手続をしてくだ
さい。
３ 入学手続をする際は、以下の事項に注意してください。これらを順守できない場合は、入学手続を完了するこ
とができません。
・原則として、日本国内に居住する者を保証人として登録してください。
・海外在住の者を保証人とする場合、日本国の緊急連絡先として、
「日本国内連絡先人」の登録が必要とな
ります。
※ 日本国内に「日本国内連絡先人」がいない場合は、下記メールアドレスまで連絡してください。
連絡先：admission-tokubetsu●jmj.tmu.ac.jp
（メールを送信される場合は、●を＠に変換してください。
）
・入学手続期間内に提出する誓約書兼学生原簿には、①合格者本人、②保証人又は日本国内連絡先人の自署
が必要です。
・入学料の支払いは、本学所定の振込依頼書を用いて、日本国内の金融機関（ただし、ゆうちょ銀行、外国
銀行及びネット銀行を除く。
）窓口での振込み又は決済代行サービス（PayPal）による支払いになります。
※ PayPal による支払いを希望する場合は、合格後、必ず早めに東京都立大学アドミッション・センター
（入試課）に相談してください。
３ 入学前ガイダンス等
2021 年度入学予定者を対象に、入学前ガイダンス等を実施します。詳細は別途ご案内します。
４ 入学料及び授業料
① 入学料（振込方法は「入学手続案内」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）
入学料の改定があった場合には、改定後の入学料が適用されます。
※「東京都の住民」として入学料の振込をする場合には、本学所定の「住民票記載事項証明書」用紙により、事
前に東京都内の区市町村長の証明を受ける必要があります。
手続時に「住民票記載事項証明書」等の提出がない場合は、
「その他の者」としての入学料が適用されます。
「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（2021 年４月１日）
の１年前（2020 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。

② 授業料 年額 520,800 円（予定額）
在学中に授業料の改定があった場合には、改定後の授業料の年額が適用されます。
前期（４月）と後期（10 月）の本学が指定する日に、それぞれ年額の１/２を口座振替により納めていただきま
す。
③ 入学料及び授業料の減免
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。2021 年度の実施の有無については、12 月中旬
頃に東京都立大学管理部学生課ウェブサイト（https://gs.tmu.ac.jp/exemption/）に掲載します。
問合せ先は「６ 問合せ先」をご覧ください。
５ 注意事項
① 本選抜に合格し、入学手続を完了した者は、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
立大学を除く。以下同じ。
）の個別学力検査（一般選抜）を受験しても合格者とはなりません。
② 本学が指定する期日までに入学手続が完了しない者は、合格者としての権利を失います。
③ 本選抜に合格し、入学を辞退する者は「入学辞退届」を提出してください。なお、本選抜の合格者は、入学
手続日までに「入学辞退届」が提出されない場合、本学及び他の国公立大学の個別学力検査（一般選抜）を
受験しても合格者とはなりません。
④ 入学手続が完了した後は、入学料は返還しません。
⑤ 入学手続が完了した者には、入学手続完了通知を送付します。
６ 問合せ先
＜入学手続関係のみ＞
東京都立大学管理部 教務課
電話：042-677-2395
E-mail：kyomu●jmj.tmu.ac.jp
（メールを送信される場合は、●を＠に変換してください。
）
＜入学料及び授業料の減免関係のみ＞
東京都立大学管理部 学生課厚生係

電話：042-677-2373

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

Ⅶ 入学考査料の支払いについて
１ クレジットカード（日本国内/日本国外）
、コンビニエンスストア（日本国内のみ）
、銀行 ATM（ペイジー）
（日本国内
のみ）又はインターネットバンキング（日本国内のみ）での支払いとなります（受付時間は支払いを行う施設の営業
時間等により異なります。
）
。詳細はガイダンスページを参照してください。
２ 支払期間は 2020 年９月 17 ４日（木 金）までです。ただし、支払いが完了しても、2020 年９月 17 ４日（木 金）
20 時までに出願書類が本学に到着していなければ、出願は認められません。
３ 出願の際に必要な料金は以下のとおりとなります。
入学考査料 17,000 円
他に別途手数料 700 円が必要となります。
４ 出願を受理した後は、いかなる場合も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 自然災害被災者に対する免除制度については、最終ページを参照してください。
（注）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、
入学考査料の返還申請ができます。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。
トップページ>>入試案内>>学部入試>>入学考査料・入学料・授業料
問合せ先（入学考査料の返還のみ）
総務部 会計管理課 資金管理係
電話 042-677-1111（代）内線 1046
受付時間 9：00～17：00（月～金）
（ただし、祝日及び 12：30～13：30 を除く。
）

Ⅷ 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、本学での教育や
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 氏名及び大学入学共通テスト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 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。

Ⅸ 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。

自然災害被災者に対する入学考査料の免除制度について
自然災害被災者に対する入学考査料の免除制度について、以下のとおり実施します。
１ 対象となる災害
① 東日本大震災 ② 熊本地震 ③ 九州北部豪雨 ④ 平成 30 年７月豪雨
⑤ 平成 30 年北海道胆振東部地震 ⑥ 令和元年８月の前線に伴う大雨
⑦ 令和元年台風第 15 号（台風第 15 号の影響による停電含む） ⑧ 令和元年台風第 19 号
２ 免除対象者
（１）本人又は本人の学資を主として負担している者で、本法人が指定する自然災害における災害救助法適用地
域の各市町村に被災日現在居住しており、以下のいずれかに該当するもの
ア 罹災証明書の交付を受けられる者
イ 主たる学資負担者が死亡又は行方不明の場合
なお、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）本人又は本人の学資を主として負担している者で、平成 23 年３月 11 日現在住民票を有していた地域が、
福島第一原子力発電所の事故により、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たもの
３ 申請期間・申請方法・必要書類
（１）申請期間：出願期間終了まで
（２）申請方法
以下の必要書類を、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。
（３）必要書類
① 入学考査料免除申請書（本学の指定様式）
② 以下の証明書のいずれか一点（写し可）
・
「罹災証明書」
（上記２「免除対象者」の（１）アに該当の場合）
・死亡又は行方不明を証明する書類（上記２「免除対象者」の（１）イに該当の場合）
・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に平成 23 年３月 11 日現在住民
票を有していたことを証明する書類（上記２「免除対象者」の（２）に該当の場合）
※ 「① 入学考査料免除申請書」の様式は、本学ウェブサイト
（https://www.tmu.ac.jp/entrance/faculty/outline/15374.html）からダウンロードしてください。
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