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一般選抜

募集人員

学部・学科 前期日程 中期日程 後期日程

食料産業学部
食料産業学科 40名 ５名 ５名

出願資格
次の⑴～⑶のいずれかの条件を満たす者。
　⑴��高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）卒業の者または2023年３月高等学校卒業見込みの者。
　⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2023年３月修了見込みの者。
　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る者�

または2023年３月31日までにこれに該当する見込みの者。

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）

前　期 2022年12月20日㈫～
2023年� 1月23日㈪　 2023年2月� 4日㈯ 2023年2月15日㈬ 2023年2月15日㈬～

� � � � 　3月10日㈮　

中　期 2023年� 1月30日㈪～
� � � � 　� 2月� 8日㈬　 2023年2月16日㈭ 2023年2月27日㈪ 2023年2月27日㈪～

� � � � 　3月23日㈭　

後　期 2023年� 2月13日㈪～
� � � � 　� 2月27日㈪　 2023年3月� 4日㈯ 2023年3月10日㈮ 2023年3月10日㈮～

� � � � 　3月23日㈭　

試験会場
＜前期日程＞
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

東京会場 TKP九段下神保町ビジネスセンター 東京都千代田区神田神保町3-4　柳川ビル

郡山会場 i-MEDICAL国際医療看護福祉大学校　ANNEX校舎 福島県郡山市方八町2-4-19

長野会場 ホテルJALシティ長野 長野県長野市問御所町1221

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番１号

仙台会場 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15　ソララプラザ

＜中期日程／後期日程＞
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

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

※ 所在地は32ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

試験時間
【前期日程】� 【中期日程・後期日程】

試験室入室 � 9：30～� 9：50 試験室入室 � 9：30～� 9：50

オリエンテーション � 9：50～10：00 オリエンテーション � 9：50～10：00

筆記試験
（２科目選択） 10：10～12：10 筆記試験

（１科目選択） 10：10～11：10

※ �試験時間が変更となる場合があります。詳細は受験票印刷の際に出力される試験案内をご確認ください。
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選抜方法・試験科目　[前期日程]
出願書類※および以下の試験科目の結果を総合して合否を判定します。
【前期日程】は以下の科目から２科目を選択。

試験科目 出　題　範　囲 配　点 ２科目合計 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、試験当日に問題を確認してから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。
※ 出願時に「調査書等」の提出を課しますが、得点化せず参考資料として活用します。

＜解答時間について＞
　解答時間は２科目合計120分間です。科目ごとの時間の指定はありません。
　ご自身で時間配分を行い、120分間で２科目を解答します。
　��解答用紙（マークシート）が２枚配付されますので、試験科目の中から２科目を選択し、それぞれのマークシー
トに解答します。

選抜方法・試験科目　[中期日程・後期日程]
出願書類※および以下の試験科目の結果を総合して合否を判定します。
【中期日程・後期日程】は以下の科目から１科目を選択。

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 100点
満点 60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、試験当日に問題を確認してから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。
※ 出願時に「調査書等」の提出を課しますが、得点化せず参考資料として活用します。
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英語の民間資格・検定試験の成績活用について
出願時に英語の民間資格・検定試験の成績を提出した場合、そ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は可能です。
【英語の民間資格・検定試験のみなし得点表】

英 語 試 験 名

みなし得点

CEFR
B２以上に該当

CEFR
B１に該当

CEFR
A２に該当

100点 90点 80点

実用英語技能検定 2300（準１級）～ 1950（２級）～2299 1700（準２級）～1949

GTEC（４技能版）
［オフィシャルスコアに限る］ 1190～ 960～1189 690～959

TOEIC L＆R/TOEIC S＆W［IP不可］ 1560～ 1150～1555 625～1145

TOEFL iBT［ITP不可］ 72～ 42～71 ―

IELTS 5.5～ 4.0～5.0 ―

TEAP（４技能） 309～ 225～308 135～224

TEAP CBT 600～ 420～595 235～415

ケンブリッジ英語検定 160～ 140～159 120～139

（注）
�英語の民間資格・検定試験の成績を活用した場合も、一般選抜において英語科目を選択することは可能です。
採点パターンは下記をご参照ください。

※ ��中期日程・後期日程は１科目受験のため、当日受験した科目の得点と上記のみなし得点のうち、高得点の方が
合否判定に活用されます。

一般選抜　英語 70 点、化学 65 点
英語の民間資格・検定試験の成績　A2（みなし得点80点） 65+80＝145 点

高得点を採用
化学と資格・検定試験の成績を採用

例）

＜一般選抜で英語を選択した場合＞

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

高得点を採用
国語と資格・検定試験の成績を採用

例）

＜一般選抜で英語を選択しなかった場合＞

一般選抜
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出願書類
出願書類の提出は郵送（速達書留）とし、持参による受付は行いません。
出願期間最終日までの消印を有効とします。

入学志願票
（インターネット出願サイト

から出力）
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。

写真票
（インターネット出願サイト

から出力）
入学志願票と同時に出力される写真票に、入学志願票と同じ写真を貼付してください。

出身高等学校調査書等
および

該当する出願資格に係る書類

出願資格に該当する次のいずれかの書類を提出してください。
〈高等学校を卒業した者または卒業見込みの者〉
出願時点より３カ月以内に作成された「調査書」（厳封したもの）
なお、保存期間の経過等により調査書が発行されない場合は、「単位修得証明書」または「卒業証
明書」を提出してください。

〈高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定に合格した者または合格見込みの者〉
「合格証明書」と「合格成績証明書」または「合格見込成績証明書」
〈外国における12年の課程を修了した者〉
「修了証明書」と「成績証明書」（日本語訳を添付）
〈外国と日本の双方の高等学校に在籍した者〉
外国で在籍した高等学校の「成績証明書」（日本語訳を添付）と日本で在籍した高等学校の「調査
書」（厳封したもの）

英語の民間資格・
検定試験の成績
（該当者のみ）

英語の民間資格・検定試験の成績を証明できる書類等をA４サイズにコピーして提出してください。

【入学志願票】【写真票】に
貼付する写真について

⑴【入学志願票】【写真票】に写真（縦4cm×横3cm）を貼付してください。
⑵写真の裏面に氏名を記入してください。
⑶�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（カラー・白黒いずれも
可、スピード写真可）。

角型２号封筒
（出願書類発送用封筒）

入学検定料のお支払い後、「インターネット出願サイト」より入学志願票を印刷した際に、「出願書
類発送用封筒の宛名シート」が同時に印刷されます。この宛名シートを出願書類を発送する際のラ
ベルとして、各自で用意した角型２号封筒に貼付してください。

出願方法および受験票の準備について
出願方法は、「インターネット出願」となります。詳細は33ページ以降をご確認ください。
また、受験票の準備および当日の試験案内については41ページをご確認ください。

インターネット出願に必要な環境がない方は、39ページ「インターネット環境がない方へ」をご参照ください。

新潟食料農業大学 特待生制度について
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「特待生制度」の選抜対象となります。
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。

【特待生数】　  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
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

※ 他の特待生制度との併用はできません。


