
 

 

２０２２年６月 

関係各位 

東京都市大学付属中学校･高等学校 

      校 長 篠塚 弘康 

 

中学募集要項（入試日程等）の変更のお知らせ 

 

本校は 2006年度中学入試より、２月１日午後入試を導入し、今年も 1000名を超える方に受験して

いただきました。「トシコーの２月１日午後入試」は、中学受験関係者に広く定着されていると自負し

ております。一方で、本校を第一志望とする受験生・保護者の皆様からは、多くの方が第一志望の学

校を受験する２月１日午前入試の実施を望まれる声も耳にしております。 

つきましては、来春の「2023年度中学入学試験」において、２月１日午前入試を実施することとし、

３月１日に本校ホームページ上にて発表いたしました。また、２月１日午後入試は継続しますが、定

員と入試科目を以下のように変更し、２月２日・４日・６日の一般入試と２月２日のグローバル入試

についても、日程や定員を以下のように変更いたします。 

 

１．日程と定員  募集定員約 240名 Ⅱ類 約 80名 Ⅰ類 約 160名 

名称 帰国生 第 1回 第２回 第３回  第４回 グローバル 募集定員 

合計 日程 1/6午前 2/1午前 2/1午後 2/3午前 2/5午前 2/3午前 

Ⅱ類 若干 約 10 約 40 約 20 約 10 若干 約 80 

Ⅰ類 若干 約 40 約 60 約 40 約 20 若干 約 160 

  

（参考）2022年度入試の日程と定員 

名称 帰国生 第 1回 第２回 第３回 第４回 グローバル  募集定員 

合計 日程 1/6午前 2/1午後 2/2午前 2/4午前 2/6午前 2/2午前 

Ⅱ類 若干 約 40 約 20 約 10 約 10 若干 約 80 

Ⅰ類 若干 約 80 約 40 約 20 約 20 若干 約 160 

 

２．入試科目 

(1) 帰国生入試 

A方式 ［国語型］国語・算数・英語、［作文型］算数・英語・作文（日本語） 

B方式 ［２科型］国語・算数、［４科型］国語・算数・社会・理科 

(2) 一般入試（第 1回～第 4回） 

第 1回・第３回・第４回 国語・算数・社会・理科 

第２回午後 国語・算数 

(3) グローバル入試 

算数・英語・作文（日本語） 

 

※ 詳細は本文書の内ページをご確認ください。 



第１回入試 第２回入試 第３回入試 第４回入試

２月１日（水）午前 ２月１日（水）午後 ２月３日（金）午前 ２月５日（日）午前 ２月３日（金）午前

Ⅱ類 約10名 約40名 約20名 約10名 若干名

Ⅰ類 約40名 約60名 約40名 約20名 若干名

　インターネットによる出願となります。（窓口や郵送での出願は受け付けておりません。）

〇第１・３・４回　午前入試　　　 ※集合時刻　 8:30

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目

国語 算数 社会 理科

配点 100点 100点 75点 75点

時間
8:40～9:30

（50分）
9:45～10:35

（50分）
10:50～11:30

（40分）
11:45～12:25

（40分）

〇第２回　午後入試 ※集合時刻　①グループ　15:00　②グループ　15:50

１時間目 ２時間目

国語 算数

配点 100点 100点

時間①グループ
15:10～16:00

（50分）
16:15～17:05

（50分）

時間②グループ
16:00～16:50

（50分）
17:05～17:55

（50分）

〇グローバル入試　　　　　　　 ※集合時刻　 8:30

１時間目 ２時間目 ３時間目

英語 算数 作文（日本語）

配点 100点 100点 段階評価

時間
8:40～9:30

（50分）
9:45～10:35

（50分）
10:50～11:30

（40分）

第１回入試 第２回入試 第３回入試 第４回入試 グローバル入試
２月１日21:00頃～ ２月１日23：00頃～ ２月３日18：00頃～ ２月５日18：00頃～ ２月３日18：00頃～

※出願から入学手続までインターネットのご利用となりますが、ご自分での操作が難しい場合は本校事務室までご相談ください。

※本書の内容は2022年6月18日現在の概要となります。

※募集要項の詳細については、9月配布予定の2023年度中学募集要項をご確認ください。

※合格発表サイトより入学金決済サイトにお進みください。

１．一般入試とグローバル入試

グローバル入試

※入学金決済をもって手続完了です。必ず決済を完了してください。

※一部の発行物で入学手続期限が2月8日（水）となっているものが
ありますが、2月7日（火）が正しい期限となります。

　　なお、一旦納入いただいた入学金はお返しできません。

募集定員

男子　約240名

※電話による合否のお問い合わせには一切応じられません。

合格発表
（Web発表のみ）

インターネットによる入学手続
２月７日（火）　12:00まで

入学手続

出願期間
　１月１０日（火）　9:00～各試験当日7:00まで（必ず受験票の印刷をしてください｡）

　※出願の情報を１月７日（土）　9:00から事前に入力することができます。

※一度のお支払いで再チャレンジ受験を含めすべての回が受験できます。

※お支払いはクレジットカード、コンビニ、ペイジーがご利用いただけます。

一般入試

※合格者は入学金の一部、５０，０００円を納入してください。

試験日

※グローバル入
試の算数の問題
は、第３回入試と
同じです。

2023年度東京都市大学付属中学校　募集要項①

試験科目

募集対象

出願方法

入学検定料 ２５，０００円　

試験科目

　2010年4月2日から2011年4月1日までに生まれた男子。

試験科目

選抜方法

※①グループと②グループの国語・
算数の問題はそれぞれ同じ問題で
す。
※連絡や手続きなしで、出願時と異
なるグループでの受験が可能です。

　なお、一旦納入いただいた入学検定料はお返しできません。



Ⅱ類

Ⅰ類

〇A方式　　国語型 ※集合時刻　8:30

１時間目 ２時間目 ３時間目

国語 算数 英語

配点 100点 100点 100点

時間
8:40～9:25

（45分）
9:40～10:25

（45分）
10:40～11:25

（45分）

〇A方式　　作文型 ※集合時刻　 8:30

１時間目 ２時間目 ３時間目

作文（日本語） 算数 英語

配点 段階評価 100点 100点

時間
8:40～9:25

（45分）
9:40～10:25

（45分）
10:40～11:25

（45分）

〇B方式　　２教科型（国・算） ※集合時刻　 8:30
　　　　　　　 ４教科型（国・算・社・理） ※集合時刻　 8:30

１時間目 ２時間目

国語 算数 社会 理科

配点 100点 100点 50点 50点

時間
8:40～9:25

（45分）
9:40～10:25

（45分）

※出願から入学手続までインターネットのご利用となりますが、ご自分での操作が難しい場合は本校事務室までご相談ください。

※本書の内容は2022年6月18日現在の概要となります。

※募集要項の詳細については、9月配布予定の2023年度中学募集要項をご確認ください。

２．帰国生入試

2023年度東京都市大学付属中学校　募集要項②

募集定員

　2010年4月2日から2011年4月1日までに生まれた男子で、①、②の要件を満たすもの。

試験日
帰国生入試

１月６日（金）

男子　若干名

男子　若干名

募集対象
　　①日本の義務教育期間における海外就学期間が通算１年以上のもの。

　　　※その他応相談。

　　②2023年度入学試験の出願時点で、日本への帰国から３年以内のもの。

提出書類
　また、英検やTOEICなどをお持ちの方は合格証またはスコアーのコピーもお送りください。

※A方式（国語型）
の合否の判定は
国・算または英・算
で行います。

※A方式の国語と
算数の問題は、
B方式と同じです。

※入学金決済をもって手続完了です。必ず決済を完了してください。

　※書類は郵送（１月４日（水）までに必着）にて提出してください。

合格発表
（Web発表のみ）

Web合格発表　１月６日（金）　18:00頃～

選抜方法

試験科目

※電話による合否のお問い合わせには一切応じられません。

※一部の発行物で入学手続期限が2月8日（水）となっているものが
ありますが、2月7日（火）が正しい期限となります。

入学手続
インターネットによる入学手続

２月７日（火）　12:00まで

※合格発表サイトより入学金決済サイトにお進みください。

※合格者は入学金の一部、５０，０００円を納入してください。

　　なお、一旦納入いただいた入学金はお返しできません。

出願方法 　インターネットによる出願となります。（窓口や郵送での出願は受け付けておりません。）

３時間目

10:40～11:25
（45分）

出願期間
　１２月１日（木）　9:00　～　１月６日（金）　7:00まで　（必ず受験票の印刷をしてください。）

　※出願の情報を１１月２８日（月）　9:00から事前に入力することができます。

入学検定料 ２５，０００円　
※一度のお支払いで再チャレンジ受験を含めすべての回が受験できます。

※お支払いはクレジットカード、コンビニ、ペイジーがご利用いただけます。

　なお、一旦納入いただいた入学検定料はお返しできません。

試験科目

　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）

　　（海外在住の方のみ試験当日 8:30までに事務室窓口へ提出してくだい。）

試験科目



2023年度中学入試 募集要項の補足について 

１．入学検定料について 

  入学検定料は25,000円で、再チャレンジ受験を含め、すべての入試（帰国生入試・一般入試・グローバル入

試）が受験可能です。また、インターネット出願時に受験の入力をしなかった回の受験をすることも可能です。

（受験票に印刷されていない回を事前連絡することなく受験できます。）また、受験をキャンセルする場合の事

前連絡は必要ありません。 

 

２．複数回受験の加点措置について 

第１回入試（２/１午前）の受験の有無によって加点の内容が異なります。 

  ① 第１回入試を受験した場合 

    ＜第２回入試＞ ２回以上受験→２点加点 

＜第３回入試・グローバル入試＞ ２回受験→２点加点、３回以上受験→３点加点 

＜第４回入試＞ ２回受験→２点加点、３回受験→３点加点、４回以上受験→５点加点 

  ② 第１回入試を受験しなかった場合 

    ＜第４回入試＞ ３回以上受験→３点加点 

 なお、上記の加点措置は、Ⅰ類の合否の判定のみ適用します。 

 

３．特別奨学金制度について 

すべての入試を対象とし、各回の合格者の上位７％以内程度とします。なお、Web合格発表時に、対象者の

みお知らせします。 

 

４．追試験について 

新型コロナウイルス感染症罹患者並びに濃厚接触者を対象に、3/4（土）午後に実施する予定です。ただし、

今後のコロナの感染状況などにより予定を変更する可能性があります。追試験の詳細については、12月末まで

に学校ホームページトピックスに掲載します。 

 

５．校納金について 

 下表は、2022年度の中学1年次の校納金一覧です。2023年度新入生については変更することがあります。 

 
 

※ 本書の内容は 2022年 6月 18日現在のものとなります。募集要項の詳細は 9月上旬配布予定の 2023年度

中学募集要項（冊子版ですが、PDFファイルにてホームページにも掲載予定）をご確認ください。 

手続時 ４月 ７月 １０月 １２月 計

入 学 金 50,000 200,000 250,000

授 業 料 129,000 129,000 129,000 129,000 516,000

施 設 設 備 料 150,000 150,000

維 持 料 100,000 100,000

学 年 費 60,000 60,000

図 書 費 1,800 1,800

災 害 備 蓄 用 品 費 4,000 4,000

中 ２ 体 験 旅 行 積 立 金 20,000 20,000 40,000

中 １ 林 間 学 校 費 45,000 45,000

生 徒 会 入 会 費 2,000 2,000

生 徒 会 費 6,000 6,000

Ｐ Ｔ Ａ 入 会 費 3,000 3,000

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 10,000 10,000

日本スポーツ振興センター掛金 420 420

50,000 711,220 129,000 149,000 149,000 1,188,220
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