横浜市立大学
国際商学部

理学部

データサイエンス学部

科学オリンピック特別選抜
2022 年度 募集日程
募集人員
昨年度倍率
（受験/合格）

各学部
国際商学部
志願無し

出願期間
試験日
合格発表
入学手続

若干名

理学部
１．３倍

DS 学部
１．８倍

2021 年 9 月 8 日（水）〜14 日（火）
10 月 2 日（土）
10 月 22 日（金）
12 月 17 日（金）

以下の３つの資格を全て満たす人が応募出来ます。

①
高卒資格

日本の高等学校卒業（見込）に限らず、外国の高等学校や、高等学校卒業程度認定
試験合格者なども広く応募可能。国籍による制限もありません。
2019 年〜2021 年に、以下のコンテストに出場して所定の成績を修めた者
＜国際商学部 ／ データサイエンス学部＞
「日本数学オリンピック 予選」で、B ランク以上の成績

②
コンテスト ＜理学部＞ 「全国物理コンテスト 第 1 チャレンジ」、「化学グランプリ 一次選考」、
資格
「日本生物学オリンピック 予選」、または「日本数学オリンピック 予選」で、
平均点（物理チャレンジの課題実験は BC 評価、数学オリンピックは B ランク）以上の成績
※2020 年〜2021 年にオンライン実施されたコンテストの取り扱いについては、３頁目を参照。

以下のいずれかのスコア・級（2019 年 4 月以降に受検したもの）を有し、
公式な成績証明書を提出できる者
＜国際商学部 ／ データサイエンス学部＞ 【B+】

③
英語資格
今年度変更点
下線太字

＜理学部＞ ２種類のコンテスト資格＋【B+】、または１種類のコンテスト資格＋【A】
【A】

TOEFL-PBT 500（iBT 61）以上、TOEIC（L&R） 600 以上、
IELTS（Academic Module） 4.5 以上、GTEC（検定版・CBT） 1140 以上、
または英検準１級以上

【B+】

TOEFL-PBT 480（iBT 54）以上、TOEIC（L&R） 550 以上、
IELTS（Academic Module） 5.0 以上、GTEC（検定版・CBT） 1070 以上、
または英検２級 CSE2200 以上

募集要項（願書）は本学 Web サイト https://www.yokohama-cu.ac.jp より請求できます。

選考方法
・
合否判定
基準
英語資格の
加点基準

筆記試験（90 分 100 点）、面接（15 分程度 100 点）および英語資格による加点（10 点）
の合計点（210 点）を審査基準とし、合計得点の高い者を合格とします。
※英語資格による加点は、出願時に提出された英語資格のスコアが下に示す基準
以上の場合に適用されます。

TOEFL-iBT 80 以上（PBT は対象外）、TOEIC（L&R） 800 以上、
IELTS（Academic Module） 6.0 以上、または英検準１級以上
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対象となる科学オリンピックコンテスト

例年の
申込時期

例年の
実施時期

対象学部
理学 商学 ＤＳ

全国物理コンテスト
第１チャレンジ
http://www.jpho.jp

４〜５月

６〜７月

●

化学グランプリ
一次選考
http://gp.csj.jp

４〜５月

７月

●

日本生物学オリンピック
予選
http://www.jbo-info.jp

４〜５月

７月

●

６〜１０月

１月

●

日本数学オリンピック
予選
https://www.imojp.org

●

●

Ｑ＆Ａ
Ｑ．提出する英語資格の証明書は、コピーでも良いですか？
Ａ．いいえ、原本を提出してください。英検の「合格証明書」、TOEIC の「Official Score Certificate」、
GTEC の「OFFICIAL SCORE CERTIFICATE」は、実施機関に請求すれば随時追加発行されます
ので、各自で用意して提出してください。TOEFL と IELTS については、実施機関より TOEFL の
「Official Score Report」（DI-CODE：0416、Department Code：00）、IELTS の「Test Report Form」
を、本学へ直送するように手配してください。なお、出願期間内にスコアの Web 表示等を印刷し
て提出すれば、原本の到着はある程度遅れても構いません。
Ｑ．海外から出願することはできますか？
Ａ．海外に在住したまま出願し、試験日に一時入国するなどして受験する事は構いません。ただし、
本学からの送付物（大学案内、募集要項、受験票、合格通知書など）の郵送先は日本国内に限
定され、検定料の納付も「ゆうちょ銀行」の窓口（ATM 含む）に限定されるため、それらの取り次
ぎを行っていただく日本国内在住の代理人が必要になります。
Ｑ．科学オリンピック特別選抜の中で、複数学部の併願をすることはできますか？
Ａ．いいえ、同一日程での実施のため併願は出来ません。
Ｑ．横浜市立大学の総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜や、他大学の入試と併願することはで
きますか？
Ａ．はい、それらの入試と併願することは可能です。なお本学の総合型選抜または学校推薦型選抜
で合格した場合には、必ず当該選抜の合格者として入学手続を行わなければなりません。
Ｑ．入学手続の際に、授業料の納入は必要ですか？
Ａ．いいえ、授業料の納入は入学後（5 月と 10 月）になります。入学手続の際に納入が必要なのは、
入学金・施設設備費・諸会費です。
Ｑ．入学手続を完了した後に入学を辞退した場合、納入金は戻ってきますか？
Ａ．学籍が発生する前日の 3 月 31 日（17:00）までに辞退の申し出があった場合には、入学金を除
いた施設設備費・諸会費を返還いたします。
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2022 年度 科学オリンピック特別選抜 における
オンライン実施されたコンテストの取り扱いについて
2021 年 3 月 31 日 横浜市立大学
（6 月 14 日 2021 年のコンテストについて追記）

1. 2022 年度科学オリンピック特別選抜（出願期間 2021/9/8 水〜14 火、試験日 10/2 土）では、
オンライン実施となった以下の対象コンテストの成績について、実施の様態や主催者の
意向等をふまえ、下記の通り取り扱います。
第 16 回全国物理コンテスト
（物理チャレンジ 2020）

第 17 回全国物理コンテスト

例年通り、第１チャレンジの理論試験で平均点以上かつ
実験課題の BC 評価以上の成績を修めた者を対象とします。

（物理チャレンジ 2021）

化学グランプリ 2020

例年通り、一次選考で平均点以上の成績を修めた者を
対象とします。

化学グランプリ 2021
日本生物学オリンピック 2020
日本生物学オリンピック 2021
第 31 回日本数学オリンピック
（2021 年 1 月実施）

予選（一次試験）での成績通知が行われないため、
本選（二次試験）への参加資格を得た者のみを対象とします。
予選でのランク評価が行われませんでしたが、３点以上の成績を
修めた者を、例年のＢランク以上とみなして対象とします。

2. 上記のコンテスト成績を含めて応募する場合には、成績通知等のコピーの他に、不正な
く誠実に受験した旨の宣誓書（本学所定様式）も提出していただきます。なお成績通知等
の紛失や保全を怠ったことに対する救済措置は行いませんので、注意してください。

3. 2023 年以降の募集での上記コンテストの取り扱いについては、今後の状況を踏まえた上
で追って公表しますが、主催者の意向等により無効とする可能性もありますので、最新
のコンテストを受験するよう努めてください。

YCU 受験生ポータルサイト

｜

科学オリンピック特別選抜

https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/admissions/special_selection/science_olympic/index.html

横浜市立大学

アドミッションズセンター

〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2

電話：045-787-2055（平日 8：30〜17：15）
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