
conducted through a videoconferencing session via the Internet.
The Law / Public Policy / Economics and Business Management courses constitute one unit, with one combined entrance
examination.

6 Announcement of Examination Results
Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Agriculture

Tuesday, 1 February 2022, from 11:00 a.m.
Faculty of Education, Art and Science, Faculty of Medicine

Monday, 7 March 2022, from 11:00 a.m.
Faculty of Science

Thursday, 10 February 2022, from 16:00 p.m.
Faculty of Engineering, daytime courses

Friday, 14 January 2022, from 11:00 a.m.

56－ 　－

Ⅷ 各種募集要項の入手・各種資料の請求方法 

本要項は令和３年度に実施する学部入試の概要を記載したものです。各選抜に出願する場合は，選抜ごとの学生募集要項を

必ず入手してください。

各種募集要項は冊子では配付しないため，公表日以降に本学ホームページからダウンロードしてください。一般選抜，総合

型選抜及び学校推薦型選抜はインターネット出願のみの受付です。

１ 公表時期（ホームページ公開のみ） 

資  料  名 公 表 時 期

一般選抜学生募集要項 令和３年11月公表予定

総合型選抜学生募集要項（人文社会科学部，地域教育文化学部，理学部，工学部，農学部） 令和３年７月中旬公表予定

学校推薦型選抜学生募集要項 令和３年９月上旬公表予定

社会人入試学生募集要項（人文社会科学部，工学部フレックスコース） 令和３年９月上旬公表予定

私費外国人留学生入試募集要項 令和３年９月上旬公表予定

本学ホームページ（https://www.yamagata-u.ac.jp）「入試案内」又は「受験生の方」から公表日以降ダウンロードしてく

ださい。 

２ 請求方法 
入学者選抜要項及び大学案内については，山形大学のホームページ等から請求することができます。

なお，テレメールから請求される場合は，テレメールが定める個人情報の取扱いについてご確認くださいますようお願い

します。

(1) 山形大学ホームページからの請求方法

本学ホームページ（https://www.yamagata-u.ac.jp）「入試案内」又は「受験生の方」の「資料請求」から，直接テレメ

ールによる請求ができます。

(2) テレメールによる請求方法

① インターネット又は自動音声応答電話で請求する場合

テレメール

インターネット 自 動 音 声 応 答 電 話

https://telemail.jp 

ＩＰ電話

※１

050-8601-0101

（24時間受付）資料請求用２次元コード

※１ ＩＰ電話：一般電話回線からの通話料金は，日本全国どこからでも３分毎に約 12 円です。

② 資料請求番号（６桁）をプッシュ又は入力してください。

資   料   名 資料請求番号 料金(送料含む) 発 送 開 始 時 期（予 定）

入学者選抜要項（入試概要） 581022

料金（送料含）は資

料等の重量により異

なりますので，請求

画面上で各々ご確認

願います。

令和３年７月下旬

入学者選抜要項（入試概要）＋大学案内 561002 令和３年７月下旬

大学案内 561022 令和３年７月下旬

人文社会科学部案内 561032 令和３年８月中旬

地域教育文化学部案内 561042 令和３年８月中旬 

理学部案内 ※２

医学部医学科案内 581042 令和３年８月下旬

医学部看護学科案内 541042 令和３年８月下旬

工学部案内 561092 令和３年８月下旬

農学部案内 581092 令和３年８月下旬

※２ 理学部案内は冊子では配付しないため，公表日（８月下旬）以降に山形大学理学部ホームページ（https://www.sci.yamagata-u.ac.jp/）
からダウンロードしてください。 
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  ③ ガイダンスに従ってお届け先等を登録してください。 

  ④ 資料は通常，発送日からおおむね３～５日でお届けできます。（日曜・祝日の配達はありません。） 

・発送開始日以前に請求された資料は予約受付となり，発送開始日に一斉に発送されます。 

・17 時 30 分までの受付は当日発送，17 時 30 分以降の受付は翌日発送となります。なお，お届け先地域や郵便事情に

よっては，お届けに１週間程度要する場合があります。 

・随時発送の資料が１週間以上（予約受付の資料は発送開始日から１週間以上）経っても届かない場合は，テレメール

カスタマーセンターへお問い合わせください。 

・料金のお支払方法は「コンビニ支払い」「ＬＩＮＥ Ｐａｙ 請求書支払い」「ケータイ払い」「クレジットカード払

い」がご利用になれます。資料到着後２週間以内に表示料金をお支払いください。なお，支払い時に手数料としてケ

ータイ払いとクレジットカード払いは 50 円，コンビニ支払いとＬＩＮＥ Ｐａｙ 請求書支払いは 88 円が別途必要で

す。ゆうちょ銀行・郵便局での通常払込み（ＡＴＭ・窓口）もご利用になれます。 

・料金（送料含む）は資料の重量変更により変更になる場合がありますので，予めご了承ください。 

・自動音声応答電話によるご請求の場合，住所・氏名の登録時は，ゆっくりはっきりとお話しください。登録された音

声が不鮮明な場合は資料をお届けできない場合があります。 

・請求時期によっては資料がなくなり，早期終了する場合がありますので予めご了承ください。 

 

 （1）（2）の請求方法についてのお問合せは 

 テレメールカスタマーセンター 050-8601-0102（9：30～18：00）まで 

 

               

  

 
  (3) 大学窓口で直接受け取る場合 
   各学部担当部署（裏表紙参照）の窓口で受け取ることができます。 

   ただし，土・日曜日，祝日，８月 13日～８月 17 日，10月 15日及び 12 月 28 日～１月３日を除きます。 

   なお，配付時間は，９時から 17時までとします。 
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