
【工学部昼間コース】
１　募集人員 

学科・コース名 募集人員
高分子・有機材料工学科 ６人

化学・バイオ工学科
応用化学・化学工学コース ５人
バイオ化学工学コース ５人

情報・エレクトロニクス学科
情報・知能コース ６人
電気・電子通信コース ６人

機械システム工学科 10 人…
建築・デザイン学科 2人

２　趣旨 
　…　工学部では，地域社会や我が国，さらに国境を越えた世界規模で顕在化しつつある様々な問題に対し
て，ものづくりや創意工夫によって解決するため，高分子・有機材料工学，化学・バイオ工学，情報・
エレクトロニクス，機械システム工学，建築・デザインの分野で活躍するグローバルな視野を持った人
材の育成を目指しています。

　…　総合型選抜Ⅲでは，自然科学や科学技術に対する関心が高く，勉学に対する意欲に溢れ，特に幅広い
視野と問題意識を持ち，ものづくりや創意工夫によって問題解決に取り組むことに情熱を注げる方を求
めます。

３　出願資格・出願要件 
　　次のすべての資格・要件を満たす者とします。
　（１）　高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は令和５年3月卒業見込みの者（（注）１）
　（2）　令和５年度大学入学共通テスト（本学が指定した教科・科目）を受験する者（（注）2）
　（3）　合格した場合，入学することを確約できる者
　（注）１　次のいずれかに該当する者を含みます。
　　　　ア　高等専門学校の第3学年若しくは専修学校の高等課程を修了した者又は修了見込みの者
　　　　イ…　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定若しくは指定した在外

教育施設を修了した者又は修了見込みの者
　　　2　令和4年度大学入学共通テスト以前の成績は利用しません。
　※他学部の総合型選抜Ⅲには同時に出願することができません。

４　出願受付期間等 
　（１）　出願受付期間
　　　　　令和4年12月2日（金）から12月７日（水）まで（土・日曜日を除きます。）
　　　　　※持参・郵送ともに12月７日（水）まで（必着）
　　　　　受付時間は，９時から16時30分までとします。　
　　　　　（注）…　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。
　（2）…　【第１次選抜合格者のみ】「大学入学共通テスト成績請求票はり付け台紙」は令和５年１月６日

（金）まで（必着）
　（3）　出願書類の提出先
　　　　　工学部入試担当（21ページ参照）に提出してください。
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５　出願書類及び出願手続 
　…　入学志願者は，インターネット出願システムから登録し，検定料を支払った後，入学願書が印刷でき
るようになります。入学願書を印刷の上，出願書類を一括し，出願書類提出期限までに本学に届くよう
に郵送（書留速達）又は持参により提出してください。
出… 願… 書… 類 出 願 書 類 作 成 上 の 注 意

入学願書 〇…　入学願書は，検定料の支払後に印刷可能となります。インターネット出願
サイトからＡ４タテ片面でカラー印刷してください。

〇…　「入学志願者現住所」欄には，願書提出の日から令和５年3月31日（金）
まで確実に郵送物を受け取ることのできる住所を入力してください。

　…　なお，電話連絡の際に呼び出しになる場合は，呼び出し番号（○○様方）
を入力してください。

大学入学共通テ
スト成績請求票
はり付け台紙
【第１次選抜合格
者のみ】

　受験票ダウンロード可能メールに記載のＵＲＬから「大学入学共通テスト成
績請求票はり付け台紙」をダウンロードし，「大学入学共通テスト成績請求票」
をはり付け，令和５年１月６日（金）まで必着するように，工学部入試担当へ
提出してください。
　なお，「大学入学共通テスト成績請求票」を期限までに提出しない場合は，
受験者としての権利を失います。特別な事情により，期限まで提出できない場
合は，工学部入試担当へ連絡してください。

調査書 〇　出身学校長が作成し，厳封してください。
　…　ただし，高等専門学校については，文部科学省が定めた調査書に準じて作
成してください。

志望理由書 〇…　所定の用紙を本学ホームページからＡ４タテ両面で印刷し，「志望する理
由」，「入学した場合どのような分野の勉強をしたいのか，分野名とその理由」
及び「卒業後どのような職業に就きたいか（現時点）」に分けて，各事項に
ついて400字以内で記入し，提出してください。

自己ＰＲ書
【工学部用】

〇…　所定の用紙を本学ホームページからＡ４タテ両面で印刷し，①特別活動（部
活動）や，学校外の活動等で成果を上げるよう努力した，②通学距離が長い
にもかかわらず，徒歩で通学しながらも校内で上位の成績を維持した等，Ｐ
Ｒしたい内容を800字以内で記入し，提出してください。

〇…　ＰＲしたい内容については，自己ＰＲ書の所定欄に，学校長又は学年主任
等からの証明を受けてください。

出願書類提出用
角形2号封筒

〇…　市販の角形2号封筒（24cm×33.2cm）を各自で用意し，出願書類をすべ
て封入し，出願書類提出用宛名シートをはり付けて郵送（書留速達）又は持
参により，提出してください。

出願書類提出用
宛名シート

〇…　インターネット出願サイトからＡ４タテ片面でカラー印刷してください
（入学願書と同時に印刷できます。）。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ではり付けてください。

　（注）１…　出願書類に記載すべき事項の記入もれ，その他不備がある場合は，出願書類を受理しないこ
とがあります。

　　　　2…　記入に当たっては黒のボールペンを用いて，漢字は楷書で書き，数字は算用数字を用いてく
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。訂正する場合は，二重線で
消し，訂正印を押してください。

　　　　3…　出願書類に記入する氏名及び生年月日は，必ず戸籍上のもの（日本国籍を有しない者は住民
票上のもの）としてください。ただし，インターネット出願システムに戸籍上の氏名を入力し
た際に，正しく入力できない場合は，入力できる文字に変更してください。
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　　　　４ 　インターネット出願システムに入力後，出力したものを訂正する場合は，志願学部の担当部
署（21ページ参照）に連絡の上，指示に従ってください。

６　選抜方法等
第１次選抜

選 抜 期 日 　令和4年12月17日（土）
時 間 　９：00 〜 13：00（予定）

科 目 等

　面接（口頭試問を含みます。）
　口頭試問における出題範囲は次のとおりとします。

出題範囲
志望する学科・コースの科学技術分野に関する基礎知識と基礎学力

選 抜 方 法

　出願後に通知する課題に関して，どのように取り組み解決しようとするのか
について口頭で試問します。また，時間は一人20分程度です。
　配点は次のとおりです。

面接（口頭試問を含みます。）
200 点

　課題については，出願期間終了後（12月７日（水）16時30分頃），山形大学
工学部ホームページ（https://www.yz.yamagata-u.ac.jp）に掲載するとともに，
入学志願者に受験票ダウンロード可能メールを送信する際に通知します。

採点・評価基準 　問題意識，志望動機，学習意欲，基礎学力，表現力を基準に評価します。

合 否 判 定 基 準

１…　面接（口頭試問を含みます。）の結果により，合否を判定します。
　…　面接（口頭試問を含みます。）では調査書，志望理由書及び自己ＰＲ書を
参考にします。
2　合格人員の最下位に同点者がいる場合は，この同点者は全員合格とします。

　◎　工学部試験場（米沢市城南四丁目3－16）において実施します。
　　…　受験上の留意事項等の詳細については，受験票ダウンロード可能メール送信時に本人宛てに通知し

ます。

７　大学入学共通テストについて…
　…　第１次選抜合格者に対して，大学入学共通テストにおいて3教科4科目又は3教科５科目を資格試験
として課します。

　…　なお，大学入学共通テストの受験教科・科目を3教科4科目又は3教科５科目に制限するものではあ
りません。

　　また，受験を要する教科・科目及び配点は次のとおりです。
【建築・デザイン学科以外の学科・コース】

学科・コース名
大学入学共通テストの利用教科・科目名

配　点
教　科 科　目　名

高分子・有機材料工学科
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

数

理

外

数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａから１
数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂ，情報から１
物，化，生から１又は2

英（リスニングを含みます。）

〔3教科4科目又は3教科５科目〕

数　200… （200）

理　＊200
… （100 又は 200）
外　＊200…
　リーディング… 150
… （100）
　リスニング… 50
… （100）
合計　600
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　（注）１　配点欄の（…）書きは，大学入学共通テストの素点を示します。
　　　　2　配点欄の「理科」の素点（100又は200）とあるのは，選択した科目数によるものです。
　　　　3　配点欄の＊は，傾斜配点していること，または傾斜配点する場合があることを示します。
　　　　4…　大学入学共通テストの「数学」について，「情報関係基礎」を選択できる者は，高等学校若

しくは中等教育学校においてこの科目を履修した者又は専修学校の高等課程の修了（見込み）
の者に限ります。

　　　　５…　大学入学共通テストの「理科」について，「物理」，「化学」及び「生物」のうち2科目を受
験した場合は，解答順に，前半に受験した科目を「第１解答科目」，後半に受験した科目を
「第2解答科目」とし，第１解答科目の得点の2倍と，第１解答科目及び第2解答科目の得点
の合計のうち，高得点の成績を用います。

　　　　６…　大学入学共通テストの「外国語」の「英語」について，配点はリーディング100点満点を150
点満点，リスニング100点満点を50点満点に換算し，その合計得点200点満点とします。

【建築・デザイン学科】

学　科　名
大学入学共通テストの利用教科・科目名

配　点
教　科 科　目　名

建築・デザイン学科

数

理

外

数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａから１
数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂから１
以下のパターン①又は②から１
①物基，化基，生基，地学基から2…
②物，化，生，地学から１
英（リスニングを含みます。）

〔3教科4科目又は3教科５科目〕

数　200… （200）

理　＊200… （100）

外　＊200…
　リーディング… 150
… （100）
　リスニング… 50
… （100）
合計　600

　（注）１　配点欄の（…）書きは，大学入学共通テストの素点を示します。
　　　　2　大学入学共通テストの「理科」について，配点は100点満点を200点満点に換算します。
　　　　3…　大学入学共通テストの「理科」について，「基礎を付していない科目」から2科目を受験し

た場合は，解答順に，前半に受験した科目を「第１解答科目」，後半に受験した科目を「第2
解答科目」とし，第１解答科目の成績を用います。

　　　　4…　大学入学共通テストの「理科」について，「基礎を付した科目」2科目及び「基礎を付して
いない科目」１科目を受験した場合は，高得点の成績（「基礎を付した科目」の場合は2科目
の合計）を用います。

　　　　５…　大学入学共通テストの「外国語」の「英語」について，配点はリーディング100点満点を150
点満点，リスニング100点満点を50点満点へ換算し，その合計得点200点満点とします。

　　　　６　配点欄の＊は，傾斜配点していることを示します。

８　最終合格者について 
　…　大学入学共通テストにおいて本学部が指定する科目（配点合計600点）の合計得点が概ね300点を満た
した者を最終合格者とします。

　…　したがって，第１次選抜合格者のうち，本学部が指定した大学入学共通テストの教科・科目を受験し
ていないことが判明した場合は，不合格となります。

９　合格者の発表 
　（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。
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発　表　日　時 発　　表　　方　　法

第１次選抜合格者発表
　令和4年12月23日（金）11時 …　本学のホームページの「入試案内」に合格者の大学受験番

号を掲載します。最終合格者発表
　令和５年2月10日（金）11時

　（注）１　電話等による合否のお問合せには，一切応じません。
　　　　2…　ホームページによる合格者の発表については，発表直後にアクセスが集中し，ホームページ

がつながりにくい場合がありますので，その際はしばらく時間をおいてから再度アクセスをし
てください。

　（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を送付します。

10　入学手続 
　　入学手続は次のとおりです。
　（１）　入学手続期間
　　　　　令和５年2月13日（月）〜2月17日（金）（必着）（ 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。
　　　　…　なお，合格者が令和５年2月17日（金）までに入学手続を完了しないときは，合格者としての

権利を消失しますので，十分注意してください。
　（2）　入学料
　　　　　入学手続の際に納付していただきます。
　　　　　〇入学料：282，000円
　（3）　提出書類
　　　　…　入学手続の際に提出する書類は，受験票，入学誓書，学生証用写真等です。
　　　　　詳細については，合格通知の際にお知らせします。

　　※　留意事項（入学辞退について）
　　　…　やむを得ず入学を辞退する場合には，令和５年2月17日（金）までに「入学辞退願」を提出し，

許可を得てください。
　　　…　この入学辞退を許可された場合を除いては，他に出願済の国公立大学・学部の個別学力検査等を

受験しても合格者となりませんので，十分注意してください。

11　授業料…
　　入学後に納付していただきます。
　　〇授業料：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」，「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，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。
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