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食料産業学研究科 食料産業学専攻（修士課程）

2022年度

学生募集要項



入学者選抜試験に関するお問い合わせ

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（胎内キャンパス）
TEL：0254-28-9840　FAX：0254-28-9841　E-mail：nyuusi@nafu.ac.jp
受付時間：月～金　９：00～17：00（土日・祝祭日・８/14～８/22・12/25～１/５を除く）

出願にあたっての重要事項
　本研究科への出願を希望する方は、必ず自らの研究テーマ等について指導を希望する教員にあらかじめご
相談の上、出願していただきます。
　なお、本研究科の専任教員およびその専門分野・研究テーマの詳細は2022年度新潟食料農業大学大学院
案内パンフレットおよび本学ホームページをご確認ください。
＜事前相談の手順＞
①�出願前に本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）へ、希望する研究内容や指導教員について相談してく
ださい。
②�相談後、本学ホームページより「研究指導教員希望申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、本
学入試事務室（nyuui@nafu.ac.jp）までメールにて提出してください。
③入試事務室にて内容を確認後、指導を希望する教員との面談スケジュールをご連絡します。

感染症に関する注意事項
　学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等）に罹患
し、試験当日の時点で治癒していない者は、他の受験者や試験監督者等への感染のおそれがあるため、原則として
受験をご遠慮いただき、別日程での受験をお願いします。

入学者選抜試験当日の感染症対策について
　本学では、試験会場で実施する入学者選抜試験について、当日に以下の感染症対策を実施します。
　受験者におかれましては、以下の内容をご理解いただき、感染症予防へのご協力をお願いします。
　①��試験会場内では、ワクチン接種等の有無に関わらず、受験者および教職員のマスクの着用（鼻と口の両方を確

実に覆うこと）を義務付けています。
　　※ マスクの持参が困難な方は、本学で用意したものをご利用ください。
　②試験室入室の際は、必ずアルコールで手指を消毒していただきます。
　③受験者の座席は可能な限り離して、試験を実施します。
　④試験の休憩時間等には、定期的に試験室を換気します。
　⑤試験開始前に発熱・咳等の症状のある受験者は、別室での受験をお願いします。
　

心身に障がいのある志願者の出願について
　心身に障がいがあり受験に関する相談を希望する方、受験上・修学上において特別な配慮を希望する方は、出願
前にあらかじめ本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）までご連絡ください。
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新潟食料農業大学大学院の目的
　生命、環境、社会に関する科学を基盤とした食と農に係る学術の理論および応用を研究教授しその深奥を究める
とともに、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことをもって、地域と
国際社会の発展に貢献する。

食料産業学研究科 食料産業学専攻の目的
　農林水産業・加工流通業・関連産業を包含する「食料産業」に関する精深な学識を身につけ、高度の研究能力と
専門性をもって課題を解決し新しい時代の産業を創出することにより、地域および国際社会の食料産業の発展に寄
与できる高度専門的人材を育成する。

新潟食料農業大学大学院
食料産業学研究科 食料産業学専攻の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

知識・理解 「食料産業」に関する精深な学識を修得するために必要となる、食や農に係る基礎的な
知識と理解を有する者。

思考・判断 自身の研究領域のみならず他の領域の知識や情報を積極的に吸収し、食料産業の発展を
多面的に思考することができる者。

関心・意欲 食料産業に関わる最新の政策や動向、研究成果等に関心を持ち、積極的に吸収し課題の
解決を図る意欲を有する者。

態度 多様な考え方や行動を尊重しながら、食料産業に関わる様々な課題の解決や学問研究に
対して取り組もうとする態度を有する者。

技能・表現 自身の知識や理解を論理的に表現でき、他者と協働して課題の解決に取り組むことがで
きる者。
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2022年度 新潟食料農業大学大学院 
食料産業学研究科 食料産業学専攻（修士課程）
■募集人員

研究科 専　攻 日　程 募集人員

食料産業学研究科 食料産業学専攻
第１次募集
第２次募集
第３次募集

６名

■入学者選抜試験日程

日　程 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）

第１次募集 2021年� 9月� 1日㈬～
� � � � 　� 9月11日㈯　 2021年� 9月18日㈯ 2021年� 9月30日㈭ 2021年� 9月30日㈭～

� � � � 　10月15日㈮　

第２次募集 2021年12月� 6日㈪～
� � � � 　12月13日㈪　 2021年12月18日㈯ 2021年12月23日㈭ 2021年12月23日㈭～

2022年� 1月14日㈮　

第３次募集 2022年� 1月31日㈪～
� � � � 　� 2月� 9日㈬　 2022年� 2月17日㈭ 2022年� 2月28日㈪ 2022年� 2月28日㈪～

� � � � 　� 3月11日㈮　

（注）��定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。試験実施の有無は、本学ホームページにて確認
してください。

■出願資格
・次の⑴～⑼の要件のいずれかに該当する者とする（見込みの者を含む）。�
　⑴�学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
　⑵�学校教育法第104条第４項の規定により、学士の学位を授与された者�
　⑶�外国において、学校教育における16年の課程を修了した者�
　⑷�外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育におけ

る16年の課程を修了した者�
　⑸�我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学日本校）を修

了した者�
　⑹�専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者�
　⑺�文部科学大臣の指定した者�
　⑻�学校教育法第83条に定める大学に３年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了

し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本大学院が認めた者�
　⑼�本大学院が実施する個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

2022年４月１日現在で満22歳以上の者�

出願資格⑻⑼により出願を希望する者は、事前に出願資格の認定を受ける必要があります。
�出願にあたり個別の出願資格審査が必要な場合は、出願資格審査申請締切日までに所定の手続を行い、出願資
格の認定を受けた上で出願していただきます。詳細は８P、出願資格の認定をご確認ください。
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・出願区分
【学内推薦】　�新潟食料農業大学�食料産業学部を卒業見込みの者で、所属コース長が推薦した者
【社 会 人】　�出願資格を満たし、企業や団体等における実務経験を有する者または自営業を営む者
【留 学 生】　�出願資格を満たし、日本国籍以外の者で日本語能力試験Ｎ２合格またはそれと同等以上の日本語能

力を有する者
【一 般】　�出願資格を満たし、学内推薦・社会人・留学生の選抜区分に該当しない者

■事前相談

出願にあたっての重要事項
　本研究科への出願を希望する方は、必ず自らの研究テーマ等について指導を希望する教員にあらかじめご
相談の上、出願していただきます。
　なお、本研究科の専任教員およびその専門分野・研究テーマの詳細は2022年度新潟食料農業大学大学院
案内パンフレットおよび本学ホームページをご確認ください。
＜事前相談の手順＞
①�出願前に本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）へ、希望する研究内容や指導教員について相談してく
ださい。
②�相談後、本学ホームページより「研究指導教員希望申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、本
学入試事務室（nyuui@nafu.ac.jp）までメールにて提出してください。
③入試事務室にて内容を確認後、指導を希望する教員との面談スケジュールをご連絡します。

■出願手続
１．出願期間　※消印有効
【第１次募集】　2021年� 9月� 1日㈬～2021年� 9月11日㈯
【第２次募集】　2021年12月� 6日㈪～2021年12月13日㈪
【第３次募集】　2022年� 1月31日㈪～2022年� 2月� 9日㈬
（注）定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。

２．出願方法
４P「４．出願書類等」を角型２号封筒を用いて「速達書留」で、本学入試事務室へ郵送してください。
送付先　〒950-2702　新潟県胎内市平根台2416
　　　　新潟食料農業大学　胎内キャンパス　入試事務室
　　　　TEL�0254-28-9840
※ 【学内推薦】で出願する方は本学入試事務室への直接持参も可とします。
　　その他の区分で出願する方は、直接持参による受付は行いません。
（注１）出願手続後の提出書類の変更は認めません。
（注２）提出された書類および入学検定料は、いかなる理由によっても返還しません。

３．入学検定料
25,000円
※ ��本学生募集要項挟み込みの本学指定の振込依頼書（【A票】～【D票】）に必要事項を記入し、最寄りの金融機関
窓口（ゆうちょ銀行は除く）よりお振り込みください。
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４．出願書類等
該当する出願区分に応じた出願書類等を出願期間内に提出してください。
出願書類（本学所定の様式）は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●必須提出　○該当者のみ提出　□任意提出

提出書類 学内推薦 社会人 留学生 一般

入学志願票（本学所定の様式）
※貼付けする写真は受験票・写真票と同一のものを使用すること ● ● ● ●

志願理由書（本学所定の様式） ● ● ● ●

学内推薦　推薦書（本学所定の様式）
所属コース長が作成し厳封したもの ●

最終学歴の成績証明書
厳封したもの（学内推薦志願者は厳封不要）

※日本語以外で記載されたものは日本語訳を併せて提出
● ● ● ●

最終学歴の卒業証明書または卒業見込証明書
厳封したもの（学内推薦志願者は厳封不要）

※日本語以外で記載されたものは日本語訳を併せて提出
● ● ● ●

【Ａ票】受験票
【Ｂ票】写真票

本学生募集要項挟み込みの本学所定の
振込依頼書（【A票】～【D票】）に必要事項を記入し、

【A票】【B票】に写真を貼付し、金融機関窓口より入学検定料を振り込むこと

● ● ● ●

受験票発送用封筒
自身で用意した封筒（長形３号封筒）に受験票等の送付先となる住所と

氏名を記入し、必ず374円分の切手を貼付してください。
● ● ● ●

日本語能力試験N２レベル相当の日本語能力を証明する書類 ●

卒業論文の要旨または研究経過報告書（様式任意） □ □ □ □

業績調書（様式任意）
著書論文・学会発表等の実績や職務経歴等を自由に記入してください。 □ □ □ □

在留カード（コピー）
表と裏の両面をコピーしたもの ●

パスポート（コピー）
写真・身分事項・資格外活動許可・出入国記録の記載ページをコピーしたもの ●

経費支弁説明書（本学所定の様式） ●

長期履修申請書（本学所定の様式） ○ ○ ○ ○

個別出願資格審査結果通知書
本学より郵送したもの ○ ○ ○

※ その他、必要に応じ追加で書類の提出を求める場合があります。
※ ��インターネット環境等の理由で、出願書類（本学所定の様式）をダウンロードできない方は、本学入試事務室
（TEL：0254-28-9840）までご連絡ください。

学会発表等の研究実績や実務経験、取得資格等は出願書類評価において加点対象となります。これらの特記事
項がある場合は入学志願票の裏面（履歴事項）に記入するとともに、任意提出書類の「卒業論文の要旨または
研究報告書（様式任意）」、「業績調書（様式任意）」等にその詳細を記入し提出してください。
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■試験日

【第１次募集】　2021年� 9月18日㈯
【第２次募集】　2021年12月18日㈯
【第３次募集】　2022年� 2月17日㈭
（注）定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。
※ 試験当日の集合時間、試験時間等の詳細は、受験票発送時にお知らせします。

■選抜方法・試験科目
１．学内推薦／社会人
出願書類評価および面接試験の結果を総合して合否を判定します。

２．留学生／一般
出願書類評価および小論文試験、面接試験の結果を総合して合否を判定します。

※ 面接試験および小論文試験の開始時刻等の詳細は、受験票発送時にお知らせします。

学会発表等の研究実績や実務経験、取得資格等は出願書類評価において加点対象となります。これらの特記事
項がある場合は入学志願票の裏面（履歴事項）に記入するとともに、任意提出書類の「卒業論文の要旨または
研究報告書（様式任意）」、「業績調書（様式任意）」等にその詳細を記入し提出してください。

■試験会場
新潟食料農業大学　新潟キャンパス（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
　中心街

新潟競馬場

新潟医療福祉
大学

←新潟方面

日本海

新潟東港→

新発田市→

新発田方面→

一日市
I.C

新潟
空港
I.C

豊栄
新潟東港
I.C

豊栄駅

日本海東北自動車道

国道7号線（新新バイパス）

松浜橋

新潟キャンパス

競馬場
I.C

豊栄
I.C

■合格発表について
１．合格発表日
【第１次募集】　2021年� 9月30日㈭
【第２次募集】　2021年12月23日㈭
【第３次募集】　2022年� 2月28日㈪
（注）定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。

２．合格発表および合格通知について
合格発表日の午前10時に合格者の受験番号を本学ホームページにて発表します。
合格者には、「合格通知書」および「入学手続要項」を速達書留で郵送します。
また、選抜試験の結果「特待生」として採用された方には、「特待生採用通知書」を併せて郵送します。
なお、電話等による合否の問い合わせには、一切応じられません。

JR豊栄駅北口より、新潟キャンパスまで無料の
チャーターバスが運行します。
試験当日のバス発車時刻等の詳細は受験票発送
時にお知らせします。
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■入学手続について
１．入学手続期間　※消印有効
【第１次募集】　2021年� 9月30日㈭～2021年10月15日㈮
【第２次募集】　2021年12月23日㈭～2022年� 1月14日㈮
【第３次募集】　2022年� 2月28日㈪～2022年� 3月11日㈮
（注）定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。

各選抜試験日程の入学手続期間内に、入学手続時納付金の納入および必要書類を提出してください。
期間中に入学手続が完了しない場合は、入学の意志がないものとみなし、合格を取り消します。

２．入学手続方法
入学手続の詳細については、合格通知書の送付時に同封します「入学手続要項」をご確認ください。

３．入学手続時納付金について

①入学金

学費内訳 納付金学内訳

1年次年間納付総額②授業料
（半期分）

③施設設備金
（半期分）

入学手続時納付金
①＋②＋③

後期納付金
②＋③

200,000円 400,000円 50,000円 650,000円 450,000円 1,100,000円

⑴入学手続時に納付していただく金額は、上記の太枠で表示した入学手続時納付金となります。
⑵後期納付金は、口座振替により納付していただきます。
⑶個人で使用する教科書・参考書等の実費は自己負担となります。

特待生制度について
　入学者選抜試験の結果および能力、実績、意欲等を総合的に評価し、合格者の中から「特待生」を選抜し、
学費を減免します。
　「特待生」は入学金の免除および２年間の授業料、施設設備金の半額を免除します。
＜採用人数＞
　６名
＜申請方法＞
　食料産業学研究科�食料産業学専攻科の入学者選抜試験に出願した志願者は自動的に特待生選抜の対象とな
りますので、別途申請の必要はありません。
（注）長期履修制度を利用して出願する方は、特待生選抜の対象外となります。
＜特待生選抜方法＞
　以下のいずれかの条件を満たし、入学者選抜試験で優秀な成績を収めた者を特待生として採用します。
・大学で一定の成績（GPA2.5以上）を収めた者
・論文実績や学会発表実績、業務経験など、極めて高い実績や専門技術を有する者
＜特待生学費＞

学費
１年次 ２年次 ２年間

合計入学金 授業料 施設設備金 授業料 施設設備金

正規学費 200,000円 800,000円 100,000円 800,000円 100,000円 2,000,000円

特待生学費 ― 400,000円 � 50,000円 400,000円 � 50,000円 � �900,000円

＜特待生採用通知＞
特待生として採用された方には「合格通知書」と同封して「特待生採用通知書」を送付します。
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■長期履修制度
長期履修制度は、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限（２年）を超えて一定の期間にわたり計
画的に教育課程を履修し、修了することができ、仕事を続けながらキャリアアップを図れる制度です。
⑴　長期履修期間

標準修業年限 長期履修

２年 ３年または４年

⑵　申請方法
「長期履修申請書（本学所定の様式）」を本学ホームぺージよりダウンロードし、必要事項を記入の上、出願期間内
に出願書類と共に入試事務室へ郵送してください。
⑶　結果通知
申請者全員に対し結果通知を行い、長期履修が認められた者には「長期履修認可通知書」を郵送します。
⑷　長期履修制度納付金
※ 各修業年限とも、授業料および施設設備金は毎年半期毎に半額ずつ納付していただく予定です。
長期履修生学費

１年目 ２年目 ３年目 ４年目
合計

入学金 授業料 施設設備金 授業料 施設設備金 授業料 施設設備金 授業料 施設設備金

修
業
年
限

３年
コース 200,000円 600,000円 80,000円 500,000円 60,000円 500,000円 60,000円 2,000,000円

４年
コース 200,000円 400,000円 50,000円 400,000円 50,000円 400,000円 50,000円 400,000円 50,000円 2,000,000円
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■出願資格の認定（個別の出願資格審査により出願を希望する方のみ）
本学生募集要項２P「出願資格」のうち、出願資格⑻⑼により出願を希望する者は、個別に出願資格審査を行いま
すので、事前に本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）までお問い合わせの上、出願資格審査申請締切日まで
に申請書類を提出してください。

１．出願資格審査の申請締切日　※消印有効
【第１次募集】　2021年� 9月� 1日㈬～2021年� 9月� 6日㈪
【第２次募集】　2021年11月22日㈪～2021年12月� 3日㈮
【第３次募集】　2022年� 1月17日㈪～2022年� 1月28日㈮
（注）定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。

２．出願資格審査申請書類
出願資格⑻⑼により出願を希望する者は、次の書類を提出してください。

申請書類 摘　　要

出願資格審査申請書 本学所定の様式に必要事項を記入
（様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。）

成績証明書 最終学歴の学校が発行し、厳封したもの

卒業（または卒業見込）証明書 最終学歴の学校が発行し、厳封したもの

業績調書（様式任意）
※ 任意提出 著書論文・学会発表等の実績や職務経歴等を自由に記入してください。

３．提出先等
送付先　〒959-2702　新潟県胎内市平根台2416�
　　　　新潟食料農業大学　入試事務室（TEL�0254-28-9840）

（注１）申請手続後の提出書類の変更は認めません。また提出された書類は返還しません。
（注２）申請書類を郵送する際は、封筒の表に「大学院出願資格審査申請書類在中」と朱書きしてください。
（注３）審査結果は郵送により通知します。

本学生募集要項２Pの出願資格⑴～⑺のいずれかにより出願される方は、上記の出願資格の認定は不要です。
ご不明点がございましたら、本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）へお問い合わせください。
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新潟食料農業大学アクセスマップ

▪お車をご利用の場合
新新バイパス「競馬場IC」を降りて新
潟競馬場方面へ進み、県道398号線と
の交差点を右折、約1.5キロ進行方向
左手。

▪お車をご利用の場合
【新新バイパスをご利用の場合】
新新バイパス「聖籠IC」を降りて胎内
市方面に約30分進み、高畑交差点を通
過後左手。

▪路線バスをご利用の場合
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」下車すぐ。

【日本海東北自動車道をご利用の場合】
日本海東北自動車道「中条IC」を降りて右折。
セブンイレブンのある交差点を右折し、高畑交差点
を通過後左手。

▪電車をご利用の場合
JR白新線「豊栄駅」下車。北口よ
り無料スクールバスで約20分。

▪電車をご利用の場合
JR羽越本線「中条駅」下車。無料
スクールバスで約15分。
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個人情報の取り扱いについて
　出願にあたってお知らせいただきました氏名や住所およびその他の個人情報は、入学者選抜試験の実施、合格発表、合格者に対
する入学手続書類の送付、入学手続者に対する案内の送付、入学者選抜試験に関わる統計資料の作成等を目的として利用するもの
とし、それ以外の目的で利用することはいたしません。
　なお、入学に伴う資料の送付等においては、本学が個人情報保護における安全管理等を十分に確認したうえで、発送等を行う業
務委託先に個人情報を提供する場合がありますのでご了承ください。
　� 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ
� 　入試事務室　TEL：0254-28-9840

■出願資格の認定（個別の出願資格審査により出願を希望する方のみ）
本学生募集要項２P「出願資格」のうち、出願資格⑻⑼により出願を希望する者は、個別に出願資格審査を行いま
すので、事前に本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）までお問い合わせの上、出願資格審査申請締切日まで
に申請書類を提出してください。

１．出願資格審査の申請締切日　※消印有効
【第１次募集】　2021年� 9月� 1日㈬～2021年� 9月� 6日㈪
【第２次募集】　2021年11月22日㈪～2021年12月� 3日㈮
【第３次募集】　2022年� 1月17日㈪～2022年� 1月28日㈮
（注）定員に達した場合、第３次募集を行わないことがあります。

２．出願資格審査申請書類
出願資格⑻⑼により出願を希望する者は、次の書類を提出してください。

申請書類 摘　　要

出願資格審査申請書 本学所定の様式に必要事項を記入
（様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。）

成績証明書 最終学歴の学校が発行し、厳封したもの

卒業（または卒業見込）証明書 最終学歴の学校が発行し、厳封したもの

業績調書（様式任意）
※ 任意提出 著書論文・学会発表等の実績や職務経歴等を自由に記入してください。

３．提出先等
送付先　〒959-2702　新潟県胎内市平根台2416�
　　　　新潟食料農業大学　入試事務室（TEL�0254-28-9840）

（注１）申請手続後の提出書類の変更は認めません。また提出された書類は返還しません。
（注２）申請書類を郵送する際は、封筒の表に「大学院出願資格審査申請書類在中」と朱書きしてください。
（注３）審査結果は郵送により通知します。

本学生募集要項２Pの出願資格⑴～⑺のいずれかにより出願される方は、上記の出願資格の認定は不要です。
ご不明点がございましたら、本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）へお問い合わせください。




