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編入学試験 日程の概要 

出願書類受付期間 

令和４年（2022年）５月13日（金）～５月19日（木） 

選抜期日 

令和４年（2022年）７月２日（土） 

合格発表 

令和４年（2022年）７月20日（水） １２時頃 

入学手続受付期間 

令和５年（2023年）３月13日（月）～３月15日（水） 

令和５年度（2023年度）の入学者選抜においては、新型コロナウイルスの感染
拡大防止に関わる対応として、試験日程や選抜方法を変更する可能性があります。 
この学生募集要項を公表した後に新たな措置を講じる必要が生じた際には、横

浜国立大学のウェブサイト（https://www.ynu.ac.jp）にてお知らせします。 
最新の情報は、本学ウェブサイトで定期的に確認してください。 

令和５年度（2023年度）の入学者選抜においては、発熱・咳等の症状の有無に
かかわらず、試験場内では昼食時を除き、布製やウレタン製のマスクではなく、
不織布マスクを着用すること（鼻と口の両方を確実に覆うこと）を必須とします。
何らかの事情により不織布マスクの着用が困難な場合は、「１２．受験上及び修学
上の配慮を必要とする入学志願者の事前相談」に従って申請してください。その
他の対応については、本学ウェブサイト（https://www.ynu.ac.jp/hus/nyushi
/26515/detail.html）を確認してください。 
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●横浜国⽴⼤学（YNU）⼊学者受⼊⽅針（アドミッション・ポリシー）

【横浜国⽴⼤学（YNU）が⼊学者に求める学⽣像】 
YNUは、４つの実践的「知」すなわち「知識・教養」「思考力」「コミュニケーション力」

「倫理観・責任感」を身に付けた人材の育成を目指す。よって、自然に恵まれた常盤台キャ

ンパスで学問を学び、世界中からの友と語らい、柔軟な発想と主体的・創造的な課題探究・

解決能力を身に付け、社会のリーダーとしてグローバルな共生社会への貢献を目指す次に示

す人の入学を求める。 

・入学後の修学に必要な幅広い基礎学力を備え、確かな知識や技能を身に付けたい人

・知的好奇心や科学的探究心を持ち、新たな発見やアイディアを創造する思考力や判断力を

獲得したい人

・社会が直面する諸課題を解決するために、多様な人々と協働して主体的に社会へ参画する

強い意志と責任感を持ちたい人

・国境を超えたグローバル時代において、外国人学生と共にコミュニケーション力を高め、

世界を舞台に発信・飛躍したい人

・大学院に進学し、さらに高度の知識・技能を身に付け、高度専門職業人として社会に貢献

したい人

●理⼯学部の⼊学者受⼊⽅針
地球規模の環境問題など社会の要請を把握し、自然科学の真理を探究し、産業を発展させ、

輝ける未来を切り開くために研究者・技術者の果たすべき役割はより大きくなっている。そ

こで理工学部では、実践的学術の国際拠点を目指した教育を実施し、自らの専門分野におけ

る専門能力と高い倫理性とともにグローバル適用力を備え、広く科学技術に目を向ける進取

の精神に富む人材の育成を目指す。よって次に示す人の入学を求める。

【理⼯学部が求める学⽣像】 
■自然科学の真理探究や独創的なものづくりを通して、自ら成長・発展しようとするチャレ

ンジ精神にあふれ、新しい時代に対応できる理工系のセンスを磨き、国際的視野を持って

世の中への貢献を志す人

●編⼊学試験を実施する学科及び教育プログラムが求める学⽣像

◎機械・材料・海洋系学科
■機械工学、材料工学、または海洋空間のシステムデザインの分野に興味を持ち、ミクロか

ら宇宙までの様々なスケールの事象に対して知恵と技術とモノを用いることで、環境に調

和した心豊かな社会を構築することに貢献したい人

■自由と責任を有する大人としての自立性と、基盤となる数学・物理・化学の基礎的能力を

持ち、大学において自らの能力を高めようとする意欲を持つ人

＜機械⼯学教育プログラム＞ 

■機械工学に興味を持ち、機械工学の専門知識を用いて環境に調和した心豊かな社会を構築
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することに貢献したい人 

◎化学・⽣命系学科 
■自然の真理追究・ものづくり・エネルギー・環境・安全・生命に関心を抱き、自然科学を

真摯に学ぼうとする熱意とそれに相応しい素養を持ち、豊かな21世紀における人間社会の

構築を目指したいと考えている人 

■向学心に燃え、また発想が豊かで柔軟性のある応用力を発揮できる人 

＜化学教育プログラム＞ 
■化学の基礎知識を十分備え、さまざまな自然科学の知識を活用して、現象の真理を原子や

分子レベルから探究することのできる研究者、および最先端化学を駆使することで、地球

規模で人類が抱える諸問題解決や新しい機能性材料、エネルギー化学の創造に貢献できる

技術者を目指す人 

＜化学応⽤教育プログラム＞ 
■化学の基本知識を応用し、高度な化学反応プロセスや先端材料、新エネルギー材料の開発、

実践的な安全管理や環境創出といった未来社会への課題解決に貢献できる研究者・技術者

を目指す人 

◎数物・電⼦情報系学科 
■数学、物理の基本原理を深く理解し、新しい創造的な科学や技術を創出しようとする気概

があって、理工学の諸分野で国内外を問わず幅広く活躍して豊かな未来を作り出そうとい

う意欲に満ちあふれた人 

■数学、物理、光や電気・電子、情報について強い関心や高い能力を持つ人 

＜電⼦情報システム教育プログラム＞ 
■電気・電子・通信・情報工学などに興味があり、これらの分野の研究者・技術者として、

新しい創造的な科学や技術を創出しようとする気概があって、理工学の諸分野で国内外を

問わず幅広く活躍して豊かな未来を作り出そうという意欲に満ちあふれた人 

■電気・電子・通信・情報工学などの分野の研究者・科学者として、社会で役立つ実践力を

身に付けたい人 

■高度情報化社会を支える新しい先端的技術を創り出すことを目指す人 

＜情報⼯学教育プログラム＞ 
■情報学・情報工学の基礎から応用までを身に付け、自ら先端的な情報理論・処理方式・シ

ステムを創造して社会に貢献する意欲を持った人 

■人の優れた知能や能力をコンピュータ・機械で実現し、人を支援することで、人を中心と

した豊かで安全・安心な未来社会を実現したいと考えている人 

3



 

令和５年度（2023年度）横浜国⽴⼤学理⼯学部 

編⼊学試験学⽣募集要項 
 

本学部の編入学試験は、すべて第３年次に編入学する３年次編入学であり、高等専門学校を卒業し

た者を対象としています。 

１．募集⼈員 
 
 

学科 教育プログラム 募集人員 

機械・材料・海洋系学科 機械工学教育プログラム 若干名 

化学・生命系学科 
化学教育プログラム 

若干名 
化学応用教育プログラム 

数物・電子情報系学科 
電子情報システム教育プログラム 

若干名 
情報工学教育プログラム 

出願できる学科・教育プログラムは１つのみです。 
 

【備考】以下の教育プログラムでは、編入学の学生募集を行いません。 

学科 募集を行わない教育プログラム 

機械・材料・海洋系学科 
材料工学教育プログラム 

海洋空間のシステムデザイン教育プログラム 

化学・生命系学科 バイオ教育プログラム 

数物・電子情報系学科 
数理科学教育プログラム 

物理工学教育プログラム 

 

２．編⼊学の時期及び修学条件 

（1）編入学の時期は、令和 5年（2023年）4月とします。 

（2）編入学生が学士の学位を得るには、2年以上在学して本学所定の授業科目及び単位数を修得し、

かつ GPA（Grade Point Average）の基準を満たした上で、理工学部が定める卒業の審査に合格

する必要があります。 

なお、編入学時に認定される単位数によっては、2年間で卒業できない場合があります。修学

条件について不明な点等がある場合は、理工学部入試係（連絡先はP.17）までお問い合わせく

ださい。ただし、個別の既修得単位認定については、所定の入学手続が完了するまでは対応で

きません。 
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３．出願資格 

次の基礎資格を有し、かつ要件を満たす者 

【基礎資格】 

学校教育法第115条に定める高等専門学校を卒業した者及び令和 5年（2023年）3月卒業見込みの者 

【要件】 

令和 2年（2020年）7月以降に実施された TOEFL iBT（Home Edition 及びペーパー版テスト（Paper 

Edition）を含む）又は TOEIC L&R を受験している者 

４．出願⼿続 

(1) 出願期間 

令和4年（2022年）5月13日（金）から5月19日（木）まで必着 

上記出願期間内に必着するように郵送してください。ただし、締切日〔5月 19日（木）〕を過ぎ

て到着した出願書類のうち、5月 18日（水）までの発信局消印のある書留速達郵便に限り受理

します。 

(2) 出願方法 

出願書類を取り揃え、本学所定の「出願用宛名ラベル」を張り付けた角形2号の封筒を使用し

て、書留速達で郵送してください（出願方法は郵送に限ります）。 

(3) 出願書類等 

下表の①、②、⑤、⑦、⑩及び「出願用宛名ラベル」、「出願書類等送付内訳書」の書類7点は、

本学ウェブサイトの募集要項一覧ページより様式データをダウンロードし、A4サイズで白色の

用紙に片面カラー印刷したうえで、書類を作成・提出してください。 

① 
志願票 

（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、必要事項を記入してくださ

い。 

② 
受験票・写真票 

（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、必要事項を記入し、出願日

前3か月以内に撮影した上半身無帽・正面向きで同一の写真（縦4㎝×

横3㎝）を受験票・写真票の所定欄に貼付してください。 

なお、写真の裏面に氏名を記入のうえ貼付してください。 

③ 成績証明書 高等専門学校長が作成し厳封したもの。 

④ 
卒業証明書又は 

卒業見込証明書 
高等専門学校長が作成したもの。 

⑤ 
推薦書 

（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、推薦する理由・学内外におけ

る諸活動等について、高等専門学校の指導教員が作成したもの。 

⑥ 

TOEFL iBT 又は

TOEIC L＆R の成

績証明書の原本 

次のア・イのいずれかを提出してください。なお、提出できるスコアは

１つのみです。複数試験種のスコアを提出したり、ある試験種のスコア

を複数回分提出したりしないでください。 

ア TOEFL iBT の成績証明書を提出する場合 

以下３点の書類を提出してください。 

①試験実施機関（ETS）から直接横浜国立大学に送付される TOEFL iBT

の Institutional Score Report（ETS へ送付手続きをする必要がありま

す） 

②ETS に本学への Institutional Score Report 送付手続きをしたことが確

認できる記録（メール画面等）の写し 

③受験者本人へ送付されるスコア（Test Taker Score Report）の写し 

※令和 2年（2020年）7月以降に実施された TOEFL iBT のスコアを提出
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してください。 

※ETS から Institutional Score Report を本学へ直送する際のコード番号

は0410です。 

※送付申請から到着までに相当期間を要するので、出願期間内に必着す

るよう早めに手続きをしてください。5月19日（木）までに

Institutional Score Report が到着しない場合は出願を受理しないことが

あります。 

※TOEFL-ITP（団体向けテスト）のスコアについては、受付できませ

ん。 

※TOEFL iBT の Test Date スコアのみを利用いたします。My Best スコ

アは活用しません。 

※TOEFL iBT には Home Edition 及びペーパー版テスト（Paper Edition）

を含みます。 

イ TOEIC L＆R の成績証明書を提出する場合 

○令和 2年（2020年）7月以降に実施された TOEIC L＆R の受験結果

「Official Score Certificate」（公式認定証）を上下切り離さずに提出し

てください（ウェブサイトからダウンロードしたものは受付できませ

ん）。受験の申し込みから成績証明書の交付までに相当期間を要する

ので、出願期間内に成績証明書が取得できるよう早めに準備をしてく

ださい。TOEIC L＆R はリスニング（Listening）とリーディング

（Reading）を測るテストです。 

○TOEIC S＆W （スピーキングテスト／ライティングテスト）、Bridge 

及び TOEIC-IP（団体特別受験制度）によるスコアレポート（個人成

績表）は、受付できません。なお、TOEIC L＆R の成績証明書の原本

は、後日受験票送付の際に返却します。 

⑦ 

入学検定料収納証

明書等貼付用紙 

（要印刷・A4） 

ア. 払込金額 30,000円 

イ. 払込期間 出願期間に間に合うように払い込んでください。 

出願期間の３週間前からお支払いいただけます。 

ウ. 払込方法 コンビニエンスストアで支払 

エ. 注意事項 

1：入学検定料に関する詳細については、「５．入学検定料」を参

照してください。 

2：本学では、災害等で被災した受験者の進学の機会を確保する観

点から、本学入学者選抜試験において、出願に際し入学検定料

免除の特別措置を行う予定です。詳細は、本学ウェブサイトを

ご確認ください。 

⑧ 

日本国政府国費外国

人留学生であること

を証明する書類 

※ 該当者のみ提出 

日本国政府国費外国人留学生のみ、高等専門学校からの支給期間を含む

国費外国人留学生証明書を出身学校所定の用紙により提出してくださ

い。 

⑨ 返信用封筒 

受験票の送付に使用します。長形3号（縦23.5cm×横12cm）の封筒を用

意し、封筒の表に志願者の「郵便番号・住所（日本国内に限る）・氏

名」を記入し、354円分の切手を貼付してください。 

⑩ 

住所・氏名記入

シート 

（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、住所（日本国内に限る）・氏

名を記入してください。合格通知書等を送付する際に使用します。 

 

 

6



 

５．⼊学検定料 

（1）入学検定料の払込について 

① 払込金額 30,000円 

② 払込期間 出願期間に間に合うように払い込んでください。 

出願期間の３週間前からお支払いいただけます。 

③ 払込場所 日本国内にある以下のコンビニエンスストア 

【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】 

④ 払込方法 店内にある情報端末を操作のうえ、必ずレジにてお支払ください。 

※情報端末機の操作手順は、13ページの「入学検定料 コンビニ支払方法のご案

内」を参照してください。 

※払込時に別途必要な払込手数料は、志願者本人の負担となります。 

⑤ 提出書類 支払いを行ったコンビニエンスストアで発行された下記の書類を、本学ウェブサ

イトよりダウンロードした「入学検定料収納証明書等貼付用紙」の所定枠内に貼

り付けて提出してください。 

1.「セブン－イレブン」で支払った場合： 

「取扱明細書」の「収納証明書」部分（切り取って貼り付けてください） 

2.「ローソン」または「ミニストップ」で支払った場合： 

「取扱明細書兼領収書｣の｢収納証明書｣部分（切り取って貼り付けてくださ

い） 

3.「ファミリーマート」で支払った場合： 

レシート（受領書）（写しして原本を貼り付けて提出し、写しは手元に保管し

てください） 

（2）日本国政府国費外国人留学生の入学検定料について 

日本国政府国費外国人留学生については、入学検定料は不要です。ただし、出願時に出身学校

所定の用紙により、国費外国人留学生であることを証明する（高等専門学校からの支給期間を

含む）書類を提出してください。 

（3）入学検定料の返還について 

払込済の入学検定料は、①の場合を除き、いかなる理由があっても返還しません。 

① 入学検定料の返還請求ができる場合 

ア．入学検定料を払い込んだが横浜国立大学理工学部編入学試験に出願しなかった場合 

イ．入学検定料を誤って二重に払い込んだ場合 

ウ．出願書類等の不備により出願が受理されなかった場合 

エ．新型コロナウイルスの感染拡大防止措置のため、本学への来学が不可能となった場合 

② 返還する入学検定料の金額 

志願者の申し出により、30,000円を返還します。 

③ 返還請求の方法 

＜「５．（3）① ア、イ」に該当する場合＞ 

理工学部入試係（連絡先はP.17）に連絡してください。連絡があった後に「検定料返還請求

書」をお送りしますので、必要事項を記入のうえ郵送してください。 

＜「５．（3）① ウ」に該当する場合＞ 

出願書類返却時に「検定料返還請求書」を同送しますので、必要事項を記入のうえ郵送してく

ださい。 

＜「５．（3）① エ」に該当する場合＞ 

理工学部入試係（連絡先はP.17）に連絡してください。その際、診断書等新型コロナウイルス
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の感染防止措置のため、来学できない事実がわかる書類の準備をしてください。連絡があった

後に「検定料返還請求書」をお送りしますので、必要事項を記載のうえ、来学できない事実が

わかる書類とともに郵送してください。 

６．出願にあたっての注意事項 

（1）出願後の志望先及び書類内容の変更は認めません。 

（2）出願する際には、提出書類に不備のないよう十分に注意してください。 

（3）出願書類等に記入漏れやその他の不備がある場合は受理しません。 

（4）受理された出願書類等は返却しません。 

（5）出願書類に虚偽の記載、不正等の事実が判明した場合は、入学後でも入学の許可を取り消すこ

とがあります。 

（6）志願票の「連絡先」欄には、大学からの通知が確実に届く宛先（日本国内に限る）を明記して

ください。また、出願後に「連絡先」を変更した場合は、理工学部入試係（連絡先はP.17）ま

でご連絡ください。 

（7）出願書類等で厳封するよう指示があるものは、必ず発行機関により厳封された状態で提出して

ください。厳封されていない場合には受理しません。 

（8）出願書類を受理した者に対して、出願受付期間終了後に「受験票」を郵送します。6月6日

（月）までに到着しない場合は、理工学部入試係（連絡先はP.17）までお問い合わせください。 

７．⼊学者選抜⽅法 

入学者の選抜は、学力検査、面接、成績証明書、TOEFL iBT 又は TOEIC L＆R の成績及び推薦書を

総合して行います。 

※ 受験者は、指定する試験教科・科目等をすべて受験してください。１つでも受験していない者

は、他の科目・面接試験を受験することはできず、合格者とはなりません。 

Ａ．試験教科・科目等 

学科名 
（教育プログラム名：EP） 

基礎 
科目 

専門科目 

面接 

試験 

機械・材料・海洋系学科 

（機械工学 EP） 

数学 

物理 
材料力学、流体力学、熱力学 

化学・生命系学科 

（化学 EP） 数学 

物理 

化学 

無機化学、有機化学、物理化学、分析化学 

化学・生命系学科 

（化学応用 EP） 

数物・電子情報系学科 

（電子情報システム EP） 
数学 

物理 

電磁気学、電気回路、論理回路、電子工学、

アルゴリズムの５問から４問を選択する 

数物・電子情報系学科 

（情報工学 EP） 
論理回路、アルゴリズム、プログラミング 
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Ｂ．面接の内容 

学科名 
（教育プログラム名：EP） 

面接の内容 

機械・材料・海洋系学科 

（機械工学 EP） 

ものづくりや自然科学に関する興味と姿勢、健全な大学生活を送

るうえでの意欲などを評価します。 

化学・生命系学科 

（化学 EP） ものづくりや自然現象に関する興味、数学・理科及び英語に関す

る基礎知識、健全な大学生活を送るうえでの適性などを評価しま

す。 化学・生命系学科 

（化学応用 EP） 

数物・電子情報系学科 

（電子情報システム EP） 

複数の面接員による個人面接を行い、志望動機と学問に対する姿

勢、数学・物理の基礎知識、自己表現能力などを評価します。 

数物・電子情報系学科 

（情報工学 EP） 

複数の面接員による個人面接を行い、志望動機と学問に対する姿

勢、情報工学への関心の深さ及び関連する基礎知識、自己表現能

力などを評価します。 

 

８．選抜期⽇及び試験場 

 

選抜期日 
学科名 

（教育プログラム名：EP） 

試験時間及び試験科目 

9：00～11：00 12：00～14：00 16：00～ 

令和 4年 

（2022年） 

7月 2日（土） 

化学・生命系学科 

（化学 EP） 
基礎科目 専門科目 面接 

化学・生命系学科 

（化学応用 EP） 

 9：00～10：20 12：00～14：00 16：00～ 

機械・材料・海洋系学科 

（機械工学 EP） 

基礎科目 専門科目 面接 
数物・電子情報系学科 

（電子情報システム EP） 

数物・電子情報系学科 

（情報工学 EP） 

試験場 横浜国立大学理工学部（横浜市保土ケ谷区常盤台 79-5） 

 

９．合格者発表 

令和 4年（2022年）7月 20日（水）12時頃 

本学ウェブサイトに合格者受験番号を掲載するとともに、合格者には合格通知書を郵送します。 

※ ウェブサイトでの掲載期間は、合格者発表日から概ね 4日間程度とします。 
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※ 電話による合否の問い合わせには一切応じません。 

１０．⼊学⼿続 

合格通知を受けた者は、郵送（書留速達）により下記の入学手続期間に入学手続を行ってください。

なお、所定の入学手続期間内に入学手続を完了しない者は、入学辞退者として取り扱います。 

入学手続の詳細は、入学手続書類（令和 5年（2023年）3月上旬頃送付予定）で指示します。 

（1）入学手続期間 

令和 5年（2023年）3月 13日（月）から 3月 15日（水）まで必着 

（2）入学手続時に必要な入学料及び入学後に必要な授業料 

入学料      282,000円〔現行額〕 

授業料  年額  535,800円〔現行額〕 

［注1］ 入学料及び授業料は改定される場合があります。 

［注2］ 在学中に授業料の改定が行われた場合には、新授業料を適用します。 

［注3］ 入学料・授業料とは別に、その他諸経費を納付いただくことがあります。詳細は入学手

続関係書類にてお知らせします。 

（3）入学手続に関する留意事項 

入学手続完了者が事情により入学辞退した場合、いかなる理由があっても入学料は返還できま

せん。 

１１．既修得単位の認定 

入学手続完了後に編入学生と教務担当教員が面談等を行い、出身学校において修得した単位の全部

または一部を各学科・教育プログラムに設定された授業科目の履修とみなし、卒業要件の単位とし

て認定します。なお、原則として入学手続前の既修得単位の認定はできません。 

１２．受験上及び修学上の配慮を必要とする⼊学志願者の事前相談 

心身の障がい等（視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱、発達障がい、その他）により受験

上及び修学上の配慮を必要とする場合は、次の(1)～(3)の内容を確認したうえで、様式例を参考に

して事前相談申請書を作成し、理工学部入試係（連絡先はP.17）へ提出してください。 

(1) 原則として出願前に申し出てください。事前相談をしても、本学への出願が義務づけられるわ

けではありません。 

(2) 出願後でも相談を受け付けます。不慮の事故等により配慮が必要となった場合は、速やかに申

し出てください。 

(3) 相談の内容や時期によっては、希望通りの配慮ができない場合や、出願期間終了時までに配慮

事項を決定できない場合があります。可能な限り早い時期に申し出てください。 
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（事前相談申請書様式（A4判縦）） 

令和 年 月 日 
橫浜国立大学長 殿 

フリガナ 
氏  名 
生年月日 
住  所 
電話番号 
 

横浜国立大学に入学を志願したいので、下記のとおり事前に相談します。 
 
記 

 

１．志望する学部・学科・教育プログラム（EP） 
２．出願を予定している入試・日程 
３．障がい等の種類・程度 
４．受験上の配慮を希望する事項・内容 
５．修学上の配慮を希望する事項・内容 
６．出身学校在学中にとられていた配慮事項・内容 ※定期試験等についても記入 
７．その他 

 
（添付書類）医師の診断書（原本または写し） 

その他参考資料 

 

（申請書提出先・問い合わせ先） 

〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-5 横浜国立大学理工学部入試係 

TEL.045-339-3821 FAX.045-339-3820 

１３．⼊試問題の正解・解答例等の情報開⽰ 

入試問題の正解・解答例または出題意図を、合格者発表後概ね 14日間程度本学ウェブサイトにて開

示いたします。 

https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/public/index.html 

１４．編⼊学試験過去問題について 

過去問題の請求については、各高等専門学校より文書にて理工学部入試係へ送付依頼をしていただ

く必要があります。この場合、最大で 3 年分の過去問題請求が可能です。 

高等専門学校より送付していただく依頼文書には、下記事項を明記してください。 

・送付を希望する過去問題の試験実施年度（最大過去 3年分） 

・送付を希望する過去問題の試験実施学科・教育プログラム 

なお、個人に対しての過去問題の送付は行っておりませんが、入試課窓口にて閲覧をすることは可

能です。 

令和元年度（2019年度）実施令和 2年度（2020年度）入試以降の編入学試験の過去問題は、サイバー

カレッジ（https://www.ynu.ac.jp/exam/faculty/public/index.html）にて公開しております。 
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１５．個⼈情報の取り扱いについて 

個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「横浜国立

大学の保有する個人情報の保護に関する規則」に基づいて取り扱います。 

（1）志願者の入学試験成績及び出願書類等に記載された個人情報については、本学入学者選抜に係

る用途の他、合格者への連絡業務（奨学金や保険等に係る福利厚生関係資料や入学後の行事等

に関する資料の送付）、入学後のクラス編成及び本人の申請に伴う入学料免除（留学生を除

く）・授業料免除等の福利厚生関係の資料、本学における諸調査・研究にも利用することがあ

ります。 

調査・研究結果を発表する場合は個人が特定できないように処理します。 

それ以外の目的に個人情報が利用又は提供されることはありません。 

（2）上記（1）の各種業務での利用に当たっては、一部の業務を本学より当該業務の委託を受けた

業者（以下「受託業者」という。）において行うことがあります。 

受託業者には、委託した業務を遂行するために必要となる限度で、知り得た個人情報の全部又

は一部を提供します。 
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【入試に関するお問合わせ先】 横浜国立大学 理工学部（理工学部入試係）  TEL 045-339-3821

＜受付時間＞月曜日～金曜日 9:00～17:00（12:45～13:45昼休み） ※祝日を除く

【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/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

入学検定料　コンビニ支払方法のご案内
入学検定料をコンビニエンスストアにて払い込む場合は、下記のコンビニ端末を操作の上、レジにてお支払

いください。（出願期間の３週間前からお支払いいただけます。）

＊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。

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

http://www.sej.co.jp

横浜国立大学

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。

1

2

3

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

受領書レシート
取扱明細書兼領収書

チケット形式

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）

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の場合、
「収納証明書」部分を切り取り、
「レシート」の場合、レシートをコピーして本体を
入試要項などの指示に従って郵送してください。

受領書

セブン-イレブン
ローソン
ミニストップ

ファミリーマート貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は
使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

注）前期日程及び後期日程の両方に出願する場合は、2件分の払込手数料がかかります。

払込手数料 入学検定料（5万円未満）1件につき 税込 495円

マルチコピー機
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※本学までの経路の詳細は、本学ウェブサイトの「アクセス案内」を参照してください。 

https://www.ynu.ac.jp/access/index.html 

※相模鉄道線の羽沢横浜国大駅から本学までの経路には、歩道が非常に狭い箇所がありますので、

通行には十分注意してください。 

※バスは、運行本数や乗車人員に限りがあるほか、渋滞や悪天候の影響を受けやすく、予測した

時間どおりに本学へ到着できないことがあるため、試験当日はバスの利用を推奨していません。 

① 横浜市営地下鉄線 【三ツ沢上町駅】（改札を出て右側 2番出口）から正門へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相模鉄道線 【和田町駅】から南門または南通用門へ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交 通 案 内 図 
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③ 相模鉄道線 【羽沢横浜国大駅】から西門または北門へ 

 

 

 
④ バス 【横浜駅西口】から正門または大学構内（平日のみ）バス停留所へ 

   
 

バス会社 乗り場 行き先 【下車停留所】 

横浜市営バス 11 番 202 系統「（和田町経由）横浜駅西口行」 

208 系統「（市民病院経由）横浜駅西口行」 
岡沢町 

14 番 循環内回り 201 系統「横浜駅西口行」 岡沢町または大学構内（注 1） 

14 番 急行 329 系統「横浜駅西口行」 岡沢町または大学構内（注 1） 

相鉄バス 10 番 浜 10 系統「横浜駅西口行」 岡沢町または大学構内（注 1） 

10 番 浜 5 系統「交通裁判所経由横浜駅西口行」 岡沢町 

神奈中バス 13 番 01 系統「中山駅行」 岡沢町 

 

注１ 大学構内のバス停留所（横浜国立大学正門前、国大中央、国大北、国大西、大学会館前、国大

南門）は、平日のみ利用可能です。 

注２ 上記のバス案内には、運行本数が少ない路線や土曜休日は運行しない路線も含みます。 

バスの発車時刻等は、各バス会社のウェブサイト等で確認してください。 

 

９ 
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C 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           

第１食堂 小運動場 

南門 中央広場 

守衛所 

学生センター 

    

美術棟 

教育学系 

事務棟 

第２食堂 

 

理工学部講義棟Ａ A 

 

B 

 

 

建築学棟 

電子情報工学棟 

機械工学・材料棟 

理工学系事務棟 
（２階・理工学部入試係） 

化工・安工棟 
化学棟 

環境情報 1号棟 

土木工学棟 

船舶海洋工学棟 

経済学部 1号館  

経営学部 1号館 

※大学構内のバス停は、平日のみ利用可能です。 
※構内の見学について 
構内は 9時～17時までの間に見学できますが、講義棟、 
研究棟内には入れません。 

 
 
大学入学共通テストおよび個別学力検査実施日においては、見学
することができません。 
 
その他の期間でも、新型コロナウイルス感染拡大防止の措置とし
て、キャンパスへの入構を制限することがあります。 
最新の情報を、本学ウェブサイトで確認してください。 

教育文化ホ－ル 

国際教育センター 

理工系 

図書館   

  総合研究棟Ｗ棟 

 

理学研究棟 

音楽棟 

 

正門 

北門 

西門 

大学院棟 

情報基盤 

センター 

中央図書館 

教育学部 

講義棟 6号館 

教育学部 

第 1研究棟 

教育学部 

第 2研究棟 

教育学部 

第 3研究棟 

教育学部 

講義棟 7号館 

都市科学部 

講義棟 

教育デザイン 

センター 

大学会館 

経営学研究棟 

国際社会科学研究棟 

体育館 

経営学部講義棟

2号館 

経営学部講義棟

1号館 

経済学部講義棟 

1号館 

経済学部講義棟 

2号館 

機器分析 

評価センター 

相鉄「羽沢横浜国大」 

駅より 

市営地下鉄「三ツ沢上町」駅より 

バス停「岡沢町」より 

Ｓガーデン 

（ローソン） 

バス停 

「岡沢町」 

本部棟 

本部西棟 

 

本部東棟 

（入試課） 南通用門 

バス停 
「国大南門」 

バス停 
「国大中央」 

バス停 
「国大北」 

バス停 
「横浜国立大学正門前」 

バス停 
「国大西」 

バス停 
「大学会館前」 

キャンパス案内図 

【大学構内のバス停について】 
路線バスは、以下の順序で停車し

ます。（※平日のみの運行） 
   
横浜国立大学正門前 

  ↓ 

国大中央 →→ 大学会館前  

  ↓ ↑       ↓ 

国 大 北     国大南門 

  ↓ ↑        

国 大 西【折り返し】 

相鉄「和田町」駅より 

相鉄「羽沢横浜国大」 

駅より 
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不測の事態が生じた場合における本学からの情報提供について 

 
公共交通機関の乱れや自然災害、疫病・感染症の影響などにより、所定の日程による試験実施

が困難となるような不測の事態が生じた場合は、志願票に記載されているE-mailにお知らせしま

す。また、横浜国立大学理工学部(入試情報)公式Twitterアカウント(@ynu_es_nyushi)でもお知

らせします。 

なお、これらの不測の事態が生じた場合は、試験日程や入学者選抜方法を変更した上で、入学

者の選抜を行うことがあります。 

 

横浜国立大学理工学部入試係 

 TEL  ：045-339-3821 

   E-mail：ses.nyushi@ynu.ac.jp 

 

横浜国立大学ウェブサイト https://www.ynu.ac.jp/ 
 

 
 
 

注意!! 

試験日や下見時に，本学周辺（特に岡沢町バス停から正門までの間にある通路・階段など）や

最寄駅（和田町，三ツ沢上町，羽沢横浜国大）で本学職員を装って受験者を誘導・整理し，受験

番号・住所・氏名・電話番号を記入させた後に「現金」を請求する者がいますが，これらの者と

本学とは一切関係がありませんので，被害に遭わないように十分注意してください。 

 

 

問い合わせ先 
 

横浜国立大学理工学部入試係 

〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-5 

［窓口取扱時間］8:30～12:45，13:45～17:00 

土日・祝日及び年末年始を除く。 

TEL ：045-339-3821 

FAX ：045-339-3820 

E-mail：ses.nyushi@ynu.ac.jp 

※問い合わせは、志願者本人が行うこと。 
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編入学試験 出願書類在中 
 

学部 理工学部 

志望学科               学科     

志望教育プログラム 教育プログラム  

差 

出 

人 

住所 

〒    －     

 

氏名（カタカナ）  

電話番号  

A4サイズの用紙に印刷のうえ、上記太枠内をすべて記入し、 
本紙を角２封筒に貼り付けて書留・速達で郵送してください。 

出願用宛名ラベル 

切手貼付欄 

（書留・速達） 

横浜市保土ケ谷区常盤台 79-5 

横浜国立大学理工学部入試係 行 

2 4 0 8 5 0 1 

書留引受番号 

この様式は A4 サイズの白色用紙に片面カラー印刷して使用してください 
 

速達 



 

氏   名 
 

志望学科・EP 
 

令和5年度（2023年度） 編入学試験 出願書類等送付内訳書 

１．各書類に不備がないことをチェック欄に「○」印を記入して確認してください。 

２．提出書類等は、本内訳書を一番上にして、以下①～⑩の順に重ねてクリップで留めてください。 

出願書類に不備があった場合は受理しないことがあります。 

チェック欄 提出書類等 摘 要 

 
①志願票 
（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷してください。 

 
②受験票・写真票 
（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、必要事項を記入してください。出願日前３
か月以内に撮影した上半身無帽・正面向きで同一の写真（縦４㎝×横３㎝）を受験
票・写真票の所定欄に貼付してください。なお、写真の裏面に氏名を記入のうえ貼付
してください。 

 ③成績証明書 高等専門学校長が作成し厳封したもの。 

 
④卒業証明書又は 

卒業見込証明書 
高等専門学校長が作成したもの。 

 
⑤推薦書 
（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、推薦する理由・学内外における諸活動等に
ついて、高等専門学校の指導教員が作成したもの。 

 
⑥ TOEFL iBT 又 は

TOEIC L＆R の成績
証明書の本紙 

TOEFL iBT（Home Edition 及びペーパー版テスト（Paper Edition）を含む）もしくは
TOEIC L&R の成績証明書を提出してください（詳細は募集要項「４．出願手続（3）
出願書類等 ⑥」を参照すること）。TOEFL iBT は、試験実施機関から横浜国立大学へ
成績証明書を直接送付させる手続きが必要となります。なお、提出できるスコアは 1
つのみです。複数試験種のスコアを提出したり、ある試験種のスコアを複数回分提出
したりしないでください。 

 
⑦入学検定料収納証明
書等貼付用紙 
（要印刷・A4） 

入学検定料払込金額 30,000 円 
入学検定料に関する詳細については、「５．入学検定料」を参照してください。 
※１．日本国政府国費外国人留学生については、検定料は不要ですので提出する必要

はありません。 
※２．本学では、災害等で被災した受験者の進学の機会を確保する観点から、本学入 

学者選抜試験において、出願に際し入学検定料免除の特別措置を行う予定です。 
詳細は、本学ウェブサイトを確認してください。 

 

⑧日本国政府国費外国
人留学生であること
を証明する書類 
（該当者のみ提出） 

日本国政府国費外国人留学生のみ、高等専門学校からの支給期間を含む国費外国人留
学生証明書を出身学校所定の用紙により提出してください。 

 ⑨返信用封筒 
受験票の送付に使用します。長形 3号（縦 23.5 cm×横 12 cm）の封筒を用意し、封筒
の表に志願者の「郵便番号・住所（日本国内に限る）・氏名」を記入し、354円分の切
手を貼付してください。 

 
⑩住所・氏名記入シー
ト（要印刷・A4） 

本学所定様式をダウンロードして印刷し、住所（日本国内に限る）・氏名を記入して
ください。合格通知書等を送付する際に使用します。 

 

この様式は A4 サイズの白色用紙に

片面印刷して使用してください 



この様式はA4サイズの白色用紙に片面印刷して使用してください 

 

令和 5年度（2023年度） 

横浜国立大学理工学部 編入学試験 志願票 
 

受験番号  
※ 

 

志望学科    学 科  

 

志望教育 

プログラム 
 教育プログラム 

 

 

 

フリガナ 
 

出 
 

願 
 

資 
 

格 

国 

公 立 

私  

   

高等専門学校 

   

氏 名 

 

生年月日 平成   年    月    日 性別 男 ・ 女 

連

絡

先 

志

願

者 

〒   －    携帯電話    －    － 
〒   －    携帯電話    －    － 

住所 

 学科 

E-mail 
   年   月 

1. 卒業 

2. 卒業見込 

父

母

等

連

絡

人 

氏名 
 

続柄 
 出身学校電話番号 

（     ）－（     ）－（     ） 

〒   －    携帯電話    －    － 
〒   －    携帯電話    －    － 

出身学校所在地 

〒     － 

住所 住所 

選択する英語試験の成績証明書 1. TOEFL (iBT) （受験日： 年  月  日） 

(送付手続日： 年  月  日） 

2. TOEIC L＆R （受験日： 年  月  日） 

 

＜記入上の注意＞ 
・黒のボールペンを使用し、明確に楷書で記入してく
ださい。 

・※欄は記入しないでください。 
・選択欄は該当箇所を○で囲んでください。 
・連絡先の電話番号、E-mail については、災害等に
よる試験日程の変更時の緊急連絡用に使用するの
で、確実に連絡を取ることができる連絡先を記入し
てください。 

・氏名等のコンピュータで表記できない文字は、文字
が置き換えられるか、カタカナ等で表記されること
があります。この場合でも、入学手続時の申し出に
より希望する文字を使用することができます。 



この様式は A4 サイズの白色用紙に片面印刷して使用してください 

 

 

・ 黒のボールペンを使用し、日本語で記入してください。 

・ 書体は楷書またはローマ字活字、数字は算用数字を使用してください。 

・ 志望する学科と教育プログラムを 1つ記入してください。 

・ 受験票と写真票には同一の写真を貼付してください（写真の裏面には氏名を記入してください）。 

・ この用紙は＜切り取り線＞に沿って切り離し、受験票と写真票は切り離さないで提出してください。 

・ ※印欄には記入しないでください。 

 

      

令和 5年度(2023年度)横浜国立大学 理工学部   令和 5年度(2023年度)横浜国立大学 理工学部 

編入学試験  受験票    編入学試験  写真票  

      

受 験 番 号 ※   受 験 番 号 ※ 

志 望 学 部 理工学部   志 望 学 部 理工学部 

志 望 学 科 学 科 

 

  志 望 学 科 学 科 

 
志 望 教 育 
プログラム 

教 育 

プログラム 
  

志 望 教 育 
プログラム 

教 育 

プログラム 

フ リ ガ ナ    フ リ ガ ナ  

氏 名    氏 名  

      

 

 

  

 

 

 

＜切り取り線・切り離してください＞ 

記入上の注意 

＜切り取り線・切り離してください＞ 

※
切
り
離
さ
な
い 

写 真 欄 

縦 4 ㎝×横 3 ㎝ 

出願前 3 か月以内

に撮影したもの 

この枠に合わせて 

貼付してください。 

 

写 真 欄 

縦 4 ㎝×横 3 ㎝ 

出願前 3 か月以内

に撮影したもの 

この枠に合わせて 

貼付してください。 

 



この様式は A4 サイズの白色用紙に片面印刷して使用してください 

  受験番号 
※ 

推 薦 書  

   年   月   日 

横浜国立大学長 殿 

                高等専門学校 

指導教員名                印 

下記のとおり責任をもって推薦いたします。 

記 

学生氏名                   

 

推薦する理由等 

 

※印の欄には記入しないでください。 

●記入にあたっては、学生のありのままの姿を正確に、なるべく具体的な事実をあげて記述してください。 



 受験番号※ 

 

入学検定料収納証明書等貼付用紙 

 

令和5年度（2023年度）横浜国立大学理工学部 編入学試験 

志望学科・ 
教育プログラム 

       学 科 
フリガナ  

氏 名  
教育プログラム 

 

 

収納証明書等 貼付欄 
（入学検定料 30,000円） 

 
 

 

 ○ 「入学検定料 コンビニ支払方法のご案
内」で指定されている日本国内のコンビニ
エンスストアで支払いを行ってください。
店内にある情報端末を操作のうえ、必ずレ
ジにてお支払いください。 
（「入学検定料 コンビニ支払方法のご案
内」については、募集要項を参照してくだ
さい） 
 

○ 支払いを行ったコンビニエンスストアで
発行された下記の書類を、左の枠内に貼り
付けてください。 

 
1. 「セブン－イレブン」 

「取扱明細書」の「収納証明書」部分（切り取っ

て貼り付けてください） 

2. 「ローソン」、「ミニストップ」 

「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分（切

り取って貼り付けてください） 

3. 「ファミリーマート」 

レシート（受領書）（コピーして原本を貼り付け

て提出し、コピーは手元に保管してください） 
 

※印の欄には記入しないでください。 

この様式は A4 サイズの白色用紙に片面印刷して使用してください 

 



 

 

 

 

住所・氏名記入シート  

住所 

 

 

氏名 

  

                   様  

・枠内に住所・氏名を明記してください。 
・合格通知書等の送付に使用するので、正確に記入してください。 
・「様」は消さないでください。 
 

 

この様式は A4 サイズの白色用紙に片面印刷して使用してください 

 




