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新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
掲載内容に変更が生じる可能性がございます。
最新の情報に関しては、
工学部及び入試センターWebサイトをご覧ください。
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高等学校等における学業成績が極めて
優秀であり、課外活動等にも積極的に取り
組 み 、人 間に対 する深 い 思 いやりと
リーダーシップを有し、独創性に富み、工学
的な思考ができる人を求めています。

大学入学共通テストの成績を含め、学業
成績が極めて優秀であり、工学部での
勉学に強い意欲を持ち、発想が豊かで
柔軟性があり、計画的に物事に取り組む
ことができ、粘り強く未知の世界に挑戦しよ
うとする人を求めています。

AO入試Ⅱ期 AO入試Ⅲ期

出願受付期間

2022年10月14日（金）～20日（木）

第1次選考結果発表

2022年11月11日（金）

入学前教育

2022年12月中旬～2023年3月中旬まで
数学物理学演習

※詳細はP4へ

英語（TOEFL ITP® Test）学習

第1次選考実施

2022年11月5日（土）

筆記試験

合格者発表

2022年11月25日（金）

第2次選考実施

2022年11月19日（土）

面接試験

出願受付期間

2023年1月17日（火）～20日（金）

第1次選考結果発表

2023年2月2日（木）

合格者発表

2023年2月8日（水）

第2次選考実施

2023年2月6日（月）

筆記試験・面接試験

入試スケジュール

AO入試 アドミッション・ポリシー
（入学者選抜方針）

　本パンフレットに記載の入試スケジュール及び
掲載内容は変更となる可能性がありますので、必
ず2022年6月に公開予定の「入学者選抜要項」で
ご確認ください。
　なお、最新の情報は、東北大学入試センターの
ウェブサイトをご覧ください。
■入学者選抜要項公開ページ
http://www.tnc.tohoku.ac.jp/pamphlet.php
■東北大学入試センター
http://www.tnc.tohoku.ac.jp/
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A O入試とは？
AO入試とは従来の入試では捉え切れなかった能力を

積極的に評価し、十分な基礎学力に加えて幅広い個性と才能、

熱意を持った学生を迎え入れることを目的としています。

東北大学では「研究第一・門戸開放・実学尊重」という

伝統に根ざした理念に従い、

学力重視のAO入試を実施しています。

C o n t e n t s

P.１ アドミッション・ポリシー、入試スケジュール

P.2 AO入試Ⅱ期について

P.3 AO入試Ⅲ期について

P.4 AO入試Ⅱ期入学前教育・入学前海外研修について

P.6 先輩からのメッセージ

P.8 Q&A
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AO入試

Ⅱ期 について

AO入試

Ⅲ期 について

112名4月入学募 集 人 員

2023年3月に高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者等

出願資格

●筆記試験　●出願書類の内容　●面接試験

選抜方法

調査書の学習成績概評がA段階に属する者等

出願要件

2022年10月14日（金）～20日（木）

出願受付期間

●機械知能・航空工学科 ・・25名
●電気情報物理工学科 ・・・36名
●化学・バイオ工学科・・・・・17名
●材料科学総合学科 ・・・・・17名
●建築・社会環境工学科 ・・17名

令和4年度 AO入試Ⅱ期のデータ

募集要項の
発表は

8月下旬

筆記試験

面接試験

出願書類

～49％

D

D

50～59％

C

C

60～69％

B

B

70％～

A

A

注:A~Dは結果を相対評価で4段階に区分した表示
筆記試験と書類審査は受験者全体を対象にして合格率を算出しています。破線は第1次選考
の合格率、実線は第2次選考の合格率を表します。例えば、以下のとおりです。
筆記試験60~69％の場合、第1次選考の合格率は約97%、第2次選考の合格率は約47%。
なお、面接試験は第2次選考で課されるので、対象者は第1次選考合格者です。

高等学校の教科成績、学校内外の様々な学習成果や活動実績、
資格等（英語の資格・検定試験など）

論理的思考力、独創性、表現力、作文能力、英文読解力、
数理的思考力、物質などに関わる自然科学分野の基礎的理解度

科学技術についての知識、コミュニケーション能力、独創性やひらめき、
学問や研究に対する熱意や積極性、視野の広さや倫理観など

筆記試験 

出願書類

面接試験

工学部では、大阪でのAO
入試Ⅱ期の第2次選考（面
接 試 験 ）を実 施していま
す。北海道・東北・関東以外
の受験者は出願時に第2
次選考試験場として、仙台
または大阪のいずれかの
試験場を選択することが
可能です。
※大阪試験場受験希望者が大阪試
験場の収容人員を超えた場合、そ
の超過人員は東北大学試験場で受
験することとなります。詳細につい
ては募集要項をご覧ください。

仙台

大阪

面接試験は大阪でも実施

※第1次選考で実施した筆記試験の成績及び出願書類の内容の審査を用います。

第1次選考

第2次選考

筆記試験

300

300

出願書類

150

150

面接試験

ー

150

合　計

450

600

※1 志願者数が募集人員を大幅に上回る場合には、出願書類の内容及び大学入学共通テストの成績により第1次
選考を行うことがあります。

116名4月入学募 集 人 員

高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び
2023年3月に卒業見込みの者等

出願資格

●大学入学共通テストの成績 ●筆記試験
●出願書類の内容 ●面接試験

選抜方法 ※1

出願受付期間

2023年1月17日（火）～20日（金）

●機械知能・航空工学科 ・・30名
●電気情報物理工学科 ・・・37名
●化学・バイオ工学科・・・・・17名
●材料科学総合学科 ・・・・・17名
●建築・社会環境工学科 ・・15名

募集要項の
発表は

11月下旬

評定平均

面接試験

筆記試験

共通テスト

出願書類

～670点

～55％

D

D

～3.9

670～690点

55～65％

C

C

4.0～4.3

690～710点

65～75％

B

B

4.4～4.7

710点～

75％～

A

A

4.8～5.0

令和4年度 AO入試Ⅲ期のデータ

注:A~Dは結果を相対評価で4段階に区分した表示
第1次選考合格者を対象にして第2次選考合格率を算出しています。

論理的思考力、独創性、表現力、作文能力、英文読解力

筆記試験 

大学入学共通テストの成績

高等学校の教科成績、学校内外の様々な学習成果や活動実績、
資格等（英語の資格・検定試験など）

出願書類

知識の程度や正確さ、コミュニケーション能力、独創性やひらめき、
学問や研究に対する熱意や積極性など

面接試験
AO入試Ⅲ期では全国幅広い地域の方が出願しています。また、合
格者に関しても約6割が東北以外の地域の出身者となっています。

志願者の出身地域
北海道 2%

中部 4%

近畿・四国・九州沖縄 4%

東北 30%

関東 51%

北陸 9%

※ ※

［合格率］

第2次選考

国語

200

地理歴史・公民

100

大学入学共通テスト

数学

200

筆記
試験

出願
書類

面接
試験 合 計

理科

200

外国語

200

小計

900 100 100 100 1,200

概　要 概　要

配　点 配　点

選抜方法と評価のポイント 選抜方法と評価のポイント

2 3

［合格率］

0%

25%

50%

75%

100%

面接試験（２次）

筆記試験（２次）

筆記試験（１次）

出願書類（２次）

出願書類（１次）

［合格率］

0%

25%

50%

75%

100%

筆記試験

面接試験

出願書類

共通テスト

評定平均



AO入試Ⅱ期の合格者は、他の入試の合格者よりも早く大学入学が決まります。

そこで、入学前のこの時期を最大限に活用し、高校課程より一歩進んだ内容を自主的に学び考えることで

大学における勉学の意義や高いレベルの目標設定の重要性を理解し、充実感と勉学意欲を高めるため

AO入試Ⅱ期合格者を対象とした入学前教育を行っています。

また、希望者を対象に入学前海外研修も実施しています。

入学前教育の実施例

入学前教育・入学前海外研修

数学物理学演習
国際社会で活躍するために必要な英語能力の基礎を

養うことを目的とし、自習用英語教材を用いて、自分の

英語能力を確認するとともに、特に、リーディングと

リスニングの自己学習を行います。

英語 TOEFL ITP® 学習

「完全攻略！TOEFL ITP®テスト」による自学自習

内　容

大学1年生で実施している内容を予め学習し、高校数学

の重要性を再認識すると同時に、より高度な数学に触れ

ることを目的としています。工学部教員・チューターが、

学習内容に対しアドバイスを行います。

数学物理学演習

テイラー展開、偏微分、重積分、常微分方程式など

内　容

海外で生活をしながら現地大学での授業及び学生との

交流を行うことで、多文化への理解を深め、グローバル

人材への第一歩を踏み出すことを目的としています。昨年

度は東北大学の学術交流協定校とのコラボレーションに

より、現地教員によるオンライン授業や関連施設への

バーチャルサイトビジットなどを通して、アメリカ社会の中

に混在する多文化・多民族について理解を深めました。

入学前海外研修
内　容

※実施内容は変更の可能性があります。

化学・バイオ工学科

 塚本 夕菜 さん
（京都府 桃山高等学校出身）

　数学物理学演習は、抽象的な大学数学の内容を身近で想像しやすい物理学を用いて説明している教材で、物理現象を

数学的に理解していくところが高校の勉強方法と違うと思います。新しい表記法や公式が沢山出てくるので最初は戸惑い

ましたが、ただ闇雲に覚えるのでは無く、手を動かして実際にグラフを書いてみるなど能動的に学習することを心がけ

ました。また、本書を読むだけの独学は厳しい部分が多いので、大学から提供していただける講義動画や、YouTubeなど

を上手く活用しました。入学前教育を受講したおかげで、大学入学後に講義を受けると更に理解が深まり、解析学や線形

代数学といった大学数学の内容も理解しやすくなりました。

　私自身、AO入試を受けて本当に良かったと思っています。AO入試の準備は大変ですが、大学入学後に何を学びた

いのかを深く考える貴重な機会が得られるので、勉強のモチベーションにも繋がります。東北大学に入学したい強い意志

のある方はぜひ挑戦してください！

入学前海外研修

電気情報物理工学科

  和田 隼輝 さん
（神奈川県 逗子開成高等学校）

　私は、興味のある工学について英語で講義を受けることで、テストのための英語から実際に使える英語を身につけたい
と考え、この海外研修に参加しました。
　最初は先生の話していることが理解できず、上手く議論が進まないこともありました。そこで黙って時が過ぎるのを待っ
ているのではなく、積極的に英語を使って先生や仲間に質問することで楽しくなり、英語を使うことに自信を持てるように
なりました。
　受けた講義の中では音響工学についての講義が印象的で、次世代の通信技術について学び、ヨーク市でのバーチャル
ツアーでは、有名な建築物を見学するだけではなく、ヨーク市の歴史についても学びました。
　研修成果を発表するプレゼンテーションに向けて、同じグループの仲間と協力して一つの作品を創り上げる大変さと、
達成感を感じられ、入学前から同じ志を持った仲間を作ることが出来ました。
　皆さんには勉強だけでなく、部活や課外活動など、目の前のことに何でも積極的に挑戦して、視野を広げて様々な経験
をして欲しいです。

AO入試
Ⅱ期

海外大学での授業、各種文化体験
オンライン授業やバーチャルサイトビジットなど

（過去の実施校：カリフォルニア大学リバーサイド校、ワイオミング大学など）
※入学前海外研修はAO入試Ⅲ期合格者も一部参加可能です。
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先輩からのメッセージ

化学・バイオ工学科 佐々木 渚 さん
（岩手県 盛岡第一高等学校出身）

　私は、東北大学が第一志望だったので、高校の先生や塾の先生の勧めもあり、高校一年生の頃からAO入試を

意識していました。最終的には、AO入試を通して大学や社会に出てから何をしたいのかを考える良い機会に

なると思い、受験を決めました。

　私は特に面接が不安だったので、自分の興味のある研究分野について調べる習慣をつけ、学校の先生や

塾の先生の力を借りて本番と同じ形式で何度も練習を繰り返しました。おかげで本番は自信を持って臨むこと

ができました。

　受験生の皆さんの中には、失敗してしまった場合のことなどマイナスの要素を考えてしまい、躊躇してしまって

いる人もいると思います。ですが、できないことよりもできることに焦点を当てて挑戦することで、想定していた

よりも大きな成果が得られることもあると私は思います。せっかくのチャンスなので、上手くいくと自分に言い

聞かせ、自分を信じて一歩を踏み出してみても良いのではないでしょうか。応援しています。

電気情報物理工学科 齋藤 由佳 さん
（東京都 穎明館高等学校出身）

　私は医工学に興味を持ち、ホームページで気になる研究室を見つけてこの学科を受験しました。そして、自分

の熱意を直接大学に伝えたいと思い、このAO入試Ⅱ期を選択しました。

　AO入試Ⅱ期は、筆記試験と面接試験があります。筆記試験は一般選抜と重なる部分が多く、通常の入試対策

がかなり役立ちます。また、全科目各60分という時間制限はシビアに思えるかもしれませんが、日頃から時間を

意識して過去問演習を行うことで、本番でも焦らず問題に取り組めました。

　面接は、できる対策をしっかりこなしておくのが大切です。志望動機や自らの興味、高校時代に熱心に取り組

んだこと等を書き起こし、きちんと言語化した上で回答できるようにしておくこと、聞かれそうな質問を想定し、

本番を意識した練習をしておくことが特に有効な対策だと思います。

　AO入試Ⅱ期は、東北大学への入学を強く望む方、やりたいことが決まっている方におすすめです。提出書類

の作成や面接対策など大変なこともありましたが、悔いの残らぬよう、ぜひチャレンジしてみてはいかがで

しょうか。

機械知能・航空工学科 吉村 悠汰 さん
（三重県 高田高等学校出身）

　私がAO入試Ⅱ期を受験しようと思ったきっかけは、高校3年生の9月に確認したときに自分の評定が出願要件

を満たしていたことです。それまでAO入試Ⅱ期に出願しようと考えたことがなく、私は高校生活の中で、評定や

出願書類を気にしたことがなかったので、出願書類の点数には期待できなかったのですが、チャンスがあるの

ならと思って受験することに決めました。

　受験にあたって、もちろん書類や面接、試験の対策など、ある程度時間を割かなければなりません。しかし、

書類や面接の対策は自分を見つめなおすいい機会になりますし、筆記試験の対策は一般選抜の対策に通じる

部分が多いのであまり負担にはならないと思います。二次試験は仙台と大阪に会場が用意されているので、

場合によってはあまり時間をかけずに済むかもしれません。私は三重県から受験したので大阪会場まで2時間

程度で行くことができました。

　高校生活であまり目立った活動がない、面接や文章力に自信がないという人でも、筆記試験で十分に挽回

できると思います。チャンスを活用しましょう。 建築・社会環境工学科 木島 真依 さん
（福島県 会津高等学校出身）

　私が思うAO入試の魅力は、高校生のうちに自分の将来像について考えることができることです。各教科の

勉強だけではなく、大学に入って何がしたいのかを入学前に明確にすることは充実した大学生活につながると

思います。私は都市計画に興味があり、面接の準備をするうちに自分の学びたいことを改めて確認することが

できました。

　また、AO入試を受験する人は一般選抜の勉強と両立しながら準備を進めていかなければならないので大変な

面もあります。私は一般選抜に向けての勉強がほとんどで、隙間時間や休憩時間を面接や書類の準備に充てる

ようにしていました。面接では、学部への熱意を自分なりに伝えることが大切です。対策としては、学校の先生に

頼んで面接練習を行っていました。他にもAO入試には、受験のモチベーションが上がるなどのたくさんのメリット

があるので、受験生の皆さんにはぜひ挑戦してみてほしいです。

材料科学総合学科 古海 陽向 さん
（栃木県 真岡高等学校出身）

　私は、高校3年生の12月に友人から教えてもらい、AO入試Ⅲ期を知りました。それまでは一般選抜のみ受験

しようと思っていましたが、少しでも合格するための機会を増やしたいと思い、受験を決めました。

　AO入試Ⅲ期では大学入学共通テストの配点が高く、また、一般選抜でも大学入学共通テストの点数を利用

するため共通テスト対策を重点的に行いました。筆記試験対策として英語の長文読解も並行して取り組んで

いました。共通テストが終わった後から面接対策を始めました。面接対策としては、志望理由書をもとにして

自分が大学で学びたいことや学びたい理由を明確にし、学校の先生に協力していただき練習を繰り返しました。

　AO入試の準備には少し時間がかかってしまうことは否定できませんが、面接などを通して自分が大学で何を

学びたいかについて真剣に考え、入学後の学習におけるモチベーション維持につなげることもできるため受験

する価値は大いにあると思います。少しでも受験を考えているならば恐れずにぜひ挑戦してみてください。

機械知能・航空工学科 山城 楽 さん
（沖縄県 開邦高等学校出身）

　私が東北大学のAO入試を知ったのは、3年の5月頃でした。両親と受験のことについて話していて、その話が

出たのがきっかけです。大学についていろいろと調べて志望校がほとんど確定したタイミングで、合格する可能性

を増やすためにも受けてみようと思い受験しました。私はAO入試Ⅱ期の面接で落ちてAO入試Ⅲ期で受かり

ました。面接では志願理由書に書いてあることについて聞かれることが多いのですが、AO入試Ⅱ期では志願理

由書の表面上のことに関する質問は答えられても一歩踏み込んだ質問に答えられなかったので、AO入試Ⅲ期

では踏み込んだ内容についても考えて臨むようにしました。東北大学のAO入試は筆記試験にもかなり重点が

置かれています。AO入試Ⅲ期は大学入学共通テストと一般選抜の間にありますが、一般選抜の対策がそのまま

筆記試験の対策にもなるので時間の心配もあまりありません。

　普通の試験ではテストの点数だけが判断材料ですが、AO入試は自分の熱意をアピールすることができます。

東北大学に本当に合格したいという方はぜひ受けてみてください。

AO入試 Ⅱ期 AO入試 Ⅲ期
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Q&A 疑問についてお答えします

たしかに評定平均値が高い方が合格率も高い

ことは事実ですが、4.3や4.4で合格している人も

います。あくまでも選抜のための資料の1つで、

絶対の基準ではありません。

全科目の評定平均値が高い値でないと
合格しないのではないですか？

A
東北大学工学部のAO入試II期ではとても学力の高い学生が合格して
います。それは、筆記試験と出願書類による第１次選考に加えて、第

２次選考で面接試験を実施しており、大学での勉学・研究に必要な幅広い基
礎的理解度や思考力、表現力、学習意欲等に優れた学生を選抜しているため
です。なお、ＡＯ入試II期入学者は、入学後の学業成績も優秀です。

AO入試II期の入学者の特徴はありますか？

A

頑張ったとアピールしたいことならどんなこと

でも書いてください。もし書くことが５つ思いつ

かない場合は、１つでも２つでも結構です。

「活動報告書」に
何を書けばいいのかわかりません。

A まずは高校での勉強をしっかりと終えることが大事ですが、それでも
AO入試II期の合格者のみなさんは時間に余裕があると思います。そ

のため東北大学工学部では「入学前教育」として【英語（TOEFL ITP®学習）】と
【数学物理学演習】を実施しています。数学物理学演習は大学で学ぶ科目です

が、早めに経験して学ぶ楽しさを実感してください。また、AO入試II期の合格者
の中から「入学前海外研修」の参加者を募集し、実施しています。入学前にグ
ローバル人材への第一歩を踏み出しませんか。

合格から大学入学までの間に
どんなことをすれば良いですか？

A

Q1 Q2

Q3 Q4

AO入試全般

AO入試Ⅱ期

P.3のグラフでわかるように、大学入学共通テストで高得点を取っていれば合格率は高くなりますが、大学入学共通テストの

平均点は毎年変わるので、一概に目安となるラインがあるわけではありません。もちろん、大学入学共通テストのウェイトが高

いことは事実ですが、それだけではありません。自分がやりたいことをしっかり見据えて、筆記・面接試験に臨んでください。

AO入試Ⅲ期では、大学入学共通テストでどの程度の点数を取らなければ
ならないのですか？また、大学入学共通テストで合否が決まってしまうのではないですか？

A

Q1

第１次選考で合格した人は全て第２次選考に合格する可能性があります。第２次選考の筆記試験、面接試験で力を発揮して

ほしいと思います。自分の個性とAO入試の特徴をふまえて受験の計画を立てていただきたいと思います。

合格の可能性がないならば、第1次選考で落として欲しいです。
その方が、時間的にも経済的にも無駄なく一般選抜に備えられます。

A

Q2

AO入試Ⅲ期

Q1
AO入試II期では、理数系の基礎的な理解度や英文読解力に加え、積極性や独創性などを評価します。AO入試III期も同様ですが、
大学入学共通テストの成績も用いて評価します。また、AO入試II期は現役生のみ、AO入試III期は現役生と既卒者（浪人生）が受け
られますから、選抜日程、選考方法を良く調べて受験の計画を立ててください。

A

「AO入試II期」と「AO入試III期」の違いは何ですか？

Q2
AO入試では、十分な基礎学力に加えて筆記試験だけではとらえきれない個性、才能、熱意などを積極的に評価します。自然界、人
間社会に深い興味を持ち、未知の世界に挑戦する意欲の旺盛な人に受けてほしい入試です。A

「AO入試」と「一般選抜」の違いは何ですか？

Q3
東北大学工学部のAO入試は学力を重視しながら受験者個人の能力をしっかり評価するユニークな入試として高く評価されてい
ます。A

他大学が実施している推薦入試、AO入試と どこが違うのですか？

Q4
AO入試では基礎学力、人物、勉強への熱意など受験者の個性を多角的に評価します。つまりAO入試は受験テクニックだけでは合
格できない入試です。常日頃の授業に集中してしっかり勉強している受験者、自然や社会に幅広く関心をもち積極的に学ぶ姿勢を
持っている受験者、自分の目標を高く掲げて努力を惜しまない受験者は、AO入試に適しているといえます。

A

AO入試に適している受験者はいるのでしょうか？

Q5
出願書類を参考に、大学での勉強に対する意欲や高校で頑張ったことなど様々な質問をし、アドミッション・ポリシーに沿った受験
者かどうかを評価します。話の上手さや第一印象で評価することはありませんので、自分を口下手だと思う人、あがり性だと思う人
も心配することはありません。

A

面接ではどのようなことを聞かれるのですか？

Q6
確かにアドミッション・ポリシーに沿って、リーダーシップを有し、独創性に富み、工学的な思考ができる人を選抜するために、AO
入試では「人物」も評価しています。しかし、東北大学工学部での勉学の適性があるかどうかの観点でも評価していますので、学力
と適性をバランスよく評価するのが東北大学のAO入試の特徴と考えてください。

A

東北大学のAO入試は人物重視ではないのですか？

Q7
東北大学工学部のAO入試のアドミッション・ポリシーに、「学業成績が極めて優秀である人」を求めていることを記載していますの
で、AO入試でも「学力の評価」は重要であると考えています。 AO入試は受験者と大学がお互いを良く知って、応募・選抜するため
の方法ですから、大学の理念によって求める人も異なります。東北大学は「高水準の学力を備えた学生」を求めており、幅広い基礎
知識は最も大切な要素です。

A

「学力重視」というのは「AO入試」の主旨に反しているのではないですか？

Q8
まずはこのパンフレットを良く読んでください。また東北大学工学部ホームページもチェックしてください。さらに今年度は
対面のオープンキャンパスを開催予定ですので、東北大学オープンキャンパスへの参加や進学説明会・相談会への参加も
お勧めします。

A

AO入試についてもっと知りたいのですが？
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