２０２２年度

総合型選抜
（ゼミナール入試）
学生募集要項
都市環境学部 地理環境学科
健康福祉学部 看護学科・理学療法学科・作業療法学科
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。

出願期間
第１次選抜結果発表日
第２次選抜日

都市環境学部

健康福祉学部
合格発表日

入試日程等
2021 年９月１日（水）～９月３日（金）
2021 年９月 16 日（木）
地理環境高校生ゼミナール：
2021 年９月 25 日(土)、26 日（日）、10 月２日（土）、３日（日）
面接：2021 年 10 月 13 日（水）
2021 年 10 月２日（土）
2021 年 11 月１日（月）

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。
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Ⅰ 募集学部・学科及び募集人員
学部・学科名
都市環境学部

健康福祉学部

募集人員※

地理環境学科

３～４名

看護学科

１名

理学療法学科

１名

作業療法学科

２名

※ 選抜の結果、合格者数が募集人員と異なることがあります。

Ⅱ 出願資格
１ 都市環境学部 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 2022 年３月卒業見込みの者
（２）次の外部英語検定試験のいずれかのスコアを有する者(CEFR A2 以上)【注】
・ケンブリッジ英語検定
120 以上（※１）
・実用英語技能検定
準２級 1700 以上（※２）
・GTEC（Core, Basic, Advanced, CBT）
690 以上（※３）
・IELTS
4.0 以上（※４） ・TEAP
135 以上
・TEAP CBT
235 以上
・TOEFL iBT
42 以上（※５）
・TOEIC L&R/TOEIC S&W
625 以上（※６）
【注】スコアの有効期限は出願期日より過去２年以内とする。
（※１）対象となる試験は、A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced,
C2 Proficiency とする。指定されたスコアを超えていれば合否は問わない。
（※２）２級 1728 以上、準１級 1980 以上、１級 2304 以上でも可。
指定されたスコアを超えていれば合否は問わない。
（※３）GTEC（Core, Basic, Advanced）は、オフィシャルスコアに限る。
（※４）IELTS は、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。
CEFR A2 の測定ができないため、CEFR B1 の下限スコアを記載している。
（※５）Test Date スコアのみを有効とする。（My Best スコアは活用しない。）
CEFR A2 の測定ができないため、CEFR B1 の下限スコアを記載している。
（※６）TOEIC L&R/TOEIC S&W は、TOEIC S&W のスコアを 2.5 倍にして合算する。
スコアは文部科学省（平成 30 年３月）
「各資格・検定試験と CEFR との対照表」に基づき記載。

（３）2020 年度の英語の学習成績の状況及び数学の学習成績の状況がいずれも 3.5 以上の者
（４）合格した場合、本学への入学を確約できる者
２ 健康福祉学部 看護学科・理学療法学科・作業療法学科
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 2022 年３月卒業見込みの者
（２）英語の能力に優れた者で、次のいずれかのスコアを有するもの（CEFR B1 以上）
【注】
・ケンブリッジ英語検定
140 以上（※１）
・実用英語技能検定
２級 1950 以上（※２）
・GTEC（Basic, Advanced, CBT）
960 以上（※３）
・IELTS
4.0 以上（※４） ・TEAP
225 以上
・TEAP CBT
420 以上
・TOEFL iBT
42 以上（※５）
・TOEIC L&R/TOEIC S&W
1150 以上（※６）
【注】今年度についてはスコアの有効期限を設けない。
（※１）対象となる試験は、A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced,
C2 Proficiency とする。指定されたスコアを超えていれば合否は問わない。
（※２）準１級 1980 以上、１級 2304 以上でも可。
指定されたスコアを超えていれば合否は問わない。
（※３）GTEC（Basic, Advanced）は、オフィシャルスコアに限る。
（※４）IELTS は、アカデミック・モジュールによるスコアに限る。
（※５）2019 年８月１日以降に発行されるスコア証明書の場合、Test Date スコアの
みを有効とする。
（My Best スコアは活用しない。
）
（※６）TOEIC L&R/TOEIC S&W は、TOEIC S&W のスコアを 2.5 倍にして合算する。
スコアは文部科学省（平成 30 年３月）
「各資格・検定試験と CEFR との対照表」に基づき記載。

（３）旺盛な向学心と積極性を有する者
（４）合格した場合、本学への入学を確約できる者
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Ⅲ 出願手続
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、本学ア
ドミッション・センター（入試課）まで相談してください。
＜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・顔写真の登録・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、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。
トップページ>>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
１ 出願期間 2021 年９月１日（水）～９月３日（金）20 時（必着）
インターネットによるマイページの登録や入学考査料の支払等は、８月 18 日（水）９時から可能です。
出願期間が短いため、９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。
＜出願書類送付先＞
●都市環境学部
〒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）
●健康福祉学部
〒116-8551 東京都荒川区東尾久七丁目２番 10 号
東京都立大学荒川キャンパス管理部学務課教務係
２ 出願書類等
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、必要事項を自筆で記入してください。

３ 調査書

所属の学校長が作成し、厳封してください。
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出願者本
人が、自筆で濃くはっきりと記入してください。

４ 志望理由書

５ 外部英語検定試験の
成績証明書等

※地理環境学科は様式が異なります。
・地理環境学科以外：
「理学部・健康福祉学部出願者用」
（Ａ４/１枚）を使用し
てください。
・地理環境学科：
「地理環境学科出願者用」
（Ａ４/２枚）を使用してください。
出願資格を確認の上、外部英語検定試験に関する出願資格を満たすことを証明す
る成績証明書等の原本又は高校・公的機関により原本からの正しい複製であるこ
とが証明された書類※を提出してください。原本は原則、返却しません。
※ 所属校で原本からの正しい複製であることが証明された書類を発行する場合
は、コピーの余白スペースに原本と相違ないことを証明する旨を記入し、出
身学校の印（又は学校長の印）を押印してください。
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６ 受験票送付用封筒
（１枚）

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長形３号封筒に貼付し
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
と線を赤ペン等でなぞってください。

３ 出願における注意事項
（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、書留速達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。
（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。
（５）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）による出願者は、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。
（６）国公立大学の学校推薦型選抜・総合型選抜で入学手続ができるのは 1 つの大学・学部に限られます。
（７）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。
（８）出願を受理した者には、受験票を郵送します。受験票が 2021 年９月 10 日（金）までに到着しなかった場合
は、９月 13 日（月）に受験学部の問合せ先まで電話で連絡してください（６ページ参照）
。
（９）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。
（10）出願書類を受理した後は、出願書類は返還しません。
（11）出願手続等に不正があった場合は、入学後であっても、入学許可を取り消します。
（12）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、８月６日（金）17 時までに本学アドミッション・
センター（入試課）に必ず相談してください（６ページ参照）
。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。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申請してください。

Ⅳ 入学考査料の支払
（１）クレジットカード、コンビニエンスストア、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と
なります（受付時間は支払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）支払期限は 2021 年９月３日（金）です。ただし、支払が完了しても、2021 年９月３日（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です。
入学考査料 17,000 円
手数料
700 円
（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
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、本学ウェブサイト
（https://www.tmu.ac.jp/entrance/faculty/outline/15374.html）を確認してください。
トップページ>>入試案内>>学部入試>>学部入試概要>>自然災害被災者に対する入学考査料の免除について
（2022 年度学部入試）
（６）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）を確認してください。
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
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Ⅴ 選抜方法
１ 都市環境学部 地理環境学科
第１次選抜と第２次選抜により実施します。
（注）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度については第２次選抜の実施方法を変更する場合が
あります。詳細は本学ウェブサイトで公表します。
（１）第１次選抜
調査書及び志望理由書により第１次選抜を行います。合格者数は約 14 名を限度とします。
（２）第１次選抜結果の発表
発表日時 2021 年 9 月 16 日（木）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次選抜合格者は、本学ウェブサイト上に掲載する「第２次選抜受験要領」を必ず確認してください。
第１次選抜不合格者は、本学ウェブサイト上に掲載する入学考査料の一部（13,000 円）の返還に関する案内を確
認し、手続を行ってください。
（３）第２次選抜
第１次選抜合格者は、下記の日程・内容で都市環境学部地理環境学科が実施する地理環境高校生ゼミナールを受
講します。地理環境高校生ゼミナールの履修成績及びゼミナール終了後に下記日程で実施する面接（口頭試問を
含む。
）により第２次選抜を行います。集合時間や会場の詳細等は、
「第２次選抜受験要領」等で指示します。
日程・内容（内容を変更する場合があります）
（地理環境高校生ゼミナール）
日時
2021 年 9 月 25 日（土）

内容
15:00-17:30

地理環境学入門及び地形図の判読

9:30-12:00

気候データの統計処理

13:00-16:00

地図を使った野外観察

2021 年 10 月 2 日（土）

15:00-17:30

外国の地理環境学文献の講読

2021 年 10 月 3 日（日）

9:30-12:00

地理データの図表化と分析

2021 年 9 月 26 日（日）

野外観察の際に必要な交通費・保険料（300 円程度）などは受講者の負担となります。
（面接）2021 年 10 月 13 日（水） ※予備日：2021 年 10 月 18 日（月）
会場 東京都立大学 南大沢キャンパス他
※ 予備日は、不測の事態により選抜日に面接を実施できない場合のために設定しています。
２ 健康福祉学部 看護学科・理学療法学科・作業療法学科
第１次選抜と第２次選抜により実施します。
（注）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度については第２次選抜の実施方法を変更する場合が
あります。詳細は本学ウェブサイトで公表します。
（１）第１次選抜
外部英語検定試験のスコア、調査書及び志望理由書により第１次選抜を行います。合格者数は、看護学科及び理
学療法学科は募集人員の原則約 10 倍、作業療法学科は募集人員の原則約５倍とします。
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（２）第１次選抜結果の発表
発表日時 2021 年 9 月 16 日（木）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次選考合格者は、本学ウェブサイト上に掲載する「第２次選抜受験要領」を必ず確認してください。
第１次選考不合格者は、本学ウェブサイト上に掲載する入学考査料の一部（13,000 円）の返還に関する案内を確
認し、手続きを行ってください。
（３）第２次選抜
第１次選抜合格者に対して、ゼミナール及び面接（口頭試問を含む。
）により第２次選抜を行います。
ゼミナールにおいてはレポート作成と併せて集団討論又はプレゼンテーションを課します。また、ゼミナール及
び面接の一部を英語で実施します。集合時間や会場の詳細等は、
「第２次選抜受験要領」等で指示します。
＜ゼミナールの流れ＞
・課題提示
・課題に関するレポート作成 ①
・集団討論（グループワーク）又はプレゼンテーション
・
（グループワークを実施する場合）その内容を踏まえたレポート作成 ②
日程 2021 年 10 月２日（土） ※予備日：2021 年 10 月３日（日）
会場 東京都立大学 荒川キャンパス
※予備日は、不測の事態により選抜日に試験を実施できない場合のために設定しています。

Ⅵ 合格者の発表
１ 発表日時・方法
発表日時 2021 年 11 月１日（月）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。
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を郵送します。2021 年 11 月 10 日（水）までに合格通知書等
が到着しない場合には、11 月 11 日（木）に、本学アドミッション・センター（入試課）まで電話で連絡してく
ださい（６ページ参照）
。
３ 合格者の発表における注意事項
（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。
（３）本選抜に不合格となった者は、本学の学校推薦型選抜又は総合型選抜に出願することができます。また、大
学入学共通テストを受験した者は、本学の一般選抜を受験することができます。この場合は、各入試区分の
学生募集要項により改めて出願してください。

Ⅶ 合格後の手続
１ 入学手続
合格者は、12 月中旬に送付予定の「入学手続案内」に従い、入学手続を行ってください。提出書類等の詳細は、
「入学手続案内」に記載します。
入学手続期間 2022 年１月 26 日（水）～１月 27 日（木）
（必着）
２ 入学料及び授業料
本学ウェブサイト（https://www.tmu.ac.jp/campus_life/tuition/expenses.html）を確認してください。
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
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。2022 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ページを確認してください。
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３ 入学前教育等
2022 年度入学予定者を対象に、入学前教育等を実施します。詳細は別途案内します。
４ 合格後の手続及び入学後における注意事項
（１）本選抜の合格者は、入学辞退を認められた場合を除き、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。
）の一般選抜を受験しても合格者とはなりません。
（２）入学辞退は、特別な事情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。
（３）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。なお、この場合に
は、本学及び他の国公立大学の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）入学手続が完了した者が、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。
（７）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。

Ⅷ 個人情報の取扱い
本学では、個人情報について法令に基づき取り扱いますので、予めご了承ください。詳細について、出願前に必ずガ
イダンスページ（https://www.guide.52school.com/guidance/net-tmu/）を確認してください。
トップページ>>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

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

担当部署

連絡先※

都市環境学部

アドミッション・センター
（入試課）

042-677-1111（代）内線2238
admission-tokubetsu●jmj.tmu.ac.jp

健康福祉学部

荒川キャンパス管理部
学務課教務係

03-3819-1211（代）

入学手続関係

教務課

042-677-2395（直通）
kyomu●jmj.tmu.ac.jp

入学料及び授業料の減免関係

学生課厚生係

042-677-2373（直通）

入学考査料の返還

会計管理課資金管理係

042-677-1111（代）内線1046

出願手続及び
選抜関係

※メールを送信する場合は、●を＠に変換してください。
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