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複数回 火 地域文化学

H23.5.10 火

2 米沢中央高校 H23.5.18 水 大学院教育実践研究科

3 栃木県立佐野女子・佐野東高等学校 H23.6.17 金 心理学 人文学部法経政策学科

4 青森県立八戸南高等学校 H23.6.25 土 教職研究総合センター 

5 宮城県泉高等学校１ H23.5.27 金 人文学部法経政策学科

6 北海道静内高等学校 H23.11.23 水

民法 人文学部法経政策学科

群論  理学部数理科学科

音楽 地域教育文化学部文化創造学科

教科教育学  地域教育文化学部地域教育学科

食品科学  農学部食料生命環境学科 

大学院教育実践研究科

応用生命システム工学

機能高分子工学

10 山形県立小国高等学校２ H23.6.16 木 人文学部人間文化学科

11 宮城県泉高等学校2 H23.7.1 金 医学部看護科

地域教育文化学部

機能高分子工学 大学院理工学研究科

地域教育文化学部文化創造学科

理学部物理学科

地域教育文化学部地域教育学科

農学部 食料生命環境学科

地域教育文化学部文化創造学科

地域教育文化学部教育実践研究科

機能高分子工学 大学院理工学研究科

人文学部法経政策学科

人文学部人間文化学科

地域教育文化学部地域教育学科

教育実践研究科

地域教育文化学部文化創造学科

理学部地球環境学科

応用生命システム工学 大学院理工学研究科

電気電子工学 大学院理工学研究科

農学部食料生命環境学科

国際取引法 法経政策学科

大学院理工学研究科機械システム工学

18 宮城県小牛田農林高等学校　 H23.6.29 水 人文学部

人文学部人間文化学科

人文学部人間文化学科

人文学部人間文化学科

教育実践研究科

理学部数理学科

 医学部 医学科 内科学第二内科学第二講座

農学部 食料生命環境学科 

人文学部 法経政策学科

地域教育文化学部文化創造学科

理学部物質生命化学科 

22 秋田県立本荘高等学校 H23.7.7 水 人文学部 法経政策学科 

23 福島県立磐城桜が丘高等学校 H23.7.21 木 地域教育文化学部地域教育学科

人文学部人間文化学科

人文学部 法経政策学科

25 茨城県立日立第一高等学校 H23.10.6 木

26 茨城県立日立北高等学校 H23.7.7 水 地域教育文化学部 生活総合学科 

27 栃木県立栃木翔南高等学校 H23.9.27 火 農学部 食料生命環境学科 

人文学部人間文化学科

人文学部法経政策学科

地域教育文化学部 地域教育学科 

地域教育文化学部 生活総合学科

理学部 地球環境学科

バイオ化学工学 大学院理工学研究科

教育実践研究科

麻酔科学講座 医学部医学科

応用生命システム工学 工学部

農学部

地域教育文化学部文化創造学科

大学院教育実践研究科 

地域教育文化学部生活総合学科

31 宮城県泉高等学校3 H23.7.1 金 人文学部法経政策学科

H23.10.22 土30 岩手県立水沢高等学校

H23.9.14 水

29 山形県立鶴岡南高等学校 H23.9.27 火

金

24 宮城県石巻高等学校 H23.10.20 木

28 山形県立寒河江高等学校

21 福島県立会津学鳳高等学校 H23.10.7

20 山形県立米沢興譲館高等学校 H23.7.14 木

土

19 山形県立酒田東高等学校 H23.7.11 月

17 國學院大學栃木高等学校　　 H23.6.18

木

16 山形県立酒田西高等学校 H23.12.15 木

15 山形県立南陽高等学校 H23.7.14

木

14 酒田南高等学校 H23.6.24 水

13 秋田県立横手高等学校 H23.9.15

水

12 北越高等学校 H23.6.13-17

9 宮城県岩ヶ崎高等学校 H23.6.29

水

8 山形県立山形北高等学校 H23.6.23 木

7 福島県立福島西高等学校 H23.6.15

1 山形県立小国高等学校 地域教育文化学部

管
理

番
号

派遣先高校名 年月日 曜日 分野等 学部



32 茨城県立太田第一高等学校 H23.10.28 金 人文学部法経政策学科

33 宮城県白石高等学校 H23.9.15 木 理学部物質生命化学科 

教職研究総合センター 

大学院教育実践研究科

大学院理工学研究科

応用生命システム工学 大学院理工学研究科

地域教育文化学部文化創造学科

36 山形県立酒田西高等学校２ H23.9.28 水 地域教育文化学部文化創造学科

37 北海道札幌藻岩高等学校 H23.10.28 金

38 静岡県立伊東高等学校 H23.10.25 火 理学部物質生命化学科

39 山形県立山形東高等学校 H23.10.4 火 免疫学講座 医学部医学科

H23.10.31 月 人文学部法経政策学科

H23.11.2 水 人文学部法経政策学科

H23.10.31 月 農学部 食料生命環境学科 

地域教育文化学部文化創造学科

臨床看護学  医学部 看護学科

42 東京都立東高等学校 H23.9.26 月

43 大成女子高等学校 H23.9.3 土 地域教育文化学部生活総合学科

医学部看護学科

人文学部人間文化学科

46 青森県立弘前中央高等学校 H23.10.13→H23.10.20へ変更 木 教育実践研究科

47 青森県立八戸東高等学校 H23.10.18 火

48 愛知県立豊田北高等学校 H23.11.15 火 大学院理工学研究科

49 福島県立福島南高等学校 H23.10.8 木 理学部生物学科

50 宮城県仙台南高等学校　 H23.10.7 金 人文学部人間文化学科

51 山形県立米沢興譲館高等学校２ H23.9.19 月 医学部医学科

52 青森県立青森西高等学校 H24.3.31-H24.4.2

人文学部　法経政策学科

人文学部　人間文化学科

教育実践研究科

教育実践研究科

理学部 数理科学科 

55 北海道札幌北陵高等学校 H23.11.4 金 人文学部　人間文化学科

56 新潟県立巻高等学校 H23.10.19 水 人文学部　人間文化学科

57 新潟県立三条高等学校 H23.12.9 金 農学部 食料生命環境学科 

58 青森県立青森高等学校 H23.11.10 木 人文学部　人間文化学科

59 秋田県立能代高等学校 H23.10.19 水 人文学部　人間文化学科

60 新潟県立巻高等学校2 H23.11.9 水 人文学部　法経政策学科

理学部 地球環境学科

農学部 食料生命環境学科 

62 岩手県立宮古高等学校 H23.12.14 水 地域教育文化学部文化創造学科

人文学部　法経政策学科

地域教育文化学部生活総合学科

農学部 食料生命環境学科 

地域教育文化学部　文化創造学科

理学部 生物学科 

65 青森県立五所川原高等学校 H23.10.7 金 教育実践研究科

大学院理工学研究科

農学部 食料生命環境学科 

67 山形県立鶴岡中央高等学校 H23.10.12 水 人文学部　人間文化学科

68 山形県立米沢商業高等学校 H23.10.31 月 教育実践研究科

69 宮城県仙台向山高等学校 H23.11.2 水 農学部 食料生命環境学科 

70 岩手県立高田高等学校 H23.10.17 月 人文学部　人間文化学科

71 宮城県富谷高等学校 H23.10.26 水 理学部 生物学科 

応用生命システム工学 山形大学工学部理工学研究科

74 宮城県泉松陵高等学校 H23.12.2 金 理学部 生物学科 

75 山形県立鶴岡北高等学校 H23.10.11 火 地域教育文化学部文化創造学科

76 宮城県泉高等学校４ H23.11.16 水 人文学部　人間文化学科

77 青森県立青森高等学校２ H23.10.13 木 地域教育文化学部文化創造学科

78 青森県立八戸北高等学校 H23.11.16 水 理学部 物質生命化学科 

79 山形県立米沢興譲館高等学校3 教育実践研究科

地域教育文化学部 地域教育学科

アドミッションサービス担当 工学部

人文学部　人間文化学科

人文学部　法経政策学科

人文学部　法経政策学科

81 山形県立新庄北高等学校

水

80 福島県立須賀川桐陽高等学校２ H23.12.7 水

73 福島県立須賀川桐陽高等学校 H23.11.2

72 青森県立青森南高等学校 H23.11.2 水

H23.10.25 火

66 福島県立会津高等学校 H23.10.15 土

64 福島県立福島東高等学校

地域教育文化学部生活総合学科

61 宮城県多賀城高等学校 H23.11.10 木

水

54 福島県立郡山高等学校 H23.11.10 木

53 山形県立山形南高等学校 H23.10.26

金

45 岩手県立盛岡第三高等学校 H23.10.12 水

44 宮城県古川高等学校 H23.11.11

41 山形県立米沢東高等学校 H23.10.25 火

40 福島県立橘高等学校　

35 秋田県立湯沢高等学校 H23.9.14 水

34 青森県立青森東高等学校 H23.9.14 水



教育実践研究科

理学部 生物学科 

工学部

82 秋田県立本荘高等学校2 H23.11.16 水

H23.12.14 水 人文学部　法経政策学科

H23.11.25 金 人文学部　法経政策学科

医学部  看護科

人文学部　法経政策学科

85 九里学園高等学校 H23.12.8 木 物質化学工学分野 工学部

人文学部　人間文化学科

地域教育文化学部 地域教育学科

バイオ化学工学分野 工学部

人文学部　法経政策学科

教職研究総合センター 

理学部 物質生命化学科 

農学部 食料生命環境学科 

応用生命システム工学分野 工学部

88 福島県立安積黎明高等学校 H23.12.7 水 理学部 物質生命化学科 

人文学部　法経政策学科

地域教育文化学部  文化創造学科

機械システム工学分野 工学部

人文学部　人間文化学科

人文学部　法経政策学科

地域教育文化学部文化創造学科

地域教育文化学部生活総合学科

理学部 生物学科 

数理学科→物質生命化学科 理学部 物理学科 

地域看護学講座 医学部  看護科

機能高分子工学分野 工学部

バイオ化学工学分野→応用生命システム工学分野

人文学部　人間文化学科

機能高分子工学分野 工学部

92 福島県立安積黎明高等学校2 H24.2.22 水 理学部 物質生命化学科 

人文学部　法経政策学科

機能高分子工学分野 工学部

94 宮城県名取北高等学校 H24.3.2 金 地域教育文化学部 文化創造学科　

95 栃木県立那須拓陽高等学校 H24.3.19 月 大学院教育実践研究科

96 宮城県仙台西高等学校 H24.3.21 水 人文学部　人間文化学科

97 山形県立米沢商業高等学校2 H24.2.3 金 大学院教育実践研究科 

98 宮城学院高等学校 H24.3.17 土 人文学部 法経政策学科 

水

93 宮城県石巻西高等学校 H24.3.16 金

91 岩手県立金ケ崎高等学校 H24.3.14

木

90 山形県立楯岡高等学校 H24.2.17 金

89 宮城県仙台東高等学校 H24.2.16

H23.12.15 木

87 山形県立山形中央高等学校 H23.12.22 木

86 山形県立谷地高等学校

84 秋田県立大曲高等学校 H23.11.22 火

81 山形県立新庄北高等学校

83 山形県立高畠高等学校


