
 
 
 

2021年度（令和３年度）山形大学入学者選抜について（予告）第４報 

 
 
 

令和元年１１月２９日 
山  形  大  学 

 
 

この度，文部科学省から，「大学入試英語成績提供システム」の導入見送りが発表さ

れました。 
 これを受けて，2021 年度（令和３年度）山形大学入学者選抜における英語認定試験

の活用について検討した結果，本学がすでに公表している予告における大学入学共通テ

スト「英語」については，英語認定試験は活用しないことを決定しました。 
 このことに伴い，これまでの予告（第１報，第２報，第３報）について，別紙のとお

り修正しました。 
 
 



2021年度（令和３年度）山形大学入学者選抜について（予告）第１報 

 

 

平成３１年１月３１日 

令和元年１１月２９日修正 

山 形 大 学 

 

 

「平成 33年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告について（通知）」（平成 29年

７月 13日付け 29文科高第 355号文部科学省高等教育局長通知）を踏まえ，本学の 2021年

度（令和３年度）入学者選抜の方針をお知らせします。 

 

 

 

１ 入試区分の変更について 

入試区分の名称を以下のとおり変更します。 

＜現行＞         ＜２０２１年度（令和３年度）入試から＞ 

一般入試     →      一般選抜 

推薦入試Ⅰ    →      学校推薦型選抜Ⅰ 

推薦入試Ⅱ    →      学校推薦型選抜Ⅱ 

ＡＯ入試Ⅰ    →      総合型選抜Ⅰ 

ＡＯ入試Ⅱ    →      総合型選抜Ⅱ 

ＡＯ入試Ⅲ    →      総合型選抜Ⅲ 

 

 

２ 大学入学共通テストについて 

（１）教科・科目について 

「一般選抜」において，原則として大学入学共通テストの５教科７科目（国語及び数学 

の記述式問題を含む）を課します。 

一部の学部では，「学校推薦型選抜」及び「総合型選抜」で大学入学共通テストを課し

ます。 

 

（２）記述式問題（国語・数学）について 

「国語」の記述式問題については，記述式の段階別成績表示の結果を点数化してマーク 

シート式問題の得点に加算して活用します。活用方法については，現在検討中であるた

め，決定次第公表します。 

「数学」の記述式問題については，マークシート式問題と一体で出題され，記述式問題 

にも配点がなされることから，従来のマークシート式と同様の取扱いとします。 

 

 

 



 

2021年度（令和 3年度）山形大学入学者選抜について（予告）第２報 

 

 

令和元年 ６月２６日 

令和元年１１月２９日削除 

山 形 大 学 

 

 

 

 

 

 

（本予告は英語認定試験に関する内容のため，全部削除） 

 



学部・学科等名 選抜区分名
選抜区分の
カテゴリ

共通テスト
の利用

国語記述式問題の
利用

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜 利用する 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜 利用する 利用する

総合型選抜Ⅰ 総合型選抜

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜 利用する 利用する

社会人入試 社会人入試

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

社会人入試 社会人入試

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅰ 総合型選抜

社会人入試 社会人入試

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ
（数学分野受験)

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅰ
（物理学分野受験)

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅰ
（化学分野受験)

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅰ
（生物学分野受験)

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜Ⅰ
（地球科学分野受験)

学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅲ
（数学分野受験）

総合型選抜 利用する 利用する

総合型選抜Ⅲ
（物理学分野受験）

総合型選抜 利用する 利用する

総合型選抜Ⅲ
（化学分野受験）

総合型選抜 利用する 利用する

総合型選抜Ⅲ
（生物学分野受験）

総合型選抜 利用する 利用する

総合型選抜Ⅲ
（地球科学分野受験）

総合型選抜 利用する 利用する

人文社会科学部・人文社会科学科

グローバル・スタディーズコース

人文社会科学部・人文社会科学科

総合法律コース
地域公共政策コース

経済・マネジメントコース

地域教育文化学部・地域教育文化学科

児童教育コース

地域教育文化学部・地域教育文化学科

文化創生コース

理学部・理学科

各学部における大学入学共通テストの利用及び国語記述式問題の利用について，下記のとおりお知らせします。

人文社会科学部・人文社会科学科

人間文化コース

2021年度（令和3年度）山形大学入学者選抜について（予告）第３報

記

令和元年10月11日
令和元年11月29日修正
 山　形　大　学



学部・学科等名 選抜区分名
選抜区分の
カテゴリ

共通テスト
の利用

国語記述式問題の
利用

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜 利用する 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅱ 学校推薦型選抜 利用する 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅱ 総合型選抜

総合型選抜Ⅲ 総合型選抜 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅱ 総合型選抜

総合型選抜Ⅲ 総合型選抜 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅱ 総合型選抜

総合型選抜Ⅲ 総合型選抜 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅱ 総合型選抜

総合型選抜Ⅲ 総合型選抜 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅱ 総合型選抜

総合型選抜Ⅲ 総合型選抜 利用する

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

総合型選抜Ⅰ（１期） 総合型選抜

総合型選抜Ⅰ（２期） 総合型選抜

社会人入試 社会人入試

前期日程 一般選抜 利用する 利用する

後期日程 一般選抜 利用する 利用する

学校推薦型選抜Ⅰ 学校推薦型選抜

総合型選抜Ⅱ 総合型選抜

医学部・医学科

医学部・看護学科

工学部昼間コース
高分子・有機材料工学科

工学部昼間コース
化学・バイオ工学科

工学部昼間コース
情報・エレクトロニクス学科

工学部昼間コース
機械システム工学科

工学部昼間コース
建築・デザイン学科

工学部フレックスコース
システム創成工学科

農学部・食料生命環境学科
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