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３年次編入学選抜

募集人員

学部・学科 A日程 B日程 C日程 D日程 E日程

食料産業学部
食料産業学科 若干名

出願資格
次のいずれかの条件を満たす者。
　⑴��短期大学を卒業した者または2023年３月卒業見込みの者。
　⑵��高等専門学校を卒業した者または2023年３月卒業見込みの者。
　⑶��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2023年３月修了見込みの者。
　⑷��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2023年３月修了見込みの者。
　⑸��修業年限４年以上の大学において、2023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。
　⑹��学士の学位を有する者または2023年３月31日までに修得見込みの者。

入学者選抜試験日程

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）

Ａ日程 2022年� 7月11日㈪～
� � � � 　� 7月25日㈪　

2022年� 9月� 9日㈮～
� � � � 　� 9月26日㈪　 2022年10月� 8日㈯ 2022年10月14日㈮ 2022年10月14日㈮～

� � � � 　11月11日㈮　

Ｂ日程 2022年� 9月� 9日㈮～
� � � � 　� 9月26日㈪　

2022年10月24日㈪～
� � � � 　11月� 4日㈮　 2022年11月12日㈯ 2022年12月� 1日㈭ 2022年12月� 1日㈭～

� � � � 　12月� 9日㈮　

Ｃ日程 2022年10月11日㈫～
� � � � 　10月24日㈪　

2022年11月15日㈫～
� � � � 　12月� 5日㈪　 2022年12月17日㈯ 2022年12月22日㈭ 2022年12月22日㈭～

2023年� 1月13日㈮　

Ｄ日程 2022年12月� 5日㈪～
� � � � 　12月19日㈪　

2023年� 1月17日㈫～
� � � � 　� 2月� 3日㈮　 2023年� 2月16日㈭ 2023年� 2月27日㈪ 2023年� 2月27日㈪～

� � � � 　� 3月10日㈮　

Ｅ日程 2023年� 1月� 6日㈮～
� � � � 　� 1月20日㈮　

2023年� 2月13日㈪～
� � � � 　� 3月� 9日㈭　 2023年� 3月15日㈬ 2023年� 3月16日㈭ 2023年� 3月16日㈭～

� � � � 　� 3月23日㈭　

選抜方法・試験科目
出願書類評価、オンライン面接試験の結果を総合して合否を判定します。

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』等を得点化し合否判定に活用します。

●面接試験について
　本学の評価基準に基づき面接試験の結果を得点化し合否判定に活用します。
　��面接試験は全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でご自宅等から面接試験を受験
していただきます。必ず受験票をお手元にご用意のうえ、オンライン面接試験を受験してください。
　詳細は40ページの「オンライン面接試験の実施について」をご確認ください。

※   ご自宅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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試験会場・試験時間
WEBを活用したオンラインでの面接試験を実施します。
受験時の注意事項や面接試験開始時間等の詳細は、出願書類を受理した後、個別に通知します。

エントリー期間（事前相談）について
３年次編入学選抜では、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。
［注意］�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。

　　 　�入学前の大学等における既修得の認定単位数によっては、２年次への編入となる場合や２年間で卒業でき
ない場合があります。

出願までの流れについて
①　【本学へ電話連絡】
　　３年次編入学選抜への出願を希望する旨をご連絡ください。（入試事務室TEL：0254-28-9840）
　　ご連絡をいただいた後、本学より３年次編入学選抜エントリー票を郵送します。
　　※ �３年次編入学選抜エントリー票の様式は本学ホームページ（入試情報：３年次編入学選抜の詳細ページ）

からもダウンロードできます。

②　【エントリー書類の提出】
　　エントリー時に必要な書類をエントリー期間内に本学へ郵送（速達書留）してください。

③　【エントリー確認通知の受領】
　　�エントリー書類をもとに、出身学校における既修得単位の状況を確認し、入学後卒業までに要する最短の在学

年数等の確認を行い、本学よりその旨を記載したエントリー確認通知を郵送します。

④　【出願】
　　�エントリー確認通知の内容を確認し、出願する場合はインターネット出願サイトより出願手続を行ってください。

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。

エントリー時提出書類について
提出書類 記載事項

３年次編入学選抜
エントリー票

⑴�本学への電話連絡後、３年次編入学選抜エントリー票を本学より郵送いたしますので、必要事項
を記入してください。エントリー票の様式は本学ホームページ（入試情報：３年次編入学選抜の
詳細ページ）からもダウンロードできます。

卒業（見込）証明書
または

在学（退学）証明書

⑴出身学校を卒業または卒業見込みの方は「卒業（見込）証明書」を提出してください。
⑵�修業年限４年以上の大学に在学している方は「在学証明書」、退学した方は「退学証明書」を提
出してください。

⑶証明書は、出願時点より３カ月以内に作成されたものを提出してください。

成績証明書
⑴出願時点で履修中の科目（単位）がない方は「成績証明書」を提出してください。
⑵�出願時点で履修中の科目（単位）がある方は、既修得単位を証明する証明書とともに現在履修中
の科目名、単位数および履修中である旨が明記された書類をあわせて提出してください。

⑶証明書は、出願時点より３カ月以内に作成されたものを提出してください。

出身学校のシラバス等
（コピー可）

すでに修得した科目（単位）および履修中の科目（単位）の授業内容（取得年度のもの）が記載さ
れた出身学校のシラバス等（コピー可）を提出してください。
提出されたシラバス等またはそのコピーは返還できませんのでご注意ください。

３年次編入学選抜
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出願時提出書類について
出願書類 記載事項

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。

志願理由書
本学指定の用紙に、志願者本人が自筆・横書きで700字以内で記入してください。
（黒のペンまたはボールペンを使用・鉛筆書き不可）
※��志願理由書の様式は本学ホームページ（入試情報：3年次編入学選抜の詳細ページ）よりダウン
ロードし、A４サイズに印刷したものをご利用ください。

取得資格等を証明する書類
（該当者のみ）

出願書類評価において取得資格等が加点の対象となります。アピールしたい取得資格等がある方は
その事実を証明する書類（コピー）を提出してください。

【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。

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

※ ��３年次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
本学科では２年次より、「アグリ」、「フード」、「ビジネス」の３つのコースに分かれ、それぞれの専門的な知識・
技術を学びます。３年次編入学選抜では、エントリーの時点で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。
入学前の大学等における既修得の認定単位数によっては、２年次への編入となる場合や２年間で卒業できない場合
があります。


