
2017年度 東京都市大学付属中学校 募集要項（概要） 

１．入試の方式  
一般入試     募集定員 約240名 （２月１日午後、２月２日、２月４日、２月６日） 
グローバル入試  募集定員  若干名 （２月２日） 
帰国生入試    募集定員  若干名 （１月６日） 
 

２．一般入試  
(1) 類型と募集定員                     
 Ⅱ類（最難関国公立大） 募集定員 男子 約 80名（２クラス）  
Ⅰ類（難関国公立私大） 募集定員 男子 約160名（４クラス）  

○ 受験生には、出願時にⅡ類、Ⅰ類を選択していただきます。 
○ Ⅱ類、Ⅰ類の入試は同一日程、同一問題で実施し、Ⅱ類の合格ライン（合格最低点）は、Ⅰ類の合格ライン（合

格最低点）のおよそ＋15％～＋20％とします。 
○ スライド合格システム…………Ⅱ類希望でⅡ類の合格ラインに達していなくても、Ⅰ類の合格ラインに達して   

いればⅠ類合格とします。 
○ 逆スライド合格システム………Ⅰ類希望でも、Ⅱ類の合格ラインに達していればⅡ類合格を認めます。 

 この場合、入学手続時にⅡ類、Ⅰ類を選択することができます。 
○ 再チャレンジ受験システム……Ⅰ類で合格した権利を保有したまま、Ⅱ類を目指してその後の入試を受験でき

ます。 
 

(2) 入試日程と出願方法  
 第１回 第２回 第３回 第４回 

試験日 ２月１日（水）午後 ２月２日（木）午前 ２月４日（土）午前 ２月６日（月）午前 

募集人員 
Ⅱ類 約４０名 約２０名 約１０名 約１０名 
Ⅰ類 約８０名 約４０名 約２０名 約２０名 

募集対象 2004年4月2日から2005年4月1日までに生まれた男子 

出願方法 
インターネットによる出願となります。ただし、第３回、第４回入試の当日朝のみ
窓口出願を行います。（郵送による出願は行いません。） 

出願期間 

１月２０日（金）午前９時～ 

インターネット出願 
～２月１日（水） 

午後1時 

インターネット出願 
～２月２日（木） 

午前７時 

インターネット出願 
～２月４日（土） 

午前７時 

インターネット出願 
～２月６日（月） 

午前７時 

窓口出願 
２月４日(土)のみ 
午前７時30分 
～午前８時15分 

窓口出願 
２月６日(月)のみ 
午前７時30分 
～午前８時15分 

合格発表 

２月１日（水） 
午後１１時ＨＰ 

（校内掲示 ２月２日 
午前７時30分） 

２月２日（木） 
午後６時ＨＰ 

（校内掲示 ２月３日
午前９時） 

２月４日（土） 
午後６時ＨＰ 

（校内掲示 ２月５日 
午前９時） 

２月６日（月） 
午後６時ＨＰ 

（校内掲示 ２月７日 
午前９時） 

入学手続〆切 ２月８日（水） 正午 

試験科目 

２教科(国語・算数) 
または 
４教科(国語・算数・
社会・理科) 

４教科（国語・算数・社会・理科） 

     ※ インターネット出願方法の詳細は、９月上旬配布予定の募集要項をご確認ください。 
 
 (3) 試験の配点と時間 
 ○ 第１回（２月１日午後） 

  ４教科型 集合時刻 午後３時  試験開始 午後３時１０分  試験終了 午後５時５５分 
  ２教科型 集合時刻 午後４時  試験開始 午後４時１０分  試験終了 午後５時５５分 
 



 
 
 
 

※ ４教科型、２教科型に関わらず全員国語・算数の２教科で合否判定をします。次に２教科の判定で合格点に

達しなかった４教科型受験生については、４教科で合否判定をします。 
○ 第２回（２月２日午前）、第３回（２月４日午前）、第４回（２月６日午前） 
  集合時刻 午前８時３０分 試験開始 午前８時４０分 試験終了 午後１２時２５分 

 
 
 
 
  
 

３．グローバル入試  
 (1) 類型と募集定員  

 Ⅱ類：最難関国公立大 男子若干名 
  Ⅰ類：難関国公立私大 男子若干名 
○ 受験生には、出願時にⅡ類、Ⅰ類を選択していただきます。 
○ 一般入試と同様に、スライド合格システム・逆スライド合格システムがあります。 
○ Ⅱ類志望者がⅠ類へのスライド合格をした場合は、合格した権利を有したまま、Ⅱ類を目指してその後の一般

入試を受験できます（再チャレンジ受験システム）。 
 

(2) 入試日程と出願方法 
試験日 ２月２日（木）午前 

募集人員 
Ⅱ類 若干名 
Ⅰ類 若干名 

募集対象 2004年4月2日から2005年4月1日までに生まれた男子 

出願方法 
インターネットによる出願となります。 

（窓口・郵送による出願は行いません。） 

出願期間 １月２０日（金）９時～２月２日（木）午前７時 

合格発表 ２月２日（木） 午後６時ＨＰ（校内掲示 ２月３日午前９時） 

入学手続〆切 ２月８日（水） 正午 
試験科目 英語・算数・作文（日本語） 

  
(3) 試験の配点と時間 

 集合時刻 午前８時３０分 試験開始 午前８時４０分 試験終了 １１時３０分 
 
 
 
  
 
   ※ 算数は一般入試と同一問題。作文（日本語）は段階評価。 
 

４．帰国生入試  
(1) 類型と募集定員  
 Ⅱ類：最難関国公立大 男子若干名 

  Ⅰ類：難関国公立私大 男子若干名 
○ 受験生には、出願時にＡ方式（国語型・作文型）、Ｂ方式（２教科型・４教科型）およびⅡ類、Ⅰ類を選択して

いただきます。 
○ 一般入試と同様に、スライド合格システム・逆スライド合格システムがあります。 

試験科目 １時間目 ２時間目 ３時間 
合計 

社会 理科 国語 算数 
配点 50点 50点 100点 100点 2教科型200点 4教科型300点 
時間 合わせて45分 45分 45分 2教科型 90分  4教科型135分 

試験科目 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 
合計 

国語 算数 社会 理科 
配点 100点 100点 75点 75点 350点 
時間 50分 50分 40分 40分 180分 

試験科目 １時間目 ２時間目 ３時間目 
合計 

英語 算数 作文（日本語） 
配点 100点 100点 下記参照 200点 
時間 50分 50分 40分 140分 



○ Ⅱ類志望者がⅠ類へのスライド合格をした場合は、合格した権利を保有したまま、Ⅱ類を目指して一般入試・

グローバル入試を受験できます（再チャレンジ受験システム）。 
 
(2) 出願資格 
◎ 2004年4月2日から2005年4月1日までに生まれた男子で、次の①、②の要件を満たす者 
① 日本の義務教育期間における海外就学期間が通算1年以上の者 
② 2017年度入学試験の出願時点で、日本への帰国から3年以内の者 
※その他応相談 

 
(3) 試験日・試験会場・試験時間・試験科目 

 A方式 B方式 

 国語型 作文型 ２教科型 ４教科型 

試験日 １月６日（金） 

募集人員 
Ⅱ類 若干名 

Ⅰ類 若干名 

出願方法 
インターネットによる出願となります。ただし、入試の当日朝のみ窓口出

願を行います。（郵送による出願は行いません。） 

提出書類 

①海外での最終学年の成績を証明するもの（通知表のコピーなど） 
②語学検定（英検・TOEICなど）の合格証またはスコアのコピー 
※国内在住の方は郵送、海外在住の方は入試当日お持ちください。 

出願期間 
インターネット出願 １２月１日（木）午前９時～1月６日（金） 午前７時 

窓口出願 １月６日（金） 午前７時30分～午前８時15分 

合格発表 １月７日（土） 午後１時（HP・校内掲示） 

入学手続〆切 ２月８日（水） 正午 

試験科目 
英語・算数 

国語・面接 

英語・算数 

作文（日本語）・ 

面接 

国語・算数・面接 

国語・算数 

社会・理科 

面接 

  
(4) 試験の配点と時間 
Ａ方式 集合時刻 午前８時３０分 試験開始 午前８時４０分 面接開始 午後１２時１５分 
 
  国語型 

 
 
 

 
  作文型 
 
 
 

※ 作文（日本語）は段階評価。 
Ｂ方式 集合時刻 午前８時３０分 試験開始 午前８時４０分  

面接開始 ２教科型 午前１０時４５分  ４教科型 午後１２時１５分 
 

 

 

 

 

試験科目 １時間目 ２時間目 ３時間目 
合計 

国語 算数 英語 
配点 100点 100点 100点 300点 
時間 45分 45分 45分 135分 

試験科目 １時間目 ２時間目 ３時間目 
合計 

作文 算数 英語 
配点 下記参照 100点 100点 200点 
時間 45分 45分 45分 135分 

試験科目 １時間目 ２時間目 ３時間目 
合計 

国語 算数 社会 理科 
配点 100点 100点 50点 50点 2教科型200点 4教科型300点 
時間 45分 45分 合わせて45分 2教科型  90分 4教科型135分 



※ Ａ方式とＢ方式の国語と算数はそれぞれ同一問題。 
※ Ａ方式の国語型受験生は、「英語・算数の合計点」または「国語・算数の合計点」のいずれかが、それぞれ

設定した合格最低点に達した場合、合格となります。ただし、「英語・算数の合計点」での合否判定には、

国語に基準点を設けます。 
※ Ｂ方式は４教科型、２教科型に関わらず全員国語・算数の２教科で合否判定をします。次に２教科の判定で

合格点に達しなかった４教科型受験生については、４教科で合否判定をします。 
    ※ 面接は保護者同伴で、Ａ・Ｂ方式とも10分程度。 

※ Ｂ方式の２教科型受験生を除き、昼食を用意してください。 
 

５．一般入試・グローバル入試・帰国生入試共通項目  
(1)  入学検定料   

    ２５,０００円  
※帰国生入試・一般入試・グローバル入試すべての回が受験可能（受験回数に関係なく同じ金額（再チャレン

ジ受験含む）） 
※インターネット出願ではクレジットカード支払、コンビニエンスストア支払またはペイジーをご利用ください。 
帰国生入試、一般入試（第３回、第４回）の試験当日窓口出願の場合は、現金をご用意ください。 

(2) 入学手続き時納付金  

５０,０００円（入学金の一部） 
入学金の残金２００,０００円およびその他の校納金は入学後の４月に納付。 

(3) 新入生・保護者説明会 
 ２月１１日（祝・土）午前９時（予定） 

   ＊物品販売も同日実施の予定（詳細は後日決定） 
(4) 校納金について 

【参考】中学1年次にお支払いいただく費用（2016年度） 

［注意］・付属高校進学の際は、あらためて入学金を納入していただきます。 
・入学後経済状況等の変化により校納金を変更することがあります。 
・その他不明なことについては、事務室でお確かめください。 
 

＊ 本書の内容は2016 年6月 29日現在の概要となります。 
募集要項の詳細については、9月上旬配布予定の 2017年度の中学募集要項をご確認ください。 

科  目 手 続 時 ４月 ７月 10月 12月 計 

納 

付 

金 

入 学 金  50,000円 200,000円    250,000円 
授 業 料   120,000円 120,000円 120,000円 120,000円 480,000円 
施 設 設 備 料   150,000円    150,000円 
維 持 料   100,000円    100,000円 

預 

り 

金 

学 年 費   60,000円    60,000円 
図 書 費   1,800円    1,800円 
災 害 備 蓄 用 品 費   4,000円    4,000円 
中 ２ 体 験 旅 行 積 立 金     20,000円 20,000円 40,000円 
オリエンテーション合宿費  30,000円    30,000円 
林 間 学 校 積 立 金   45,000円    45,000円 
生 徒 会 入 会 金   2,000円    2,000円 
生 徒 会 費   4,800円    4,800円 
Ｐ Ｔ Ａ 入 会 金   3,000円    3,000円 
Ｐ Ｔ Ａ 会 費   10,000円    10,000円 
日本スポーツ振興センター掛金   420円    420円 

合  計 50,000円 731,020円 120,000円 140,000円 140,000円 1,181,020円 


