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概要 

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

建学の精神
電動モビリティシステム専門職大学は、電動化と自動運転化に向かう自動車を中心にした 100年に一度の大

変革が起こりつつある自動車関連産業で、『Pioneer in e-Mobility System (電動モビリティシステム開拓者)』
として、国内にとどまらず世界に向けて、これまでに無い新たな製品や新たなサービスの開発を行う設計者を育成し
ます。 

教育理念 
分野や技術に拘わらず社会一般で求められる人材として、多様性と持続可能性の理解及び協調性と挑戦心を

もった人材を育成することを目指しています。 

求める人物像 
電動モビリティシステム専門職大学は、建学の精神及び教育理念に共感する者であって入学を希望する学生に

対し、次のような能力と意欲を持つ学生を求めます。 

1) 電気自動車システムにかかる専門知識・スキルを学ぶために必要となる高等学校卒業程度の英語、国語、
数学、理科（物理又は化学）の教科書水準の基礎学力を備えている人

2) 電気自動車システムに興味があり、その専門知識・スキルを用いて環境・エネルギー問題や地域等の社会
課題の解決のため、新たな商品・サービスを生み出したいという意欲のある人

3) 自分の考えを口頭や文章で他者にわかりやすく説明することができ、また他者の考えを理解しようとする姿勢を
持っている人
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1.追加募集選抜区分・募集人員
入学選考試験区分 学部 学科 募集人員 

総合型選抜 
電気自動車システム 

工学部 
電気自動車システム 

工学科 
若干名 

2.選抜方法
入学者の選抜は、オンライン面接試験（口頭試問を含む。）及び書類審査の内容を多面的・総合的な判定に
より合格者を決定します。
（1）書類審査 入学志願書、調査書の内容を評価します。 

（2）オンライン面接試験
志望動機、電気自動車・自動運転システムに対する学習
意欲、基礎的な学力や思考力について評価します。 

（3）配点
書類審査 面接試験 合計 

10点 90点 100点 

３.追加募集日程表
事項 A日程 B日程 C日程 

出 願 期 間 
令和 5年 2月 10日（金）
～2月 17日（金）17時 

令和 5年 3月 3日（金） 
～3月 10日（金）17時 

令和 5年 3月 13日（月） 
～3月 16日（木）17時 

試 験 日 令和5年2月25日（土） 令和 5年 3月 17日（金） 令和 5年 3月 24日(金) 

合格者発表 令和 5年 3月 3日（金） 令和 5年 3月 22日（水） 令和 5年 3月 27日(月) 

入学手続期間 
令和 5 年 3 月 6 日（月）
～3月 10日（金）17時 

令和 5年 3月 24日（金） 
～3月 28日（火）17時 

令和 5年 3月 29日（水） 
～3月 31日（金）17時 

4.出願資格
出願資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とします。
➀高等学校又は中等教育学校を令和５年３月に卒業見込みの者
②高等専門学校の 3年次を令和 5年３月に修了見込みの者
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5.受験上及び修学上配慮を希望する入学志願者の事前相談について
病気・負傷や障がい（次表参照）のために受験上及び修学上の配慮を必要とする場合は、必ず相談してください。

事前の準備に時間を要する場合がありますのでできるだけ早めに相談してください。相談の無い場合や相談の内容によっ
ては、配慮が講じられない場合がありますので十分注意してください。 

区分 対象となる者 

肢体不自由 
・体幹の機能障がいにより座位を保つことができない者、又は困難な者
・上肢の機能障がいにより筆記をすることができない者、又は困難な者
・下肢の機能障がいにより歩行をすることができない者、又は困難な者

病 弱 
・慢性の呼吸器疾患、心臓疾患、腎臓疾患、消化器疾患、その他の疾患の状態が継続して
医療又は生活規制を必要とする程度の者、又はこれに準ずる者

発 達 障 がい 
・学習障がい、注意欠陥多動性障がい、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障がいの
ため配慮を必要とする者

そ の 他 上記以外で配慮を必要とする者 

（1）事前の申請方法
入学選抜に出願を希望する者で受験上又は修学上特別な配慮を必要とする者は、事前に入試担当へ連絡をし
た上で「受験上及び修学上の配慮に関する申請書」を提出してください。 
①「受験上及び修学上の配慮に関する申請書」
申請書は、本学のウェブサイトのより入手してください。

②記入事項
・選抜試験区分
・申請者の情報
・障がいの程度
・受験上及び修学上希望する配慮
・高等学校等で受けた援助等の状況について
・保護者名
本申請書のほかに、医師の診断書、その他の参考書類（障がい手帳が交付されている場合はその写し等）に

ついても一緒に提出してください。 
（2）申請書の提出締切日

A日程に出願する場合 2/1（水）
B日程に出願する場合 2/22（水）
C日程に出願する場合 3/3（金）

（3）申請書の提出先・問合せ先
電動モビリティシステム専門職大学 入試担当
〒999-0602山形県西置賜郡飯豊町大字萩生 1725-2
TEL︓(0238)-88-7377
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6.出願日程等・出願書類
（1）出願日程等

事項 日程 
出 願 期 間 A日程～C日程に記載されている出願期間 

出 願 方 法 出願書類一式を郵送又は本学へ直接持参の上、出願手続きを行ってください。 

出 願 先 

〒999-0602 
山形県西置賜郡飯豊町大字萩生 1725-2 
電動モビリティシステム専門職大学入試担当 
窓口受付時間︓平日 9時～17時 

(2）出願書類等
次の➀～⑥の出願書類等を提出してください。

出願書類等 摘要 
➀ 入学志願書 ・本募集要項添付の所定の用紙に必要事項を記入してください。

➁ 

受験票 ・本募集要項添付の所定の用紙に必要事項を記入してください。

写真票 
・本募集要項添付の所定の用紙に縦 4㎝×横 3㎝、カラー、上半身脱帽、
正面向き、無背景で出願前３ヵ月以内に撮影した写真を指定した欄に貼付
してください。

③ 調査書 

・文部科学省が定めた様式により、出身学校長等が作成し、必ず厳封したも
のを提出してください。
高等学校又は中等教育学校を令
和 5年 3月に卒業見込みの者 

文部科学省で定めた調査書（様
式）により作成してください。 

高等専門学校の 3年次を令和 5
年 3月に修了見込みの者 

文部科学省の定めた調査書に準じ
て作成してください。 



６ 

④ 入学試験検定料 

・入学試験検定料 28,000円を、本募集要項添付の払込書により、ゆうちょ
銀行又は郵便局から払い込んでください。
【払込期間】各出願期間
【払込方法】本募集要項添付の払込書により、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓
口から払い込み、「振替払込請求書兼受領証（本人控え）」及び「入学検
定料納付証明書（出願提出用）」に日附印を受けてください。ゆうちょ銀行
又は郵便局から受け取った「入学検定料納付証明書（出願提出用）」を提
出してください。なお、ATM（現金自動預払機）は使用できません。
（注）入学検定料返還該当者への返還手続きについて
入学検定料返還の該当者は以下のとおりです。以下に該当しない場合は
いかなる理由があっても返還は行いません。
（ア）入学検定料を払い込んだが本学に出願しなかった場合（出願書類等
を本学に提出しなかった場合）
（イ）入学検定料を払い込んだが出願書類の不備等により出願が受理され
なかった場合
（ウ）入学検定料を誤って過大に払い込んだ場合
返還についての問合せは、電動モビリティシステム専門職大学入試担当に
お願いします。なお、返還請求に際しては、「振替払込請求書兼受領証（本
人控え」が必要ですので、大切に保管しておいてください。

⑤ 宛名票 
・本募集要項添付の宛名票に、志願者の「郵便番号、住所、氏名、電話番
号」を記入してください。

⑥ 
受験票送付用 
封筒 

・本募集要項添付の受験票送付用封筒に、志願者の「郵便番号、住所、氏
名」を記入し、切手を貼付してください。

７.試験日当日

（1）試験時間
A日程︓2/25（土）午前 10時～
B日程︓3/17（金）午前 10時～
C日程︓3/24（金）午前 10時～

※個別の面接時間については、出願後の受験票送付時にお知らせします。

（2）面接試験の実施時間
1人 15分程度
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(3) オンライン面接について
面接は、Zoom を使用したオンライン形式で実施します。Zoom に接続するための URLは、E-mail にて事前にお

知らせをし、試験前日までに事前接続テストを実施します。 
電動モビリティシステム専門職大学入試担当（mobility-u.jumbishitsu@mobility.ac.jp）から入学志願書に

記載された E-mail アドレスへ送信しますので、出願の際は E-mail アドレスを正確に記入し、本学からの E-mail を必
ず受信できるよう設定をしてください。 
事前接続テスト、面接の開始方法や個別の面接開始時間については受験票送付時にお知らせをします。 
なお、インターネットを利用したオンライン面接を実施するため、インターネット環境がある自宅や学校など任意の場所を

準備してください。インターネットに接続ができカメラとマイクの機能があれば、パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれか
の機器で受験が可能です。インターネット環境やパソコン等の機器の準備ができず、受験が困難となる受験者は、入試
担当へ早めに相談をしてください。 

８.合格者発表
A日程～C日程に記載されている合格発表日の 11時（予定）

本学のウェブサイトに合格者の受験番号を掲示するとともに（当日の通信環境の状況等により遅れる場合がありま
す。）合格者には「合格通知書」及び「入学手続案内」を郵送します。なお、合否に関する電話、メール等の照会には
一切応じません。 

９.入学手続

(1)入学手続期間
A日程～C日程に記載されている入学手続期間

(2)提出書類等
「入学手続に必要な書類」一式を入学手続期間までに提出してください。詳細は、合格通知書とともに送付する「入

学手続案内」にてお知らせします。 
(3)学納金

初年度（1年次） 単位︓円 

入学手続時 
1-2学期

（4/1～10/2） 

納入分 

3-4学期
（10/3～3/31） 

納入分 
合計 

入学料 240,000 - - 240,000 
授業料 - 430,000 430,000 860,000 
実験実習費 - 150,000 150,000 300,000 
施設費 - 90,000 90,000 180,000 

合計 240,000 670,000 670,000 1,580,000 
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次年度以降（年間） 単位︓円 
1-2学期

（4/1～10/2） 

納入分 

3-4学期
（10/3～3/31） 

納入分 
合計 

授業料 430,000 430,000 860,000 
実験実習費 150,000 150,000 300,000 
施設費 90,000 90,000 180,000 
合計 670,000 670,000 1,340,000 

➀入学料 240,000 円は、「入学手続案内」に添付の所定の払込書にて入学手続期間までに納付してください。詳
細は、「入学手続案内」をご確認ください。
②学費（授業料・実験実習費・施設費）については、年額 1,340,000 円です。納付は、「入学手続案内」に記
載の支払い方法により納付してください。また、上記の学納金の他、教材費・各種保険料の納入が必要です。
③学納金は、変更となる場合があります。

10.お問い合わせ
お問合せは、志願者本人が行ってください。 

電動モビリティシステム専門職大学入試担当 
〒999-0602山形県西置賜郡飯豊町大字萩生 1725-2 
TEL:（0238）-88-7377 FAX︓(0238) -88-7379  
受付時間︓平日午前 9時から午後５時 ※土日祝日は受付しておりません 
https://mobility.ac.jp 



各種様式等

入学志願書 本募集要項に添付 
受験票・写真票 本募集要項に添付 
入学試験検定料払込書 本募集要項に同封 
宛名票 本募集要項に同封 
受験票送付用封筒 本募集要項に同封 
出願書類提出用封筒 本募集要項に同封 
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