平成 30 年度
食料産業学部

食料産業学科

【第 2 次募集】
推薦入学選考試験
学生募集要項
入学選考試験日

出願期間

平成 29 年 12 月 10 日（日）

平成 29 年 11 月 21 日（火）～
平成 29 年 12 月 5 日 (火）

平成 30 年度推薦入学選考試験を追加開催致します。

平成 30 年度 学生募集要項に同封の書類を使用して出願してください。
平成 30 年度 学生募集要項がお手元にない場合は、本学 HP より請求してください。
募集人員
試験区分

公募推薦入試

専門・総合推薦入試

指定校推薦入試

募集人員

25 名

20 名

20 名

出願資格
【公募推薦入学選考試験】
本学を専願し、次のすべての条件を満たす者
（１） 平成 30 年 3 月高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業見込みの者
（２） 高等学校での学習において、4 教科（英語、国語、数学、理科）の評定平均値が 3.0 以上の者
（３） 出身高等学校長が推薦した者
【専門・総合推薦入学選考試験】
本学を専願し、次のすべての条件を満たす者
（１） 平成 30 年 3 月高等学校の専門教育を主とする学科または総合学科を卒業見込みの者
（農業、商業、工業、生活、家政、体育、他専門教育を主とする学科）
（２） 高等学校での学習において、全体の評定平均値が 3.0 以上の者
（３） 出身高等学校長が推薦した者
【指定校推薦入学選考試験】
本学が指定校とした高等学校等に在学している方を対象とする推薦入試です。
出願資格や選考方法、出願書類、試験科目等の詳細は、ご自身の高等学校へ直接ご確認ください。
試験日程
出願期間

平成 29 年 11 月 21 日(火)～平成 29 年１２月 5 日(火）
［消印有効］

入学選考試験日

平成 29 年 12 月 10 日(日)

合格発表日

平成 29 年 12 月 19 日(火)

入学手続期間

平成 29 年 12 月 19 日(火)～平成 30 年 1 月５日(金）

試験会場
事業創造大学院大学

所在地・新潟県新潟市中央区米山 3 丁目 1 番 46 号
『平成 30 年度学生募集要項』3 ページをご覧ください

選考方法・試験科目
出願書類評価及び面接試験（個人面接）の結果を総合して判定します。

［消印有効］

試験時間
試験当日の集合時間、試験時間等の詳細については、受験票発送時に同封してご案内いたします。
試験区分コード
試験区分

公募推薦入試

専門・総合推薦入試

指定校推薦入試

試験区分コード

24

25

26

入学志願票の試験区分コードの記入欄に上記コードを記入してください。
出願書類

書類

記載事項
●手書きによる出願
本学指定の用紙に記入し、
【A 票】受験票・【B 票】写真票と同一の写真を貼付してください。

入学志願票
●インターネットによる出願
入学検定料の納入後、
「インターネット出願サイト」より入学志願票を印刷し、写真を貼付してください。
●手書きによる出願
(1) 本学指定の振込用紙【A 票】～【D 票】に必要事項を記入し、【A 票】受験票・
【B 票】写真票
それぞれに【入学志願票】と同一の写真を貼付してください。
【A 票】受験票
(2) (1)を使用して入学検定料をお振込み後、【A 票】・
【B 票】を切り離さずに提出してください。
【B 票】写真票
●インターネットによる出願
出願受付完了後、「インターネット出願サイト」より受験番号が付番された受験票・写真票を印刷し、
それぞれに【入学志願票】と同一の写真を貼付し、試験当日に持参してください。
本学指定の封筒に、受験票等の送付先となる住所と志願者氏名を記入し、必ず 362 円分の切手を貼付して
受験票発送用封筒
ください。※インターネットによる出願では不要となります。
出身高等学校調査書

出願時点の 3 カ月以内に出身学校長が作成し、厳封したものを提出してください。
本学指定の用紙を使用し、出願時点より 3 カ月以内に作成したものを提出してください。

高等学校推薦書

出身高等学校長が作成し厳封したものを提出してください。
※高等学校推薦書の様式は、本学ホームページよりダウンロードできます。ダウンロードした
電子ファイルに入力し作成したものも可とします。
本学指定の用紙に、志願者本人が自筆・横書き 700 字以内で記入してください。

志願理由書
（黒のペンまたはボールペンを使用・鉛筆書き不可）
【入学志願票】
(1)【入学志願票】
、【A 票】受験票・【B 票】写真票にそれぞれ同一の写真を貼付してください。
【A 票】受験票
(2)写真の裏面に氏名を記入してください。
【B 票】写真票
(3)出願時点より 3 カ月以内に撮影したもので、正面上半身、脱帽とします。
に貼付する写真 3 枚
（カラー・白黒いずれも可、スピード写真可）
（縦 4cm×横 3cm）
インターネット出願
パスワード

nafu26
※インターネットによる出願の際、試験区分選択時に上記パスワードが必要です。

出願の手順
＜手書きによる出願＞
（１） 出願期間内に、入学検定料を最寄りの金融機関窓口（郵便局は除く）よりお振込ください。
（２） 【A 票】受験票・
【B 票】写真票及びその他の出願書類を整え、本学指定の封筒を使用して出願期
間内に郵送（速達書留）してください。
＜インターネットによる出願＞
（１） 本学ホームページより「インターネット出願サイト」にアクセスし、ガイダンス表示にしたがっ
て必要事項を入力してください。
（２） クレジットカードやコンビニエンスストアで入学検定料をお支払いください。
（３） 出願書類を整え、出願期間内に郵送（速達書留）してください。

出願上の注意
（１） 出願はすべて郵送（速達書留）とし、持参による受付は行いません。
（２） 出願は出願期間最終日までの消印を有効とします。
（３） 出願期間を過ぎた消印のものは受理しませんので、期日に余裕をもって郵送してください。
（４） 出願書類の記入については、必ず黒のボールペン又はペンを使用してください（鉛筆書き不可）
。
（５） 書き損じた場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押印の上余白に正しく記入してください。
（６） 出願書類に不備のあるものは受理できませんので、記入漏れや不備のないよう十分に注意してく
ださい。
（７） 出願書類の記載事項が事実と反していることが判明した場合には、合格を取り消すことがありま
す。
入学検定料について
30,000 円
出願方法により入学検定料の支払方法が異なります。詳細は『平成 30 年度 学生募集要項』をご確認く
ださい。
その他の注意事項
（１） 本学のアドミッション・ポリシーは、『平成 30 年度 学生募集要項』に記載しています。
（２） 出願書類記入上の注意事項、受験上の注意事項、合格発表、入学手続につきましても、
『平成 30 年度 学生募集要項』に記載しておりますので、併せてご確認ください。
合格者に対する入学前学習指導
合格者には、本学の指導に基づき、事前学習を行っていただく予定です。詳細は、入学手続完了後にお知
らせ致します。

