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自然災害等により被災された
山形大学学部入学志願者の入学検定料の免除について

新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせ

マイナンバーカードを活用した取り組みについて

　山形大学（以下「本学」という。）では，東日本大震災及び令和３年４月以降に発生した自然災害等により被災された方の…
経済的負担を軽減し，受験機会を提供するために，令和４年度学部入学者選抜試験に係る検定料について，次のとおり免除の…
特別措置を講じます。

１　免除対象となる入学者選抜試験
　本学が実施する令和４年度学部入学者選抜（一般選抜，総合型選抜，学校推薦型選抜，社会人入試及び私費外国人留
学生入試を対象）とします。

２　対象者
　令和４年４月に本学の学部に入学を志願する方で，東日本大震災及び令和３年４月以降に発生した自然災害等により
被災し，次のいずれかに該当される方を対象とします。

　⑴　入学志願者の学資を主として負担する者（以下「学資負担者」という。）が自然災害等に際して災害救助法の適用さ
れた区域に居住し，家屋等が全壊又は大規模半壊の被害を受けた者

　⑵　学資負担者が自然災害等により死亡又は行方不明の者
　⑶　学資負担者が自然災害等により失職した者
　⑷　福島第一原子力発電所の事故の際に，帰還困難区域（申請時点で指定されている区域）に居住していた者

３　本件に関する申請方法等
　　申請期限は出願期間前になりますのでご注意ください。
　　詳細は，本学ホームページ「入試案内」又は「受験生の方」でご確認願います。
　　https://www.yamagata-u.ac.jp
　　お問合せ先：山形大学エンロールメント・マネジメント部入試課
　　　　　　　　TEL（023）628－4141

　新型コロナウイルス感染症の影響により，本要項の記載内容に変更が生じた場合は，本学ホームページ　
　（https://www.yamagata-u.ac.jp）の「入試案内」及び「受験生の方」でお知らせしますので，随時確認してください。

本学では，学生サービスの向上を図るため，デジタルキャンパス化を推進しております。その一環として，文部科学省の…
助成を受け，令和３年度からマイナンバーカードを活用した各種サービスを提供しています。
詳細は，合格通知の際にお知らせしますので，マイナンバーカードの取得について，ご協力のほど，よろしくお願いしま

す。
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１　募集人員　Number of Students Accepted

（※１）人文社会科学部人文社会科学科グローバル・スタディーズコース及び工学部フレックスコースは募
集を行いません。

（※２）人文社会科学部人文社会科学科総合法律コース，地域公共政策コース，経済・マネジメントコース
は，３つを１つの単位として募集します。そのため，「総合法律／地域公共政策／経済・マネジメ
ントコース」という表記を用います。

（※３）工学部昼間コースは，「志願学科・コース」で選抜を行います。

２　出願資格・出願要件　Qualifications Required for Applicants

　次のすべてに該当し，かつ，「2021年度（令和３年度）日本留学試験」（６月又は11月実施分）（本学で指定
した科目）を受験した者
（１）　日本の国籍を有しない者

※日本の国籍を有しない者であっても，日本の高等学校若しくは中等教育学校（在外教育施設を含
む。）を卒業した者又は卒業見込みの者，及び日本の永住許可を得ている者は，一般の入学志願者
と同じ扱いになり，この入試には出願できません。

（２）　出入国管理及び難民認定法に定める「留学」の在留資格を有する者又は取得できる見込みの者
　　　※他の在留資格を有する者は，入学する場合，「留学」の在留資格に変更する必要があります。
（３）　次の①から⑦のいずれかに該当する者

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者若しくは2022年（令和４年）３月31日まで
に修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められるジェネ
ラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル（以下，「ＧＣＥＡレ
ベル」という。）資格を有する者
　　なお，出願に必要なＧＣＥＡレベル資格の科目数や評価は（注１）のとおりです。

学　部 学　　　科 コ　　ー　　ス 募集人員

人文社会科学部
（※１）

人 文 社 会 科 学 科
人間文化コース ５人
総合法律／地域公共政策／
経済・マネジメントコース（※２） 若干人

地域教育文化学部 地 域 教 育 文 化 学 科
児童教育コース 若干人

文化創生コース 若干人

理 学 部 理 学 科 ５人

医 学 部
医 学 科 若干人

看 護 学 科 若干人

工学部昼間コース
（※１，３）

高分子・有機材料工学科

16人
（※３）

化 学・ バ イ オ 工 学 科
応用化学・化学工学コース

バイオ化学工学コース

情報・エレクトロニクス学科
情報・知能コース

電気・電子通信コース

機 械 シ ス テ ム 工 学 科

建 築・ デ ザ イ ン 学 科

農 学 部 食 料 生 命 環 境 学 科 若干人
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⑥　国際的な評価団体（WASC,…CIS,…ACSI）の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した者又
は2022年（令和４年）３月31日までに修了見込みの者
⑦　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者で，2022年（令和４年）３月31日までに18歳に達するもの（注２）

（４）　次の学部（学科，コース）については，それぞれの要件を満たしていること。
人文社会科学部
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，すべての「利用科目〈日本語の利用得点範囲〉」を受
験していること。
②　個別学力検査等において，本学部が指定する会場で面接（口頭試問を含みます。）を受けられること。
　　ただし，人間文化コースにおいてのみ，学内の会場に加えて，東京都内及びモンゴル国ウランバー
トル市内に学外試験場を設置します。

地域教育文化学部
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，各コースが指定するすべての「利用科目〈日本語の
利用得点範囲〉」を受験していること。
②　個別学力検査等において，本学部が指定する会場で面接（口頭試問を含みます。）を受けられること。
理学部
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，すべての「利用科目〈日本語の利用得点範囲〉」を受
験していること。
②　TOEFL…iBT®…TEST,…改訂版TOEFL®…ペーパー版テスト又はTOEIC®…Listening…&…Reading…Test
を受験していること。
　　TOEIC®…TESTは，2019年（平成31年）４月以降に受験した成績通知書を提出すること。
医学部
【医学科】
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，すべての「利用科目〈日本語の利用得点範囲〉」を受
験し，「日本語」の得点が380点以上，「理科」の得点及び「数学」の得点の合計が330点以上であるこ
と。
②　TOEFL®…TEST又はTOEIC®…TESTを受験し，TOEFL®…TEST又はTOEIC®…TESTの成績が次の
得点以上であること。
TOEFL…iBT®…TEST…76点，TOEIC®…Listening…&…Reading…Test…700点
TOEIC®…TESTは，2019年（平成31年）４月以降に受験した成績通知書を提出すること。

③　個別学力検査等において，本学部が指定する会場で小論文の試験及び面接を受けられること。
【看護学科】
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，すべての「利用科目〈日本語の利用得点範囲〉」を受
験し，「日本語」の得点が280点以上，「理科」の得点及び「数学」の得点の合計が250点以上であるこ
と。
②　TOEFL®…TEST又はTOEIC®…TESTを受験し，TOEFL®…TEST又はTOEIC®…TESTの成績が次の
得点以上であること。
　　TOEFL…iBT®…TEST…70点，TOEIC®…Listening…&…Reading…Test…650点
　　TOEIC®…TESTは，2019年（平成31年）４月以降に受験した成績通知書を提出すること。
③　個別学力検査等において，本学部が指定する会場で小論文の試験及び面接を受けられること。
工学部昼間コース
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，すべての「利用科目〈日本語の利用得点範囲〉」を受
験していること。
②　TOEFL…iBT®…TEST又はTOEIC®…Listening…&…Reading…TESTを受験していること。
TOEIC®…TESTは，2019年（平成31年）１月以降に受験した成績通知書を提出すること。

農学部
①　日本留学試験の６月又は11月実施分において，すべての「利用科目〈日本語の利用得点範囲〉」を受
験していること。
②　TOEFL®…TEST又はTOEIC®…TESTを受験し，TOEFL®…TEST又はTOEIC®…TESTの成績が次の
得点以上であること。
　　TOEFL…iBT®…TEST…34点，TOEIC®…Listening…&…Reading…Test…330点
　　TOEIC®…TESTは，2019年（平成31年）４月以降に受験した成績通知書を提出すること。
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日本留学試験指定科目等
（注）　日本留学試験の成績は，出願時に入学志願者本人が2021年度（令和３年度）６月又は11月実施分の

いずれかを指定してください。

学部（学科，コース）名
日本留学試験 出題言語

の 指 定利用科目〈日本語の利用得点範囲〉

人 文 社 会
科 学 部

人 文 社 会
科 学 科

人 間 文 化 コ ー ス
①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②総合科
目，③数学（コース１） 日 本 語総 合 法 律 ／

地 域 公 共 政 策 ／
経済・マネジメントコース

地 域 教 育
文 化 学 部

地 域 教 育
文 化 学 科

児 童 教 育 コ ー ス
〔①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②総合
科目，③数学（コース１又はコース２）〕又は〔①日本語〈「読解，
聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②理科（物理，化学，生物か
ら２），③数学（コース２）〕

日 本 語

文 化 創 生 コ ー ス
〔①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②総合
科目，③数学（コース１）〕又は〔①日本語〈「読解，聴解・聴読解
の合計」及び「記述」〉，②理科（物理，化学，生物から２），③数学
（コース２）〕

理 学 部 理 学 科 ①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」〉，②理科（物理，化学，
生物から２），③数学（コース２） な し

医 学 部
医 学 科 ①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②理科

（物理，化学，生物から２），③数学（コース２）
日 本 語

看 護 学 科 ①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②理科
（物理，化学，生物から２），③数学（コース１又はコース２）

TOEFL iBT® Home Edition及びTOEFL iBT® MyBest™ Scoresの利用可／不可
新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の特例として，TOEFL…iBT®…Home…Edition及びTOEFL…
iBT®…MyBest™…Scoresについて，下記のとおり取扱います。

※　TOEFL®…TESTの成績通知書は，試験日から２年間有効です。
TOEIC，TOEFL及びTOEFL…iBT®はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録
商標です。

（注１）　出願資格として必要となるＧＣＥＡレベル資格の科目数及び評価

（注２）　「個別の入学資格審査」により本学の入学資格の認定を受けようとする者は，エンロールメン
ト・マネジメント部入試課（TEL（023）628－4141）に連絡してください。
なお，個別の入学資格審査の詳細については，山形大学ホームページの「入試案内」及び「受
験生の方」でお知らせしております。

　　　○個別の入学資格審査受付期限
　人文社会科学部，理学部，農学部：令和３年11月26日（金）まで
　地域教育文化学部，医学部：令和３年12月６日（月）まで
　工学部昼間コース：令和３年11月１日（月）まで

学部等 科目数 必要な科目・評価等

人文社会科学部 １科目以上 ・「英語」「数学」「言語」「社会科学」に関する科目のうち１科目を含むこと
・評価Ｅ以上

地域教育文化学部 １科目以上 ・評価Ｅ以上
理学部 １科目以上 ・評価Ｅ以上

医学部 ３科目以上
・「数学」及び「理科」に関する科目を含むこと（ただし，「理科」は物理，化学，生物
の３科目から２科目含むこと）

・評価Ｅ以上
工学部昼間コース
（建築・デザイン学科を除く） ３科目以上 ・「数学」及び「理科」に関する科目を含むこと

・評価Ｅ以上
工学部昼間コース
　建築・デザイン学科 ３科目以上 ・評価Ｅ以上

農学部 ３科目以上
・「数学」及び「理科」に関する科目を含むこと（ただし，「理科」は物理，化学，生
物，地学の４科目から２科目含むこと）

・評価Ｅ以上

学部等 TOEFL…iBT®…Home…Edition TOEFL…iBT®…MyBest™…Scores
理学部 使用する 使用しない
医学部 使用しない 使用しない
工学部 使用する 使用しない
農学部 使用しない 使用しない
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学　　　　部 担　当　部　署 住　　　　所 電話番号

人文社会科学部 入 試 担 当
〒990-8560
山形市小白川町一丁目４－12
（小白川キャンパス事務部入試課）

（023）628－4207

地域教育文化学部 入 試 担 当 （023）628－4310

理 学 部 入 試 担 当 （023）628－4710

医 学 部 入 試 担 当 〒990-9585
山形市飯田西二丁目２－２ （023）628－5049

工 学 部
昼 間 コ ー ス 入 試 担 当 〒992-8510

米沢市城南四丁目３－16 （0238）26－3013

農 学 部 入 試 担 当 〒997-8555
鶴岡市若葉町１－23 （0235）28－2808

（注）　お問合せは，8：30～17：00（土・日曜日，祝日，10月15日及び12月28日～１月３日を除く。）の時間帯でお願いします。

３　出願受付期間　Application Period

　人文社会科学部
　　　2022年（令和４年）１月４日（火）から１月７日（金）まで
　　　受付時間は，９時から16時30分までとします。
　　　　※郵送（書留速達）・持参ともに2022年（令和４年）１月７日（金）16時30分まで（必着）
　地域教育文化学部，医学部
　　　2022年（令和４年）１月17日（月）から１月20日（木）まで
　　　受付時間は，９時から16時30分までとします。
　　　　※郵送（書留速達）・持参ともに2022年（令和４年）１月20日（木）16時30分まで（必着）
　理学部，農学部

2022年（令和４年）１月６日（木）から１月11日（火）まで（土・日曜日，祝日を除きます。）
受付時間は，９時から16時30分までとします。

　　　　※郵送（書留速達）・持参ともに2022年（令和４年）１月11日（火）16時30分まで（必着）
　工学部昼間コース

2021年（令和３年）12月１日（水）から12月６日（月）まで（土・日曜日を除きます。）
受付時間は，９時から16時30分までとします。

　　　　※郵送（書留速達）・持参ともに2021年（令和３年）12月６日（月）16時30分まで（必着）

出願受付期間内に到着しない場合は，受理しませんので，郵送（書留速達）の場合は，郵送にかか
る日数を考慮して，余裕を持って送付してください。

４　出願書類の提出先及び入学者選抜に関するお問合せ先　Addresses and Contact Information for Submission of Application

工 学 部
昼 間
コ ー ス

高 分 子 ・ 有 機 材 料 工 学 科

①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②理科
（物理，化学，生物から２），③数学（コース２） な し

化 学 ・
バ イ オ
工 学 科

応 用 化 学 ・ 化 学
工 学 コ ー ス
バイオ化学工学コース

情 報 ・
エ レ ク ト
ロ ニ ク ス
学 科

情 報 ・ 知 能 コ ー ス

電気・電子通信コース

機 械 シ ス テ ム 工 学 科
建 築 ・ デ ザ イ ン 学 科

農 学 部 食 料 生 命 環 境 学 科 ①日本語〈「読解，聴解・聴読解の合計」及び「記述」〉，②理科
（物理，化学，生物から２），③数学（コース２） な し
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出 願 書 類 出 願 書 類 作 成 上 の 注 意

入 学 願 書
写 真 票
受 験 票

○本要項に添付の所定の用紙を用い，所定欄に必要事項をもれなく自筆で記入してください。
○「入学志願者現住所」の欄には，願書提出の日から令和４年３月31日（木）まで確実に郵便
物を受け取ることのできる住所を記入してください。

○「写真票」の所定欄に出願前３か月以内に撮影した上半身，無帽，正面向きの写真（４cm×
３cm）をはってください。

日本留学試験受験票
の 写 し

人文社会科学部，地域教育文化学部，理学部，工学部昼間コース，農学部の入学志願者
○「2021年度（令和３年度）日本留学試験」（出願時に入学志願者本人が６月又は11月実施分の
いずれかを指定してください）の受験票の写しを提出してください。

日本留学試験成績通知書
の 写 し

医学部の入学志願者
○「2021年度（令和３年度）日本留学試験」（出願時に入学志願者本人が６月又は11月実施分の
いずれかを指定してください）の成績通知書の写しを提出してください。

TO E F L又はTO E I C
の 成 績 通 知 書
の 写 し

理学部，医学部，工学部昼間コース，農学部の入学志願者
○TOEFL又はTOEICの成績通知書の写しを提出してください。
（注）・TOEFLの成績通知書は，出願時点で有効なものを提出してください。TOEICの成績 

　　　通知書は，各学部の指定する期限内に受験したものを提出してください。
　　　・TOEFL ITP® テスト及び TOEIC IP テストの成績通知書は使用できません。

・TOEFL iBT® Home Edition及びTOEFL iBT® MyBest™ Scoresの利用可／不可に
ついては，３ページを参照してください。

国籍及び在留資格を…
確 認 で き る も の

○「在留カードの写し（両面を写したもの）」又は日本に住民登録をしている者については，
「届出を行った自治体で発行された住民票」を提出してください。

　住民登録をしていない者については，「パスポートの写し」，「本国の戸籍抄本」又は「市民権
等の証明書」のうちいずれかを１つ提出してください。

志 望 理 由 書 人文社会科学部，地域教育文化学部，理学部，工学部昼間コース，農学部の入学志願者
○本要項に添付の所定の用紙に本人が日本語で記入してください。

本要項１ページ「２　出願資格・出願要件」（３）を参照の上，該当する書類を提出してください。

※
該
当
す
る
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※卒 業（見 込 み）……
　証 明 書 及 び…
　成 績 証 明 書…

「写し」と記載のあ
るもの以外は，必ず
出身学校長が作成し
た原本を提出してく
ださい。やむを得ず
写しを提出する場合
は，必ず最寄りの大
使館，領事館等で原
本証明を受けてくだ
さい。
…
（外 国 の 学 校 又 は 
外国の機関において
作成する書類が日本
語以外の場合には， 
日本語訳を必ず添付
してください。）

○出願資格・出願要件（３）の①，⑦に該当する者
　外国における最終出身学校の卒業（見込み）証明書及び成績証明書
　なお，「飛び級」や「繰上げ卒業」の事実があればその証明書も提出してください。
　外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者（文部科学大臣の指定）
で，日本の大学に入学するための準備教育を行う，指定された日本語学校を修了した者又は
2022年３月までに修了する見込みの者は，日本の大学に入学するための準備教育を行う課程
の修了（見込み）証明書と成績証明書も提出してください。

○出願資格・出願要件（３）の⑦に該当する者
　本学が発行する「山形大学入学資格認定証明書」の写し（個別の入学資格審査の申請には期
限がありますのでご留意ください（本要項３ページを参照）。）

○出願資格・出願要件（３）の②に該当する者
　国際バカロレア資格証書の写し及びその成績が記載されている証明書

○出願資格・出願要件（３）の③に該当する者
　アビトゥア資格証書の写し及びその成績が記載されている証明書

○出願資格・出願要件（３）の④に該当する者
　バカロレア資格（フランス共和国）証書の写し及びその成績が記載されている証明書

○出願資格・出願要件（３）の⑤に該当する者
　ＧＣＥＡレベル資格証書の写し及びその成績が記載されている証明書
　　（本要項３ページ（注１）の表で，各学部が指定する科目等を確認してください。）
○出願資格・出願要件（３）の⑥に該当する者
　当該課程の修了（見込み）証明書，成績証明書及び当該教育施設が上記評価団体から認定を
受けていることが明記された証明書

５　出願手続　Application Procedure

（１）　出願書類
次の表に示す書類を一括し，本要項に添付の「出願書類提出用ラベル」をＡ４サイズでカラー印刷
し，市販の角形２号封筒にはり付け，郵送（書留速達）又は持参により提出してください。なお，日本
国外から出願する場合は，EMSや国際宅配便等の配達記録が残される方法で送付してください。
入学願書等の出願書類は，山形大学ホームページ（https://www.yamagata-u.ac.jp）「入試案内」の
「入学者選抜要項・学生募集要項」からダウンロードし，Ａ４サイズの白紙に片面印刷の上，記入して
ください。
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出 願 書 類 出 願 書 類 作 成 上 の 注 意

収 納 証 明 書
（「収納証明書はり付け
台紙」にはり付けて提
出すること。）

○入学検定料　17，000円
　１　払込期間　　※日本時間の16時30分まで（厳守）
　（1）　人文社会科学部
　　　　2021年（令和３年）12月10日（金）０時00分から2022年（令和４年）１月７日（金）16時30分まで
　（2）　地域教育文化学部，医学部
　　　　2021年（令和３年）12月24日（金）０時00分から2022年（令和４年）１月20日（木）16時30分まで
　（3）　理学部，農学部
　　　　2021年（令和３年）12月17日（金）０時00分から2022年（令和４年）１月11日（火）16時30分まで
　（4）　工学部昼間コース
　　　　2021年（令和３年）11月11日（木）10時00分から12月６日（月）16時30分まで
　２　払込方法

クレジットカード又はコンビニ端末により払い込んでください。
詳細は本要項７ページ「（3）入学検定料の支払い」及び本要項の末尾に添付の「入学検

定料支払方法」を参照してください。　
また，いずれの方法でも支払手数料が別途必要です。この手数料は入学志願者負担とな

ります。
３　支払い完了後，「収納証明書」（ファミリーマートで支払った場合は，レシート）を切り
取り，本要項に添付の「収納証明書はり付け台紙」にはり付けて，他の出願書類とともに
提出してください。

４　既に払い込んだ入学検定料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還しません。
　（1）　入学検定料を払い込んだが出願しなかった場合（出願書類を提出しなかった場合又

は出願が受理されなかった場合を含みます。）
　（2）　誤って入学検定料を二重に払い込んだ場合
　　※返還についてのお問合せは，各学部の担当部署（４ページ参照）にお願いします。
　　　なお，申出期限は，2022年（令和４年）３月31日（木）までとします。
５　本学では，東日本大震災及び令和３年４月以降に発生した自然災害等で被災された方の
経済的負担を軽減し，受験機会を提供するために，令和４年度学部入学者選抜試験に係る
入学検定料について，免除の特別措置を行います。詳細は，本要項表紙の次ページ並びに
本学ホームページ「入試案内」又は「受験生の方」でご確認願います。

ラ ベ ル 票

○本要項に添付の「ラベル票」に日本国内の連絡先（郵便番号・住所・氏名・電話番号）を記
入し，提出してください。

○日本国外から出願する場合は，日本国外の連絡先を記入し，住所はアルファベット表記とし
てください。

出 願 書 類
チ ェ ッ ク シ ー ト

○本要項に添付の「出願書類チェックシート」をＡ４サイズで印刷し，出願書類がすべて揃っ
ているか確認してください。確認後，出願書類とともに「出願書類提出用封筒」に封入して
ください。

受 験 票 返 送 用 封 筒
【日本国内から出願する
場合】

○市販の長形３号封筒（12cm×23.5cm）に，確実に受験票を受け取ることのできる日本国内の
連絡先（郵便番号・住所・氏名）を記入し，344円分の切手（速達）をはって提出してくださ
い。

出願書類提出用封筒

○本要項に添付の「出願書類提出用ラベル」をＡ４サイズでカラー印刷し，市販の角形２号封
筒（24cm×33.2cm）の表面に，はがれないように全面のり付けしてください。出願書類をす
べて封入し，郵送（書留速達）又は持参により提出してください。

○ただし，日本国外から出願する場合は，「出願書類提出用ラベル」を使用せず，ＥＭＳや国際
宅配便等の配達記録が残される方法で送付してください。封筒は，郵送等に適したものを使
用してください。

（２）　出願についての注意事項
①　出願後の志願学部（学科，コース）の変更は認めません。
②　出願書類に記入もれ，その他不備がある場合は，受理しないことがあります。
③　出願書類受理後は，出願書類等の返還及び記載事項の変更は認めません。
④　出願書類の記載事項が事実と相違していることが判明した場合は，入学決定後であっても入学許可
を取り消すことがあります。
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（３）　入学検定料の支払い
日本国内から出願する場合は，クレジットカード又はコンビニ端末から支払ってください。日本国外
から出願する場合は，クレジットカードで支払ってください。
いずれの方法で支払う場合でも，支払手数料が別途必要です。この手数料は入学志願者負担となります。
入学検定料の支払後，「収納証明書」（ファミリーマートで支払った場合は，レシート）を「収納証明
書はり付け台紙」にはり付けて，出願受付期間内に本学に届くように提出（郵送（書留速達）又は持
参）する必要があります。

【クレジットカードで支払う場合】

インターネット決済e-apply「学び・教育」出願・申込サービス（https://e-apply.jp/n/yamagata-c）にアクセスする。

　　↓

「はじめに」を選択し内容を確認する。
その後，「申し込む」ボタンを選択する。

　　↓

個人情報等（入学を志願する学部・学科・コース名，氏名，住所など）を選択・入力する。

　　↓

クレジットカード（VISA・Master・JCB・AMERICAN…EXPRESS・MUFGカード・DCカード・UFJカード・…
NICOSカード）により支払う。

　　↓

「収納証明書」を印刷し，切り取り線から切り取る。

　　↓

「収納証明書」を本要項に添付の「収納証明書はり付け台紙」にはり付け，他の出願書類とともに，入学を志願する
学部に郵送（書留速達）又は持参により提出する。

【コンビニ端末から支払う場合】※日本国内からの出願者限定

コンビニ（セブンイレブン，ローソン，ミニストップ，ファミリーマート）に設置している端末機で「検定料等支
払」もしくは「大学・短大，専門，小・中・高校等お支払い」を選択する。（手順はコンビニによって異なるため，
本要項末尾に添付の「入学検定料支払方法」を確認してください。）

　　↓

大学名・入学を志願する学部・学科等を選択し，個人情報等を入力する。

　　↓

出力される払込票を持って，コンビニのレジで入学検定料を支払う。

　　↓

「収納証明書」（ファミリーマートで支払った場合は，レシート）を受け取り，切り取り線から切り取る。

　　↓

「収納証明書」を本要項に添付の「収納証明書はり付け台紙」にはり付け，他の出願書類とともに，入学を志願する
学部に郵送（書留速達）又は持参により提出する。

【入学検定料支払いに関するお問合せ先】
　運用会社　株式会社ディスコ
　　「学び・教育」出願・申込サービスサポートセンター
　　　Ｔ Ｅ Ｌ　0120-202079（24時間受付。日本国内のみ可能）
　　　Ｅメール　cvs-web@disc.co.jp
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（４）　受験上及び修学上の配慮を希望する入学志願者の事前相談
本学に入学を志願する者で，病気・負傷や障害等のために受験上及び修学上の配慮を希望する者

は，入学願書の出願受付開始２～３週間前までに，以下の担当に電話連絡の上，所定の申請書に医師の
診断書等を添えて提出してください。相談内容によっては，本学において事前の準備を必要とする場合
がありますので，できるだけ早めにご相談ください。

　　【担当】エンロールメント・マネジメント部入試課
　　　　　……TEL（023）628－4141

なお，事前相談は病気・負傷や障害等のある入学志願者が安心して受験に臨み，入学後スムーズに修
学できるようにするためのものであり，相談内容によって入学志願者が不利益を被ることはありません。
提出書類等の詳細については，山形大学ホームページの「入試案内」及び「受験生の方」でお知らせ

しております。

（５）　受験票について
日本国内から出願した場合は，受験票を郵送します。
日本国外から出願した場合は，入学願書に記載の入学志願者本人のＥメールアドレスに電子媒体（Ｐ…

ＤＦファイル）にて受験票を送付しますので，受信後，受信確認メール（入学志願者氏名，受験番号，
志望学部，学科，コース等をメール本文に記載すること。）を返信してください。また，受験票は必ず
プリントアウトしてください。

区　　分 対 　 　 象 　 　 と 　 　 な 　 　 る 　 　 者

①視 覚 障 害

・点字による教育を受けている者
・良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者
・両眼による視野について強度視野障害のある者
・上記以外の視覚に関する配慮を必要とする者

②聴 覚 障 害
・両耳の平均聴力レベルが60デシベル以上の者
・上記以外の聴覚に関する配慮を必要とする者

③肢 体 不 自 由
・体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な者
・両上肢の機能障害が著しい者
・上記以外の肢体不自由に関する配慮を必要とする者

④病 弱
・慢性の呼吸器疾患，心臓疾患，腎臓疾患，消化器疾患その他の疾患の状態が継続して医療
又は生活規制を必要とする程度の者又はこれに準ずる者

⑤発 達 障 害
・自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害の
ため配慮を必要とする者

⑥そ の 他 ・①～⑤の区分以外の者で配慮を必要とする者



－ 9－

６　選抜方法等　Screening Method and Examination Details

入学者の選抜は，「2021年度（令和３年度）日本留学試験」（出願時に入学志願者本人が６月又は11月
実施分のいずれかを指定してください。）の成績，本学の個別学力検査等の成績及び出願書類の審査の結果
を総合して行います。

（１）　大学入学共通テストについては，各学部とも課しません。
（２）　個別学力検査等
　　①　一般選抜入学志願者の個別学力検査等とは別の試験を課す学部
　　　　人文社会科学部，地域教育文化学部，医学部
　　②　個別学力検査等を課さない学部
　　　　理学部，工学部昼間コース，農学部

（３）　個別学力検査等実施教科・科目等

学部（学科，コース）名 個別学力検査等実施教科・科目等

人 文 社 会
科… 学… 部

人 文 社 会
科… 学… 科

人 間 文 化 コ ー ス

面接（口頭試問を含みます。）総 合 法 律 ／
地 域 公 共 政 策 ／
経済・マネジメントコース

地 域 教 育
文 化 学 部

地 域 教 育
文 化 学 科

児 童 教 育 コ ー ス
面接（口頭試問を含みます。）

文 化 創 生 コ ー ス

理 学 部 理 学 科 個別学力検査等は課しません。

医 学 部
医 学 科

小論文及び面接
看 護 学 科

工 学 部
昼 間
コ ー ス

高 分 子・有 機 材 料 工 学 科

個別学力検査等は課しません。

化 学 ・
バ イ オ
工 学 科

応用化学・化学工学コース

バイオ化学工学コース

情 報 ・
エレクトロ
ニクス学科　

情 報・知 能 コ ー ス

電気・電子通信コース

機 械 シ ス テ ム 工 学 科

建 築・デ ザ イ ン 学 科

農 学 部 食 料 生 命 環 境 学 科 個別学力検査等は課しません。
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（４）　「採点・評価基準」及び「合否判定基準」
学　　部 採点・評価基準及び合否判定基準

人 文 社 会 科 学 部

○採点・評価基準
　（人文社会科学科人間文化コース）

本コースにおいて学ぶ上で必要な基礎的学力・日本語能力等を総合的に評価
します。

　（人文社会科学科総合法律／地域公共政策／経済・マネジメントコース）
本コースにおいて学ぶ上で必要な基礎的学力・日本語能力，社会的関心及び
志望理由を総合的に評価します。

○合否判定基準
　（人文社会科学科人間文化コース）

「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績，志望理由書（日本語）及
び面接（口頭試問を含みます。）の結果を総合的に評価して合否を判定します。

　（人文社会科学科総合法律／地域公共政策／経済・マネジメントコース）
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績，志望理由書（日本語）及
び面接（口頭試問を含みます。）の結果を総合的に評価して合否を判定します。

地域教育文化学部

○採点・評価基準
　（地域教育文化学科児童教育コース）

面接（口頭試問を含みます。）では，コースで勉学する目的・理由・意欲，
その他コースに関わる基礎的能力や適性を総合的に評価します。

　（地域教育文化学科文化創生コース）
面接（口頭試問を含みます。）では，コースで勉学する目的・理由・意欲，
その他コースに関わる基礎的能力や適性を総合的に評価します。

○合否判定基準
　（地域教育文化学科児童教育コース）

「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績，志望理由書（日本語）及
び面接（口頭試問を含みます。）の成績を総合して合否を判定します。

　（地域教育文化学科文化創生コース）
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績，志望理由書（日本語）及
び面接（口頭試問を含みます。）の成績を総合して合否を判定します。

理 学 部

○採点・評価基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績及び出願書類の審査結果を総合
的に評価します。

○合否判定基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績及び出願書類の審査結果を総合
して判定します。

医 学 部

○採点・評価基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績，個別学力検査等の成績及び出
願書類の審査結果を総合的に評価します。

○合否判定基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績，個別学力検査等の成績及び出
願書類の審査結果を総合して判定します。
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学　　部 採点・評価基準及び合否判定基準

工 学 部
昼 間 コ ー ス

○採点・評価基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績及び出願書類を評価します。

○合否判定基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績及び出願書類を総合して合否を
判定します。

農 学 部

○採点・評価基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績及び出願書類の審査結果を総合
的に評価します。

○合否判定基準
「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績及び出願書類の審査結果を総合
して判定します。

７　試験実施日時等　Examination Schedule

　個別学力検査等を受験する際には，山形大学私費外国人留学生入試受験票と，日本留学試験の
受験票（出願時に入学志願者本人が指定した2021年度（令和３年度）６月又は11月実施分のい
ずれかの成績に関わる受験票）の２つを必ず持参してください。

学科・コース 試験教科・科目等 選 抜 日 時

人 文 社 会 科 学 科

人 間 文 化 コ ー ス
面接（口頭試問を含みます。）
（面接時間は１人20分程度）

2022年（令和４年）
　　　 １月22日（土）10時00分から

総 合 法 律 ／…
地 域 公 共 政 策 ／…
経済・マネジメントコース

学科・コース 試験教科・科目等 選 抜 日 時

地 域 教 育 文 化 学 科
児 童 教 育 コ ー ス

面接（口頭試問を含みます。） 2022年（令和４年）
　　　 ２月25日（金）13時00分から

文 化 創 生 コ ー ス

（１）　人文社会科学部

（２）　地域教育文化学部

（３）　理学部
　　　個別学力検査等は課しません。

 ◎　人文社会科学部試験場（山形市小白川町一丁目４－12）において実施します。
人間文化コースのみ，東京試験場（東京都内）及びモンゴル試験場（モンゴル国ウランバートル
市内）においても実施します。学外試験場についての詳細は，受験票送付時にお知らせします。

（注）対面による試験実施が難しい場合には，インターネットを用いたテレビ会議方式で試験を行うこ
とがあります。

 ◎　地域教育文化学部試験場（山形市小白川町一丁目４－12）において実施します。
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（５）　工学部昼間コース
　　　個別学力検査等は課しません。

（６）　農学部
　　　個別学力検査等は課しません。

学　　科 試験教科・科目等 選 抜 日 時

医 学 科
小論文

2022年（令和４年）２月26日（土）

10時30分から11時30分まで

面　接 12時30分から15時30分まで（予定）

看 護 学 科
小論文 10時30分から11時30分まで

面　接 12時00分から13時00分まで（予定）

（４）　医学部

◎　医学部試験場（山形市飯田西二丁目２－２）において実施します。
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８　受験者心得　Additional Notes

（１）　「山形大学私費外国人留学生入試受験票」及び「日本留学試験受験票」について
①　試験当日は，「山形大学私費外国人留学生入試受験票」と「日本留学試験受験票」の２つを必ず持

参し，試験場に入場する際に提示してください。
②　試験場では，常に２つの受験票を携行し，受験中は係員の指示に従ってください。また，試験室等
では「山形大学私費外国人留学生入試受験票」に記載されている大学受験番号と同じ番号がはられて
いる席に着いてください。
③　試験当日，受験票（いずれか一方の受験票又は両受験票）を忘れた場合は，入場の際，係員に必ず
申し出て，仮受験票発行の手続をとってください。
④　これらの受験票を紛失した場合は，速やかに志願学部の担当部署（４ページ参照）に申し出てくだ
さい。
⑤　「山形大学私費外国人留学生入試受験票」は，入学試験成績の情報開示請求の際にも必要になりま
すので，大切に保管してください。

（２）　天候等により，交通機関に乱れが生じる場合があります。天候状況及び交通機関の運行状況を確認
し，できるだけ試験前日までに試験場所在地に到着する等，各自の責任において必要な対応を取ってく
ださい。

（注意）平成25年２月実施の前期日程試験において，試験当日，降雪による列車ダイヤの乱れ等の交
通障害が発生し，多数の受験者が所定の時刻までに試験場に到着できなかったという事態が発
生しております。

（３）　試験場の下見を希望される方は，試験前日午後の時間帯に指定の試験場をご確認ください。なお，建
物内への立ち入りはできません。

（４）　試験開始時刻30分前までに試験場に到着してください。
（５）　試験開始時刻に遅れた場合は，係員に申し出て指示を受けてください。
（６）　試験開始後20分を経過した後は，試験室への入室を認めません。
（７）　試験当日，交通機関の事故又は災害等が発生した場合，試験開始時刻を繰り下げることがあります。
（８）　筆記試験等における留意点について

①　受験票のほかに試験時間中，机の上に置けるものは，鉛筆（シャープペンシルも可。），消しゴム，
鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），時計（辞書，電卓，端末等の機能があるもの，
それらの機能の有無が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものを除
く。），直線定規，眼鏡，ハンカチ，ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけ取り出したもの。），
目薬です。
②　試験室では，他人のものを借用したり，共用したりしてはいけません。
③　試験時間内の退室は認めません。受験中の発病等やむを得ない場合には，挙手をして監督者の指示
に従ってください。
④　不正行為があると認められた者の答案は，すべて無効とします。

（９）　携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末等の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラームの設
定を解除し電源を切っておいてください。試験時間中に，これらをかばん等にしまわず，身に付けてい
たり手に持っていたりすると不正行為となることがあります。

（10）　英文字や地図等がプリントされている服等は着用しないでください。着用している場合には，脱いで
もらうことがあります。

（11）　試験時間中は，時計のアラーム等を使用してはいけません。
（12）　試験が午後にわたる受験者は，昼食を持参することが望まれます。
（13）　試験当日は，自動車・バイクによる入構を禁止します。
（14）　試験当日，付添者は試験場建物内に立ち入ることができません。
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（15）　受験のための宿泊施設については，本学ではあっせんしていません。
（16）　試験当日，試験場付近や最寄りの駅周辺等で合否メール等の受付をする者がいます。これらの者は本

学とは何ら関係なく，トラブルが生じても本学は一切責任を負いませんので，十分注意してください。
また，アンケート等と称して，住所や電話番号を書かせたりする者がいますが，これらの者について
も本学と何ら関係なく，個人情報を悪用される場合がありますので，慎重に対応してください。

９　山形大学の入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）　Admission Policy

　本学の入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）は，「令和４年度山形大学入学者選抜要項」，山
形大学ホームページの「入試案内」及び「受験生の方」において公表しております。

10　合格者の発表　Announcement of Examination Results

（１）　発表日時及び発表方法
　　　合格者の発表は，次のとおり行います。

（２）　合格通知
　　合格者には，合格者の発表後，同日付けで合格通知書及び入学手続関係書類等を送付します。

11　入学手続　Enrollment Procedure

　　入学手続は次のとおりです。
（１）　入学手続期間　※受付時間は，各学部とも９時から16時30分までとします。
　　　人文社会科学部，農学部：
　　　　郵送により2022年（令和４年）２月15日（火）まで（必着）
　　　　　（持参の場合は2022年（令和４年）２月14日（月）から２月15日（火）まで）
　　　地域教育文化学部，医学部：
　　　　郵送により2022年（令和４年）３月14日（月）まで（必着）
　　　　　（持参の場合は2022年（令和４年）３月14日（月）から３月15日（火）まで）
　　　理学部：
　　　　郵送により2022年（令和４年）２月28日（月）まで（必着）
　　　　　（持参の場合は2022年（令和４年）２月28日（月）のみ）
　　　工学部昼間コース：
　　　　郵送・持参ともに2022年（令和４年）１月24日（月）から２月２日（水）まで（必着）
　　　　　（持参の場合は，土・日曜日を除きます。）
（２）　入学料
　　　入学手続の際に，入学料を納付していただきます。
　　　○入　学　料　　282,000円
（３）　提出書類
　　　入学手続の際は，本学受験票のほかに日本留学試験の受験票が必要となります。
　　　詳細については，合格通知の際にお知らせします。

学　部　等 発　表　日　時 発　表　方　法

人文社会科学部，農学部 2022年（令和４年）２月１日（火）11時

○本学のホームページの「入試案内」に全学
部の合格者の大学受験番号を掲載します。

地域教育文化学部，医学部 2022年（令和４年）３月７日（月）11時

理学部 2022年（令和４年）２月10日（木）16時

工学部昼間コース 2022年（令和４年）１月14日（金）11時

（注）　電話等による合否のお問合せには，一切応じません。
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12　授業料　Tuition

　　授業料については，入学後に納付していただきます。
　　○授　業　料　　年額535,800円（予定額）

納付方法については，「年１回払い」，「年２回払い」，「年10回均等払い」及び「年10回ボーナス併用
払い」から選択できます。

　　（注）１　上記の金額は，未確定のため予定額です。
　　　　　２　在学中に改定が行われた場合は，改定時から新授業料が適用されます。
　　　　　３　納付方法等詳細については，合格通知の際にお知らせします。

13　日本留学試験　The Examination for Japanese University Admission for International Students（EJU）

　　詳細については，以下にお問合せください。
　　〒153-8503　東京都目黒区駒場４－５－29
　　　　　　　　　独立行政法人日本学生支援機構　留学生事業部　留学試験課
　　　　　　　　　TEL（03）6407－7457

14　私費外国人留学生入試に関するお問合せ先　Examination Contact Details 

私費外国人留学生入試に関する事務は，各学部の担当部署で取扱います。不明な点があれば，電話又は
郵送にてお問合せください。なお，郵送による場合は必要事項（送付先郵便番号・住所・氏名）を記載し
た返信用封筒（所要切手添付）を同封してください（お問合せ先は，４ページの「４　出願書類の提出先
及び入学者選抜に関するお問合せ先」を参照してください。）。

15　その他の留意事項　Additional Information

○入学時期は，2022年（令和４年）４月入学となります。
○入学後の教育は，一般選抜により入学した者と同様に行います。
○本学は，入学試験に関する個人情報を次の目的のために利用します。なお，この目的以外に当該情報を
第三者に開示，提供及び預託することはありません。

　　①　入学者選抜試験実施のため
　　②　入学手続業務のため
　　③　入試統計調査のため
　　④　就学上必要な本学での業務のため
　　⑤　その他大学として必要な業務のため
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★入学試験情報開示について　Disclosure Request of Examination Results

１　合格最高点・最低点及び合格者の平均点について
合格最高点・最低点及び合格者の平均点は，山形大学ホームページの「入試案内」及び「受験生の方」
で公表します。

　　なお，合格者が10人以下の学科等については，公表しません。

２　入学試験個人成績の開示・請求方法について
　　（１）　開示請求受付期間　　2022年（令和４年）５月１日～５月31日（消印有効）
　　　　　　　　　　　　　受付時間は，９時から16時30分までとします（土・日曜日，祝日を除きます。）。
　　（２）　請 求 者　　受験者本人に限ります（代理人による請求は認めません。）。
　　（３）　請 求 方 法　　受験した学部の担当部署（４ページ参照）の窓口への持参又は郵送により受け

付けます。次の①～③の書類により申し込んでください。
　　　　　　　　　　　　　なお，郵送による申込の場合は，受験した学部の担当部署宛ての封筒の表に

「○○学部入試成績開示申込」と朱書きしてください。
　　　　　　　　　　　　　　①　令和４年度山形大学入学者選抜試験成績等開示申込書
　　　　　　　　　　　　　　　※申込書は，令和４年４月中旬以降，山形大学ホームページ「入試案内」

又は「受験生の方」からダウンロードしてください。
　　　　　　　　　　　　　　②　本学受験票（写しは不可）
　　　　　　　　　　　　　　　※持参による申込の場合は申込時に，郵送による申込の場合は返送時に同

封して返却します。
　　　　　　　　　　　　　　③　返信用封筒（長形３号（12㎝×23.5㎝）に414円分の切手をはり，請求

者の郵便番号・住所・氏名を記入したもの）
　　（４）　開 示 方 法　　請求のあった日の翌日以降２週間以内を目途に，郵送（簡易書留）により開示

します。
　　　　　　　　　　　　　ただし，請求状況によっては，時間を要する場合がありますので，ご了承願い

ます。
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★English Guidelines

正式な募集要項は，１ページから16ページの日本語によるものです。
入学志願者は，必ずそちらをよく読んでから出願書類を提出してください。
Before completing and submitting documentation please ensure you read thoroughly pp.1-16 of the Japanese 
original. It is the Japanese guidelines which are administratively binding.

1　Number of Students Accepted

Faculty Department Course Enrollment
Capacity

Humanities and Social Sciences
（※1） Humanities and Social Sciences

Human Sciences and Culture Studies 5
Law/ Public Policy/ Economics and 
Business Management（※2） a few students

Education, Art and Science Education, Art and Science
Primary Education a few students
Cultural Innovation a few students

Science Science 5

Medicine
Medicine a few students
Nursing a few students

Engineering, daytime courses
（※1，3）

Polymeric and Organic Materials 
Engineering

16
（※3）

Applied Chemistry,
Chemical Engineering and 
Biochemical Engineering

Applied Chemistry and Chemical 
Engineering
Biochemical Engineering

Informatics and Electronics
Informatics
Electronics

Mechanical Systems Engineering
Architecture, Design and Building 
Science

Agriculture Food, Life and Environmental 
Sciences a few students

(※1) The Global Studies course in the Faculty of Humanities and Social Science and the evening course in the Faculty of 
Engineering do not accept privately financed international students.

(※2) The Law course, the Public Policy course, and the Economics and Business Management course in the Department of 
Humanities and Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, accept privately financed international students as 
one course. Therefore, the designation “Law / Public Policy / Economics and Business Management course” is used. 

(※3) The Engineering, daytime courses will conduct the selection for each department and/or course. 

2　Qualifications Required for Applicants
Applicants must have taken the FY2021 Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) (held 
in June or November) (subjects specified by Yamagata University), and for whom all of the following are applicable. 

(1) Applicants who do not hold Japanese nationality
※Applicants who do not hold Japanese nationality, but who have graduated or are expected to graduate from a senior high 

school or secondary school in Japan (including education facilities overseas), and who hold permission for permanent 
residency in Japan, are treated as general applicants for admission to the University, and will not be permitted to sit for the 
examinations for privately financed international students. 

(2) Applicants must have acquired, or be expected to acquire, a status of residence defined as ‘student’ under the Immigration 
Control and Refugee Recognition Act.
※Those applicants who obtain another status of residence will be required to change it to ‘student’ in order to enroll at 

Yamagata University. 
(3) Applicants must satisfy at least one of the following:  

(i) Have completed, or are expected to complete by March 31 2022 12 years of schooling overseas, or be deemed to have 
completed such education as designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

(ii) Have acquired an International Baccalaureate qualification awarded by the International Baccalaureate Organization, which 
is a foundation based on the Swiss Civil Code.

(iii) Have acquired an Abitur qualification recognized as a university entrance qualification in each province of the Federal 
Republic of Germany.

(iv) Have acquired a Baccalaureate qualification (France) recognized as a university entrance qualification in each province of 
the French Republic.
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(v) Have acquired General Certificate of Education Advanced Levels (GCE A-Levels), which are recognized as qualifications 
for university admission in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 The number of GCE A-Level subjects and grades necessary for admission are as shown in Note 1.
(vi) Have completed, or are expected to complete by March 31 2022, 12 years of education at an international school that has 

been accredited by an international accrediting organization (WASC, CIS, ACSI).
(vii) Recognized as having academic ability equivalent to or higher than that of a senior high school graduate, based on the 

screening of eligibility for application by Yamagata University, and who will be 18 years of age by March 31 2022 (Note 2). 
(4) Applicants to the following faculties (departments, courses) must fulfill the respective supplementary requirements as follows. 

Faculty of Humanities and Social Sciences
・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the faculty <obtained a score that falls within 

the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November.
・Applicants who wish to qualify for admission through the Individual Academic Test must be able to attend an interview 

(including oral examination) at a venue specified by the Faculty of Humanities and Social Sciences. 
However, only for the Human Sciences and Culture Studies course, an off-campus examination venue is scheduled to be 
set up in Tokyo and Ulaanbaatar City, Mongolia, in addition to the venue on campus. 

　　Faculty of Education, Art and Science: 
・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the respective courses <obtained a score that 

falls within the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November. 
・Applicants who wish to qualify for admission through the Individual Academic Test must be able to attend an interview at 

a venue specified by the Faculty of Education, Art and Science.

　　Faculty of Science
・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the faculty <obtained a score that falls within 

the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November.
・Applicants must have taken the TOEFL iBT® test, the revised TOEFL® paper-based test, or the TOEIC® Listening & 

Reading Test. Applicants who have taken the TOEIC® test are required to submit the results slip for a test taken after April 
2019. 

　　Faculty of Medicine
　　 【Department of Medicine】

・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the faculty <obtained a score that falls within 
the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November. The score obtained for the Japanese test 
must be 380 or higher, and the total score obtained for Science and Mathematics must be 330 or higher.   

・Applicants must have taken the TOEFL® test or TOEIC® test, and obtained the following scores or higher in the 
respective tests. 
TOEFL iBT® test: 76, TOEIC® Listening & Reading Test: 700
Applicants who have taken the TOEIC® test are required to submit the results slip for a test taken after April 2019.

・Applicants who wish to qualify for admission through the Individual Academic Test must be able to sit for a short essay 
examination and attend an interview at a venue specified by the Faculty of Medicine.

　　 【Department of Nursing】
・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the faculty <obtained a score that falls within 

the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November. The score obtained for the Japanese test 
must be 280 or higher, and the total score obtained for Science and Mathematics must be 250 or higher.

・Applicants must have taken a TOEFL® test or TOEIC® test, and obtained the following scores or higher in the respective 
tests. 
TOEFL iBT® test: 70, TOEIC® Listening & Reading Test: 650
Applicants who have taken the TOEIC® test are required to submit the results slip for a test taken after April 2019.

・Applicants who wish to qualify for admission through the Individual Academic Test must be able to sit for a short essay 
examination and attend an interview at a venue specified by the Faculty of Medicine.

　　Faculty of Engineering, daytime courses
・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the faculty <obtained a score that falls within 

the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November.
・Applicants must have taken a TOEFL iBT® test or TOEIC® Listening & Reading Test.

Applicants who have taken the TOEIC® test are required to submit the results slip for a test taken after January 2019.

　　Faculty of Agriculture
・Applicants must have taken examinations for all EJU subjects specified by the faculty <obtained a score that falls within 

the range of scores for the use of Japanese> in the EJU held in June or November.
・Applicants must have taken a TOEFL test or TOEIC® test, and obtained the following scores or higher in the respective 

tests.
TOEFL iBT® test: 34, TOEIC® Listening & Reading Test: 330 
Applicants who have taken the TOEIC® test are required to submit the results slip for a test taken after April 2019.
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Acceptance/Non-acceptance of TOEFL iBT® Home Edition and TOEFL iBT® MyBest™ Scores
On an exceptional basis, due to the impact of the current COVID-19 restrictions on the holding of exams, TOEFL iBT® Home Edition 
and TOEFL iBT® MyBest™ Scores may be accepted as follows.

Faculty TOEFL iBT® Home Edition TOEFL iBT® MyBest™ Scores
Science Accepted Not accepted

Medicine Not accepted Not accepted
Engineering Accepted Not accepted
Agriculture Not accepted Not accepted

　※ The results for the TOEFL® Test are effective for two years from the date of the test.
　　 TOEIC® Test, TOEFL® Test, and TOEFL iBT® Test are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS).

　(Note 1) Number of GCE A-Level subjects and grades necessary for admission 

Faculty Number of subjects Necessary subject, grade, etc.
Humanities and Social 
Sciences At least 1 ・Must include an English, mathematics, language, or social sciences subject

・Grade E or better
Education, Art and Science At least 1 ・Grade E or better
Science At least 1 ・Grade E or better

Medicine At least 3
・Must include mathematics and science subjects (the science subjects must 

include two of either physics, chemistry or biology)  
・Grade E or better

Engineering,
daytime courses
(excluding Architecture, 
Design and Building Science)

At least 3 ・Must include mathematics and science subjects
・Grade E or better

Engineering
Architecture, Design and 
Building Science

At least 3 ・Grade E or better

Agriculture At least 3
・Must include mathematics and science subjects (the science subjects must 

include two of either physics, chemistry, biology or geology)
・Grade E or better

　(Note 2) If you want to be recognized as having academic ability equivalent to or higher than that of a senior high school graduate 
by Yamagata University, please contact the Enrollment Management Department  (Tel: +81-(0)23-628-4141). 
Details of the screening of eligibility for application will be posted on the Yamagata University website. 
○ Application Deadlines for Eligibility Screening
  Humanities and Social Sciences, Science, Agriculture: Until November 26 (Fri), 2021  
  Education, Art and Science; Medicine: Until December 6 (Mon), 2021
  Engineering, daytime courses: Until November 1 (Mon), 2021

　EJU Subjects Specified by the Respective Faculties, Departments, and Courses
Note: Please specify the result of the EJU in either June or November of FY2021 when submitting your application.

Faculty (Department, Course)
Examination for Japanese University Admission for 

International Students (EJU)
Specified 

test 
languageSpecified Subjects〈range of scores for the use of Japanese〉

Humanities 
and Social 
Sciences

Humanities and 
Social Sciences

Human Sciences 
and Culture Studies (1) Japanese as a foreign language <“Total score for 

Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Japan and the World
(3) Mathematics (Course 1)

JapaneseLaw/ Public 
Policy/ Economics 

and Business 
Management
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Education, 
Art and 
Science

Education,
Art and
Science

Primary Education

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Japan and the World
(3) Mathematics (Course 1 or Course 2)
or
(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 

Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 2)
Japanese

Cultural Innovation

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Japan and the World
(3) Mathematics (Course 1)
or
(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 

Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 2)

Science Science

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 2)

None

Medicine

Medicine

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 2)
Japanese

Nursing

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 1 or Course 2)

Engineering, 
daytime 
courses

Polymeric and Organic Materials 
Engineering

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 2)

None

Applied
Chemistry, 
Chemical 

Engineering and 
Biochemical 
Engineering

Applied Chemistry 
and Chemical 
Engineering
Biochemical 
Engineering

Informatics and 
Electronics

Informatics
Electronics

Mechanical Systems Engineering
Architecture, Design and Building 

Science

Agriculture Food, Life and Environmental Sciences

(1) Japanese as a foreign language <“Total score for 
Reading Comprehension, Listening and Listening- 
Reading Comprehension” and “Writing”>

(2) Science (Two subjects from Physics, Chemistry, and 
Biology)

(3) Mathematics (Course 2)

None

3　Application Period
Faculty of Humanities and Social Sciences

　　　From Tuesday, January 4 2022 to Friday, January 7 2022
　　　For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.

*Applications must reach the University by 16:30 on Friday, January 7 2022 for submissions by post (registered express 
delivery) or in person.

Faculty of Education, Art and Science, Faculty of Medicine
　　　From Monday, January 17 2022 to Thursday, January 20 2022
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　　　For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.
*Applications must reach the University by 16:30 on Thursday, January 20 2022 for submissions by post (registered express 
delivery) or in person.

Faculty of Science, Faculty of Agriculture
　　　From Thursday, January 6 2022 to Tuesday, January 11 2022 (excluding Saturdays, Sundays and public holidays)
　　　For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.

*Applications must reach the University by 16:30 on Tuesday, January 11 2022 for submissions by post (registered express 
delivery) or in person.

Faculty of Engineering, daytime courses
　　　From Wednesday, December 1 2021 to Monday, December 6 2021 (excluding Saturdays and Sundays)
　　　For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.

*Applications must reach the University by 16:30 on Monday, December 6 2021 for submissions by post (registered express 
delivery) or in person.

If you use the mail (registered express delivery), send with ample time to spare allowing for time for the delivery, since the 
documents will not be accepted if the period for receiving applications has elapsed

4　Addresses and Contact Information for Submission of Application
Faculty Address Telephone number

Humanities and Social Sciences
1-4-12 Kojirakawa-machi, Yamagata 990-8560

+81-(0)23 628 4207
Education, Art and Science +81-(0)23 628 4310
Science +81-(0)23 628 4710
Medicine 2-2-2 Iida-Nishi, Yamagata 990-9585 +81-(0)23 628 5049
Engineering, daytime courses 4-3-16 Jonan, Yonezawa 992-8510 +81-(0)238 26 3013
Agriculture 1-23 Wakaba-machi, Tsuruoka 997-8555 +81-(0)235 28 2808

Note: Inquiries should be made between 8:30 – 17:00 (excluding Saturdays, Sundays, public holidays, October 15, and December 
28– January 3.)

5　Application Procedure
(1) Documents to Be Submitted for Application
Put together the documents in the table below and submit them in person or by mail (registered express delivery) by printing out 
in color on A4 paper the “Label for Submitting Documents to be Submitted for Application” that is attached to this manual and 
affixing the label on a commercially available Kakugata No. 2 envelope. If you are applying from outside of Japan, please use a 
mail service that keeps a delivery record, such as EMS and international courier service.
The documents to be submitted for application, including the admission application form, can be downloaded from the Yamagata 
University website (https://www.yamagata-u.ac.jp). Please print out the documents on A4 white paper on one side and fill them 
out.

Documents to be submitted
for application Notes

Admission application form
Photograph form
Examination voucher

○ Use the designated form attached to this manual and handwrite all the necessary information 
in the designated spaces.

○ Enter in the space for “Current address of the applicant” an address where you are assured of 
being able to receive mail from the day of the submission of your application to Thursday, 
March 31, 2022.

○ Paste in the designated space on the photograph form a 4cm×3cm photo of yourself taken 
within three months of your application, from the front and the waist up without headwear.

Photocopy of the
EJU examination voucher

Applicants to the Faculty of Humanities and Social Sciences, the Faculty of Education, Art 
and Science, the Faculty of Science, the Faculty of Engineering, daytime courses, and the 
Faculty of Agriculture:

○ Submit a copy of the examination voucher for the FY2021 Examination for Japanese 
University Admission for International Students (EJU) (specify whether you took the exam 
in June or November when submitting your application).

Photocopy of the EJU
examination results slip

Applicants to the Faculty of Medicine:
○ Submit a copy of the results slip for the FY2021 EJU (specify whether you took the exam in 

June or November when submitting your application).
Photocopy of TOEFL or
TOEIC result report

Applicants to the Faculty of Science, the Faculty of Medicine, and the Faculty of 
Engineering, daytime courses:

○ Submit a copy of the results slip for TOEFL or TOEIC.
Note:・The results slip for TOEFL to be submitted, must be effective as of the date of 

application. The results slip for TOEIC to be submitted, must be for a test that was 
taken during the period designated by the faculty concerned.

　　 ・The results slip for a TOEFL ITP test or TOEIC IP test may not be used for submission.
Documents verifying your 
nationality and status of
residence

○ Submit a copy of your residence card (both sides) or if you have registered your residence in 
Japan, submit a certificate of residence issued by the municipality where you registered your 
residence. If you have not registered your residence, submit a copy of one of the following: (b) 
your passport; (c) abstract of family register or proof of citizenship in your home country.
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Statement Explaining
Motivation for Application

Applicants to the Faculty of Humanities and Social Sciences, the Faculty of Education, Art 
and Science, the Faculty of Science, the Faculty of Engineering, daytime courses, and the 
Faculty of Agriculture:

○ The applicant shall write it by him/herself on the designated form that is attached to this 
manual.

See “ 2 Qualifications Required for Applicants (3) ” on  page 17 of this manual and submit the applicable documents.

※ Subm
it these applicable docum

ents.

※ Graduation
(prospective) certificate 
and academic transcript

(If a document created
by a foreign school or
institution is in a language 
other than Japanese, a
Japanese translation must
be attached.)

Always make sure
to submit the official
copy of the certificate 
and transcript except 
the followings: 
Yamagata University 
Entrance Eligibility 
Certificate, International 
Baccalaureate diploma,
Abitur diploma and 
Baccalaureate
qualification (France).

In case if you cannot use 
the official copy of the 
certificate and transcript, 
you have to make a 
certified or attested copy 
at an appropriate place 
such as embassy or 
consulate and submit it.

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (i) and (vii):
Submit graduation certificate and academic transcript from the school most recently attended 
by the applicant.
If you “skipped grades” or “graduated early,” submit proof thereof as well.
If you have completed, or are expected to complete by 31 March 2020, 12 years of schooling 
overseas (i.e., secondary education), or be deemed to have completed such education as 
designated by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology and have 
completed or are expected to complete by March 2022 education at a designated Japanese 
language school that conducts preparatory education to enter a Japanese university, please 
submit the certificate of completion (including expected completion of the course) and 
academic transcript for the course in which you received preparatory education in order to 
enter a Japanese university.

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (vii):
Submit a copy of the “Yamagata University Entrance Eligibility Certificate” that our 
university issues.
(Keep in mind that there is a deadline for applying for individual entrance eligibility 
screenings.) (See page 19 of this manual)

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (ii):
Submit a copy of International Baccalaureate diploma and the certificate on which the 
assessment is inscribed.

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (iii):
Submit a copy of Abitur diploma and the certificate on which the assessment is inscribed.

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (iv):
Submit a copy of Baccalaureate qualification (France) and the certificate on which the 
assessment is inscribed.

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (v)
Submit a copy of General Certificate of Education Advanced Level diploma and the 
certificate on which the assessment is inscribed.
(Make sure to confirm the subjects, etc., designated by the faculty concerned on the table on 
page 19 of this manual (Note 1).)

○ Applicant who falls under Application Eligibility and Conditions (3) (vi):
Submit certificate of completion or expectation thereof for the course, academic transcript, 
and certificate that explicitly states that the educational institution is accredited by an 
international accrediting organization (WASC, CIS, ACSI).
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Certificate of payment
(Attach to the “Certificate of 
Payment Attachment Form” 
and submit)

○ Test fee 17,000 yen
1. Payment period　※ Must be paid by 16:30 JST

(1) Humanities and Social Sciences
 From Friday, December 10, 2021 – Friday, January 7, 2022
(2) Education, Art and Science; Medicine
 From Friday, December 24, 2021 – Thursday, January 20, 2022
(3) Science; Agriculture
 From Friday, December 17, 2021 – Tuesday, January 11, 2022
(4) Engineering, daytime courses
 From Thursday, November 11 – Monday, December 6, 2021

2. Method of payment
Make the payment using a credit card or a convenience store’s multimedia terminal.
For more information, see “(3) Payment of test fee” on page 24 of this manual and 
“Entrance Test Fee Payment Method” attached to the end of this manual.
Both methods require payment of a separate commission. The commission will be borne 
by the applicant.

3. After completing payment, cut out the “Certificate of payment” (the receipt if you made 
the payment at FamilyMart), attach it to the “Certificate of Payment Attachment Form,” 
and submit it along with the other documents to be submitted for application.

4. Test fee refunds only apply under the following condition
(1) Test fee was paid but an application documents were not submitted or completed 

(including the case where the application was not accepted.)
(2) Test fee has been paid in duplicate by error
※ Please direct inquiries regarding refunds to the contact information of the 

respective faculties responsible for entrance (See page 21).
The deadline for requests is Thursday, March 31, 2022.

5. Yamagata University gives a special waiver of the testing fee for the FY2022 Yamagata 
University Examination to Select Students for Admission to the victims of the Great 
East Japan Earthquake and natural disasters, etc. occurring in or after April 2021 in 
order to reduce their economic burden and provide them with the opportunity to take the 
examination. See the back of the cover to this manual for details.

Label form ○ Enter on the Label form attached to this manual a contact point in Japan (postal code, 
address, full name, telephone number) where you will be assured of being able to receive the 
acceptance notice, documents, etc. and submit the form.
If you are applying from outside of Japan, enter a non-Japan contact point and write the 
address in alphabetic letters.

Checklist of documents to be
submitted for application

○ Print out on A4 paper the “Checklist of Documents to be Submitted for Application” 
attached to this manual and check that you have prepared all documents to be submitted for 
application. After you have done so, place the documents and the checklist in the “Envelope 
for Submitting Documents to be Submitted for Application.”

Return envelope for
examination voucher
[If applying from Japan]

○ Enter on a commercially available Nagagata No. 3 envelope (12 cm × 23.5 cm) a contact 
point in Japan (postal code, address, full name, telephone number) where you will be assured 
of being able to receive the examination voucher, put stamps for a total of 344 yen (express 
delivery) on the envelope, and submit it.

Envelope for submitting
documents to be submitted for
application

○ Print out in color on A4 paper the “Label for Submitting Documents to be Submitted for 
Application” attached to this manual, apply glue to the entire label, and affix it securely to 
the surface of a commercially available Kakugata No. 2 envelope (24 cm × 33.2 cm). Place 
all documents to be submitted for application in the envelope and submit it in person or by 
mail (registered express delivery).
However, if you are applying from outside of Japan, do not use the “Label for Submitting 
Documents to be Submitted for Application.” Use a mail service that keeps a delivery 
record, such as EMS and international courier service. Use an envelope which is suitable for 
postal mail, etc. and fits the set of documents to be submitted for application without having 
to fold them.

　(2) Matters of note regarding application
① You may not change the faculty (department, course) to which you seek admission after you submit your application.
② Your application may not be accepted if there are omissions or other irregularities in your documents submitted for 

application.
③ Once your documents submitted for application are accepted, the documents, etc. shall not be returned or the entries therein 

be amended.
However, if you wish to have the original documents returned due to truly unavoidable circumstances, such as the applicant 
is from a country or region where the original copy of a graduation certificate or academic transcript cannot be issued 
multiple times, please contact the section in charge of the faculty to which you have applied.

④ If it is discovered that the content of your documents submitted for application is not in accordance with the facts, your 
admission for entry may be revoked even after you have been accepted.
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　(3)  Payment of test fee
If you are applying from Japan, pay using a credit card or a convenience store’s multimedia terminal. If you are applying from 
outside of Japan, pay by credit card.
Whether you are paying using a credit card or a multimedia terminal, a separate commission must be paid. The commission 
will be borne by the applicant.
After you have paid the test fee, you must attach the “Certificate of Payment” (the receipt if you made the payment at 
FamilyMart) to the “Certificate of Payment Attachment Form” and submit it (in person or by mail [registered  express 
delivery]) so that it is delivered to the University by the application deadline.

 [If paying by credit card]

Access the online payment e-apply “Learning and Education” Application Service (https://e-apply.jp/e/~)

　　↓

Select and read “Introduction.” Then select the “Apply” button.

　　↓

Select and input personal information, etc. (e.g., faculty, department, and course to which you seek admission; full 
name; address).

　　↓

Pay by credit card (Visa, Mastercard, JCB, American Express, MUFG Card, DC Card, UFJ Card, NICOS Card).

　　↓

Print out the “Certificate of Payment” and cut along the dotted line.

　　↓

Attach the “Certificate of Payment” to the “Certificate of Payment Attachment Form,” and along with other documents 
to be submitted for application, submit in person or by mail (registered express delivery) to the faculty to which you are 
applying.

 [If paying from a convenience store’s multimedia terminal] ※…Limited to those applying from Japan

From the screen of a multimedia terminal found at a convenience store (7-Eleven, Lawson, Ministop, FamilyMart), 
select “Payment of Entrance Test Fee, etc.” or “Payment for University, Junior College, Vocational School, Elementary/
Junior/Senior High School, etc.” (The steps differ by convenience store. Please see the “Entrance Test Fee Payment 
Method” attached to the end of this manual.

　　↓

Select the University, faculty/department, etc. to which you seek admission, and input personal information, etc.

　　↓

Bring the payment slip generated by the terminal to the convenience store’s cash register and pay the test fee.

　　↓

Receive the “Certificate of Payment” (the receipt if you made the payment at FamilyMart) and cut along the dotted 
line.

　　↓

Attach the “Certificate of Payment” to the “Certificate of Payment Attachment Form,” and along with other documents 
to be submitted for application, submit in person or by mail (registered express delivery) to the faculty to which you are 
applying.

 [Contact Details for Test Fee Payment]
Administrated by: DISCO Inc.
　　“Learning and Education” Application Service Support Center 
　　　0120-202079 (24 hours; toll free in Japan only)
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　(4)  Prior consultation for those seeking admission who desire considerations in testing or studying
If you intend to apply for entrance to Yamagata University for admission to our university and desires special consideration in 
the testing and studying because of illness, injury, handicap, etc., contact the department in charge below two to three weeks 
before the beginning of the reception of the submission of documents submitted for application and submit the prescribed 
application document with a medical certificate from a physician, etc. Consult with us as early as possible since it may become 
necessary for our university to make preparations beforehand depending on the matter for consultation.

【Department in charge】The Enrollment Management Department (Tel: +81-(0)23-628-4141) The prior consultations are for 
the purpose of enabling applicants will illness, injury, handicaps, etc. to take the examination with peace of mind and study with 
ease after entrance. An applicant will not be disadvantaged as a consequence of the consultations. See the Yamagata University 
website for details.

Category Applicable person

① Visual impairment ・Person receiving education by Braille
・Person whose eye sight is 0.15 or lower
・Person with serious visual field disorder in binocular visual field
・Person requiring other visual consideration

② Hearing impairment ・Person whose binaural hearing ability is 60 decibels or lower
・Person requiring other aural consideration

③ Physical impairment ・Person who cannot or have difficulty to maintain a sitting position due to body core 
dysfunction

・Person with extreme dysfunction in both upper limbs
・Person requiring consideration for other physical disability

④ Delicate health ・Person who requires continuous healthcare or lifestyle restrictions due to the state of 
chronic pulmonary disease, cardiovascular disease, renal disease, gastrointestinal disease or 
equivalent

⑤ Developmental disorder ・Person requiring consideration due to autism, Asperger’s syndrome or other pervasive 
developmental disorders, learning disability, or attention deficit hyperactivity disorder

⑥ Other ・Person other than ①～⑤ requiring consideration

　(5)  Examination voucher
If you are applying from Japan, your examination voucher will be mailed to you.
If you are applying from overseas, a digital version (PDF) of your examination voucher will be sent to the email address on 
your admission application. Once you receive it, please make sure to reply to the email to confirm you have received it (stating 
your full name, your university application number , and your choice of faculty, department and course, etc.). Please make sure 
to print out your examination voucher.

6　Screening Method and Examination Details 
The selection of successful applicants is based on an overall assessment of the results of the FY2021 EJU (specify whether you 
took the exam in June or November when submitting your application), the results of the Individual Academic Test conducted by 
Yamagata University, and the screening of the application documents.

　(1) No faculty requires Common Test for University Admissions results.
　(2) Individual Academic Test and others:

① Faculties that holds tests other than the Individual Academic Test for applicants for 
general entrance examinations:
Humanities and Social Sciences; Education, Art and Science; Medicine

② Faculties that do not conduct Individual Academic Test:
Science; Engineering, daytime courses; Agriculture
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　(3) IAT subjects 

Faculty (Department, Course) Individual Academic Test (IAT)
Subject

Humanities 
and Social 
Sciences

Humanities and 
Social Sciences

Human Sciences and Culture 
Studies

Interview (including oral examination)Law/ Public Policy/ 
Economics and Business 

Management

Education, Art 
and Science

Education, Art 
and Science

Primary Education
Interview (including oral examination)

Cultural Innovation

Science Science Applicants are not required to take the IAT

Medicine
Medicine

Essay and interview
Nursing

Engineering, 
daytime 
courses

Polymeric and Organic Materials Engineering

Applicants are not required to take the IAT

Applied 
Chemistry, 
Chemical 

Engineering and 
Biochemical 
Engineering

Applied Chemistry and 
Chemical Engineering

Biochemical
Engineering

Informatics
and Electronics

Informatics

Electronics

Mechanical Systems Engineering

Architecture, Design and Building Science

Agriculture Food, Life and Environmental Sciences Applicants are not required to take the IAT

(4) Scoring and evaluation standards and Acceptance standards

Faculty Scoring and evaluation standards and Acceptance standards

Humanities and Social 
Sciences

○ Scoring and evaluation standards
(Human Sciences and Culture Studies course, Humanities and Social Sciences)

The basic academic skills, Japanese language skills, etc. necessary to study in this course will 
be comprehensively considered.

(Law / Public Policy / Economics and Business Management course, Humanities and Social 
Sciences)

The basic academic skills and Japanese language skills necessary to study in this course, 
social interest, and the reason for the choice of study will be comprehensively considered.

○ Acceptance standards
(Human Sciences and Culture Studies course, Humanities and Social Sciences)

Admission will be determined by comprehensively evaluating the FY2021 EJU results, the 
statement explaining motivation for application (in Japanese), and the interview (including 
oral test).

(Law / Public Policy / Economics and Business Management course, Humanities and Social 
Sciences)

Admission will be determined by comprehensively evaluating the FY2021 EJU results, the 
statement explaining motivation for application (in Japanese), and the interview (including 
oral test).
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Education, Art and
Science

○ Scoring and evaluation standards
(Primary Education course, Education, Art and Science)

The objective, reason, and enthusiasm for studying in the course and other basic skills 
concerning the course will be comprehensively evaluated in the interview (including an oral 
examination).

(Cultural Innovation course, Education, Art and Science)
The objective, reason, and enthusiasm for studying in the course and other basic skills 
concerning the course will be comprehensively evaluated in the interview (including an oral 
examination).

○ Acceptance standards
(Primary Education course, Education, Art and Science)

Admission will be determined by comprehensively evaluating the FY2021 EJU results, the 
statement explaining motivation for application (in Japanese), and the results of the interview 
(including an oral examination).

(Cultural Innovation course, Education, Art and Science)
Admission will be determined by comprehensively evaluating the FY2021 EJU results, the 
statement explaining motivation for application (in Japanese), and the results of the interview 
(including an oral examination).

Science ○ Scoring and evaluation standards
The FY2021 EJU results and the results of the evaluation of the documents submitted for 
application will be comprehensively evaluated.

○ Acceptance standards
The FY2021 EJU results and the results of the evaluation of the documents submitted for 
application will be comprehensively evaluated.

Medicine ○ Scoring and evaluation standards
The FY2021 EJU results, the results of the Individual Academic Test, and the results of the 
evaluation of the documents submitted for application will be comprehensively evaluated.

○ Acceptance standards
The determination will be made by comprehensively evaluating the FY2021 EJU results, the 
results of the Individual Academic Test, and the results of the evaluation of the documents 
submitted for application.

Engineering, daytime 
courses

○ Scoring and evaluation standards
The FY2021 EJU results and the documents submitted for application will be evaluated.

○ Acceptance standards
Admission will be determined on the comprehensive basis of the FY2021 EJU results and the 
documents submitted for application.

Agriculture ○ Scoring and evaluation standards
The FY2021 EJU results and the results of the evaluation of the documents submitted for 
application will be comprehensively evaluated.

○ Acceptance standards
The determination will be made on the comprehensive basis of the FY2021 EJU results and 
the results of the evaluation of the documents submitted for application.
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7　Examination Schedule

When taking the Individual Academic Test, make sure to bring both your examination voucher of the Yamagata University's 
entrance examination for privately international students and the EJU examination voucher (voucher with the results of the 
FY2021 held in either June or November, as you have specified when submitting your application).

(1) Faculty of Humanities and Social Sciences

Department, Course IAT Subjects Date and Time

Humanities and Social 
Sciences

Human Sciences
and Culture Studies Interview (including oral

exam in Japanese)
 (About 20 minutes per 

person)

Saturday, January 22 2021,
from 10:00

Law/
Public Policy/
 Economics and
Business Management

◎ It will be conducted at the Humanities and Social Sciences examination venue (1-4-12 Kojirakawa-machi, Yamagata City).
The examination for the Human Sciences and Culture Studies course (but none of the others) will also be conducted at the Tokyo 
examination venue (in Tokyo) and the Mongolia examination venue (in Ulaanbaatar, Mongolia). The details for the off-campus 
venues will be notified when the examination voucher is mailed to you.
Note: If it is difficult to conduct a face-to-face examination at an off-campus examination venue for the Human Sciences and 

Culture Studies course, Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, the 
examination may be conducted through a videoconferencing session via the Internet.. 

(2) Faculty of Education, Art and Science

Department, Course IAT Subjects Date and Time

Education,
Art and Science

Primary Education Interview
(including oral in Japanese)

Friday, February 25 2022,
from 13:00Cultural Innovation

◎ It will be conducted at the Education, Art and Science examination venue (1-4-12 Kojirakawa-machi, Yamagata City).

(3) Faculty of Science
Individual Academic Test will not be conducted.

(4) Faculty of Medicine

Department, Course IAT Subjects Date and Time

Medicine
Essay

Saturday,
February 26 2022

from 10:30
to 11:30

Interview from 12:30
to 15:30 (tentative)

Nursing
Essay from 10:30

to 11:30

Interview
from 12:00

to 13:00 (tentative)

◎ It will be conducted at the Medicine examination venue (2-2-2 Iida-nishi, Yamagata City).

(5) Faculty of Engineering, daytime courses
Individual Academic Test will not be conducted.

(6) Faculty of Agriculture
ndividual Academic Test will not be conducted.

8　Additional Notes
(1) The Yamagata University Examination Voucher for Entrance Examination for  Privately Financed International Students and the 

EJU Examination Voucher examination voucher:
① Make sure to bring both vouchers and show them when you enter the examination venue.
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② Always have both examination vouchers with you at the examination venue and follow instructions from the personnel in 
attendance. In the examination room, etc., sit in the seat on which the same number as the university examination number 
printed on your Yamagata University Examination Voucher is pasted.

③ If you forget to bring one or both of your examination vouchers with you on the day of the examination, make sure to speak 
to the personnel in attendance and take the procedure to have the appropriate provisional examination voucher(s) issued.

④ If you lose any of these examination vouchers, promptly notify the section in charge (see page 21) of the department to 
which you seek admission.

⑤ Keep your Yamagata University Entrance Examination Voucher for Privately Financed International Students safe since it 
will be necessary when requesting the disclosure of the results of the entrance examination.

(2) There may be a case where complications arise in public transportation. Please take necessary measures under your own 
responsibility by confirming the state of the weather and operation of public transportation and by arrive at the place where the 
examination venue is located on the day before the examination if possible.
Attention: At the first semester tests conducted in February 2013, traffic complications occurred on the day of the examinations 
 due to railway schedule irregularities caused by snowfall, making many people taking the examinations unable to 
 arrive at the examination venues by the designated time.

(3) If you wish to have a prior look at the examination venue, confirm your examination venue during the afternoon of the day 
before the day of the examination. The buildings may not be entered then.

(4) Arrive at the examination venue 30 minutes before the examination begins.
(5) If you are late for the commencement of the examination, speak to the personnel in attendance to receive instructions.
(6) No one will be allowed to enter the examination room after 20 minutes have passed since the beginning of the examination.
(7) If there is an accident in public transportation or natural disaster, etc. on the day of an examination, the beginning of the 

examination may be delayed.
(8) Matters of note regarding written examinations, etc.

① The following items may be placed on your desk during the examination in addition to the examination voucher: pencils 
(mechanical pencils allowed); erasers; pencil sharpeners (excluding electricity-powered or large items and knives); 
timekeepers (excluding any with dictionary, calculation, telephone or similar functions or the existence or absence of such 
functions difficult to determine, anything that emits a ticking sound; kitchen timers and large time pieces); straight rulers; 
eyeglasses; handkerchiefs; tissue paper (in bag or taken out of the box); eye drops.

② You may not borrow or jointly use an item that belongs to someone else.
③ You may not leave the room during the examination. In case of illness or other unavoidable event, raise your hand and 

follow instructions from the personnel in attendance.
④ All the answers of a person who has been determined to have cheated will be deemed void. 

(9) Be sure to turn off the alarms on your cellphones, smartphones, smart watch, or other electronic devices and shut them down 
before entering the examination room. It may be deemed to be cheating if you fail to put them away in your bag etc. and instead 
keep them on yourself or in your hand.

(10) Do not wear clothes on which alphabet letters, maps, and the like are printed. You may have to take them off if you are wearing 
them.

(11) Do not use the alarm, etc. on your time piece during the examination.
(12) It is desirable for people taking entrance exams that extend into the afternoon to bring their own lunches.
(13) It will be forbidden to enter the premises by automobile or motorcycle on the days of examination.
(14) Escorts may not enter the buildings at the examination venues.
(15) Yamagata University does not provide accommodation for students before or after examinations. 
(16) There are people who loiter near the examination venues, nearby train stations, etc. and solicit registration for email, etc. for 

pass-fail notices. These people have NO CONNECTION with Yamagata University and thus. Yamagata University will bear no 
responsibility whatsoever if there is trouble. 

There are also people who have you write your address and telephone number, claiming that it is for a questionnaire survey. 
Respond with care since Yamagata University has nothing to do with these people and the personal information may be used for 
wrongful purposes.

9　The admission policy of Yamagata University 
The admission policy of Yamagata University is published on the Yamagata University website.
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10　Announcement of Examination Result
(1) Schedule and Method of Announcement

The announcement of successful applicants shall be conducted in the following manner.

Faculty Schedule Method of Announcement

・Humanities and Social Sciences
・Agriculture

Tuesday, February 1 2022,
from 11:00

The university application numbers 
of the successful applicants for all 
faculties will be listed in the Entrance 
Examination pages of the university 
website.

・Education, Art and Science
・Medicine

Monday, March 7 2022,
from 11:00

・Science Thursday, February 10 2022,
from 16:00

・Engineering, daytime courses Friday, January 14 2022,
from 11:00

Note: Yamagata University does not respond to your phone inquiry about the result of the examination.

(2) Acceptance Notification
After the announcement of the successful applicants, we will send to each successful applicant on the same day the notice of 

acceptance, documents related to entrance procedures, and other material.

11　Enrollment Procedure
The entrance procedures are as follows;

(1) Entrance procedures period
Humanities and Social Sciences; Agriculture

By mail: Must arrive by Tuesday, February 15, 2022
(In person: on Monday, February 14 and Tuesday, February 15, 2022)

Education, Art and Science; Medicine
By mail: Must arrive by Monday, March 14, 2022
(In person: on Monday, March 14 and Tuesday, March 15, 2022)

Science
By mail: Must arrive by Monday, February 28, 2022 
(In person: on Monday, February 28, 2022)

Engineering, daytime courses
By mail/in person: Must arrive between Monday, January 24 – Wednesday, February 2, 2022

※ The hours for reception are 9:00 to 16:30 for all faculties.
(2) Entrance fee

An entrance fee shall be submitted on the occasion of the entrance procedures. This is a one-off payment and not a yearly fee.
○ Entrance fee: 282,000 yen

(3) Documents to be submitted
The entrance procedures will require the EJU examination voucher in addition to the Yamagata University examination voucher. 
The details will be provided with the notice of acceptance.

12　Tuition
You are to pay your tuition fee after you are enrolled. 
○ Tuition fee 535,800 yen annually (estimated amount)
 The payment method may be chosen from the following: once a year, twice a year, or 10 times a year. 
Notes: 1 The abovementioned amount is an estimate since it is yet to be decided.

2 If the tuition fee is amended during your matriculation, the revised tuition fee will be applied from the day of the 
 amendment.
3 Details including the method of payment will be provided with the notice of acceptance.
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13　The Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
Inquire below for more details.

Entrance Examination Section, Enrollment Management Department
Japan Student Services Organization (JASSO)
4-5-29 Komaba, Meguro Ward, Tokyo, 153-8503
TEL (03) 6407−7457

14　Examination Contact Details 
The administration concerning entrance examinations for privately financed international students will be handled by the section 
in the respective faculties responsible for entrance examinations. If something is unclear, please inquire by phone or mail. In 
case of mail, enclose a return envelope on which the necessary information (postal code, address, and full name) is inscribed. 
(See page 21 to look for contacts.)

15　Additional Information
○ The entry period will be from April 2022.
○ The education after entry will be conducted in the same manner as for the students who are admitted through the general 

entrance examinations. 
○ Yamagata University will use the personal information concerning the entrance examinations for the following purposes. We 

will never disclose, provide, or consign the information to a third party except for those purposes.
① To implement the examinations to select students for admission
② To conduct operations for admission procedures
③ To compile entrance examination statistics
④ For operations at our university necessary with regard to matriculating students
⑤ For other operations necessary for our university

★ Disclosure Request of Examination Results
1. Highest and lowest accepted scores and the average accepted score

The highest and lowest accepted scores and the average accepted score will be published on the Yamagata University website. 
They will not be disclosed for departments, etc. with 10 or fewer accepted students.

2. Method of disclosure and request for individual evaluations in the entrance examinations
(1) Period for receiving disclosure requests

May 1 - 31, 2021 (postmark effective)
Receiving hours are 9:00 to 16:30 p.m. (Saturdays and Sundays and public holidays are excluded)

(2) Requester: Limited to the people taking the examinations (no proxies, agents, etc. accepted)
(3) Method of request: The section in charge (see page 21) of the department for which you took the entrance examination will 

accept your request by mail or in person.
When requesting by mail, please write “Request for Disclosure of the Results of the Entrance Examination for XXXXX 
Faculty” using red ink on the front of the envelope that you send to the faculty for which you took the examination. Submit the 
following:
① Document Requesting the Disclosure of the Results of the FY2021 Yamagata University Examination to Select Students for 

Admission
※ Download the request form from the Yamagata University website after the middle of April 2021.

② Yamagata University examination voucher (copies not accepted)
※ If requested in person, it will be returned on the occasion of the request; if requested by mail, it will be enclosed together 

in the envelope and returned when the results are sent back. 
③ Reply envelope (a Nagagata No. 3 (23.5cm×12cm) envelope on which stamps for a total of 414 yen are put and the postal 

code, address, and name of the requester are inscribed.
(4) Means of disclosure: We will disclose your evaluation by mail (simplified registered mail) within two weeks from the day after 

your request is received.
Please understand that there will be occasions when it takes more time depending of the state of requests.
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★山形大学試験場案内図　Address and Direction to the Campuses
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ア ク セ ス 所要時間
徒　　歩 JR山形駅東口から，東方へ約2.5km 約30分

山形大学
専用シャ
トルバス

入学試験時には，JR山形駅東口停留所と小白川キャンパスを結ぶシャトルバスを無
料でご利用いただけます。ただし，2022年（令和４年）１月22日（土）に実施され
る私費外国人留学生入試（人文社会科学部）においては運行されませんのでご注意
ください。
・入試当日はキャンパス付近の混雑が予想されますので，時間に余裕を持ってお越
しください。
・時刻表の詳細については，本学ホームページでご確認ください。

約12分

市民バス
（※）

・JR山形駅東口特設停留所から「東部エリア・東原町先回りコース」バス（ベニ
ちゃんバス東くるりん）で「山大前」下車（約９分），徒歩１分
・JR山形駅東口特設停留所から「東部エリア・小荷駄町先回りコース」バス（ベニ
ちゃんバス東くるりん）で「山大前」下車（約19分），徒歩１分
・時刻表等の詳細については，山形市公式ホームページでご確認ください。
　（https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/）

東原町
先回りコース
約10分
小荷駄町
先回りコース
約20分

路線バス
（山交バス）
（※）

JR山形駅東口停留所（５番乗り場）から「宝沢・関沢」行きバスで「小白川一丁
目」下車（約11分），徒歩３分 約14分

JR山形駅東口停留所（４番乗り場）から「県庁前・県庁北口」行きバスで「南高
前・山大入口」下車（約６分），徒歩７分 約13分

JR仙台駅前から「山形駅前」行き高速バスで「南高前・山大入口」下車（約55分），
徒歩７分 約62分

Kojirakawa Campus
小白川キャンパス

人文社会科学部試験場，地域教育文化学部試験場
山形市小白川町一丁目４－ 12

※運行状況
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ア ク セ ス 所要時間
徒　　歩 JR山形駅東口から，南方へ約４km 約65分

山形大学
専用シャ
トルバス

入学試験時には，JR山形駅西口と飯田キャンパスを結ぶシャトルバスを無料でご利
用いただけます。
・入試当日はキャンパス付近の混雑が予想されますので，時間に余裕を持ってお越
しください。
・時刻表の詳細については，本学ホームページでご確認ください。

約25分

路線バス
（山交バス）
（※）

JR山形駅東口停留所（４番乗り場）から「大学病院・東海大山形高」行きバスで
「大学病院」下車 約15分

Iida Campus
飯田キャンパス 医学部試験場　山形市飯田西二丁目２－２

※運行状況



（注）お問合せは，8：30～17：00（土・日曜日，祝日，10月15日及び12月28日～１月３日を除く。）の時間帯で……
　　お願いします。

〔 入　試　情　報 〕

■山形大学ホームページ「入試案内」又は「受験生の方」
https://www.yamagata-u.ac.jp

◎お問合せ先
内　　　容 担　当　部　署 住　　　所 電 話 番 号

入試全般に関すること エンロールメント・マネジメント部入試課 〒990-8560
　山形市小白川町一丁目４－12 （023）628－4141

人文社会科学部に関すること 人 文 社会 科 学部入試 担 当
〒990-8560
　山形市小白川町一丁目４－12
（小白川キャンパス事務部入試課）

（023）628－4207

地域教育文化学部に関すること 地域教育文化学部入試担当 （023）628－4310

理学部に関すること 理 学 部 入 試 担 当 （023）628－4710

医学部に関すること 医 学 部 入 試 担 当 〒990-9585
　山形市飯田西二丁目２－２ （023）628－5049

工学部に関すること 工 学 部 入 試 担 当 〒992-8510
　米沢市城南四丁目３－16 （0238）26－3013

農学部に関すること 農 学 部 入 試 担 当 〒997-8555
　鶴岡市若葉町１－23 （0235）28－2808

発 行 年 月：令和３年９月
作　　　成：山形大学エンロールメント・マネジメント部入試課
　　　　　　〒990－8560　山形市小白川町一丁目４－12
 ＴＥＬ（023）6 2 8 － 4 1 4 1



出願書類その他

◯山形大学入学願書【私費外国人留学生入試】　※A4サイズ２枚

◯写真票

◯受験票

◯志望理由書【人文社会科学部，地域教育文化学部，工学部昼間コース，農学部】

◯志望理由書【理学部】

◯収納証明書はり付け台紙

◯ラベル票

◯出願書類提出用ラベル

◯出願書類チェックシート





2022年度（令和４年度）　
山形大学入学願書　【私費外国人留学生入試】
入学志願学部・学科・コース等（必ず右端の「志願コード」欄のいずれか一つに☑してください。）

学　　　　科学　部

大学受験番号

コ　ー　ス　等 志願コード

人文社会科学科人文社会
科学部

人間文化コース

※

11□
総合法律／地域公共政策／経済・マネジメントコース 13□

地域教育文化学科地域教育
文化学部

児童教育コース 21□
文化創生コース 22□

理学科理学部 30□
医学科

医学部
41□

看護学科 42□
高分子・有機材料工学科

工学部
昼間コース

51□

化学・バイオ工学科
応用化学・化学工学コース 52□

□
□
□

バイオ化学工学コース

情報・エレクトロニクス学科
情報・知能コース

53

54
55電気・電子通信コース

機械システム工学科 56□
建築・デザイン学科 57□
食料生命環境学科農学部

ローマ字氏名

カタカナ氏名

自国語氏名

成績を利用する日本留学試験受験番号

日本留学試験利用成績（試験実施月）

生 年 月 日 年 月 日

＊ ＊

71□

【注意】　次ページに続きます。

性　別

男

女

国 籍

在 留 資 格
（取得見込）

記入上の注意
○　本要項の「５　出願手続」の項を参照してください。
○　黒のボールペンを使用してください。ただし，こすると消えるインキは使用しないでください。
○　該当事項の　　  （点線）をなぞり，必要事項を記入してください。
○　漢字は楷書で書き，数字は算用数字を用いてください。訂正する場合は，二重線で消し訂正印を押してください。
○　ローマ字氏名は，姓（Last（Family）Name），名（First（Given）Name），ミドルネームの順で記入してください。
○　「カタカナ氏名」欄には，読み方（入学志願者氏名の自国における発音）をカタカナで記入してください。
○　「自国語氏名」欄には，自分の国の文字で入学志願者氏名を記入してください。
○　※印の欄は，記入しないでください。
○　人文社会科学科人間文化コース入学志願者は，受験を希望する試験場のいずれかに☑をつけてください。
　　（注）各試験場の収容人数には限りがあるため，希望以外の試験場が割り当てられる場合があります。
○　「在留資格」欄には，現在所有している日本の在留資格を記入してください。取得見込で出願する者は，「〇〇取得見込」と記入してください。

人文社会科学部人間文化コースのみ
受験を希望する試験場を選択（☑をつける）

□人文社会科学部 試験場
（小白川キャンパス）

□東京試験場
（東京都内）

□モンゴル試験場
（モンゴル国ウランバートル市内）

１
２

2021年６月 ・ 2021年11月

（Last Name） （First Name） （Middle Name）





大学受験番号
※

２
２

2022年度（令和４年度）　
山形大学入学願書　【私費外国人留学生入試】

日本語学習歴
学 習 機 関 名 所 在 地 在 籍 期 間

年　　月から
年　　月まで

年　 月から
年　 月まで
年　 月から
年　 月まで

以 上 を 通 算 し た 全 学 校 教 育 修 業 年 数 年　　　　　月

区 分 所 在 地 修業年限 在 学 期 間学 校 名

□　外国において学校教育における12年の課程を修了した者等

年　 月から
年　 月まで
年　 月から
年　 月まで
年　 月から
年　 月まで
年　 月から
年　 月まで

出願資格・
出 願 要 件
（いずれか一つに
☑してください。）

入学志願者
現 住 所

Ｅ メ ー ル
ア ド レ ス

〒　　　　－

〒　　　　－

2 0 2 1 年度
日本留学試験
受験確認欄

【チェック欄】
私は，志願する学部等が指定する「2021年度日本留学試験」の利用科目（本要項３～４
ページ参照）をすべて受験していることを確認しました。

←確認が完了したら，必ず左の□内に○を付してください。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

電話番号（　　　）　　　  －　　　　　　　携帯電話番号　　　　－　　　  －

日 本 に
お け る
連 絡 先
（近親者又は
知人等）

フ リ ガ ナ
日本在住者
氏 名

入学志願者
と の 関 係

初 等 教 育
（小 学 校）

高 等 教 育
（大 学 等）

中 等 教 育
（中 学 校）
（高等学校）

＊パソコンで使用できる Eメールアドレスを推奨しています。丁寧に記入してください。

＠

□  国際バカロレア資格 □　GCEAレベル資格

□  アビトゥア資格

□  バカロレア資格（フランス共和国）

□  個別の入学資格審査 □　その他（　　　　　　　　 ）

年　 月から
年　 月まで
年　 月から
年　 月まで

学 歴

【記入上の注意】
◯住所，電話番号及びEメールアドレスは，確実に連絡をとることができる連絡先を記入してください。
◯日本における連絡先は，１つでも構いません。

電話番号（　　　　）　　　　  －　　　　　　　　携帯電話番号　　　　　－　　　　  －
Ｅメールアドレス　　　　　　　　　　　＠

〒　　　　－

フ リ ガ ナ
日本在住者
氏 名

入学志願者
と の 関 係

電話番号（　　　　）　　　　  －　　　　　　　　携帯電話番号　　　　　－　　　　  －
Ｅメールアドレス　　　　　　　　　　　＠

合 格 通 知
（入学手続書類）
の 送 付 先

〒　　　　－





人間文化
志願コード（略称） 志願コード（略称）

法律／地域／経済
児童教育
文化創生
理
医
看護

大学受験番号

※印の欄は，記入しないでください。

※

カタカナ氏名

自国語氏名

2022年度（令和４年度）山形大学入学試験
【私費外国人留学生入試】

写　真　票

入学願書の「志願コード」欄で☑した数字を○で囲んでください。

11
13
21
22
30
41
42

51

56
57
71

高分子・有機
52 応用化学・化学
53 バイオ化学工学
54 情報・知能
55 電気・電子通信

機械システム工
建築・デザイン
食料生命環境

写真はり付け欄
（４cm×３cm）

○出願前３か月以内に
撮影した上半身，無帽，
正面向きのもの。
○写真の裏面全面にのり
付けしてください。





大学受験番号
※

試験場名

※印の欄は，記入しないでください。

※
試験場

2022年度（令和４年度）山形大学入学試験
【私費外国人留学生入試】

受　験　票

カタカナ氏名

自国語氏名

入学願書の「志願コード」欄で☑した数字を○で囲んでください。

入 学 試 験 当 日 は，こ の 受 験 票 の ほ か，
日本留学試験受験票も必ず持参してください。

人間文化
志願コード（略称） 志願コード（略称）

法律／地域／経済
児童教育
文化創生
理
医
看護

11
13
21
22
30
41
42

51

56
57
71

高分子・有機
52 応用化学・化学
53 バイオ化学工学
54 情報・知能
55 電気・電子通信

機械システム工
建築・デザイン
食料生命環境

受験者心得（抜粋）
１　「山形大学私費外国人留学生入試受験票」と「日本留学試験受験票」について
（1）　試験当日は，「山形大学私費外国人留学生入試受験票」と「日本留学試験受験票」の２つを必ず持参し，試験場に入場する際に提示してください。
（2）　試験場では，常に２つの受験票を携行し，受験中は係員の指示に従ってください。また，試験室等では「山形大学私費外国人留学生入試受験票」

に記載されている大学受験番号と同じ番号がはられている席に着いてください。
２　天候等により，交通機関に乱れが生じる場合があります。天候状況及び交通機関の運行状況を確認し，できるだけ試験前日までに試験場所在地に
到着するなど，各自の責任において必要な対応を取ってください。
３　試験場の下見を希望される方は，試験前日午後の時間帯に指定の試験場をご確認ください。なお，建物内への立ち入りはできません。
４　試験開始時刻30分前までに試験場に到着してください。
５　試験開始時刻に遅れた場合は，係員に申し出て指示を受けてください。
６　試験開始後20分を経過した後は，試験室への入室を認めません。
７　試験当日，交通機関の事故又は災害等が発生した場合，試験開始時刻を繰り下げることがあります。
８　筆記試験等における留意点について
（1）　受験票のほかに試験時間中，机の上に置けるものは，鉛筆（シャープペンシルも可。），消しゴム，鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），
時計（辞書，電卓，端末等の機能があるもの，それらの機能の有無が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものを除く。），
直線定規，眼鏡，ハンカチ，ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけを取り出したもの。），目薬です。

（2）　試験室では，他人のものを借用したり，共有したりしてはいけません。
（3）　試験時間内の退室は認めません。受験中の発病等やむを得ない場合には，挙手をして監督者の指示に従ってください。
（4）　不正行為があると認められた者の答案は，すべて無効とします。
９　携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末等の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を切っておいてください。
試験時間中に，これらをかばん等にしまわず，身に付けていたり手に持っていたりすると不正行為となることがあります。
10　英文字や地図等がプリントされている服等は着用しないでください。着用している場合には，脱いでもらうことがあります。
11　試験時間中は，時計のアラーム等を使用してはいけません。





ローマ字氏名

カタカナ 氏 名

自 国 語 氏 名

＊印の欄には，募集要項中の１ページ「１　募集人員」の表を確認した上で，自分が入学を志願する学部・
学科・コース名を正しく記入してください。
※印の欄は，記入しないでください。

〔人文社会科学部，地域教育文化学部，工学部昼間コース，農学部〕





ローマ字氏名

カタカナ 氏 名

自 国 語 氏 名

※印の欄は，記入しないでください。





ローマ字氏名

カタカナ 氏 名

自 国 語 氏 名

※印の欄は，記入しないでください。

収納証明書はり付け台紙
「収納証明書」を切り取り，
この欄にはり付けてください。
（ファミリーマートで支払った場合は，
レシートをはりつけてください。）

・募集要項の７ページ「（３）入学検定料の支払い」及び募集要項の末尾に添付の「入学検定料支払方法」
を確認の上，「取扱明細書」又は「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を切り取って，はり付け
てください。
・「入学検定料を払い込んだが出願しなかった場合（出願書類を提出しなかった場合又は出願が受理されな
かった場合を含みます。）」又は「誤って入学検定料を二重に払い込んだ場合」は入学検定料を返還しま
すので，志願した学部の担当部署に申し出てください。（ただし，申出期限は2022年（令和４年）３月31
日（木）までとします。）





ラ　ベ　ル　票

①　受付簿用

学科

志願学部等名：　　　　　　　　　学部

注１　＊の欄には，人文社会科学部，地域教育文化学部，工学部化学・バイオ工学科及び情報・エレクトロニクス学科の
　　　入学志願者はコース名を記入してください。その他の学部・学科の入学志願者は記入しないでください。
　２　※印の欄は，記入しないでください。
　３　出身学校名は，提出する最終出身学校の卒業（見込み）証明書と同じ学校名を記入してください。
　４　ローマ字氏名は，姓（Last （Family） Name），名（First （Given） Name），ミドルネームの順で記入してください。

②　合格通知用

※
大学受験番号 出　身　学　校　名

男･女

様
電話番号（　　　）　　　　－

※大学受験番号

③　書類発送用

様
電話番号（　　　）　　　　－

※大学受験番号

④　書類発送用

様
電話番号（　　　）　　　　－

※大学受験番号

⑤　書類送付用

様
電話番号（　　　）　　　　－

※大学受験番号

注１ ②から⑤はすべて記入してください。
　２ 合格通知書及び合格発表後の郵便物を確実に受け取ることのできる郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入してください。
　３ 出願後，住所変更した場合は，出願した学部の担当部署に速やかに連絡してください。
　４ 日本国外へ郵送を希望する場合は，合格通知等を確実に受け取ることのできる日本国外の連絡先を記入してください。なお，
　　 その際は，住所はアルファベット表記としてください。
　５ ※印の欄は，記入しないでください。

ローマ字氏名

コース
＊

国　籍性別





学部

コース※

学科

出願書類提出用ラベル

私費外国人留学生入試用
山形大学入学願書在中

山形県 市

書留・速達

山形大学 入試担当 行

志 願 学 部 等

差

出

人

住 所
〒

電話番号

自国語氏名

カタカナ氏名

（注）１　宛先の空欄には，募集要項４ページの「４　出願書類の提出先及び入学者選抜に関するお問合せ先」を参照し，自
分が志願する学部の郵便番号・住所・学部名を記入してください。

２　入学志願学部等欄には，募集要項１ページの「１　募集人員」の表を参照し，自分が入学を志願する学部・学科・
コース名を正しく記入してください。

３　※の欄は，人文社会科学部，地域教育文化学部，工学部化学・バイオ工学科及び情報・エレクトロニクス学科の入
学志願者のみコース名を記入してください。

４　差出人欄には入学志願者の郵便番号・住所・電話番号・氏名を記入してください。
５　この出願書類提出用ラベルを角形２号封筒にはり付け，出願書類をすべて封入し，郵便局窓口から郵送（書留速

達）するか直接持参してください。
６　日本国外から出願する場合は，本ラベルを使用せず，EMSや国際宅配便等の配達記録が残される方法で送付してください。





（注）１　１封筒に１願書としてください。
２　書類に不備がある場合は受理しないことがあります。
３　出願受付期間内に到着しない場合は受理しませんので，郵送（書留速達）の場合は，郵送にかかる日数を考慮し

て余裕を持って送付してください。

ローマ字氏名

カタカナ 氏 名

自 国 語 氏 名

出願書類チェックシート

以下の出願書類とともに提出してください。

出願書類
　提出する書類等について必ずチェック欄にチェックを付し，番号順に重ねて封筒に入れて，必ず郵送（書留速達）又は持
参により提出してください。
　なお，日本国外から出願する場合は，EMSや国際宅配便等の配達記録が残される方法で送付してください。封筒は，郵送
等に適したものを使用してください。

・Ａ４サイズ片面で印刷し，記入してください。
・写真は，所定欄にはってください。①入学願書，写真票，受験票

・医学部の入学志願者は「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の成績通
知書の写しを提出してください。

③日本留学試験成績通知書の
写し

・理学部，医学部，工学部昼間コース及び農学部の入学志願者は，TOEFL又
はTOEICの成績通知書の写しを提出してください。

④TOEFL又はTOEICの成績
通知書の写し

・「在留カードの写し（両面を写したもの）」又は日本に住民登録をしている者
については，「届出を行った自治体で発行された住民票」を提出してください。

・住民登録をしていない者については，「パスポートの写し」，「本国の戸籍
抄本」又は「市民権等の証明書」のうちいずれかを１つ提出してください。

⑤国籍及び在留資格を確認でき
るもの

・人文社会科学部，地域教育文化学部，理学部，工学部昼間コース及び農学
部の入学志願者は提出してください。⑥志望理由書

・５ページを参照の上，該当するものを提出してください。
・外国の学校又は外国の機関において作成する書類が日本語以外の場合に
は，日本語訳を必ず添付してください。

⑦卒業（見込み） 証明書及び
成績証明書

・入学検定料　17，000円
・クレジットカード又はコンビニ端末により払い込んでください。
　支払い完了後，「収納証明書」（ファミリーマートで支払った場合は，レシー
ト）を切り取り，「収納証明書はり付け台紙」にはり付けて提出してください。

⑧収納証明書
　（収納証明書はり付け台紙）

・人文社会科学部，地域教育文化学部，理学部，工学部昼間コース及び農学
部の入学志願者は「2021年度（令和３年度）日本留学試験」の受験票の写
しを提出してください。

②日本留学試験受験票の写し

・「ラベル票」に確実に合格通知等を受け取ることのできる日本国内の連絡
先（郵便番号・住所・氏名・電話番号）を記入してください。

・日本国外に郵送を希望する場合は，合格通知等を確実に受け取ることのできる
日本国外の連絡先を記入し，住所はアルファベット表記としてください。

⑨ラベル票

・市販の長形３号（12cm×23.5cm）に，確実に受験票を受け取ることのでき
る日本国内の連絡先（郵便番号・住所・氏名）を記入し，344円分の切手（速
達）をはってください。

⑩返信用封筒
　【日本国内から出願する場合】

チェック欄 出 願 書 類 注 意 す る こ と





▼
　　　　　　　　　  をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券」を発券してください。

http://www.sej.co.jp

山形大学

入学検定料等支払

学び・教育

TOP画面の
「学び・教育」より
お申込みください。

最寄りの「セブン-イレブン」
にある「マルチコピー機」へ。

端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi、Famiポート）が
出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

①コンビニのレジでお支払いください。

「取扱明細書」（マルチコピー機）または
「取扱明細書兼領収書」（Loppi）。

②お支払い後チケットとレシートの2種類を
　お受け取りください。 ②お支払い後

　レシート（受領書）を
　お受け取りください。

お支払いが完了しましたら、入試要項などの
指示に従って出願書類を郵送してください。
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コンビニ端末でお申込みの場合（インターネット不要）

入学検定料支払方法

http://www.family.co.jp

TOP画面の
「申込・保険・請求・募金（7）」より

お申込みください。

最寄りの「ファミリーマート」
にある「Famiポート」へ。

http://www.ministop.co.jp
http://www.lawson.co.jp

TOP画面の
「各種サービスメニュー」より

お申込みください。

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」
にある「Loppi」へ。

学び・教育

申込・保険・請求・募金（7）

各種（入学検定料等）
お支払いサービス

学び･教育･各種検定試験

「各種申込（学び）」を含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

（セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ） （ファミリーマート）

コンビニで受け取った「取扱明細書」「取扱明細書兼領収書」または「受領書
（レシート）」等は出願が完了するまで大切にお手元に控えておいてください。

本学「入学検定料支払い」ページにアクセス

https://e-apply.jp/n/yamagata-c

＜パソコン・スマートフォン＞
＊出願期間最終日のインターネットからのお申
込みは日本時間の16時30分までとなります。
余裕を持ってご利用ください。

＊PDFファイルを印刷するためのプリンターが
必要となります。

※カード決済完了後の修正・取消はできま
せん。申込を確定する前に、内容をよくご確
認ください。

入力内容が表示されます。間違いがな
ければ、次のページで表示される「受付
番号（12桁）」を必ず控えたうえ、お支
払い画面に進んでください。

画面の指示に従って出願する入
試を選んだ後、基本情報を入力。

※PDFファイルを印刷するためのプリンター
が必要となります。

クレジットカードでお支払い

●お支払いされるカードの名義人は、受
験生本人でなくても構いません。
但し、前段の画面で入力する基本情
報は、必ず受験生本人のものを入力し
てください。

から

お支払い後に上記URLまたは支払い完了
メールに記載されたURLへアクセス（※1）し、

PDFファイルをダウンロードの上、印刷
してください。
※1：お申込の際に発行された「受付番号
（12桁）」が必要です。

上記URLからアクセス

から

クレジットカードでお申込みの場合

＊画面ボタンのデザインなどは
   予告なく変更となる場合があります。

【入試に関するお問合わせ先】 山形大学 エンロールメント・マネジメント部入試課  ＴＥＬ 023-628-4141 （受付時間）平日 8：30～17：00／土・日・祝日及び12月28日～1月3日を除く
【操作などのお問合わせ先】 学び･教育サポートセンター   https://e-apply.jp/　 TEL 0120-202079／Eメール cvs-web@disc.co.jp

※コンビニ店頭ではお応えできません。

出願書類

マルチコピー機
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