令和３年５月７日
東京都立大学
May 7, 2021
Tokyo Metropolitan University
2022 年度特別選抜(私費外国人留学生入試(大学入学資格試験・統一試験(日本以外)利用))の
受験を検討している方へ
Information to the prospective applicants for the Academic Year 2022 Special Selection
(Entrance Examination for International Students
[Selection Based on a Nationwide University Entrance Examination Score]）
2022 年度の特別選抜(私費外国人留学生入試(大学入学資格試験・統一試験(日本以外)利用))について、下記のスケ
ジュールで実施を予定しています。

Selection schedules for the Academic Year 2022 Special Selection (Entrance Examination for International Students [Selection
Based on a Nationwide University Entrance Examination Score]) shall be as follows.
出願期間
Application period
第 1 次選抜結果の発表
Announcement of successful applicants from the first stage of selection (screening)
第 2 次選抜
The second stage of selection
合格発表
Announcement of the final successful applicants

2021 年８月下旬

Late August 2021
2021 年 9 月中旬
Mid-September 2021
2021 年 10 月下旬
Late October 2021
2021 年 11 月上旬
Early November 2021

日本以外の国の大学入学資格試験又は統一試験を受験した者として出願する場合は、事前に本学アドミッション・
センター（入試課）まで問い合わせてください。
また、出願にあたって、TOEFL iBT 又は IELTS のスコアの提出が必要です。これらは各試験の実施機関から直接本
学に送付する手続を取る必要があり、到着まで７～８週間ほどかかることがあります。スコア等が出願期間までに
本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。
同様に、SAT Reasoning Test・ACT（+Optional Writing Test）の成績証明書を提出する場合も、各試験の実施機
関から直接本学に送付する手続を取る必要がありますので、出願期間までに本学に到着するように余裕を持って手
続をしてください。
If you intend to apply for this selection as a person already taken a Nationwide University Entrance Examination (outside Japan),
please contact the Admission Division, Administrative Affairs Department of TMU in advance.
To apply for this selection, applicants must submit a TOEFL iBT or IELTS score at the time of application. The test score should
be sent directly to the university from the testing organization, which may take 7 to 8 weeks from a request being made. Please
give yourself plenty of time for the score request procedure by considering the time necessary for delivery. For details, contact
the testing organization.
If you are required to submit a SAT Reasoning Test or ACT (+ Optional Writing Test) score, it should also be sent directly to the
university from the testing organization. Please allow enough time to request the score so that it arrives at the university before
the application period ends.
【参考】昨年度の募集要項 [Reference: Information from the last year’s Application guidelines]
（日本語版 Japanese version）
https://www.tmu.ac.jp/extra/download.html?d=assets/files/download/entrance/2021_tsg_4seimeikagaku_bosyuuy
oukou_jpn.pdf
（英語版 English version）
https://www.tmu.ac.jp/extra/download.html?d=assets/files/download/entrance/2021_tsg_5seimeikagaku_bosyuuy
oukou_english.pdf
ただし、上記内容は変更となる場合があります。出願の際は、今年度の募集要項（本学ウェブサイトにて 6 月中旬公
表予定）を必ず確認してください。
ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。

The above information is subject to change. Please confirm the latest Application guidelines (for the Academic year 2022) scheduled to
be released on the university’s website in mid-June.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us below.
東京都立大学アドミッション・センター（入試課）
Admission Division, Administrative Affairs Department of TMU Tokyo Metropolitan University
電話 Tel:042-677-1111 （代 representative）内線 Ext:2238
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。Change “●” to “@” to send an email）
受付時間:9:00～17:00 （月～金）
（ただし、祝日及び 12:30～13:30 を除く。
）
Office hours: 9:00 am - 5:00 pm (break 12:30 pm – 1:30 pm) (excluding weekends and holidays)

