2020/11~
都市イノベーション学府過去の入試問題について
過去の入試問題について、本学中央図書館での閲覧としておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため学内への入構規制が現在も行われていることから、一時的に郵送による閲覧希望を受け付けることにいたし
ます。
郵送請求を希望される方は、以下の書類等を都市イノベーション学府係宛てにお送りください。
【注意事項】
過去問題の無断複製・転載、また第三者への共有を禁じます。
【提出書類等】
・身分証明書（
「健康保険証」
、
「運転免許証」
、
「パスポート（身分事項のページ）
」等）のコピー
・入学試験過去問題希望シート
・返信用封筒（
「切手を貼った角形 2 号封筒（240×332mm）
」または
「レターパック（レターパックライト（370 円）
、レターパックプラス（520 円）いずれも可）
」
※返送先住所・氏名を明記してください。
【送付先】〒240-8501
横浜市保土ケ谷区常盤台 79-5
横浜国立大学 理工学系都市系支援課 都市イノベーション学府係 あて
※各系問題によって、募集や志願者の有無により、問題を作成していない募集・年度があります。
※切手を準備するにあたって、各コース・系問題ごとの重量は次の表を参考にしてください。
※複数のコース、系問題の入学試験過去問題を請求する場合は、下記の重量を参考に必要な返信用切手を準備し
てください。（問題冊子の総重量や厚さにより、2 面割付印刷とさせていただく場合があります。）
※角形 2 号封筒、レターパックライトで送付できるのは厚さ 3 ㎝までです。
例）建築都市文化コース（建築系問題）と建築都市デザインコース（Y-GSA）を請求する場合
返信用の郵便料金（重量）＝700g + 330g + 返信用封筒の重量

専攻・コース等
建築都市文化専攻

重量

厚さ

返信用切手

約 700g

約 1.6cm

580円

約 370g

約 0.9cm

390円

建築都市デザインコース（Y-GSA）

約 330g

約 0.8cm

390円

都市地域社会コース 都市基盤系問題

約 470g

約 1.1cm

390円

地域社会系問題

約 240g

約 0.6cm

390円

約 310g

約 0.7cm

390円

建築系問題

約 60g

約 0.2cm

140円

都市文化系問題

約 40g

約 0.1cm

140円

都市基盤系問題

約 130g

約 0.3cm

210円

地域社会系問題

約 60g

約 0.2cm

140円

建築都市文化コース 建築系問題
都市文化系問題
横浜都市文化コース（Y-GSC）

都市地域社会専攻

国際基盤学コース（IGSI)
都市イノベーション専攻

2020/11~
Regarding the Past Exam Questions (Graduate School of Urban Innovation)
Under this crucial moment to prevent the spread of COVID-19, YNU continues partial restriction on entering
the campus for students. Generally, we open the past exam questions only at the Central Library. However,
during this period, we will accept the requests for the copy of the past exam questions by postal mail.
If you would like to request them, please send the following documents to Graduate School of Urban
Innovation Section.
【Attention】
Unauthorized copying and replication of the contents of the past exam questions are prohibited. Also please
do not share them with any third party.
【Required Documents】
- Photocopy of your Identification Card (e.g., Health Insurance Card, Driver’s License, or Passport)
- Application Form for Past Exam Questions
- Self-addressed Envelope (“Standard-sized 240×332mm envelop attached stamps” or
“Letter Pack (“Letter Pack Light (370yen)” or “Letter Pack Plus (520yen)”).
*Please fill in your name and address.
*You can find “Letter Pack” at Post Office and Convenience Store.
【Mailing Address】Graduate School of Urban Innovation Section, Yokohama National University
79-5, Tokiwadai, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8501
*Depending on the recruitment / application statuses, some courses or research fields did not make exam
questions.
*Regarding the postage for return envelope, please refer to the following table.
*If you will request the documents for more than two courses, please attach necessary amount of stamps.
(In case weight or thickness of the documents are exceeded, we may print it in 2-Up.)
*With a Standard-sized 240×332mm envelop or a Letter Pack Light, documents up to 3cm thick can be mailed.
e.g.) If you will request “Specialization in Architecture and Urban Culture (Architectural Field)” and
“Specialization in Architecture (Y-GSA)”
Postage (Weight) ＝700g + 330g + Weight of the Return Envelop

Course and Department

Weight

Thickness

Postage

approx. 700g

approx. 1.6cm

580yen

approx. 370g

approx. 0.9cm

390yen

Specialization in Architecture (Y-GSA)

approx. 330g

approx. 0.8cm

390yen

Department of

Specialization in

Infrastructure Field

approx. 470g

approx. 1.1cm

390yen

Infrastructure and Urban

Infrastructure and Urban

Global Studies Field

approx. 240g

approx. 0.6cm

390yen

Specialization in International Infrastructure (IGSI)

approx. 310g

approx. 0.7cm

390yen

Architectural Field

approx. 60g

approx. 0.2cm

140yen

Urban Culture Field

approx. 40g

approx. 0.1cm

140yen

Infrastructure Field

approx. 130g

approx. 0.3cm

210yen

Global Studies Field

approx. 60g

approx. 0.2cm

140yen

Department of

Specialization in

Architecture and Urban

Architecture and Urban

Culture

Culture

Architectural Field
Urban Culture Field

Specialization in Culture (Y-GSC)

Society

Society

Department of Urban Innovation

