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2021年度 中学入試要項

～当日の対応とお願い～

東京都市大学付属中学校

2021.1.14

２０２１年度 入試概要

入試方式
一般入試 約240名
帰国生入試 若干名
グローバル入試 若干名

類型
Ⅱ類（最難関国公立大）

約80名（2クラス）

Ⅰ類（難関国公立私大）
約160名（4クラス）

２０２１年度 一般入試概要①

募集定員 約240名
約40名×6クラス

2月1日
午後

2月2日 2月4日 2月6日

Ⅱ類 40名 20名 10名 10名

Ⅰ類 80名 40名 20名 20名

２０２１年度 一般入試概要②

・出願時にⅡ類､Ⅰ類を選択

・Ⅱ類､Ⅰ類の入試は同一日程､
同一問題で実施
・Ⅱ類合格ライン

‖

Ⅰ類合格ライン＋10～20％

Ⅱ類・Ⅰ類合格ライン

（例）

第１回入試（300点満点）

Ⅰ類合格ライン：180点

Ⅱ類合格ライン：198～216点

２０２１年度 一般入試概要③

・スライド合格システム

・逆スライド合格システム

・再チャレンジ受験システム

Ⅱ類志望 Ⅱ類不合格でもⅠ類合格

Ⅰ類志望 Ⅱ類合格

Ⅰ類合格資格 Ⅱ類再チャレンジ
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Ⅱ類・Ⅰ類合否の判定方法(例)

得点 志望 Ⅱ類の合否 Ⅰ類の合否

254 Ⅱ類 ○ ―

216 Ⅰ類 ○
逆スライド合格

○

201 Ⅰ類 ― ○

187 Ⅱ類 × ○
スライド合格

174 Ⅱ類 × ×

165 Ⅰ類 ― ×

Ⅱ類合格
ライン210

Ⅰ類合格
ライン180

２０２１年度 一般入試概要④

＜試験時間と配点＞

第１回（２／１午後） ２科・４科選択
社会・理科 時間合計45分 配点 各 50点

国語・算数 時間 各45分 配点 各100点

合計 ４教科 300点

第２～４回 ４科のみ

国語・算数 時間 各50分 配点 各100点

社会・理科 時間 各40分 配点 各 75点

合計 ４教科 350点

①２科・４科の選択制

試験開始 ４科 １５時１０分

２科 １６時１０分

②２科･４科 当日変更可能

１限:社･理 ２限:国 ３限:算

③２科･４科選択に関わらず国算で判定

次に国算社理の４科で判定

２月１日午後入試について ２科と４科の合否判定が異なった場合

（例１）

２科Ⅰ類合格、４科Ⅱ類合格

→Ⅱ類合格

（例２）

２科Ⅰ類合格、４科不合格

→Ⅰ類合格

２０２１年度 一般入試概要⑤

・受験料

何回受験しても25,000円

・入学手続き締切（WEB）

2月8日（月） 12時まで

・入学手続き時費用

5万円のみ（残りは4月）

２０２１年度 一般入試概要⑥

合否の判定法

各科基準点なし→合計点で判断

繰り上げ合格 電話にて

複数回受験優遇措置あり→Ⅰ類判定時

①第３回入試、第４回入試に加点措置

②繰り上げ合格を出す際

入学前テスト２月２７日(土)実施
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第３回入試
本校の入試を３回以上受験 ＋３点

第４回入試
本校の入試を３回受験 ＋３点
本校の入試を４回以上受験 ＋５点

いずれもⅠ類の合否判定のみ適用

加点措置について
（募集要項 P. 10）

インターネット出願について①
（募集要項 P.6）

窓口・郵送による出願なし

出願受付中

※入力時 20分の間→ログアウト

出願受付終了（インターネット）

２月１日 午後１時

２月２・４・６日 午前７時

インターネット出願について②
（募集要項 P.6）

メールアドレス（緊急時にも使用）

受験料

クレジットカード・コンビニ・ペイジー

写真はアップロードまたは受験票に
添付

受験票はご自宅等で印刷し当日持参

一般・グローバル入試 試験当日の注意①
＜全日程共通＞

出校前に検温→37.5℃以上 ご遠慮を

体調不良者→事前または当日ご相談を

入校時 手指の消毒・サーマルカメラ

マスクの着用

遅刻は試験開始後15分まで

受験生の受験会場 → 集合した順に着席

当日の持ち物 受験票・筆記用具

※定規・コンパス・上履きは不要

※受験票忘れた場合→事務室へ

一般・グローバル入試 試験当日の注意②

＜第１回２/１午後入試＞

保護者控え室→試験開始後16時30分以降
利用可能（予定）

受験生は可能な限り昼食を済ませてから入
校してください

昼食を外で取ることができない受験生用に
昼食会場は用意

※第１回以外は、試験開始前から保護者控
え室の利用可能

一般・グローバル入試 合格発表

 インターネット発表 すべて 当日夜

第１回 ２３時頃

第２～４回 １８時頃

閲覧方法 出願確認メール・受験票に記載

校内掲示発表 すべて 翌日朝

第１回 ７時３０分～１３時

第２～４回 ９時～１１時

入学手続方法

学校HP（「出願・合否・入学手続関係」）に掲載

※合格証 入学者には入学説明会（2/11）にて配付

希望者には事務室（2/15～19）にて配付
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一般・グローバル入試 入学手続

手続方法

インターネットによる入学手続

合格発表サイト→入学金決済サイト

手続期間

Web合格発表～２月８日（月）１２時まで

Ⅰ類志望者の逆スライド合格の場合

「Ⅱ類入学」or「Ⅰ類入学」選択可能

決定(手続)は、2月11日(祝)の入学説明会時に

2種類（Ⅱ類・Ⅰ類）の誓約書を配付

→2月27日（土）入学テスト時に提出

一般入試 繰り上げ合格

電話にて
２／ ８（月） １３時～

（入学手続締め切り日）

２／１１（木・祝）１３時～
（入学説明会実施日）

複数回受験者を優先

特別奨学金制度
・A特別奨学生

入学金・授業料・施設設備費

維持費を給付

・B特別奨学生
A特の半額を給付

＊合格発表（インターネット）時にご通知
＊各回の合格者の上位５％以内

昨年度の特別奨学金制度結果

帰国
A方式

帰国
B方式

第１回 第２回 第３回 第４回
グロー
バル

A特 １ ２ １３ ３ １ １ １

B特 ２ ２ １８ ４ ４ １ ０

新型コロナウイルス対応
教室の定員40名→30名

2/1午後入試 ２教科型試験会場

アルママタホール → 一般教室に変更予定

教室の換気→暖かい服装を

教室内の飲食→飲み物（水筒等）のみ

追試験の実施（12/10要項発表）

①対象 新型コロナウイルス感染症の

罹患者と濃厚接触者のみ

②日程と科目 2/27(土)午後 国語・算数

※詳細は学校ホームページにて掲載

入試当日までのお願い
入試に関する情報は、学校ホームページトピッ
クスに掲載します。

試験１週間前（1/25）に、当日の対応・お願い
等詳細を掲載する予定です。

試験当日は、学校ホームページをご確認の上、

ご来校ください。
風邪や感染症にご注意いただき、万全の体調で
受験に臨まれることを祈念いたします。

お問い合わせ先
☞ info＠tcu-jsh.ed.jp


