
Ⅶ 私費外国人留学生入試

１ 募集人員

各学部とも若干人とします。ただし，人文社会科学部人文社会科学科人間文化コース及び理学部理学科は５人，工学部昼

間コースは 16人とします（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 出願資格・出願要件

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また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。

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

験場を設置する予定です。

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。

Ⅵ 社会人入試
人文社会科学部

実施学科・コース名 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

募 集 人 員 若干人

出 願 資 格

・

出 願 要 件

日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者，その他これに準ずる者で，次のいず

れかに該当し，かつ，令和４年４月１日現在で満 26歳以上である者

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者

(3) 学校教育法施行規則第 150 条（第６号を除く。）の規定により，高等学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認められる者

（注）学校教育法施行規則第 150 条第７号（個別の入学資格審査）の規定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。

選 抜 方 法 等
面接の結果及び出願書類を総合判定して行います。面接時間は１人 30分程度です。面接におい

ては社会的関心と視野の広さ等を評価します。

出 願 期 間

令和３年 10月１日（金）から 10月６日（水）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・持参ともに 10 月６日（水）まで（必着）

選 抜 期 日 令和３年10月30日（土）

合 格 発 表 日 令和３年12月１日（水）

そ の 他

・人文社会科学部試験場 山形市小白川町一丁目４－12

・総合法律コース，地域公共政策コース及び経済・マネジメントコースは，３つを１つの単位と

して入学試験を行います。

工学部フレックスコース

実 施 学 科 名 システム創成工学科

募 集 人 員 若干人

出 願 資 格

・

出 願 要 件

日本国籍を有する者及び日本国の永住許可を得ている者，その他これに準ずる者で，令和４年

３月 31 日までに満 23 歳に達し，社会人の経験を３年以上（（注）１）有する者で，次のいずれ

かに該当する者

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者

(3) 学校教育法施行規則第 150 条（第６号を除く。）の規定により，高等学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認められる者

（注）１ 就業しながら定時制，通信制の高等学校に在学した期間は，社会人の経験期間に含め

ます。

２ 学校教育法施行規則第 150 条第７号（個別の入学資格審査）の規定により本学の入学

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。

３ 出願資格について，不明な点がある場合は，工学部入試担当（TEL（0238）26-3013）

までお問合せください。

選 抜 方 法 等
調査書，就職状況調書及び工学部が実施する面接（口頭試問を含みます。）の結果により総合

的に判定します。

出 願 期 間

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・持参ともに 12 月６日（月）まで（必着）

選 抜 期 日 令和３年 12月 18日（土）

合 格 発 表 日 令和３年 12月 24日（金）

そ の 他 工学部試験場 米沢市城南四丁目３－16
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Ⅶ 私費外国人留学生入試 

１ 募集人員

 各学部とも若干人とします。ただし，人文社会科学部人文社会科学科人間文化コース及び理学部理学科は５人，工学部昼

間コースは 16人とします（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 出願資格・出願要件

  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また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。

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

験場を設置する予定です。

  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面接を受けられること。
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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（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）

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

３ 出願受付期間

人文社会科学部

2022 年（令和４年）１月４日（火）から 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月７日（金）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 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月 20 日（木）まで（必着）

理学部，農学部

2022 年（令和４年）１月６日（木）から 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月 11 日（火）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 2021年（令和３年）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・持参ともに 2021 年（令和３年）12 月６日（月）まで（必着）

  【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。

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® MyBestTM 
Scores について，下記のとおり取扱います。 

学 部 TOEFL iBT® Home Edition TOEFL iBT® MyBestTM 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 

（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

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

（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。

（注３）TOEIC® TEST，TOEFL® TEST 及び TOEFL iBT® TEST 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４）TOEFL® TEST の成績通知書は，試験日から２年間有効です。 
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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（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） 

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 

３ 出願受付期間 
  人文社会科学部 
   2022 年（令和４年）１月４日（火）から 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月７日（金）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 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月 20 日（木）まで（必着） 
  理学部，農学部 
   2022 年（令和４年）１月６日（木）から 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月 11 日（火）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 2021年（令和３年）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・持参ともに 2021 年（令和３年）12 月６日（月）まで（必着） 

  【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。 

 
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® MyBestTM 

Scores について，下記のとおり取扱います。 
学 部 TOEFL iBT® Home Edition TOEFL iBT® MyBestTM 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 

 

 
 （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 

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 

 
（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。 
 （注３）TOEIC® TEST，TOEFL® TEST 及び TOEFL iBT® TEST 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４）TOEFL® TEST の成績通知書は，試験日から２年間有効です。 
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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（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） 

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 

３ 出願受付期間 
  人文社会科学部 
   2022 年（令和４年）１月４日（火）から 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月７日（金）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 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月 20 日（木）まで（必着） 
  理学部，農学部 
   2022 年（令和４年）１月６日（木）から 2022年（令和４年）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・持参ともに 2022 年（令和４年）１月 11 日（火）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 2021年（令和３年）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・持参ともに 2021 年（令和３年）12 月６日（月）まで（必着） 

49－　　－



４ 出願書類

○山形大学私費外国人留学生入試入学願書

○最終出身学校の卒業（見込み）証明書及び成績証明書

○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）

○日本留学試験成績通知書の写し（医学部）

○TOEFL® TEST 又は TOEIC® TEST 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） 
○住民票の写し，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

○志望理由書（日本語）（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）

５ 選抜方法等

  入学者の選抜は，「2021 年度（令和３年度）日本留学試験」（６月又は 11 月実施分）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・科目等及び実施日

学部（学科，コース）名
個別学力検査等

実施教科・科目等 実施日

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。）
2022年(令和４年)

１月 22 日(土)

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。）

2022年(令和４年)

２月 25 日(金)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

面接
2022年(令和４年)

２月 26 日(土)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。

（注１） 詳細については，９月上旬に公表予定の「私費外国人留学生入試募集要項」を参照してください。

（注２） 人文社会科学部人文社会科学科人間文化コースの学外試験場において，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。

総合法律コース，地域公共政策コース及び経済・マネジメントコースは，３つを１つの単位として入学試験を行い

ます。

６ 合格者の発表

  人文社会科学部，農学部

2022 年（令和４年）２月 １日（火）11 時

  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
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４ 出願書類 
 ○山形大学私費外国人留学生入試入学願書 
 ○最終出身学校の卒業（見込み）証明書及び成績証明書 
 ○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） 
 ○日本留学試験成績通知書の写し（医学部） 
 ○TOEFL® TEST 又は TOEIC® TEST 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） 
 ○住民票の写し，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 
 ○志望理由書（日本語）（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） 
 
５ 選抜方法等 
  入学者の選抜は，「2021 年度（令和３年度）日本留学試験」（６月又は 11 月実施分）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・科目等及び実施日 

学部（学科，コース）名 
個別学力検査等 

実施教科・科目等 実施日 

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。） 
2022年(令和４年) 
１月 22 日(土) 

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。） 

2022年(令和４年) 
２月 25 日(金) 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 
2022年(令和４年) 
２月 26 日(土) 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。  
（注１） 詳細については，９月上旬に公表予定の「私費外国人留学生入試募集要項」を参照してください。 
（注２） 人文社会科学部人文社会科学科人間文化コースの学外試験場において，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。 
総合法律コース，地域公共政策コース及び経済・マネジメントコースは，３つを１つの単位として入学試験を行い

ます。 
 
６ 合格者の発表 
  人文社会科学部，農学部 
   2022 年（令和４年）２月 １日（火）11 時 
  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 
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Ⅶ Entrance Examination for Privately Financed International Students 
 
1 Number of Students Accepted 
 Faculties accept a few privately financed international students each. However, the Human Sciences and Culture Studies course in the 

Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Department of Science, Faculty of 
Science accepts only five privately financed international students and the Faculty of Engineering, daytime courses, accepts only 16 (the 
Global Studies course in the Faculty of Humanities and Social Science, and the Faculty of Engineering evening course, do not take 
privately financed international students). 

 
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 31 March 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. 
  (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 31 March 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 an 
individual entrance eligibility screening by Yamagata University, and who will be 18 years of age by 31 March 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 entrance eligibility screening 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 entrance eligibility screening must be able to attend an 

interview (including oral examination) 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.  
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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 entrance eligibility screening must be able to 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 entrance eligibility screening must be able to 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.

In response to the current COVID-19 restrictions,TOEFL iBT® Home Edition and TOEFL iBT® MyBest TM Score must be
submitted for the faculties below.

Faculty TOEFL iBT® Home Edition TOEFL iBT® MyBestTM Scores 

Science required not required 

Medicine not required not required 

Engineering required not required 

Agriculture not required not required 

(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
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  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 entrance eligibility screening 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 entrance eligibility screening 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. 

  
In response to the current COVID-19 restrictions,TOEFL iBT® Home Edition and TOEFL iBT® MyBest TM Score must be 
submitted for the faculties below. 

Faculty TOEFL iBT® Home Edition TOEFL iBT® MyBestTM Scores 

Science required not required 

Medicine not required not required 

Engineering required not required 

Agriculture not required not required 

 
 

 
 (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 
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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 wish to qualify for admission to Yamagata University through an individual entrance eligibility screening, please contact 
The Entrance Examinations Division,Enrollment Management Department (Tel: +81-23-628-4141).  

     Details of the individual entrance eligibility screening will be posted on the “Admissions” section of the Yamagata University 
website.  

 (Note 3) TOEIC®, TOEFL®, and TOEFL iBT® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS).  
(Note 4) The results for the TOEFL® test is effective for two years from the date of the test.  

 
 
 
 
 
 EJU Subjects Specified by the Respective Faculties, Departments, and Courses 

Note: The results of the FY2021EJU (held in June or November) will be used for the selection. 
   

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

Students (EJU) 
Specified 

test 
language Specified 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) 

Japanese Law/ Public Policy/ 
Economics and 

Business 
Management 

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) 

  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 entrance eligibility screening 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 entrance eligibility screening 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. 

  
In response to the current COVID-19 restrictions,TOEFL iBT® Home Edition and TOEFL iBT® MyBest TM Score must be 
submitted for the faculties below. 

Faculty TOEFL iBT® Home Edition TOEFL iBT® MyBestTM Scores 

Science required not required 

Medicine not required not required 

Engineering required not required 

Agriculture not required not required 

 
 

 
 (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 
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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, 4 January 2022 to Friday, 7 January 2022 
  For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30. 
 *Applications must reach the University by Friday, 7 January 2022 for submission by post or in person. 
Faculty of Education, Art and Science, Faculty of Medicine 

   From Monday, 17 January 2022 to Thursday, 20 January 2022 
   For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30. 
   *Applications must reach the University by Thursday, 20 January 2022 for submissions by post or in person. 

Faculty of Science, Faculty of Agriculture 
   From Thursday, 6 January 2022 to Tuesday, 11 January 2022(Excluding Saturdays,Sundays,and holidays.) 
   For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30. 
   *Applications must reach the University by Tuesday, 11 January 2022 for submissions by post or in person. 
  Faculty of Engineering, daytime courses 
   From Wednesday, 1 December 2021 to Monday, 6 December 2021(Excluding Saturdays,Sundays.) 
   For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30. 
   *Applications must reach the University by Monday, 6 December 2021 for submissions by post or in person. 
 
 
4 Documents to be Submitted for Application 
 ○ Entrance Examination for Privately Financed International Students application form 
 ○ Graduation certificate and academic transcript from the school most recently attended by the applicant 
 ○ Photocopy of the EJU examination voucher (Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Education, Art and Science, 
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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, 4 January 2022 to Friday, 7 January 2022
For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.

*Applications must reach the University by Friday, 7 January 2022 for submission by post or in person.
Faculty of Education, Art and Science, Faculty of Medicine

From Monday, 17 January 2022 to Thursday, 20 January 2022 
For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.
*Applications must reach the University by Thursday, 20 January 2022 for submissions by post or in person.

Faculty of Science, Faculty of Agriculture
From Thursday, 6 January 2022 to Tuesday, 11 January 2022(Excluding Saturdays,Sundays,and holidays.)
For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.
*Applications must reach the University by Tuesday, 11 January 2022 for submissions by post or in person.

Faculty of Engineering, daytime courses
From Wednesday, 1 December 2021 to Monday, 6 December 2021(Excluding Saturdays,Sundays.)
For submission in person, reception hours are from 9:00 to 16:30.
*Applications must reach the University by Monday, 6 December 2021 for submissions by post or in person.

4 Documents to be Submitted for Application
○ Entrance Examination for Privately Financed International Students application form
○ Graduation certificate and academic transcript from the school most recently attended by the applicant
○ Photocopy of the EJU examination voucher (Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Education, Art and Science,
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Faculty of Science, Faculty of Engineering (daytime courses), and Faculty of Agriculture) 
○ Photocopy of TOEFL or TOEIC result report (Faculty of Science, Faculty of Medicine, Faculty of Engineering (daytime courses) , and

Faculty of Agriculture
○ Photocopy of the EJU Score Report (Faculty of Medicine)
○ A copy of one of the following: (a) your Japanese certificate of residence (jūminhyō); (b) your passport; (c) abstract of family register

or proof of citizenship in your home country.
○ Statement explaining motivation for application (Japanese) (Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Education, Art and

Science, Faculty of Science, and Faculty of Engineering (daytime courses),and Faculty of Agriculture)

5 Screening method 
The selection of successful applicants is based on an overall assessment of the results of the FY2021 EJU (held in June or November), 
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 result.
(2) Individual Academic Test and other:

(i) 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

(ii) Faculties that do not conduct Individual Academic Test:
Science; Engineering, daytime courses; Agriculture

(3) IAT subjects and test dates

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

Humanities 
and Social 
Sciences 

Humanities and 
Social Sciences 

Human Sciences 
and Culture Studies 

Interview (including oral examination) 
22 January 2022 

(Saturday) 
Law/ Public Policy/ 

Economics and 
Business 

Management 

Education, 
Art and 
Science 

Education, Art 
and Science 

Primary Education 
Interview (including oral examination) 

25 February 2022 
(Friday) Cultural Innovation 

Science Science Applicants are not required to take the IAT

Medicine 
Medicine 

interview 
26 February 2022 

(Saturday) 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

Note1: For details, please refer to the Application Guidelines for Privately Financed International Students to be published at the 
beginning of September.  

Note2: 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 
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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. 
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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。 

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. 
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