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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） 

 

2023 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先】 

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  E-mail：nyuusi@nafu.ac.jp 

受付時間：月～金 9：00～17：00（土日・祝祭日・8/11～8/17・12/24～1/4 を除く） 

mailto:nyuusi@nafu.ac.jp
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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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選抜試験区分および募集人員 
 

 
 

入学者選抜試験日程 
 

 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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 

ジにてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2023 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＞ 

② 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、本学ホームページの大学院「入学者選抜試験・学費」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（nyuusi@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。 

選抜試験区分 日程 募集人員 

学内推薦型選抜 第 1 次募集 

第 2 次募集 

第 3 次募集 

第 4 次募集 

6 名 
社会人選抜 

外国人留学生選抜 

一般選抜 

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 9/1（木）～9/8（木） 9/17（土） 9/30（金） 9/30（金）～10/14（金） 

第 2 次募集 12/5（月）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木） 12/22（木）～1/13（金） 

第 3 次募集 1/30（月）～2/8（水） 2/16（木） 2/27（月） 2/27（月）～3/10（金） 

第 4 次募集 2/28（火）~3/9（木） 3/15（水） 3/16（木） 3/16（木）～3/23（木） 

mailto:nyuusi@nafu.ac.jp
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学校推薦型選抜                            

入学者選抜試験日程 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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

ジにてご確認ください。 

 

出願資格 

新潟食料農業大学 食料産業学部 食料産業学科を卒業の者または 2023 年 3 月卒業見込みの者で、所属コース長

が推薦した者 

 

選抜方法・試験科目 

出願書類評価および面接試験（オンライン）を総合して合否を判定します。 

■面接試験（オンライン）の受験方法について 

Microsoft Teams を活用し、ご自宅等から面接試験を受験していただきます。 

（１）出願書類が本学にて受理された後、受験票および試験当日の注意事項を出願時に提出いただく受験票返信

用封筒を用いて郵送します。併せて入学志願票に記載のメールアドレス宛に面接試験の開始時刻および

URL を通知します。 

（２）面接試験開始時刻までに、ご案内した面接試験の URL に接続してください。 

（３）面接試験監督が面接試験開始時刻に入室します。本人確認および音声・映像の確認後、面接試験を開始し 

ます。 

 

ご自宅等にインターネット環境がなく、オンラインでの受験が困難な場合は、本学入試事務室（TEL：0254-28-

9840）までご連絡ください。 

 
 

試験時間 

面接試験（オンライン）の開始時刻等の詳細は、受験票発送時にお知らせします。 

 

出願方法および入学検定料の納入について 

■入学検定料の納入について 

入学検定料：25,000 円 

金融機関の窓口（ゆうちょ銀行を除く）から銀行備え付けの振込用紙を使用し、5P【振込先銀行】のいずれか

の口座へ出願期間締切日までに、お振込みください。その際のご依頼人名は、ご本人のお名前をご記入ください。

※金融機関窓口にてお受け取りになりました、受領書（領収書）は出願時にコピーして提出して頂きますのでご

本人様で大切に保管してください。 

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 9/1（木）～9/8（木） 9/17（土） 9/30（金） 9/30（金）～10/14（金） 

第 2 次募集 12/5（月）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木） 12/22（木）～1/13（金） 

第 3 次募集 1/30（月）～2/8（水） 2/16（木） 2/27（月） 2/27（月）～3/10（金） 

第 4 次募集 2/28（火）~3/9（木） 3/15（水） 3/16（木） 3/16（木）～3/23（木） 

tel:0254-28-9840
tel:0254-28-9840
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【振込先銀行】 

銀行名 支店名 預金種目 口座番号 受取人 

第四北越銀行 本店 普通預金 5020410 新潟食料農業大学 

【住所】〒959-2702 

胎内市平根台 2416 

【TEL】0254-28-9840 

大光銀行 新潟支店 普通預金 3523635 

三井住友銀行 新潟支店 普通預金 7324870 

みずほ銀行 新潟支店 普通預金 2094172 

 

■出願方法について 

下記の出願書類を提出してください。郵送（速達書留）の場合は出願期間最終日までの消印を有効とします。 

持参の場合は出願期間最終日までに本学入試事務室に提出してください。 

必須提出書類 備考 

入学志願票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「入学志願票」をダウンロードし、 

必要事項を記入し、提出してください。 

入学志願票に貼り付ける写真は受験票・写真票と同一のものを使用してください。 

受験票・写真票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「受験票・写真票」をダウンロードし、

必要事項を記入し、提出してください。 

受験票・写真票に貼り付ける写真は入学志願票と同一のものを使用してください。 

志願理由書 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「志願理由書」をダウンロードし、 

志願理由等を記入し、提出してください。 

学内推薦書 

（本学所定の様式） 
所属コース長が作成した学内推薦書を厳封し、提出してください。 

成績証明書 新潟食料農業大学の成績証明書を提出してください。 

卒業（見込）証明書 新潟食料農業大学の卒業証明書または卒業見込証明書を提出してください。 

入学検定料振込時の

受領書（領収書） 
入学検定料振込時に金融機関より受け取った、受領書（領収書）をコピーし提出してください。 

受験票返信用封筒 
自身で用意した封筒（長型 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 円分の切手を貼り付けて、提出してください。 

【任意提出書類】 

・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） 

・長期履修申請書（本学所定の様式）※長期履修制度申請希望者のみ提出 

学会発表等の研究業績や実務経験、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）」、「業務調書（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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社会人選抜                            

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 9/1（木）～9/8（木） 9/17（土） 9/30（金） 9/30（金）～10/14（金） 

第 2 次募集 12/5（月）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木） 12/22（木）～1/13（金） 

第 3 次募集 1/30（月）～2/8（水） 2/16（木） 2/27（月） 2/27（月）～3/10（金） 

第 4 次募集 2/28（火）~3/9（木） 3/15（水） 3/16（木） 3/16（木）～3/23（木） 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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 

ジにてご確認ください。 

 

出願資格 

次の(1)～(9)の要件のいずれかに該当する者（見込みの者を含む）で、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 

（１）学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者 

（２）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 

（３）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 

（４）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 

（５）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 

（６）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 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）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 

（９）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、

2023 年 4 月 1 日現在で満 22 歳以上の者 

 

 

 

 

 

 

出願資格(8)(9)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 17P、出願資格の認定をご確認ください。 
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選抜方法・試験科目 

出願書類評価および面接試験（オンライン）を総合して合否を判定します。 

■面接試験（オンライン）の受験方法について 

Microsoft Teams を活用し、ご自宅等から面接試験を受験していただきます。 

（１）出願書類が本学にて受理された後、受験票および試験当日の注意事項を出願時に提出いただく受験票返信

用封筒を用いて郵送します。併せて入学志願票に記載のメールアドレス宛に面接試験の開始時刻および

URL を通知します。 

（２）面接試験開始時刻までに、ご案内した面接試験の URL に接続してください。 

（３）面接試験監督が面接試験開始時刻に入室します。本人確認および音声・映像の確認後、面接試験を開始し 

ます。 

 

ご自宅等にインターネット環境がなく、オンラインでの受験が困難な場合は、本学入試事務室（TEL：0254-28-

9840）までご連絡ください。 

 
 

試験時間 

面接試験（オンライン）の開始時刻等の詳細は、受験票発送時にお知らせします。 

 

出願方法および入学検定料の納入について 

■入学検定料の納入について 

入学検定料：25,000 円 

金融機関の窓口（ゆうちょ銀行を除く）から銀行備え付けの振込用紙を使用し、下表【振込先銀行】のいずれ

かの口座へ出願期間締切日までに、お振込みください。その際のご依頼人名は、ご本人のお名前をご記入くださ

い。※金融機関窓口にてお受け取りになりました、受領書（領収書）は出願時にコピーして提出して頂きますの

でご本人様で大切に保管してください。 

【振込先銀行】 

銀行名 支店名 預金種目 口座番号 受取人 

第四北越銀行 本店 普通預金 5020410 新潟食料農業大学 

【住所】〒959-2702 

胎内市平根台 2416 

【TEL】0254-28-9840 

大光銀行 新潟支店 普通預金 3523635 

三井住友銀行 新潟支店 普通預金 7324870 

みずほ銀行 新潟支店 普通預金 2094172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0254-28-9840
tel:0254-28-9840
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■出願方法について 

下記の出願書類を提出してください。出願期間最終日までの消印を有効とします。 

持参による出願書類の提出は認めません。 

必須提出書類 備考 

入学志願票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「入学志願票」をダウンロードし、 

必要事項を記入し、提出してください。 

入学志願票に貼り付ける写真は受験票・写真票と同一のものを使用してください。 

受験票・写真票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「受験票・写真票」をダウンロードし、

必要事項を記入し、提出してください。 

受験票・写真票に貼り付ける写真は入学志願票と同一のものを使用してください。 

志願理由書 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「志願理由書」をダウンロードし、 

志願理由等を記入し、提出してください。 

最終学歴の 

成績証明書 
最終学歴の成績証明書を提出してください。 

最終学歴の 

卒業証明書 
最終学歴の卒業証明書を提出してください。 

入学検定料振込時の

受領書（領収書） 
入学検定料振込時に金融機関より受け取った、受領書（領収書）をコピーし提出してください。 

受験票返信用封筒 
自身で用意した封筒（長型 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 円分の切手を貼り付けて、提出してください。 

【任意提出書類】 

・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） 

・長期履修申請書（本学所定の様式）※長期履修制度申請希望者のみ提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

学会発表等の研究業績や実務経験、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）」、「業務調書（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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外国人留学生選抜                            

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 9/1（木）～9/8（木） 9/17（土） 9/30（金） 9/30（金）～10/14（金） 

第 2 次募集 12/5（月）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木） 12/22（木）～1/13（金） 

第 3 次募集 1/30（月）～2/8（水） 2/16（木） 2/27（月） 2/27（月）～3/10（金） 

第 4 次募集 2/28（火）~3/9（木） 3/15（水） 3/16（木） 3/16（木）～3/23（木） 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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 

ジにてご確認ください。 

 

出願資格 

次の(1)～(9)の要件のいずれかに該当（見込みを含む）し、日本国籍以外の者で日本語能力試験 N2 合格以上

またはそれと同等以上の日本語能力を有する者。 

（１）学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者 

（２）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 

（３）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 

（４）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 

（５）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 

（６）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 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）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 

（９）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、

2023 年 4 月 1 日現在で満 22 歳以上の者 

 

 

 

 

 

 

出願資格(8)(9)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 17P、出願資格の認定をご確認ください。 
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選抜方法・試験科目 

出願書類評価および小論文試験（オンライン）・面接試験（オンライン）を総合して合否を判定します。 

■小論文試験（オンライン）の受験方法について 

Microsoft Teams を接続した状態で、ご自宅等から小論文試験を受験していただきます。 

（１）出願書類が本学にて受理された後、受験票および試験当日の注意事項を出願時に提出いただく受験票返信

用封筒を用いて郵送します。併せて入学志願票に記載のメールアドレス宛に小論文試験の開始時刻および

URL を通知します。 

（２）小論文試験開始時刻までに、ご案内した小論文試験の URL に接続してください。 

（３）試験監督が小論文試験開始時刻に入室します。音声・映像の確認の後、当日の注意事項等を説明します。 

（４）説明事項等が終了した後、本学より解答用紙データをメールにて送信します。試験開始の合図とともに送

信した解答用紙に解答を入力してください。 

（５）試験終了後、解答データをメールで本学に提出していただきます。 

■面接試験（オンライン）の受験方法について 

Microsoft Teams を活用し、ご自宅等から面接試験を受験していただきます。 

（１）出願書類が本学にて受理された後、受験票および試験当日の注意事項を出願時に提出いただく受験票返信

用封筒を用いて郵送します。併せて入学志願票に記載のメールアドレス宛に面接試験の開始時刻および

URL を通知します。 

（２）面接試験開始時刻までに、ご案内した面接試験の URL に接続してください。 

（３）面接試験監督が面接試験開始時刻に入室します。本人確認および音声・映像の確認後、面接試験を開始し 

ます。 
 

ご自宅等にインターネット環境がなく、オンラインでの受験が困難な場合は、本学入試事務室（TEL：0254-28-

9840）までご連絡ください。 

 

試験時間 

小論文試験（オンライン）、面接試験（オンライン）の開始時刻等の詳細は、受験票発送時にお知らせします。 

 

出願方法および入学検定料の納入について 

■入学検定料の納入について 

入学検定料：25,000 円 

金融機関の窓口（ゆうちょ銀行を除く）から銀行備え付けの振込用紙を使用し、下表【振込先銀行】のいずれ

かの口座へ出願期間締切日までに、お振込みください。その際のご依頼人名は、ご本人のお名前をご記入くださ

い。※金融機関窓口にてお受け取りになりました、受領書（領収書）は出願時にコピーして提出して頂きますの

でご本人様で大切に保管してください。 

【振込先銀行】 

銀行名 支店名 預金種目 口座番号 受取人 

第四北越銀行 本店 普通預金 5020410 新潟食料農業大学 

【住所】〒959-2702 

胎内市平根台 2416 

【TEL】0254-28-9840 

大光銀行 新潟支店 普通預金 3523635 

三井住友銀行 新潟支店 普通預金 7324870 

みずほ銀行 新潟支店 普通預金 2094172 

tel:0254-28-9840
tel:0254-28-9840
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■出願方法について 

下記の出願書類を提出してください。出願期間最終日までの消印を有効とします。 

持参での出願書類の提出は認めません。 

必須提出書類 備考 

入学志願票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「入学志願票」をダウンロードし、必要

事項を記入し、提出してください。 

入学志願票に貼り付ける写真は受験票・写真票と同一のものを使用してください。 

受験票・写真票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「受験票・写真票」をダウンロードし、

必要事項を記入し、提出してください。 

受験票・写真票に貼り付ける写真は入学志願票と同一のものを使用してください。 

志願理由書 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「志願理由書」をダウンロードし、 

志願理由等を記入し、提出してください。 

最終学歴の 

成績証明書 

最終学歴の成績証明書を提出してください。 

※日本語以外の言語で記載されたものは日本語訳の添付が必要です。 

最終学歴の 

卒業（見込）証明書 

最終学歴の卒業証明書または卒業見込証明書を提出してください。 

※日本語以外の言語で記載されたものは日本語訳の添付が必要です。 

日本語能力を証明 

する書類（コピー） 
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証明する書類を提出してください。 

在留カード 

（コピー） 
表と裏の両面をコピーしたものを提出してください。 

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提出してください。 

経費支弁説明書 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「経費支弁説明書」をダウンロードし、

必要事項を記入し、提出してください。 

入学検定料振込時の

受領書（領収書） 
入学検定料振込時に金融機関より受け取った、受領書（領収書）をコピーし提出してください。 

受験票返信用封筒 
自身で用意した封筒（長型 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 円分の切手を貼り付けて、提出してください。 

【任意提出書類】 

・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） 

・長期履修申請書（本学所定の様式）※長期履修制度申請希望者のみ提出 

学会発表等の研究業績や実務経験、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）」、「業務調書（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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一般選抜                            

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 9/1（木）～9/8（木） 9/17（土） 9/30（金） 9/30（金）～10/14（金） 

第 2 次募集 12/5（月）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木） 12/22（木）～1/13（金） 

第 3 次募集 1/30（月）～2/8（水） 2/16（木） 2/27（月） 2/27（月）～3/10（金） 

第 4 次募集 2/28（火）~3/9（木） 3/15（水） 3/16（木） 3/16（木）～3/23（木） 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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 

ジにてご確認ください。 

 

出願資格 

次の(1)～(9)の要件のいずれかに該当（見込みを含む）し、学内推薦型選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜

の出願資格に該当しない者。 

（１）学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者 

（２）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 

（３）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 

（４）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 

（５）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 

（６）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 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）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 

（９）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、

2023 年 4 月 1 日現在で満 22 歳以上の者 

 

 

 

 

 

 

出願資格(8)(9)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 17P、出願資格の認定をご確認ください。 
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選抜方法・試験科目 

出願書類評価および小論文試験（オンライン）・面接試験（オンライン）を総合して合否を判定します。 

■小論文試験（オンライン）の受験方法について 

Microsoft Teams を接続した状態で、ご自宅等から小論文試験を受験していただきます。 

（１）出願書類が本学にて受理された後、受験票および試験当日の注意事項を出願時に提出いただく受験票返信

用封筒を用いて郵送します。併せて入学志願票に記載のメールアドレス宛に小論文試験の開始時刻および

URL を通知します。 

（２）小論文試験開始時刻までに、ご案内した小論文試験の URL に接続してください。 

（３）試験監督が小論文試験開始時刻に入室します。音声・映像の確認の後当日の注意事項等を説明します。 

（４）説明事項等が終了した後、本学より解答用紙データをメールにて送信します。試験開始の合図とともに送

信した解答用紙に解答を入力してください。 

（５）試験終了後、解答データをメールで本学に提出していただきます。 

■面接試験（オンライン）の受験方法について 

Microsoft Teams を活用し、ご自宅等から面接試験を受験していただきます。 

（１）出願書類が本学にて受理された後、受験票および試験当日の注意事項を出願時に提出いただく受験票返信

用封筒を用いて郵送します。併せて入学志願票に記載のメールアドレス宛に面接試験の開始時刻および

URL を通知します。 

（２）面接試験開始時刻までに、ご案内した面接試験の URL に接続してください。 

（３）面接試験監督が面接試験開始時刻に入室します。本人確認および音声・映像の確認後、面接試験を開始し 

ます。 
 

ご自宅等にインターネット環境がなく、オンラインでの受験が困難な場合は、本学入試事務室（TEL：0254-28-

9840）までご連絡ください。 

 

試験時間 

小論文試験（オンライン）、面接試験（オンライン）の開始時刻等の詳細は、受験票発送時にお知らせします。 

 

出願方法および入学検定料の納入について 

■入学検定料の納入について 

入学検定料：25,000 円 

金融機関の窓口（ゆうちょ銀行を除く）から銀行備え付けの振込用紙を使用し、下表【振込先銀行】のいずれ

かの口座へ出願期間締切日までに、お振込みください。その際のご依頼人名は、ご本人のお名前をご記入くださ

い。※金融機関窓口にてお受け取りになりました、受領書（領収書）は出願時にコピーして提出して頂きますの

でご本人様で大切に保管してください。 

【振込先銀行】 

銀行名 支店名 預金種目 口座番号 受取人 

第四北越銀行 本店 普通預金 5020410 新潟食料農業大学 

【住所】〒959-2702 

胎内市平根台 2416 

【TEL】0254-28-9840 

大光銀行 新潟支店 普通預金 3523635 

三井住友銀行 新潟支店 普通預金 7324870 

みずほ銀行 新潟支店 普通預金 2094172 

tel:0254-28-9840
tel:0254-28-9840
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■出願方法について 

下記の出願書類を提出してください。出願期間最終日までの消印を有効とします。 

持参による出願書類の提出は認めません。 

必須提出書類 備考 

入学志願票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「入学志願票」をダウンロードし、 

必要事項を記入し、提出してください。 

入学志願票に貼り付ける写真は受験票・写真票と同一のものを使用してください。 

受験票・写真票 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「受験票・写真票」をダウンロードし、

必要事項を記入し、提出してください。 

受験票・写真票に貼り付ける写真は入学志願票と同一のものを使用してください。 

志願理由書 

（本学所定の様式） 

本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ページより「志願理由書」をダウンロードし、 

志願理由等を記入し、提出してください。 

最終学歴の 

成績証明書 
最終学歴の成績証明書を提出してください。 

最終学歴の 

卒業（見込）証明書 
最終学歴の卒業証明書または卒業見込証明書を提出してください。 

入学検定料振込時の

受領書（領収書） 
入学検定料振込時に金融機関より受け取った、受領書（領収書）をコピーし提出してください。 

受験票返信用封筒 
自身で用意した封筒（長型 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 円分の切手を貼り付けて、提出してください。 

【任意提出書類】 

・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） 

・長期履修申請書（本学所定の様式）※長期履修制度申請希望者のみ提出 

 

 

 

 

 

 

 

学会発表等の研究業績や実務経験、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）」、「業務調書（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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合格発表について 

1．合格発表日 

【第 1 次募集】 2022 年 9 月 30 日（金） 

【第 2 次募集】 2022 年 12 月 22 日（木） 

【第 3 次募集】 2023 年 2 月 27 日（月） 

【第 4 次募集】 2023 年 3 月 16 日（木） 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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ついては、一切応じられません。 

 

入学手続について 

１．入学手続期間 ※消印有効 

【第 1 次募集】 2022 年 9 月 30 日（金） ～ 2022 年 10 月 14 日（金） 

【第 2 次募集】 2022 年 12 月 22 日（木）～ 2023 年 1 月 13 日（金） 

【第 3 次募集】 2023 年 2 月 27 日（月） ～ 2023 年 3 月 10 日（金） 

【第 4 次募集】 2023 年 3 月 16 日（木） ～ 2023 年 3 月 23 日（木） 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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 

（1）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。 

（2）後期納付金は、口座振替により納付していただきます。 

（3）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。 
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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」は入学金の全額および 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 人 

＜申請方法＞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。 

      別途申請の必要はありません。 

＜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。 

 

長期履修制度について 

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 年間）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。 

（１）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 

（２）申請方法 

「長期履修申請書（本学所定の様式）」を本学ホームページの大学院「入学者選抜・学費」ペ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。 

（３）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。 

（４）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 
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出願資格の認定（個別の出願資格審査による出願を希望する方のみ） 

本学生募集要項の各選抜試験区分ページにおける「出願資格」のうち、出願資格（８）（９）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）までのお問い合わせの上、出願資格 

審査申請締切日まで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】2022 年 7 月 25 日（月） ～2022 年 7 月 29 日（金） 

【第 2 次募集】2022 年 10 月 24 日（月）～2022 年 10 月 28 日（金） 

【第 3 次募集】2022 年 12 月 12 日（月）～2022 年 12 月 16 日（金） 

【第 4 次募集】2023 年 1 月 23 日（月） ～2023 年 1 月 27 日（金） 

（注）定員に達した場合、第 3 次・第 4 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（８）（９）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し、提出してください。 

様式は本学入試事務室にご連絡いただいた後、本学より郵送します。 

成績証明書 最終学歴の成績証明書を提出してください。 

卒業（または卒業見込） 

証明書 
最終学歴の卒業証明書または卒業見込証明書を提出してください。 

業績調書（様式任意） 

※提出任意 

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、提出して

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」を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。 

 

各選抜試験区分において、出願資格（1）～（7）のいずれかにより出願される方および学内推薦型選抜で 

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。 

 

 


