


この【2022年度 入試ガイド】には、2022年度入学者選抜試験として実施す
る予定の内容を掲載していますが、今後この内容が変更となる場合もあります。
出願の際は、７月発行予定の「2022年度 学生募集要項」にて詳細を必ずご確
認のうえ、出願してください。

新潟食料農業大学 入試事務室
〒 959-2702　新潟県胎内市平根台 2416
TEL 0254-28-9840
FAX 0254-28-9841

E-mail nyuusi@nafu.ac.jp
URL https://nafu.ac.jp

問い合わせ先

　出願の際は、７月発行予定の【2022年度 学生募集要項】にて詳細を必ずご確認のうえ、
出願してください。学生募集要項をご希望の方は、本学入試事務室までお申し込みください。
　お申し込みは、お電話・はがき・FAX・E-mailまたは本学ホームページの資料請求フォー
ムにて受け付けています。送料とも無料でお送りします。

７月発行予定！「学生募集要項」を入手しよう！
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総合型選抜 地域選抜型� P6
総合型選抜 スポーツ型� P7
合格者対象特待生選抜試験� P9
一般選抜� P10

学費減免の特待生を
目指したい得意科目で高得点を

取って合格したい

一般選抜� P10
大学入学共通テスト利用選抜� P11

本学が第１志望
本学で学びたいという
熱意を伝えたい

総合型選抜 主体性重視型� P5
総合型選抜 地域選抜型� P6
学校推薦型選抜 公募制・指定校制� P8

得意が活かせる選抜試験区分を探す

新潟県限定
地元「新潟」を
元気にしたい

総合型選抜 地域選抜型� P6

他大学と併願可能
面接試験を活かして

合格したい

総合型選抜 主体性重視型� P5

2022年度入学者選抜試験　TOPICS

評定平均値の条件なし！面接試験重視の「総合型選抜 主体性重視型」
 他大学との併願受験が可能に！募集人員＆試験日程増設で合格のチャンスが拡大！

・募集人員15名 ➡ 30名に拡大
・９月～３月まで計６日程実施！他大学と併願受験が可能！
・オンライン面接試験でご自宅等から受験が可能！

ポイント1
詳細はP5

新潟県限定！地域特待生を選抜する「総合型選抜 地域選抜型」
 後期日程の新設で合格＆地域特待生採用のチャンスが拡大！ 

・地域特待生を選抜！入学金を含む１年次の学費全額（150万円）を免除！
・後期日程を新設！他大学と併願しながら地域特待生へのチャレンジが可能！
・オンライン面接試験でご自宅等から受験が可能！

ポイント2
詳細はP6

２科目受験！得意科目を活かせる「一般選抜（前期日程）」
 得意科目で勝負！前期日程は特待生採用のチャンス！ 

・「英語」「国語」「数学」「化学」「生物」から得意な２科目を選択！得意科目で受験が可能！
・英語の民間資格・検定試験の成績を活用し、合格のチャンスが拡大！
・前期日程は特待生を選抜！入学金を含む１年次の学費全額（150万円）を免除！
・「仙台会場」を新設！全国６都市で受験が可能！

※ 【中期日程・後期日程】は「英語」「国語」「数学」「化学」「生物」から得意な１科目で
受験が可能！

ポイント3
詳細はP10

総合型選抜 スポーツ型� P7

スポーツの実績を
活かしたい
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入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
食料産業学部　食料産業学科では、以下に示すような能力、意欲等を有する学生の入学を望んでいます。

【知識・理解】　入学後の修学に必要な高等学校卒業相当の語学力や理数系の基礎学力を有する者。
【思考・判断】　様々な物事に常に好奇心をもって取り組み、多面的に思考し判断することができる者。
【関心・意欲】　食と農に関する広い興味を有し、新しい理論・技術・物事の捉え方の学習や研究に関心を有する者。
【　態　度　】　多様な考え方や行動を尊重し、共感的理解を得ようとする態度を有する者。
【技能・表現】　自分の意見をわかりやすく表現し、他者と協力して物事に取り組むことができる者。

募集人員 入学定員 180名
総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜

外国人留学生
選抜

帰国生徒
選抜 社

会
人
選
抜

３年次
編入学選抜主体性重視型 地域

選抜型 スポーツ型 公募制 指定校
制 一般選抜

大学入学
共通テスト
利用選抜

Ａ
日
程

Ｂ
日
程

Ｃ
日
程

Ｄ
日
程

Ｅ
日
程

Ｆ
日
程

前　
期

後　
期

Ａ
日
程

Ｂ
日
程

Ｃ
日
程

Ｄ
日
程

前　
期

後　
期

前　
期

後　
期

前　
期

中　
期

後　
期

A
日
程

B
日
程

C
日
程

D
日
程

A
日
程

B
日
程

C
日
程

D
日
程

前　
期

後　
期

A
日
程

B
日
程

C
日
程

D
日
程

E
日
程

30
名

10
名

30
名

3
名
若
干
名

25
名

2
名

40
名

5
名

5
名

10
名

5
名

5
名
若
干
名

10
名

若
干
名

若
干
名

若
干
名

2022年度入学者選抜試験日程
選抜試験区分 日　程 種　別 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）

総
合
型
選
抜

主体性重視型

Ａ日程

併願

 9/ 1（水）～ 9/ 9（木）  9/18（土） 11/ 1（月） 11/ 1（月）～12/10（金）
Ｂ日程  9/10（金）～ 9/29（水） 10/ 9（土） 11/ 1（月） 11/ 1（月）～12/10（金）
Ｃ日程 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～ 1/14（金）
Ｄ日程 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 2/18（金）
Ｅ日程  1/18（火）～ 2/ 9（水）  2/17（木）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/24（木）
Ｆ日程  3/ 1（火）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

地域選抜型 前　期 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～ 1/14（金）
後　期 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

スポーツ型

Ａ日程

専願

 9/10（金）～ 9/29（水） 10/ 9（土） 11/ 1（月） 11/ 1（月）～11/12（金）
Ｂ日程 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
Ｃ日程 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）
Ｄ日程  3/ 1（火）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

学
校
推
薦
型

選
抜

公募制 前　期

専願

11/ 1（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
後　期 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

指定校制 前　期 11/ 1（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
後　期 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

一
般
選
抜

一般選抜
前　期

併願

12/21（火）～ 1/24（月）  2/ 5（土）  2/16（水）  2/16（水）～ 3/11（金）
中　期  1/31（月）～ 2/ 9（水）  2/17（木）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/24（木）
後　期  2/14（月）～ 2/28（月）  3/ 5（土）  3/11（金）  3/11（金）～ 3/24（木）

大学入学共通テスト
利用選抜

Ａ日程 12/21（火）～ 1/28（金） 大学入学共通
テスト実施日

1/15（土）・1/16（日）
個別の学力検査

は課さない

 2/16（水）  2/16（水）～ 3/11（金）
Ｂ日程  1/31（月）～ 2/ 9（水）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/24（木）
Ｃ日程  2/14（月）～ 2/28（月）  3/11（金）  3/11（金）～ 3/24（木）
Ｄ日程  3/ 1（火）～ 3/10（木）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

外国人留学生選抜

Ａ日程

併願

 9/10（金）～ 9/27（月） 10/ 9（土） 10/15（金） 10/15（金）～11/12（金）
Ｂ日程 11/16（火）～12/ 6（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）
Ｃ日程  1/18（火）～ 2/ 4（金）  2/17（木）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/11（金）
Ｄ日程  2/14（月）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

帰国生徒選抜 前　期 併願  9/10（金）～ 9/27（月） 10/ 9（土） 10/15（金） 10/15（金）～11/12（金）
後　期 11/16（火）～12/ 6（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

社会人選抜 併願 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
※学校推薦型選抜 指定校制 の詳細は、指定高等学校等に個別に通知します。

選抜試験区分 出願期間（消印有効） 試験日 採用通知日 手続期間（消印有効）
総合型・学校推薦型選抜等合格者対象

特待生選抜試験 12/21(火)～1/24(月) 2/5（土） 2/16(水) 2/16（水）～2/25（金）

※  総合型・学校推薦型選抜等合格者対象 特待生選抜試験は、12月末までに実施する、総合型選抜、学校推薦型選抜、帰国生徒選抜、社会人
選抜に合格し、入学手続を完了した「入学予定者」のみ対象です。

３年次編入学選抜日程
選抜試験区分 日　程 エントリー期間（消印有効） 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）

３年次
編入学選抜

Ａ日程  7/12(月)～ 7/26(月)  9/10(金)～ 9/27(月) 10/ 9（土） 10/15(金) 10/15(金)～11/12(金）
Ｂ日程  9/10(金)～ 9/27(月) 10/25(月)～11/ 5(金) 11/13（土） 12/ 1(水) 12/ 1(水)～12/10(金）
Ｃ日程 10/11(月)～10/25(月) 11/16(火)～12/ 6(月) 12/18（土） 12/23(木) 12/23(木)～ 1/14(金)
Ｄ日程 12/ 6(月)～12/20(月)  1/18(火)～ 2/ 4(金）  2/17（木）  2/28(月)  2/28(月)～ 3/11(金）
Ｅ日程  1/ 7(金)～ 1/21(金）  2/14(月)～ 3/10(木）  3/16（水）  3/17(木)  3/17(木)～ 3/24(木）
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総合型選抜　主体性重視型

入試の
ポイント

●● ●●他大学との併願受験が可能です！
●● ●●「評定平均値」「卒業年度」の条件なし！大学入学資格を有する方であればどなたでも出願可能です！
●●面接試験を中心に、本学で学びたいという「熱意」「意欲」を重視し評価します！
●●「オンライン面接試験」でご自宅等から受験が可能です！

総合型選抜

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価 志願理由、学習成果、課外活動、出欠席状況等を得点化
100点満点

面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

出願書類
評価について

出願時に提出する「志願理由書」および「高等学校調査書等」を得点化し合否判定に活用します。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」を 
ご確認ください。

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
Ａ日程

30名

 9/ 1（水）～ 9/ 9（木）  9/18（土） 11/ 1（月） 11/ 1（月）～12/10（金）
Ｂ日程  9/10（金）～ 9/29（水） 10/ 9（土） 11/ 1（月） 11/ 1（月）～12/10（金）
Ｃ日程 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～ 1/14（金）
Ｄ日程 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 2/18（金）
Ｅ日程  1/18（火）～ 2/ 9（水）  2/17（木）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/24（木）
Ｆ日程  3/ 1（火）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

出願資格

次の①～③のいずれかの条件を満たす者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者または2022年３月高等学校卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2022年３月修了見込みの者。
③  学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者または2022年３月31日までにこれに該

当する見込みの者。

～他大学と併願受験が可能な総合型選抜！合格のチャンスを広げよう！～
本学が第１志願の方はもちろん、他大学との併願を検討している方も受験が可能です。
また、他大学の結果を見てから、出願や入学手続も可能です！

総合型選抜
主体性重視型

他大学入試
スケジュール

９月

●

10月

●

11月

●

12月

●

１月 ２月

●

３月

●

総合型選抜
学校推薦型選抜

一般選抜

イチ早く合格を
勝ちとる！

早期合格で
大学入学準備を充実！

他大学と併願可能！
他大学を受験しながら、本
学への出願が可能！また、
他大学の結果を確認して
からの出願や入学手続も
可能！

2月、3月も
チャレンジ可能！

F日程は3/10㈭まで出
願受付！オンライン面接
試験でご自宅等から受験
が可能！
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出願資格

次の①～③のすべての条件を満たす者。
①新潟県内の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者または2022年３月高等学校卒業見込みの者。
②高等学校の学習において、全体の評定平均値が3.5以上の者。
③将来、新潟県内の食料産業分野で次世代の担い手として活躍する意志のある者。
※通信制課程に在籍の方で、出願を検討される方は、事前に本学入試事務室までお問い合わせください。

入試の
ポイント

●●新潟県内の高校出身者が対象の選抜試験です。
●●入学金を含む１年次の学費全額（150万円）免除の地域特待生にチャレンジできます。
●●「オンライン面接試験」でご自宅等から受験が可能です！
●●他大学との併願受験が可能です！

総合型選抜　地域選抜型

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」「事前課題」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価 志願理由、学習成果、課外活動、出欠席状況等を得点化
100点満点事前課題 出願時に提出する課題（本学が課すテーマに関する意見記述）を得点化

面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

出願書類
評価について

出願時に提出する「志願理由書」および「高等学校調査書等」を得点化し合否判定に活用します。

事前課題に
ついて

出願時に提出する「事前課題」を得点化し合否判定に活用します。
【課題テーマ】
「新潟県の食料産業の魅力とその魅力を活かした地域活性」についてあなたの考えを1,200文字以内
で記述してください。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」をご
確認ください。

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 地域特待生採用通知日 入学手続期間（消印有効）
前　期 10名 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/23（木） 12/ 1（水）～ 1/14（金）
後　期 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

総合型選抜 地域選抜型において成績優秀者を地域特待生として採用し、学費を減免します。
総合型選抜�地域選抜型の受験者は自動的に地域特待生制度の選抜対象となります。
採用された方には、12/23（木）に「地域特待生採用通知」を送付します。
【特待生数】　 地域選抜型（前期日程・後期日程）を併せた合格者のうち、受験者の得点上位５名程度
【減免内容】　入学金を含む１年次の学費全額（150万円）を免除
※他の特待生制度とは併用できません。

新潟食料農業大学●地域特待生制度について

～他大学と併願しながら地域特待生を目指せる！～
本学が第１志願の方はもちろん、他大学との併願を検討している方も受験が可能です。
前期日程・後期日程を併せた合格者から地域特待生を選抜します。日程にかかわらず平等にチャンスがあります。

他大学と同時出願が可能です。また、他大学の結果を確認してからの出願や入学手続も可能です。

■入試スケジュール

前期日程
出願 11/5(金）まで

試験日
11/13(土）

合格発表日
12/1(水)

地域特待生採用通知日
12/23（木）

入学手続期間
1/14（金）

後期日程
出願 12/13（月）まで

試験日
12/18（土）

合格発表日
12/23(木)
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入試の
ポイント

●● ●●「評定平均値」「卒業年度」の条件はなく、高等学校からの推薦書の提出は必要ありません。
●●これまでに取り組んだスポーツの実績・能力を評価します。
●● ●●年間の学費の内最大80万円を最大４年間（320万円）減免のスポーツ特待生にチャレンジできます。
●● ●●●●「オンライン面接試験」でご自宅等から受験が可能です！

総合型選抜　スポーツ型

入試日程
募集人員

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
Ａ日程

30名

 9/10（金）～ 9/29（水） 10/ 9（土） 11/ 1（月） 11/ 1（月）～11/12（金）
Ｂ日程 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
Ｃ日程 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）
Ｄ日程  3/ 1（火）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価 志願理由、学習成果、課外活動、出欠席状況、スポーツの実績・経験等を得点化
100点満点

面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

出願書類
評価について

出願時に提出する「志願理由書」「スポーツ活動PR書」および「高等学校調査書等」を得点化し合否
判定に活用します。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」をご
確認ください。

出願資格

本学を専願し、次の①～③のいずれかの条件を満たし、且つ④または⑤の条件を満たす者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者または2022年３月高等学校卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2022年３月修了見込みの者。
③  学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者または2022年３月31日までにこれに該

当する見込みの者。
④  競技・種目問わずスポーツの経験があり、本学入学後、「自転車競技部」「柔道部」「男子ラグビー部」「バドミントン部」「陸上競技部」「ゴルフ部」「卓

球部」のいずれかに所属し、その競技に取り組む意志のある者。
⑤ 競技・種目問わずスポーツの活動経験および活動実績※のある者。
※高等学校体育連盟および各種競技団体・連盟等の定める大会に出場経験のある者で、成績は問わない。

総合型選抜 スポーツ型（全日程）の合格者の中から、以下の要件を満たす者を「スポーツ特待生」として選
抜し、年間の学費の内最大80万円を最大４年間減免します。

対 象 者

総合型選抜 スポーツ型（全日程）において、出願資格の④競技・種目を問わずスポーツの
経験があり、本学入学後、「自転車競技部」「柔道部」「男子ラグビー部」「バドミントン部」
「陸上競技部」「ゴルフ部」「卓球部」のいずれかに所属し、その競技に取り組む意志のある
者。により出願し、合格した者で、心身ともに健康で４年間継続的に活動できる能力なら
びに強い意志のある者。
※ 出願資格④を満たす者として出願した方は「スポーツ特待生制度」の選抜対象となりま

すので、別途申請等の必要はありません。

特待生数 出願状況等に応じて最大40名程度

選抜方法 入学者選抜試験の結果および競技経験・実績等に基づき選抜

減免内容 年間の学費の内最大80万円を最大４年間減免。ただし、２年目以降のスポーツ特待生の継
続には、本学が定める継続審査を通過することを条件とします。

※他の特待生制度とは併用できません。
※ スポーツ特待生制度に関するご不明点等がございましたら、必ず出願前に本学入試事務室
　TEL（0254-28-9840）までお問い合わせください。

新潟食料農業大学●スポーツ特待生制度について
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学校推薦型選抜

入試の
ポイント

●●評定平均値の出願条件なし！出身高等学校長から推薦を受けた方が出願できます。
●●面接試験を中心に、これまでの努力や、将来の目標に向かって学ぶ意欲などを総合して評価します。
●●「オンライン面接試験」でご自宅等から受験が可能です！

学校推薦型選抜　公募制

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価 志願理由、学習成果、課外活動、出欠席状況等を得点化
100点満点

面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

出願書類
評価について

出願時に提出する「志願理由書」および「高等学校調査書等」を得点化し合否判定に活用します。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」をご
確認ください。

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
前　期 3名 11/ 1（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
後　期 若干名 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

出願資格
本学を専願し、次の①～②のすべての条件を満たす者。
①2021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）卒業の者または2022年３月高等学校卒業見込みの者。
②出身高等学校長が推薦した者。

学校推薦型選抜　指定校制

入試の
ポイント

●●本学が指定校とした出身高等学校長から推薦を受けた方が出願できます！
●●面接試験を中心に、これまでの努力や、将来の目標に向かって学ぶ意欲などを総合して評価します。
●●「オンライン面接試験」でご自宅等から受験が可能です！

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価 志願理由、学習成果、課外活動、出欠席状況等を得点化
100点満点

面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

出願書類
評価について

出願時に提出する「志願理由書」および「高等学校調査書等」を得点化し合否判定に活用します。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」をご
確認ください。

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
前　期 25名 11/ 1（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
後　期  2名 11/16（火）～12/13（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）

出願資格

●普通学科を卒業または卒業見込みの方
　本学を専願し、次の①～④のすべての条件を満たす者。
　①本学が指定校とする高等学校等を2021年３月卒業の者または2022年３月卒業見込みの者。
　②高等学校での学習において、全体の評定平均値が3.0以上または「数学」「理科」２科目の評定平均値が3.0以上の者。
　③出身高等学校長が推薦した者。
　④本学を卒業後、食料・農業・ビジネス分野で活躍することを強く希望する者。
●専門教育を主とする学科または総合学科を卒業または卒業見込みの方
　本学を専願し、次の①～③のすべての条件を満たす者。
　①本学が指定校とする高等学校等を2021年３月卒業の者または2022年３月卒業見込みの者。
　②出身高等学校長が推薦した者。
　③本学を卒業後、食料・農業・ビジネス分野で活躍することを強く希望する者。
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入試の
ポイント

●● ●2021年12月末までに実施する、総合型選抜、学校推薦型選抜等に合格し入学手続を完了した「入学予
定者」が、入学の権利を保持したまま特待生制度にチャレンジできます。
●●新潟／東京／郡山／長野／鶴岡／仙台の全国６都市で受験が可能です。

総合型・学校推薦型選抜等合格者対象 特待生選抜試験

試験日程 出願期間（消印有効） 試験日 採用結果通知日 手続期間（消印有効）
12/21（火）～1/24（月） 2/5（土） 2/16（水） 2/16（水）～2/25（金）

選抜方法
試験科目

一般選抜【前期日程】と共通で課される科目試験において優秀な成績を収めた方を採用します。特待生採用
人数は、2022年２月５日（土）に実施する一般選抜【前期日程】を受験し合格した方を含め10名程度です。
試験科目 出題範囲 配　点 合　計 解答時間

英語 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語
表現Ⅰ」とし、リスニングを除く範囲から出題

各100点 200点満点 ２科目合計
120分

国語 古文・漢文を除く範囲から出題
数学 「数学Ⅰ・数学A」の範囲から出題
化学 「高分子化合物」を除く範囲から出題
生物 「生物の進化と系統」を除く範囲から出題

・解答方式は、全問マークシート方式です。
・５科目から２科目を選択。受験科目は、試験当日に試験会場で選択することができます。
・科目間に著しい得点差が生じ、それが試験問題の難易差に基づくものと判断された場合は、科目の選択による不公平を是正する調整を行うこと
があります。

試験会場 新潟会場／東京会場／郡山会場／長野会場／鶴岡会場／仙台会場new

「総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試験」は2021年12月末までに実施する、総合型選抜、学校推
薦型選抜、帰国生徒選抜、社会人選抜に合格し、入学手続を完了した「入学予定者」が、入学の権利を保持したま
ま「新潟食料農業大学特待生制度」にチャレンジできる試験です。

総合型選抜、学校推薦型選抜に合格後、特待生にチャレンジ！ＣＨＥＣＫ

９月 10月 11月 12月

総合型選抜 主体性重視型 【A日程】 総合型選抜 主体性重視型 【B日程】
総合型選抜 スポーツ型 【A日程】

総合型選抜 主体性重視型 【C日程】
総合型選抜 地域選抜型 【前期日程】
総合型選抜 スポーツ型 【B日程】
学校推薦型選抜 公募制 【前期日程】
学校推薦型選抜 指定校制 【前期日程】
帰国生徒選抜 【前期日程】
社会人選抜

総合型選抜 主体性重視型 【D日程】
総合型選抜 地域選抜型 【後期日程】
総合型選抜 スポーツ型 【C日程】
学校推薦型選抜 公募制 【後期日程】
学校推薦型選抜 指定校制 【後期日程】
帰国生徒選抜 【後期日程】

▼ ▼ ▼ ▼
対象の選抜試験に合格し「総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試験」へ出願

▼
一般選抜（前期日程）と共通で課される科目試験にて優秀な成績を収める

▼
特　待　生　採　用

入学金を含む１年次の学費全額（150万円）を免除！

出願資格

●総合型選抜 主体性重視型【A～D日程】
●総合型選抜 地域選抜型 【前期日程・後期日程】※1
●総合型選抜 スポーツ型 【A～C日程】※2
●学校推薦型選抜 公募制 【前期日程・後期日程】
●学校推薦型選抜 指定校制 【前期日程・後期日程】
●帰国生徒選抜 【前期日程・後期日程】
●社会人選抜
に合格し、入学手続を完了した入学予定者。
（注）一般選抜【前期日程】の受験者は、自動的に特待生選抜の対象となりますので、「総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試験」に出願

する必要はありません。
※1　総合型選抜 地域選抜型において地域特待生に採用された方は、出願できません。
※2　総合型選抜 スポーツ型においてスポーツ特待生に採用された方は、出願できません。
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一般選抜【前期日程】および総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試験において、成績優秀者を
特待生として採用し、学費を減免します。

【前期日程】の受験者は自動的に「新潟食料農業大学 特待生制度」の選抜対象者となります。
採用された方には、「合格通知書」に「特待生採用通知」を同封して送付します。
対 象 者 一般選抜（前期日程）および総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試験の受験者のうち得点上位10名程度
減免内容 入学金を含む１年次の学費全額（150万円）を免除

※他の特待生制度とは併用できません。

新潟食料農業大学●特待生制度

一般選抜

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

【前期日程】は以下の科目から２科目を選択。２科目で受験が可能です。
試験科目 出題範囲 配　点 合　計 解答時間

英　語 「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・
英語表現Ⅰ」とし、リスニングを除く範囲から出題

各100点 200点
満点

２科目合計
120分

国　語 古文・漢文を除く範囲から出題
数　学 「数学Ⅰ・数学A」の範囲から出題
化　学 「高分子化合物」を除く範囲から出題
生　物 「生物の進化と系統」を除く範囲から出題

・解答方式は、全問マークシート方式です。　・「受験科目」は、試験当日に試験会場で選択することができます。
・科目間に著しい得点差が生じ、それが試験問題の難易差にもとづくものと判断された場合は、科目の選択による不公平を是正する調整を行うことがあります。
・【中期日程・後期日程】は上記科目から１科目を選択。１科目で受験が可能です。

英語の民間資格・
検定試験の成績
活用について

出願時に提出された英語の民間資格・検定試験の成績を一般選抜の得点として換算し、合否判定に活用します。
※英語の民間資格・検定試験の成績提出がなくても一般選抜の受験が可能です。
【英語の民間資格・検定試験のみなし得点表】

CEFR対象表 みなし得点
Ｂ2以上に該当 100点
Ｂ1に該当  90点
Ａ2に該当  80点

試験会場 【前期日程】新潟会場／東京会場／郡山会場／長野会場／鶴岡会場／仙台会場new
【中期日程・後期日程】新潟会場／東京会場

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
前　期 40名 12/21（火）～1/24（月） 2/ 5（土） 2/16（水） 2/16（水）～3/11（金）
中　期  5名  1/31（月）～2/ 9（水） 2/17（木） 2/28（月） 2/28（月）～3/24（木）
後　期  5名  2/14（月）～2/28（月） 3/ 5（土） 3/11（金） 3/11（金）～3/24（木）

一般選抜　国語 90 点、数学 75 点
英語の資格・検定試験の成績　A2（みなし得点 80 点） 170 点

高得点を採用
国語と資格・検定試験の成績を採用

例）

出願資格

次の①～③のいずれかの条件を満たす者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者または2022年３月高等学校卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2022年３月修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者または2022年３月31日までにこれに
　該当する見込みの者。

入試の
ポイント

【前期日程】
●● ●２科目で受験可能！「英語」「国語」「数学」「化学」「生物」から２科目選択。文系・理系問わずチャレンジできます。
●●受験者は自動的に「新潟食料農業大学●特待生制度」の選抜対象者となります。
●●英語の民間資格・検定試験の成績を活用し、合格のチャンスが広がります。
●●全国６都市に試験会場を設置します。（新潟／東京／郡山／長野／鶴岡／仙台）

【中期日程・後期日程】
●●１科目で受験が可能！「英語」「国語」「数学」「化学」「生物」から１科目選択。
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入試の
ポイント

●● ●●大学入学共通テストの結果のみで受験できます。遠方の方も受験しやすい選抜試験区分です。
●●高得点２科目を自動採点。大学入学共通テストの結果を最大限に活かすことができます。
●●大学入学共通テストの自己採点を終えた後でも出願が可能です。
●●「一般選抜」との併願が可能です。
●●D日程は国公立大学の合格発表後でも出願が可能です。

大学入学共通テスト利用選抜

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

令和４年度大学入学共通テストの結果を総合して判定します。
日　程 本学が指定する科目 配　点 ２科目合計

全日程
大学入学共通テストの定める全科目より、高得点２科目を自動選択
※「数Ⅰ・数A」＋「数Ⅱ・数B」など同教科からでも高得点を採用します。
　ただし地歴公民からの採用は１科目のみとします。

いずれも100点満点
にて判定します。 200点満点

・『物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎から２科目』は、２科目合計100点満点（１科目50点満点）として判定します。
・『国語』は、古文・漢文を除く「近代以降の文章」を判定します。
・『英語』は、リスニングを除き判定します。
・『外国語』は、「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」を除きます。

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
Ａ日程 10名 12/21（火）～1/28（金） 大学入学共通

テスト実施日
1/15（土）
1/16（日）

個別学力検査は
課さない

2/16（水） 2/16（水）～3/11（金）
Ｂ日程 ５名  1/31（月）～2/ 9（水） 2/28（月） 2/28（月）～3/24（木）
Ｃ日程 ５名  2/14（月）～2/28（月） 3/11（金） 3/11（金）～3/24（木）
Ｄ日程 若干名  3/ 1（火）～3/10（木） 3/17（木） 3/17（木）～3/24（木）

出願資格

次の①～③のいずれかの条件を満たし、令和４年度大学入学共通テストにおいて、本学が指定する科目を受験する者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者または2022年３月高等学校卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2022年３月修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者または2022年３月31日までにこれに該
当する見込みの者。

「大学入学共通テスト利用選抜」は「一般選抜」との併
願が可能です。
「併願制度」を利用することで、合格のチャンスがさ
らに広がります。
合格をより確実なものにするためにも「併願制度」
の利用をオススメします。

一般選抜との併願で合格のチャンス拡大！ＣＨＥＣＫ

不合格

合●格
合●格

■ 併願制度の利用例

大学入学共通テスト利用選抜【A日程】

一般選抜【前期日程】

+

併願制度で
合格の

チャンス拡大

本学では、国公立大学受験の併願校としてオススメできる入試制度を設定しています。
負担を軽減し、かつ合格の可能性を広げられます！

出願期間や入学手続期間を要チェック！
賢く受験計画を立て合格のチャンスを広げよう

大学入学
共通テストの
自己採点後でも
出願可能！

一般選抜【前期日程】は1/24
（月）、大学入学共通テスト利
用選抜【A日程】は1/28（金）
まで出願を受け付けています。
大学入学共通テストの自己採点
後でも出願可能です。

大学入学
共通テストの
結果だけで
受験が可能！

大学入学共通テスト利用選抜
では、本学独自の個別試験は
ありません。遠方の方でも気
軽に受験が可能です。
また、高得点２科目を自動採点
するので、大学入学共通テスト
の結果を最大限に活かせます。

一般選抜【前期日程】では全
国６都市に試験会場を設置し
ます。お近くの試験会場で受
験が可能です。
また、一般選抜【中期日程・
後期日程】では新潟／東京２
都市に試験会場を設置します。

【新潟／東京／郡山／
長野／鶴岡／仙台】
全国６都市で
受験が可能！

一般選抜【前期日程】、大学
入学共通テスト利用選抜【A
日程】の入学手続期間は3/11

（金）【消印有効】です。
国公立大学の合格発表後に入
学手続が可能です。

国公立大学の
合格発表後に

入学手続が可能！
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外国人留学生選抜

入試の
ポイント

●● ●●日本語能力試験「JLPT」N２合格または日本留学試験「EJU」200点相当の日本語能力を有する方が出願できます。
●● ●●「面接試験」「課題作文」を重視し、食料・農業・ビジネス分野でのグローバルな活躍を目指す熱意・意欲を評価します。
●● ●●外国人留学生対象の学費減免制度で修学を支援します。
●● ●●新潟／東京の２会場で受験が可能です！

出願資格

次の①～⑥すべての条件を満たす者。
①日本国以外の国籍を有する者。
②2022年３月までに、外国において通常の課程による12年の課程を修了し、その国において大学入学資格を有する者（見込み者を含む）。またはこれに準ず
る者で文部科学大臣の指定した者。あるいは、本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。
③次の⑴⑵いずれかに該当する日本語能力を有する者。なお、⑵の出願資格で出願する者は在学する日本語学校長が推薦する者。
　⑴日本語能力試験においてN２合格以上、日本留学試験の「日本語」科目（記述式試験を除く）において200点以上の日本語能力を有する者。
　⑵所属する日本語学校長から⑴に定める基準値相当の日本語能力があると判断され、証明・推薦を受けることができる者。
④本学入学後に、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」の在留資格を取得または更新できる者。
⑤現在、在学中の日本語学校または専門学校等の出席率（時間数）が原則として90％以上である者。
⑥本学入学から卒業までの学費および生活費等を支弁する十分な資産を有する者。
※出願資格については、本学入試事務室TEL（0254-28-9840）までお気軽にお問い合わせください。

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」「課題作文」および「面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価
（志願理由書／日本語能力を証明する書類） 志願理由、日本語能力を証明する書類の得点化

100点満点課題作文 課題作文の得点
面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

課題作文に
ついて

試験当日に課すテーマに関する作文（400字程度）

面接試験に
ついて

試験会場にて、専用のパソコンを用いて面接試験を実施します。

試験会場 新潟会場／東京会場

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
Ａ日程

10名

 9/10（金）～ 9/27（月） 10/ 9（土） 10/15（金） 10/15（金）～11/12（金）
Ｂ日程 11/16（火）～12/ 6（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）
Ｃ日程  1/18（火）～ 2/ 4（金）  2/17（木）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/11（金）
Ｄ日程  2/14（月）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

入試の
ポイント

●● ●●面接試験を中心に食・農・ビジネス分野での活躍を目指す熱意・意欲を評価します！
●●「オンライン面接試験」で海外のご自宅等から受験が可能です！
●●他大学との併願受験が可能です！

帰国生徒選抜

出願資格
日本国籍を有し、次のいずれかの条件を満たす者。
①外国において、学校教育における12年の課程（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む）を修了した者および2022年３月31日までに
修了見込みの者。ただし、12年の課程のうち、外国において最終学年を含め２年以上継続して正規の教育制度に基づく学校教育を受けている者。

②外国において、文部科学大臣が指定した資格を取得している者（国際バカロレア資格取得者、アビトゥーア資格取得者等）

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。
試験科目 評価対象 合計

出願書類評価 志願理由、学習成果、課外活動、出欠席状況等を得点化 100点満点面接試験 本学の面接評価基準に基づき得点化

出願書類
評価について

出願時に提出する「志願理由書」および「出身学校の成績証明書等」を得点化し合否判定に活用します。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」をご
確認ください。

日　程 募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
前　期

若干名
 9/10（金）～ 9/27（月） 10/ 9（土） 10/15（金） 10/15（金）～11/12（金）

後　期 11/16（火）～12/ 6（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）
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３年次編入学選抜

試験日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。

エントリー期間
（事前相談）に
ついて

編入学選抜では、出願期間の前にエントリー期間を設定しています。エントリー期間では提出いただ
く書類をもとに、出身学校における既修得単位の状況や本学編入学後、卒業までに要すると思われる
在学年数、本人が取得を希望する資格等について、事前に相談および確認を行います。

既修得単位の
認定方法

出身学校で修得した科目（単位）は、本学科が定めた認定基準により、以下のとおり単位認定を行います。
１．単位の認定は「包括認定」で行う。（共通課程より上限80単位）
２．認定できる授業科目は、教養科目、基礎科目、共通科目とする。
卒業要件単位数

課　程 科目群 卒業要件単位数 認定単位数

共通課程
教養科目群

80単位
共通課程より上限80単位を包括認定
※なお、出身学校で修得した総単位数を超えないこととする。
また、教養科目においても出身学校で修得した教養科目を超え
ないものとする。

基礎科目群
共通科目群

コース課程 専門基礎科目群 48単位 単位認定の対象としない専門科目群
合　計 128単位

※編入学選抜へ出願を希望する際は、エントリー期間前までに必ず本学入試事務室TEL（0254-28-9840）へご連絡ください。

注意事項 3年次編入学選抜では、エントリー時に進学後に配属を希望する第１～３希望のコースを選択してい
ただきます。配属コースの通知は合格発表後に行いますが、希望のコースに所属できない場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。

日　程 募集人員 エントリー期間（消印有効） 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
Ａ日程

若干名

 7/12（月）～ 7/26（月）  9/10（金）～ 9/27（月） 10/ 9（土） 10/15（金） 10/15（金）～11/12（金）
Ｂ日程  9/10（金）～ 9/27（月） 10/25（月）～11/ 5（金） 11/13（土） 12/ 1（水） 12/ 1（水）～12/10（金）
Ｃ日程 10/11（月）～10/25（月） 11/16（火）～12/ 6（月） 12/18（土） 12/23（木） 12/23（木）～ 1/14（金）
Ｄ日程 12/ 6（月）～12/20（月）  1/18（火）～ 2/ 4（金）  2/17（木）  2/28（月）  2/28（月）～ 3/11（金）
Ｅ日程  1/ 7（金）～ 1/21（金）  2/14（月）～ 3/10（木）  3/16（水）  3/17（木）  3/17（木）～ 3/24（木）

出願資格

次のいずれかの条件を満たす者。
①短期大学を卒業した者または2022年３月卒業見込みの者。
②高等専門学校を卒業した者または2022年３月卒業見込みの者。
③専修学校の専門課程（専門学校）のうち、修業年限が２年以上で、且つ総授業時間が1,700時間以上である専門課程を修了した者または2022年３月
修了見込みの者。

④高等学校等の専攻科の課程（修業年限が２年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基準を満たす者に限る）を修了した者または2022年
３月修了見込みの者。

⑤修業年限４年以上の大学において、2022年３月31日までに２年以上在学し、２年次修了以上の学力を有すると認められる者。
⑥学士の学位を有する者または2022年３月31日までに修得見込みの者。

社会人選抜

入試日程
募集人員

選抜方法
試験科目

「出願書類評価」および「オンライン面接試験」の結果を総合して判定します。

面接試験に
ついて

面接試験はすべてオンラインで実施します。詳細は15ページ「オンライン面接試験について」をご
確認ください。

募集人員 出願期間（消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続期間（消印有効）
若干名 10/25（月）～11/5（金） 11/13（土） 12/1（水） 12/1（水）～12/10（金）

出願資格

次の①～②の条件を満たす者。
①下記の⑴～⑶いずれかの大学入学資格を有する者。
　⑴高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者。
　⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
　⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。
②出願時点において２年以上の社会経験を有する者または入学時までに２年以上の社会経験を見込める者。
※「社会経験」とは、職業に従事した経験（雇用形態は問わない）および家業・家事に専念した経験を指します。

入試の
ポイント

●● ●●面接試験を重視し、これまでの社会経験や食料・農業・ビジネス分野での活躍を目指す熱意・意欲を評
価します。
●●「オンライン面接試験」でご自宅等から受験が可能です！
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試　験　会　場

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため試験会場が変更となる場合がございます。

■ 試験会場一覧　※下記に記載のない選抜試験区分はオンラインで実施します。

選抜試験区分 試験日
試験会場

新
潟
東
京
郡
山
長
野
鶴
岡
仙
台

外国人留学生選抜【A日程】 10月 9日（土）● ●
外国人留学生選抜【B日程】 12月18日（土）● ●
一般選抜【前期日程】／総合型・学校推薦型選抜等合格者対象 特待生選抜試験  2月 5日（土）● ● ● ● ● ●
一般選抜【中期日程】／外国人留学生選抜【C日程】  2月17日（木）● ●
一般選抜【後期日程】  3月 5日（土）● ●
外国人留学生選抜【D日程】  3月16日（水）● ●

■ 鶴岡会場
庄内産業振興センターマリカ東館　山形県鶴岡市末広町３-1

アクセス　●JR鶴岡駅から徒歩２分
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アクセス　●地下鉄淡路町駅、小川町駅、新御茶ノ水駅から徒歩３分
 ●JR神田駅北口・西口から徒歩６分

■ 東京会場
TKP神田ビジネスセンター　東京都千代田区神田美土代町3-2
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■ 新潟会場
新潟食料農業大学　新潟キャンパス　新潟県新潟市北区島見町940

アクセス　●JR白新線「豊栄駅」下車、北口から無料チャーターバスで約20分
●新潟交通路線バス新潟駅万代口バスターミナルから、9番のりば空港・松浜線「新
潟医療福祉大学行き」乗車、「新潟医療福祉大学入口」下車、または「太郎代浜
行き」乗車、「新潟医療福祉大学入口」下車

阿
賀
野
川

←新潟市
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■ 郡山会場
駿優予備学校　郡山校　福島県郡山市駅前１-12-6

アクセス　●JR郡山駅西口から徒歩４分
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アクセス　●JR長野駅善光寺口から徒歩７分

■ 長野会場
ホテルJALシティ長野　長野県長野市問御所町1221
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■ 仙台会場
仙台青葉カルチャーセンター
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-10　カルチャー仙台ビル

アクセス　●JR仙台駅西口より徒歩10分　
●地下鉄東西線青葉通一番町駅より徒歩３分
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オンライン面接試験について

2022年度入試の面接試験はすべてオンラインで実施します

オンライン面接試験の流れ

本学にて出願書類を受理した後、登録メールアドレス
へ試験当日の面接時間・面接ルームURLを通知
します。

手順

1

試験当日に使用するパソコン・スマートフォン等を
用いて試験日3日前までに面接ルームURLへアクセスし、
通信環境・カメラ・マイク等の動作確認をガイダンス
表示に従って実施して下さい。

※万が一、動作環境に不具合が生じた際は、本学入試
事務室（0254-28-9840）までお問い合わせください。

手順

2 動作チェック

面接ルームへの入室は面接開始時間の10分前より
可能です。
面接ルーム入室の際、面接官は待機しておりませんが
面接時間までそのまましばらくお待ちください。

※面接開始前までにカメラおよびマイクはONに設定
しておいてください。

3
手順 オンライン面接試験の受験

面接試験が終了しましたら、画面左下の『退出ボタン』
から退出してください。

手順

4 面接ルームからの退室方法

面接ルームURL通知

※通知メールの画面（イメージ）

ご自宅に居ながら
受験可能

遠方の方でも
安心して受験に

臨める
ご自宅等で受験して

いただきますので試験会場への
移動の負担がありません！

オンライン面接アプリ
をインストール
する必要なし

受験票出力案内時に通知する
URLから直接面接ルームへ

アクセス可能！

カメラ付きパソコン・
スマートフォン等があれば
どこからでも受験可能です！

Point 1 Point 2 Point 3

（オンライン面接アプリのインストールは不要です。）

※ご自宅等にオンライン面接の環境がない場合は出願前に本学入試事務室TEL（0254-28-9840）までお問い合わせください。
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入学金
学　費

年間納付総額
授業料 施設設備金 実習実験料

初年度 250,000円 900,000円 250,000円 100,000円 1,500,000円
次年度以降 － 1,000,000円 250,000円 100,000円 1,350,000円

※入学手続時に納入していただく金額は、875,000円（入学金＋学費半期分）です。
※学友会年会費（3,600円）、後援会年会費（30,000円）の納入が別途必要となります。

2022年度学生納付金

学費等支援制度
本学独自の特待生制度や奨学金制度の他、日本学生支援機構をはじめとした奨学金や教育ローンなど、各種学費等支援
制度を取り扱っています。なお、奨学団体によって、貸与・給付の基準や募集時期は異なりますのでご注意ください。

■ 新潟食料農業大学 特待生制度
一般選抜【前期日程】および総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試験において、成績優秀者を特待生とし
て採用し、入学金を含む１年次の学費全額（150万円）を免除します。

対象者 特待生数 減免内容
「一般選抜【前期日程】」および

「総合型・学校推薦型選抜等合格者対象 特待生選抜試験」の受験者 対象者のうち、得点上位10名程度 入学金を含む１年次の学費全額
（150万円）を免除

■ 新潟食料農業大学 スポーツ特待生制度
総合型選抜スポーツ型を受験し合格した者で、本学入学後に「自転車競技部」「柔道部」「男子ラグビー部」「バドミン
トン部」「陸上競技部」「ゴルフ部」「卓球部」のいずれかに所属し、４年間継続して活動できる能力ならびに強い意志の
ある者をスポーツ特待生として採用し、学生納付金を減免します。

特待生採用人数 選抜方法 減免内容

出願状況に応じて最大40名程度 入学者選抜試験の結果および
競技経験・実績等に基づき選抜

年間の学費のうち最大80万円を最大４年間（320万円）減免
※２年目以降は継続審査あり

■ 新潟食料農業大学 地域特待生制度
新潟県の高校出身者を対象とした本学独自の特待生制度です。採用された際は、入学金を含む１年次の学費全額（150
万円）を免除します。

対象者 特待生数 減免内容
「総合型選抜地域選抜型」の受験者 対象者のうち、得点上位５名程度 入学金を含む１年次学費の全額（150万円）を免除

■ 学校提携教育ローン
㈱オリエントコーポレーション 学費サポートプラン ㈱ジャックス 悠裕プラン
利 用 額 最高　500万円 利 用 額 最高　500万円
金　　利 年率2.5%（固定、2021年３月末現在） 金　　利 年率2.5%（固定、2021年３月末現在）
返済方法 毎月元利均等払い　親子リレー返済 返済方法 毎月元利均等払い

■ 日本学生支援機構 ■ 地方自治体（無利子）
第 一 種
（無利子）

自宅：２万円、３万円、４万円、5.4万円／月から選択
自宅外：２万円、３万円、４万円、５万円、6.4万円／月から選択

新 潟 県
（無利子） 44,000円／月　自宅外：51,000円／月

第 二 種
（有利子）

２万円～12万円／月から選択
特別増額制度　高校での予約採用制度あり

新 潟 市
（無利子）

400,000円／年
その他、各市町村へお問い合わせ

■ 国の教育ローン ■ 公的・民間団体（無利子）
給 付 額 350万円以内 古泉育英財団
資金使途 大学納付金および学業に必要な費用 あしなが育英会
金　　利 年1.68％（固定、2021年３月末現在） ロータリー米山記念奨学金（留学生対象）
元金据置 在学期間内　※在学中利息のみの支払が可能

■ 新潟食料農業大学 奨学金制度 ■ 新潟食料農業大学 学資融資奨学金制度
内　　容 奨学金の給付 内　　容 教育ローンの利子相当額の給付
出願資格 経済的理由により修学が困難であり、かつ成績が優秀な学生 出願資格 経済的理由により修学が困難である学生
採用人数 10名（２年次～４年次） 採用人数 10名を上限（毎年審査のうえ、決定）
給付金額 （年額）25万円 給付金額 （年額）各自が利用している教育ローンの利子相当額
選考方法 書類審査（募集時期：６月頃予定） 選考方法 書類審査（募集時期：６月頃予定）
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対象となる世帯収入と支援額の一例　※家族構成によって収入基準額・支援額は変わります。
＜学生本人、父、母、高校生の４人家族の場合＞
①授業料等減免制度について
世帯年収に応じた３段階の基準で支援額が決まります。
●修学支援制度による授業料等減免額

支援区分 世帯年収
（目安）

入学手続時納付金減免額 後期納付金減免額 １年次年間
減免額入学金 授業料 その他※ 授業料 その他※

減免額
第Ⅰ区分 約295万円未満 250,000円 350,000円 0円 350,000円 0円 950,000円
第Ⅱ区分 約395万円未満 166,700円 233,400円 0円 233,300円 0円 633,400円
第Ⅲ区分 約461万円未満 83,400円 116,700円 0円 116,700円 0円 316,800円

●修学支援制度適用後の学費

支援区分 世帯年収
（目安）

入学手続時納付金 後期納付金 １年次
年間学費入学金 授業料 その他※ 授業料 その他※

通常学費 ー ー 250,000円 450,000円 175,000円 450,000円 175,000円 1,500,000円

制度適用後
学費

第Ⅰ区分 約295万円未満 0円 100,000円 175,000円 100,000円 175,000円 550,000円
第Ⅱ区分 約395万円未満 83,300円 216,600円 175,000円 216,700円 175,000円 866,600円
第Ⅲ区分 約461万円未満 166,600円 333,300円 175,000円 333,300円 175,000円 1,183,200円

※その他は、施設設備金・実習実験料の合計です。
・入学手続時には、通常学費を納入していただきます（本学独自の学費減免を受ける場合を除く）。
・返金は、本学が国の交付決定を受けてから学費振替用口座としてご登録いただいた口座に振込みいたします。

②給付型奨学金の給付（返還不要）について
授業料等減免制度との併用が可能です！
●給付型奨学金の支給年額

支援区分 世帯年収（目安）
給付型奨学金の支給額

自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 約295万円未満 459,600円 909,600円
第Ⅱ区分 約395万円未満 307,200円 607,200円
第Ⅲ区分 約461万円未満 153,600円 303,600円

授業料・入学金の
免除／減額

給付型奨学金の
支●給

［対象］住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生
経済的に困難な学生を支援する新しい制度をチェックしよう

文部科学省特設HP
「学びたい気持ちを応援します。」
（制度全体の概要を確認できます。）

日本学生支援機構 進学資金シミュレーター
「給付奨学金シミュレーション」
（自身が対象になるかなどを大まかに調べられます。）

くわしい
情報は
こちら

新潟食料農業大学は
「高等教育の修学支援新制度」

対象大学です！
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入 試 に 関 す る Q & A

総合型選抜について
Q. 「総合型選抜」とはどのような試験ですか？
A. 総合型選抜は、評定平均値の出願条件がなく、高等

学校からの推薦書も不要な選抜試験です。「主体性
重視型」「地域選抜型」「スポーツ型」の３つの選抜
試験区分があり、それぞれ選抜方法と評価ポイント
が異なります。「主体性重視型」では、本学で学び
たいという熱意・意欲を評価します。「地域選抜型」
では、新潟県の高校出身者の中から、将来、新潟県
内の食料産業分野で次世代の担い手として活躍を目
指す熱意・意欲を評価します。また、「スポーツ型」
では、これまでに取り組んできたスポーツの実績・
能力を評価します。どの選抜試験区分でも、食料・
農業・ビジネス分野で活躍するために本学で学びた
いという強い熱意・意欲を重視し、面接試験を中心
に総合的に評価します。あなたの得意を活かせる選
抜試験区分で出願してください。

Q. 「スポーツ型」の『スポーツ活動PR書』について教
えてください。

A. これまで取り組んできたスポーツの経験および実績
などを記入しアピールしてください。『スポーツ活
動PR書』は出願時に提出いただき、「出願書類」「面
接試験」の結果とあわせて合否判定に活用します。

Q. 「スポーツ型」の出願において競技や種目の指定は
ありますか？

A. 競技や種目の指定はありません。これまでに取り組
んできたスポーツの実績・能力を評価します。なお、
スポーツ特待生につきましては、競技や種目を問わ
ずスポーツ経験があり、本学入学後、「自転車競技部」
「柔道部」「男子ラグビー部」「バドミントン部」「陸
上競技部」「ゴルフ部」「卓球部」のいずれかに所属
し、４年間継続的に活動できる能力ならびに強い意
志のある者が対象となります。

Q. 「スポーツ型」において、どの程度の競技実績があ
ればスポーツ特待生として採用されるのですか？

A. スポーツ特待生は、これまでの競技経験・実績およ
び選抜試験の結果を総合的に評価し選抜します。ス
ポーツ特待生制度については出願前に事前に本学入
試事務室TEL（0254-28-9840）までご連絡くだ
さい。

Q. 「地域選抜型」の「事前課題」について教えてくだ
さい。

A. 本学が課すテーマについての意見記述を評価します。
「事前課題は」出願時に提出いただき「出願書類」「面
接試験」の結果とあわせて合否判定に活用します。

Q. 「総合型選抜」を受験しましたが不合格でした。学
校推薦型選抜を受験することはできますか？

A. はい、受験できます。本学では、ある選抜試験で不合
格になっても、それ以降に実施される選抜試験を再受
験することができます。また、不合格になった選抜試
験の成績等が、再受験する選抜試験の合否判定に関
係することはいっさいありません。なお、出願書類（調
査書等を含む）や入学検定料は改めて必要となります。

学校推薦型選抜について
Q. 「指定校制」で受験したいのですが、指定されてい

る高等学校を教えてください。
A. 指定校のご案内は指定高等学校等に個別に通知しま

すので、ご自身の高等学校等へ直接ご確認ください。
なお、出願資格や選抜方法は入試ガイド８ページに
記載の通りです。

総合型・学校推薦型選抜等合格者対象●
特待生選抜試験について
Q. 「総合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜

試験」について教えてください。
A. 2021年12月末までに実施される、「総合型選抜」、
「学校推薦型選抜」、「帰国生徒選抜」、「社会人選抜」
に合格した入学予定者が入学の権利を保持したまま
特待生制度にチャレンジできる制度です。なお、「新
潟食料農業大学特待生制度」は2022年２月５日
（土）に実施される一般選抜【前期日程】および総
合型・学校推薦型選抜等合格者対象特待生選抜試
験の受験者に共通で課せられる科目試験の得点上位
者を特待生として採用します。（昨年度は、学校推
薦型選抜の合格者１名が特待生選抜試験を受験し、
特待生として選抜されました。）

一般選抜について
Q. 「一般選抜」において、受験科目は出願時に決定し

なければいけませんか？
A. いいえ。出願時に決定する必要はありません。試験

開始後に問題を見てから決定することもできますの
で、試験問題全体を確認してから科目を選択し解答
することができます。
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Q. 「一般選抜【前期日程】」を受験して、特待生を目指
す場合は、何か特別な手続は必要ですか？

A. いいえ。一般選抜【前期日程】の受験者は自動的に
特待生選抜の対象となりますので特別な手続は不要
です。特待生は入学金を含む１年次の学費全額（150
万円）が免除となります。

Q. 特待生の合格基準は何点ですか？
A. 点数の公表は行っておりません。一般選抜【前期日

程】受験者の得点上位10名程度を特待生として選
抜します。なお、2021年度は志願者のうち約10人
に１人が特待生として採用されました。

大学入学共通テスト利用選抜について
Q. 「大学入学共通テスト利用選抜」と「一般選抜」に

同時出願することはできますか？
A. はい、同時に出願することが可能です。判定方法の

異なる２つの選抜試験区分を併願することで、合格
のチャンスが広がります。

Q. 試験科目は出願時に決定しなければいけませんか？
A. いいえ。出願時に決定する必要はありません。あなた
が受験した大学入学共通テストの試験科目の中から
最も得点の高い科目を自動的に採点します。大学入
学共通テストの成績を最大限に活かすことができます。

外国人留学生選抜について
Q. 「日本語能力試験」の資格は必要ですか？
A. はい、必要です。日本語能力試験においてN２合格以
上または日本留学試験において「日本語」科目（記述
式試験を除く）が200点以上の日本語能力を有する
方が出願できます。なお、日本語能力が記載の条件
に満たない場合は、出身の日本語学校等の学校長か
ら推薦していただくことで、受験することが可能です。

Q. 試験科目を教えてください。
A. 「出願書類評価」「課題作文」「面接試験」の結果を

総合して評価します。「出願書類評価」では、志願
理由や日本語能力を評価します。「課題作文」「面接
試験」は試験当日に実施し、日本語能力や本学に入
学したい熱意・意欲を評価します。出願資格につい
ては本学入試事務室TEL（0254-28-9840）まで
お気軽にお問い合わせください。

社会人選抜について
Q. 出願資格と選抜方法について教えてください。
A. 大学入学資格を有し、出願時点で２年以上の社会経

験がある方が出願できます。「社会経験」とは職業に
従事した経験（アルバイトを含む）および稼業・家
事に専念した経験を指します。これまでの経験を活
かし食料・農業・ビジネス分野での活躍を目指す熱意・
意欲を重視し、面接試験を中心に総合的に評価します。

共通事項・その他
Q. 出願方法について教えてください。
A. 出願は全てインターネットを用いてWEBサイトか

らの入力となります。ガイダンス操作に従って操作
するだけで簡単に手続できます。なお、インターネッ
ト出願が困難な場合は、事前に本学入試事務室TEL
（0254-28-9840）までお問い合わせください。

Q. 入力情報を間違えてしまいました。修正できますか？
A. 入学検定料のお支払い前であれば、修正可能です。

その場合はすでに入力した情報はそのままにし、新
たに初めから出願登録を行ってください。お支払い
後の場合は、本学入試事務室TEL（0254-28-9840）
までお問い合わせください。

Q. オンライン面接試験について教えてください。
A. 2022年度入試の面接試験はすべてオンラインで実

施します。カメラ付きパソコンやスマートフォン等
があればどこからでも受験が可能です。接続方法等
は入試ガイド15ページの「オンライン面接試験に
ついて」をご確認ください。またご不明点等ござい
ましたら、本学入試事務室TEL（0254-28-9840）
までお気軽にお問い合わせください。

Q. 自宅にオンライン面接試験の環境がありません。
A. ご自宅等にオンライン面接試験の環境がない方は出

願前に必ず本学入試事務室TEL（0254-28-9840）
までお問い合わせください。

Q. 身体に障害があるのですが、受験することはできますか？
A. 心身に障害があり、受験上および就学上特別な配慮

を必要とする方は、各選抜試験区分の出願開始日の
１カ月前までに本人または保護者より本学入試事務
室TEL（0254-28-9840）までお申し出ください。

Q. 試験に合格し入学手続を行った後に、入学を辞退す
ることはできますか？

A. 「総合型選抜主体性重視型」「総合型選抜地域選抜
型」「帰国生徒選抜」「一般選抜」「大学入学共通テ
スト利用選抜」に合格し、入学手続を完了した後に
入学を辞退する場合、所定の期日までに入学辞退の
手続を完了した方に限り、入学金を除く入学手続時
納付金等を返還します。
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