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入学選考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・８/10～８/19・12/28～１/６を除く）
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［胎内キャンパス］※2019年度の入試会場としては使用しません

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。

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（学校教育法施行令第22条の３に定める身体障害の程度等）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、大学入試センター試験利用入学選考試験を含む各試験区分の出願開始日１カ月前までに本人また
は保護者より本学入試事務室へお申し出ください（再出願の場合でも、その都度、申請が必要です）。不慮の事故等に
より、出願後に特別な配慮が必要となった場合も速やかに本学入試事務室へお申し出ください。なお、お申し出がな
い場合は、受験上および就学上の特別措置等が認められない場合がありますので、ご了承ください。
　また、入学後の学習（実験・実習および学外実習等を含む）を考慮し、必要に応じて出願前に面談、診断書等の提
出をお願いすることがあります。これらは受験に際しての負担を軽減し、他の志願者に比べて不利とならないように
配慮するためのものであり、このことにより不利益が生じることはありません。なお、申し出の内容によっては、必
ずしもすべての要望に沿えるとは限りませんので、ご了承ください。

※�オープンキャンパスでは、キャンパス内の施設・設備の状況を確認したり、入学後の学習・生活への配慮等につい
て教職員に相談することが可能です。出願前にオープンキャンパス等へ積極的に参加して、ご自身の学びたいこと
をご確認、ご相談ください。

新潟食料農業大学 入試問題集の請求、お申し込み方法
　本学では、昨年度の入試問題集を１冊にまとめた『新潟食料農業大学�入試問題集』を発行しています。
　ご希望の方は、本学入試事務室までお申し込みください。送料とも無料でお送りします。
　お申し込みは、お電話・はがき・FAX・Emailまたは本学ホームページからお申し込みください。

出願から入学手続までの流れ
出願書類（調査書等）を準備

検定料の納入（クレジットカード決済もしくはコンビニエンスストア納入）

出願書類の郵送

受験票・写真票のダウンロード

入学試験を受験

合格発表

入学手続

インターネットを用いて出願

新潟食料農業大学ホームページにアクセス
https://nafu.ac.jp

インターネット環境がない場合は、23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。
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入学選考試験概要

「食」「農」「ビジネス」を一体的に学び食の可農性を追究する。
　食料産業学部 食料産業学科は「食」「農」「ビジネス」を一体的に学び食料産業界をリードする人材を育成します。
“食料産業”とは私たちの“食”に関わる生産から加工、流通、販売までを含む幅広い産業です。本学部は、地域経済
の基盤である「農」、人々の健康を支える「食」、新たな食料産業を創造する「ビジネス」を一体的に学びます。 
4年間を通して、食料産業全体を理解する共通課程と、2年次から引き続き「食」に関わる全体的な教育・研究に加
え、3つのコース課程で専門的な知識・技術を修得します。一つの学問だけにとらわれずサイエンス（科学）・テク
ノロジー（応用技術）・ビジネス（経済・経営）を横断的に学ぶことで、専門知識・技術と「食」「農」「ビジネス」
に関する総合知識・技術を兼ね備えた食料産業界の“ジェネラリスト（総合職人）”を育成します。食料・農業分野
での活躍を目指す意欲溢れるあなたの入学を心からお待ちしています。

新潟食料農業大学の建学の精神
　「自由、多様、創造」
　自己規律に裏打ちされた「自由（Liberty）」のもと、他者の考え方や行動を尊重する「多様性（Diversity）」と、
常に好奇心をもって取り組む「創造力（Creativity）」を育む。

新潟食料農業大学の目的
　生命、環境、社会を科学する力と、食と農に関する広い知識と技術を総合的に身につけ、課題の解決に前向きに
取り組む人材を育成するとともに、実社会に直結する研究開発を通じて地域と国際社会の発展に貢献する。

食料産業学部の目的
　食料・農業分野において、課題の解決と新しい時代の産業を創出するためのサイエンス・テクノロジー・ビジネ
スの能力を兼ね備えた人材を育成するとともに、実社会に直結する研究開発を行う。

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を求めています。

【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。

食料産業学科　2019年度　募集人員

入学定員�180名
AO入試 推薦入試 一般入試 センター試験

利用入試 社
会
人
入
試

外国人留学生入試

前期
日程

後期
日程

公募推薦 専門・総合推薦 指定校推薦 スポーツ推薦
自己
推薦

前期
日程

中期
日程

後期
日程

前期
日程

中期
日程

後期
日程

A
日程

B
日程

C
日程

D
日程前期

日程
後期
日程

前期
日程

後期
日程

前期
日程

後期
日程

前期
日程

後期
日程

10名 10名 15名 5名 10名 5名 15名 5名 7名 3名 5名 40名 10名 10名 10名 5名 5名 若干名 10名
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2019年度　入学選考試験日程

試験区分 日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

AO入試

前期
日程

2018年� 8月20日㈪～
　　� � 　9月13日㈭　

（消印有効）
2018年� 9月22日㈯ 2018年10月� 2日㈫

2018年10月� 2日㈫～
　　� 　10月12日㈮　

（消印有効）

後期
日程

2018年� 9月25日㈫～
　　� 　10月11日㈭　

（消印有効）
2018年10月20日㈯ 2018年10月29日㈪

2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 9日㈮　

（消印有効）

推薦
入試

公
募
推
薦
／
専
門
・
総
合
推
薦
／
指

※

定
校
推
薦
／
ス
ポ
ー
ツ
推
薦

前期
日程

2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 8日㈭　

（消印有効）
2018年11月17日㈯ 2018年11月27日㈫

2018年11月27日㈫～
　　� 　12月� 7日㈮　

（消印有効）

後期
日程

2018年11月19日㈪～
　　� 　12月� 6日㈭　

（消印有効）
2018年12月15日㈯ 2018年12月25日㈫

2018年12月25日㈫～
2019年� 1月11日㈮　

（消印有効）

自己推薦
2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 3月20日㈬ 2019年� 3月22日㈮

2019年� 3月22日㈮～
　　� 　� 3月26日㈫　

（消印有効）

一般入試

前期
日程

2018年12月25日㈫～
2019年� 1月31日㈭　

（消印有効）
2019年� 2月� 9日㈯ 2019年� 2月19日㈫

2019年� 2月19日㈫～
　　� 　� 3月� 1日㈮　

（消印有効）

中期
日程

2019年� 2月� 4日㈪～
　　� 　� 2月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 2月23日㈯ 2019年� 3月� 1日㈮

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月15日㈮　

（消印有効）

後期
日程

2019年� 2月20日㈬～
　　� 　� 3月� 4日㈪　

（消印有効）
2019年� 3月� 9日㈯ 2019年� 3月15日㈮

2019年� 3月15日㈮～
　　� 　� 3月25日㈪　

（消印有効）

センター試験
利用入試

前期
日程

2018年12月25日㈫～
2019年� 1月31日㈭　

（消印有効） 本学独自の個別学力
検査等は課さない

センター試験実施日
2019年

1月19日㈯・20日㈰

2019年� 2月19日㈫
2019年� 2月19日㈫～
　　� 　� 3月� 1日㈮　

（消印有効）

中期
日程

2019年� 2月� 4日㈪～
　　� 　� 2月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 3月� 1日㈮

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月15日㈮　

（消印有効）

後期
日程

2019年� 2月20日㈬～
　　� 　� 3月� 4日㈪　

（消印有効）
2019年� 3月15日㈮

2019年� 3月15日㈮～
　　� 　� 3月25日㈪　

（消印有効）

社会人入試
2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 8日㈭　

（消印有効）
2018年11月17日㈯ 2018年11月27日㈫

2018年11月27日㈫～
　　� 　12月� 7日㈮　

（消印有効）

外国人
留学生入試

A日程
2018年� 9月25日㈫～
　　� 　10月11日㈭　

（消印有効）
2018年10月20日㈯ 2018年10月29日㈪

2018年10月29日㈪～
　　� 　11月30日㈮　

（消印有効）

B日程
2018年11月19日㈪～
　　� 　12月� 6日㈭　

（消印有効）
2018年12月15日㈯ 2018年12月25日㈫

2018年12月25日㈫～
2019年� 2月� 1日㈮　

（消印有効）

C日程
2019年� 2月� 4日㈪～
　　� 　� 2月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 2月23日㈯ 2019年� 3月� 1日㈮

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月15日㈮　

（消印有効）

D日程
2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 3月20日㈬ 2019年� 3月22日㈮

2019年� 3月22日㈮～
　　� 　� 3月26日㈫　

（消印有効）

※ 指定校推薦は本学が指定校とした高等学校等に在学している方を対象とする推薦入試です。
　 出願資格や選考方法、出願書類、試験科目等の詳細は、ご自身の高等学校へ直接ご確認ください。
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アドミッション・オフィス（AO）方式による入学選考試験（前期日程／後期日程）

募集人員

学部・学科 前期日程 後期日程

食料産業学部
食料産業学科 10名 10名

出願資格
本学を専願し、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2019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2019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2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者。

入学選考試験日程

試験日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

前期日程
2018年� 8月20日㈪～
　　� 　� 9月13日㈭　

（消印有効）
2018年� 9月22日㈯ 2018年10月� 2日㈫

2018年10月� 2日㈫～
　　� 　10月12日㈮　

（消印有効）

後期日程
2018年� 9月25日㈫～
　　� 　10月11日㈭　

（消印有効）
2018年10月20日㈯ 2018年10月29日㈪

2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 9日㈮　

（消印有効）

試験会場
【前期日程／後期日程】� ��新潟食料農業大学　新潟キャンパス 

〒950-3197　新潟県新潟市北区島見町940
※ 所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
　出願書類評価および以下の試験科目の結果を総合して判定します。
　・基礎学力試験
　・面接試験（個人面接）

●基礎学力試験について
　「基礎学力試験」は基礎的な学力を問う問題です。英語、国語、数学の中から２科目を選択します。
　選択科目は試験当日に試験問題を確認してから、科目を選択することができます。
　解答方式は、全問マークシート方式です。
　【出題範囲について】

試験科目 （下記３科目から
２科目選択） 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
各50点 100点

満点 60分国語 国語総合（古文・漢文除く）
数学 数学Ⅰ

●面接試験実施方法について
　面接試験は個人面接を予定していますが、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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試験時間
前期日程／後期日程ともに同一の試験時間で実施します。

試験室入室 8：30～� 8：50

オリエンテーション 8：50～� 9：00

基礎学力試験 9：00～10：00

面接試験 10：30～　　�　　

出願書類
出願書類の提出については郵送（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。

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

⑴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）

⑵�専門学校や短期大学、大学等の学歴がある方は、上記⑴の書類に加え、その出身学校等の「卒業
（見込）証明書」または「修了（見込）証明書」および「成績証明書」を必ず提出してください。

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からもダウンロードできます。

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。

～調査書作成をご担当される先生へ～
AO入試では、高等学校在学時における表彰・受賞の実績、取得した資格、生徒会活動・クラブ活動・スポー
ツ活動・文化芸術活動・ボランティア活動等の実績を、出願書類評価において評価対象の一部としておりま
す。よって、これらの諸活動の実績がある場合は、調査書への積極的な記載をお願いします。
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公募推薦入学選考試験（前期日程／後期日程）／専門・総合推薦入学選考試験（前期日程／後期日程）

募集人員

学部・学科 公募推薦 専門・総合推薦

食料産業学部
食料産業学科

前期日程 後期日程 前期日程 後期日程
15名 ５名 10名 ５名

出願資格
【公募推薦入学選考試験】
本学を専願し、次の⑴～⑶のすべての条件を満たす者。
　⑴�2018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2019年３月高等学校卒業

見込みの者。
　⑵高等学校での学習において、全体の評定平均値が3.0以上の者。
　⑶出身高等学校長が推薦した者。

【専門・総合推薦入学選考試験】
本学を専願し、次の⑴～⑶のすべての条件を満たす者。
　⑴�2018年３月高等学校の専門教育を主とする学科または総合学科を卒業の者または2019年３月高等学校卒業

見込みの者（農業、商業、工業、生活、家政、体育、他専門教育を主とする学科）。
　⑵高等学校での学習において、全体の評定平均値が3.0以上の者。
　⑶出身高等学校長が推薦した者。

入学選考試験日程

試験区分 試験日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

公募推薦
専門・総合推薦

前期日程
2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 8日㈭　

（消印有効）
2018年11月17日㈯ 2018年11月27日㈫

2018年11月27日㈫～
　　� 　12月� 7日㈮　

（消印有効）

後期日程
2018年11月19日㈪～
　　� 　12月� 6日㈭　

（消印有効）
2018年12月15日㈯ 2018年12月25日㈫

2018年12月25日㈫～
2019年� 1月11日㈮　

（消印有効）

試験会場
【前期日程／後期日程】� ��新潟食料農業大学　新潟キャンパス 

〒950-3197　新潟県新潟市北区島見町940
※ 所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
出願書類評価および面接試験（個人面接）の結果を総合して判定します。

●面接試験実施方法について
　面接試験は個人面接を予定していますが、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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試験時間
前期日程／後期日程ともに同一の試験時間で実施します。

試験室入室 8：50～9：10

オリエンテーション 9：10～9：20

面接試験 9：20～� �　　

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。

出身高等学校調査書 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）を提出してください。

高等学校推薦書
本学指定の用紙を使用し、出願時点より３カ月以内に作成したものを提出してください。出身高等学
校長が作成し厳封したものを提出してください。（黒のペンまたはボールペンを使用・鉛筆書き不可）�
※高等学校推薦書の様式は、本学ホームページよりダウンロードできます。ダウンロードした電子
ファイルに入力し作成したものも可とします。

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よりダウンロードできます。

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。

～調査書作成をご担当される先生へ～
公募推薦入試、専門・総合推薦入試では、高等学校在学時における表彰・受賞の実績、取得した資格、生徒会
活動・クラブ活動・スポーツ活動・文化芸術活動・ボランティア活動等の実績を、出願書類評価において評価
対象の一部としております。よって、これらの諸活動の実績がある場合は、調査書への積極的な記載をお願い
します。
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スポーツ推薦入学選考試験

募集人員

学部・学科 前期日程 後期日程

食料産業学部
食料産業学科 ７名 ３名

出願資格
本学を専願し、次の⑴～⑶のいずれかの条件を満たし、且つ⑷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2019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2019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2019年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
　⑷競技・種目問わずこれまで継続的にスポーツに取り組んだ者。

入学選考試験日程

試験日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

前期日程
2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 8日㈭　

（消印有効）
2018年11月17日㈯ 2018年11月27日㈫

2018年11月27日㈫～
　　� 　12月� 7日㈮　

（消印有効）

後期日程
2018年11月19日㈪～
　　� 　12月� 6日㈭　

（消印有効）
2018年12月15日㈯ 2018年12月25日㈫

2018年12月25日㈫～
2019年� 1月11日㈮　

（消印有効）

試験会場
【前期日程／後期日程】� ��新潟食料農業大学　新潟キャンパス 

〒950-3197　新潟県新潟市北区島見町940
※ 所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
出願書類評価および面接試験（個人面接）の結果を総合して判定します。

●面接試験実施形式について
　面接試験は個人面接を予定しておりますが、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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試験時間
前期日程／後期日程ともに同一の試験時間で実施します。

試験室入室 8：50～9：10

オリエンテーション 9：10～9：20

面接試験 9：20～� �　　

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。

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

⑴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」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）

⑵�専門学校や短期大学、大学等の学歴がある方は、上記⑴の書類に加え、その出身学校等の「卒業
（見込）証明書」または「修了（見込）証明書」および「成績証明書」を必ず提出してください。

スポーツ推薦書

⑴�本学指定の用紙に志願者本人が自筆で記入し、署名・捺印のうえ提出してください。（黒のペン
またはボールペンを使用・鉛筆書き不可）

⑵�記入した「特技とする運動種目の成績・記録等」において入賞等の実績がある方は、その事実を
証明する書類をA4サイズにコピーして添付してください。ホチキスどめ、糊付け等はしないで
ください。

※スポーツ推薦書の様式は本学ホームページよりダウンロードできます。

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よりダウンロードできます。

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。
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自己推薦入学選考試験

募集人員

学部・学科

食料産業学部
食料産業学科 ５名

出願資格
本学を専願し、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2019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2019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2019年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

入学選考試験日程

出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 3月20日㈬ 2019年� 3月22日㈮

2019年� 3月22日㈮～
　　� 　� 3月26日㈫　

（消印有効）

試験会場
��新潟食料農業大学　新潟キャンパス 
〒950-3197　新潟県新潟市北区島見町940
※ 所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
出願書類評価および面接試験（個人面接）の結果を総合して判定します。

●面接試験実施形式について
　面接試験は個人面接を予定しておりますが、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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試験時間

試験室入室 9：30～� 9：50

オリエンテーション 9：50～10：00

面接試験 10：10～� � � �　　

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。

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

⑴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」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）

⑵�専門学校や短期大学、大学等の学歴がある方は、上記⑴の書類に加え、その出身学校等の「卒業
（見込）証明書」または「修了（見込）証明書」および「成績証明書」を必ず提出してください。

自己推薦書
本学指定の用紙に志願者本人が自筆で記入し、署名・捺印のうえ提出してください。（黒のペンま
たはボールペンを使用・鉛筆書き不可）
※自己推薦書の様式は本学ホームページよりダウンロードできます。

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よりダウンロードできます。

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。
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一般入学選考試験（前期日程／中期日程／後期日程）

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 10名 10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2019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2019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2019年３月までにこれに該当する見込みの者。

入学選考試験日程

試験日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

前期日程
2018年12月25日㈫～
2019年� 1月31日㈭　

（消印有効）
2019年� 2月� 9日㈯ 2019年� 2月19日㈫

2019年� 2月19日㈫～
　　� 　� 3月� 1日㈮　

（消印有効）

中期日程
2019年� 2月� 4日㈪～
　　� 　� 2月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 2月23日㈯ 2019年� 3月� 1日㈮

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月15日㈮　

（消印有効）

後期日程
2019年� 2月20日㈬～
　　� 　� 3月� 4日㈪　

（消印有効）
2019年� 3月� 9日㈯ 2019年� 3月15日㈮

2019年� 3月15日㈮～
　　� 　� 3月25日㈪　

（消印有効）

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 中野サンプラザ 東京都中野区中野4-1-1

郡山会場 駿優予備学校郡山校 福島県郡山市駅前1-12-6

長野会場 ホテル信濃路 長野県長野市中御所岡田町131-4

鶴岡会場 庄内産業振興センター 山形県鶴岡市末広町３番１号

＜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 中野サンプラザ 東京都中野区中野4-1-1

郡山会場 駿優予備学校郡山校 福島県郡山市駅前1-12-6

所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
出願書類および以下の試験科目の結果を総合して判定します。

試験科目 出　題　範　囲 配　点 ２科目合計 解答時間

必修科目 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 100点

200点
満点

60分

選択科目
（１科目選択）

国語 古文・漢文を除く範囲から出題

100点 60分
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 「生態と環境」、「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。
・「選択科目」は、試験当日に試験会場で選択することができます。
・�一般入試において、選択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。
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試験時間
前期日程／中期日程／後期日程すべて同一の試験時間で実施します。

試験室入室 � 9：30～� 9：50

オリエンテーション � 9：50～10：00

英語（必修科目） 10：10～11：10

選択科目 11：40～12：40

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。

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」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）

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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）。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。

特待生制度について

一般入試（前期日程）において、成績優秀な合格者を特待生として採用し、学生納付金を免除します。
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】　一般入試（前期日程）受験者の内の成績上位10名
【減免内容】　入学金を含む１年次学生納付金の全額（150万円）を免除。
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大学入試センター試験利用入学選考試験（前期日程/中期日程/後期日程）

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 10名 ５名 ５名

出願資格
次の⑴～⑶のいずれかの条件を満たし、2019年度大学入試センター試験において、本学が指定する科目を受験す
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）卒業の者または2019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2019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2019年３月までにこれに該当する見込みの者。

入学選考試験日程

試験日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

前期日程
2018年12月25日㈫～
2019年� 1月31日㈭　

（消印有効） 本学独自の個別学力検査等
は課さない

センター試験実施日
2019年� 1月19日㈯
2019年� 1月20日㈰

2019年� 2月19日㈫
2019年� 2月19日㈫～
　　� 　� 3月� 1日㈮　

（消印有効）

中期日程
2019年� 2月� 4日㈪～
　　� 　� 2月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 3月� 1日㈮

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月15日㈮　

（消印有効）

後期日程
2019年� 2月20日㈬～
　　� 　� 3月� 4日㈪　

（消印有効）
2019年� 3月15日㈮

2019年� 3月15日㈮～
　　� 　� 3月25日㈪　

（消印有効）

選考方法・試験科目
出願書類および2019年度大学入試センター試験の結果を総合して判定します。

日　程 本学が指定する試験科目 配点 ２科目合計

前期日程
中期日程

「英語」、「国語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学B」
「簿記・会計」、「情報関係基礎」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」
「物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎から２科目」
※�「数学Ⅰ・数学A」＋「数学Ⅱ・数学B」など同教科からでも高得点を採用します。

「英語」は、リ
スニングを除
いて100点満
点に換算して
判定します。
その他の科目
は い ず れ も
100点満点に
て判定します。

200点
満点

後期日程 大学入試センターの定める全科目より、高得点２科目を自動選択。
※�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。

●�「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。
● 過年度のセンター試験成績は利用できません。

から高得点
２科目を
自動選択

⎫
⎬
⎭
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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）

⑴��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。

⑵��2019年度大学入試センター試験成績請求票のうち、「私立大学・公私立短期大学用」を所定欄に
正しく貼付してください。

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」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）

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備について
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
センター試験利用入試にのみ出願する場合は「写真票」、「試験会場の案内」は印刷されません。
受験票は合否結果を確認する際に必要になりますので、お手元にて大切に保管してください。

併願制度の利用について
「センター試験利用入試」は「一般入試」と同時に出願することのできる「併願制度」を設けています。選考方法
の異なる試験区分を併願することが可能です。
［インターネット出願］により、一度の操作で「一般入試」と「センター試験利用入試」へ出願登録することがで
きます。また、出願書類は１通のみを封入し、１回の郵送で出願する事が可能です。

インターネット環境がない場合は、23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。
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社会人入学選考試験

募集人員

学部・学科

食料産業学部
食料産業学科 若干名

出願資格
本学を専願し、次の⑴～⑵の条件を満たす者。
　⑴下記のいずれかの大学入学資格を有する者。
　　①高等学校（中等教育学校の後期日程を含む。以下同じ。）卒業の者。
　　②通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
　　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た者。
　⑵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。

入学選考試験日程

試験区分 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

社会人入試
2018年10月29日㈪～
　　� 　11月� 8日㈭　

（消印有効）
2018年11月17日㈯ 2018年11月27日㈫

2018年11月27日㈫～
　　� 　12月� 7日㈮　

（消印有効）

試験会場
��新潟食料農業大学　新潟キャンパス 
〒950-3197　新潟県新潟市北区島見町940
※ 所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
出願書類評価および面接試験（個人面接）の結果を総合して判定します。

●面接試験実施形式について
　面接試験は個人面接を予定しておりますが、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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試験時間

試験室入室 8：50～9：10

オリエンテーション 9：10～9：20

面接試験 9：20～� �　　

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。

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

⑴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」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）

⑵�専門学校や短期大学、大学等の学歴がある方は、上記⑴の書類に加え、その出身学校等の「卒業
（見込）証明書」または「修了（見込）証明書」および「成績証明書」を必ず提出してください。

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よりダウンロードできます。

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。
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外国人留学生入学選考試験

募集人員

学部・学科 A日程 B日程 C日程 D日程

食料産業学部
食料産業学科 10名

出願資格
次の⑴～⑷のすべての条件を満たす者。
　⑴�日本国以外の国籍を有する者。
　⑵�2019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。

　⑶�日本語能力試験においてN3合格程度の語学力を有する者または日本留学試験の「日本語」科目（記述式試験
を除く）において180点程度に相当する日本語能力を有する者。

　⑷在学期間中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⑵の「本学において個別の入学審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者」の資格によって出願する者は、事前の入学資格審査を行います。詳細については32ページ「入学資格の個
別審査について」をご確認ください。

入学選考試験日程

試験日程 出願期間 入学選考試験日 合格発表日 入学手続期間

A日程
2018年� 9月25日㈫～
　　� 　10月11日㈭　

（消印有効）
2018年10月20日㈯ 2018年10月29日㈪

2018年10月29日㈪～
　　� 　11月30日㈮　

（消印有効）

B日程
2018年11月19日㈪～
　　� 　12月� 6日㈭　

（消印有効）
2018年12月15日㈯ 2018年12月25日㈫

2018年12月25日㈫～
2019年� 2月� 1日㈮　

（消印有効）

C日程
2019年� 2月� 4日㈪～
　　� 　� 2月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 2月23日㈯ 2019年� 3月� 1日㈮

2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月15日㈮　

（消印有効）

D日程
2019年� 3月� 1日㈮～
　　� 　� 3月14日㈭　

（消印有効）
2019年� 3月20日㈬ 2019年� 3月22日㈮

2019年� 3月22日㈮～
　　� 　� 3月26日㈫　

（消印有効）

試験会場
��新潟食料農業大学　新潟キャンパス 
〒950-3197　新潟県新潟市北区島見町940
※ 所在地は25ページの「試験会場のご案内」をご覧ください。

選考方法・試験科目
出願書類評価および面接試験（個人面接）の結果を総合して判定します。

●面接試験実施方法について
　面接試験は個人面接を予定していますが、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
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試験時間

Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程 Ｄ日程

試験室入室 � 8：30～8：50 8：50～9：10 13：30～13：50 � 9：30～� 9：50

オリエンテーション � 8：50～9：00 9：10～9：20 13：50～14：00 � 9：50～10：00

面接試験 � 9：00～� �　　 9：20～� �　　 14：00～� � �　　 10：00～��� �　　

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。

最終学歴の卒業証書（コピー）
または卒業証明書（コピー）

日本語学校などに在学中の場合は、高等学校の卒業証書（コピー）または卒業証明書（コピー）を
提出してください。

最終学歴の成績証明書
（コピー） 日本語学校などに在学中の場合は、高等学校の成績証明書（コピー）を提出してください。

現在通っている教育機関の
出席状況および成績証明書

（原本）
日本語学校・専門学校・大学に在籍中の方のみ提出してください。

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よりダウンロードできます。

日本語能力を証明する書類
（コピー）

日本語能力試験（JLPT）の認定書および成績通知書または日本留学試験（EJU）の成績通知書を提
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・出国入国記録の記載ページをコピーしたもの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。

経費支弁説明書 本学指定の用紙に必要事項を記入してください。（黒のペンまたはボールペンを使用・鉛筆書き不
可）　※経費支弁説明書の様式は、本学ホームページよりダウンロードできます。

【入学志願票】に貼付する
写真について

⑴【入学志願票】に写真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。

受験票等の準備
出願書類を本学にて受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A4サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日に試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

インターネット環境がない場合は、23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。
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出願は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。本学ホームページからアクセスできます。
インターネットの環境が整っていない方は、本学入試事務室までご連絡ください。（TEL:0254-28-9840）

　インターネット出願は、出願期間内であれば24時間、全国どこからでも出願登録が可能で、ガイダンス表示に�
従って操作するだけで簡単に手続きができます。
　出願にあたっては、入学検定料の納入と出願書類の提出が必要となります。インターネット出願サイトにて出願
登録後、各試験区分ごとに必要な出願書類を速達書留で郵送してください。

【インターネット出願】は、出願登録しただけでは正式な出願とはなりません。
入学検定料のお支払いおよび出願書類が本学に受理されて初めて正式な出願となりますので、入学検定料のお
支払い後に必ず出願書類を郵送（速達書留）してください。

入学検定料

試験区分 入学検定料

ＡＯ入試（前期日程／後期日程）、公募推薦入試（前期日程／後期日程）
専門・総合推薦入試（前期日程／後期日程）、指定校推薦入試（前期日程／後期日程）
スポーツ推薦入試（前期日程／後期日程）、自己推薦入試
一般入試（前期日程／中期日程／後期日程）
外国人留学生入試（Ａ日程／Ｂ日程／Ｃ日程／Ｄ日程）
社会人入試

30,000円

センター試験利用入試（前期日程／中期日程／後期日程） 15,000円

事前に準備する書類
　以下の書類は、作成・発行に時間がかかる場合がありますので、早めに準備してください。

AO入試
推薦入試

（公募、専門・�
総合）

スポーツ推薦�
入試

自己推薦
入試 一般入試 センター試験�

利用入試 社会人入試
外国人
留学生
入試

出身高等学校調査書等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

19ページ
に記載した
出願書類を
確認してく
ださい。

写真 ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 １枚 ３枚

志願理由書 〇 〇 〇 〇 × × 〇

高等学校推薦書 × 〇 × × × × ×

自己推薦書 × × × 〇 × × ×

スポーツ推薦書 × × 〇 × × × ×

角型２号封筒
（出願書類発送用封筒） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※ 写真の裏面には必ず氏名を記入してください。

推奨環境
インターネット出願には次のWebブラウザをご使用ください。
・Microsoft�Internet�Explorer�11以降
・Microsoft�Edge
・Google�Chrome�65以降
・Mozilla�Firefox�59以降
・Apple�Safari�8以降
※ スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末は、閲覧は可能ですが、推奨環境ではありません。
　 �パソコンからのご利用をお願いします。ご家庭にない場合は、学校や図書館などの自宅外のパソコンからも出
願できます。

※ �出願登録にはメールアドレスが必要です。ご登録いただいたメールアドレスに、出願登録完了後と入金完了後
に確認メールが配信されます。

※ 詳細はインターネット出願サイト（http://e-apply.jp/e/nafu/)にてご確認ください。

出願方法について
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出願方法について
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インターネット環境がない方へ
インターネット出願が困難な場合、事前に本学入試事務室までお問合せください。下記の出願方法をご案内いたし
ます。なお、お電話でのお問い合わせから受付完了まで約１週間を要しますので、時間に余裕を持ってお問い合わ
せください。

出願方法
①� 本学へ電話で問い合わせ 　お問い合わせ先：入試事務室　TEL:0254-28-9840
　↓
②� 本学より必要書類一式を郵送する 　郵送には２～４日を要します。
　↓
③� 入学検定料のお支払い
　↓
④� 出願書類の提出
　�提出は郵送（速達書留）のみ受け付けます。
　↓
⑤� インターネット出願登録
　�本学にて、代理出願登録後、受験票および試験会場のご案内を郵送（速達書留）します。
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出願書類の準備
　出願する試験区分により出願書類が異なりますので、ご注意ください。
　各出願書類の詳細は各入試区分の説明ページ（４～19ページにてご確認ください。）
　出願書類の提出については郵送（速達書留）とし、持参による受付は行いません。

出願書類一覧

AO入試
推薦入試
（公募、�
専門・総合）

スポーツ
推薦入試

自己推薦
入試 一般入試 センター試

験利用入試 社会人入試 外国人留学
生入試

※１　入学志願票 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

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

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

志願理由書 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

高等学校推薦書 × 〇 × × × × × ×

スポーツ推薦書 × × 〇 × × × × ×

自己推薦書 × × × 〇 × × × ×

※２　角型2号封筒
（出願書類発送用封筒） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※３　写真 ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 １枚 ３枚 ３枚

※４　最終学歴の卒業
証書または卒業証明書

△
（該当者のみ） × △

（該当者のみ）
△

（該当者のみ） × × △
（該当者のみ） 〇

※４　最終学歴の成績
証明書

△
（該当者のみ） × △

（該当者のみ）
△

（該当者のみ） × × △
（該当者のみ） 〇

現在通っている教育機
関の出席状況および成

績証明書
× × × × × × × 〇

日本語能力を証明する
書類（コピー） × × × × × × × 〇

パスポート（コピー） × × × × × × × 〇

在留カード（コピー） × × × × × × × 〇

経費支弁説明書 × × × × × × × 〇

※１　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。
※２　�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「出願書類発送用封筒宛名シート」を印刷し、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。
※３　�入学志願票、受験票、写真票にそれぞれ同一の写真を貼付してください。センター試験利用入試に出願される方は受験票への写

真の貼付けは必要はありません。
※４　専門学校や短期大学、大学等の学歴がある方は必ず提出してください。

受験票等の準備
出願書類を受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。
案内が届いたらインターネット出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。
A４サイズの用紙に、受験番号が付された「受験票・写真票」が出力されます。
出力された「受験票・写真票」に入学志願票と同一の写真を貼付してください。センター試験利用入試に出願する
場合は、受験票への写真の貼付けは必要ありません。
「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。
「受験票」は試験当日や合格発表および入学手続時に必要となりますので、お手元に大切に保管してください。
また、「受験票・写真票」と同時に「入学選考試験案内」が印刷されます。試験会場の所在地・アクセス等を事前
に確認し、試験当日、試験会場等をお間違えのないよう各自で準備してください。

出願方法について
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試験会場のご案内

JR鶴岡駅
至酒田

羽越本線

至新潟 至鶴岡市街

駅前ロータリー

至新庄

駅前交番

マ
リ
カ
西
館

●
鶴
岡
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル

庄内産業振興センター

駐車場
←駐車場入口

マ
リ
カ
東
館

345

実施する試験区分
●AO入試（前期日程／後期日程）
●公募推薦入試（前期日程／後期日程）��●専門・総合推薦入試（前期日程／後期日程）
●指定校推薦入試（前期日程／後期日程）
●スポーツ推薦入試（前期日程／後期日程）　●自己推薦入試　●社会人入試
●外国人留学生入試（Ａ日程／Ｂ日程／Ｃ日程／Ｄ日程）
●一般入試（前期日程／中期日程／後期日程）
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

実施する試験区分
●一般入試（前期日程）
アクセス
●JR鶴岡駅から徒歩２分

新潟会場

鶴岡会場

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

中野四季の森公園

中野体育館

中央本線

ブロードウェイ
地下駐車場

中野駅北口

中野区役所

中野
サンプラザ

●

●

● ●

中野駅

実施する試験区分
●一般入試（前期日程／中期日程／後期日程）
アクセス
●JR中野駅北口から徒歩１分

東京会場 中野サンプラザ
東京都中野区中野4-1-1

至東京
至仙台

東北新幹線

東北本線
J R 郡 山 駅

あ
づ
ま
橋

ビック
アイアティ

旧丸井
NTT

郡山中町
郵便局

●

● ●● ●

●●

●

うすい百貨店

国 道 ４ 号 線

中央通り 大町通り

ビューホテル
アネックス

駅
前
通
り

●

●●

●

G.S.

東
邦
銀
行

古
館
交
番

駿優予備学校
郡山校

三
菱
電
機

消
防
署

実施する試験区分
●一般入試（前期日程／中期日程／後期日程）
アクセス
●JR郡山駅西口から徒歩４分

郡山会場 駿優予備学校 郡山校
福島県郡山市駅前1-12-6

南千歳
公園

信越
本線

北陸
新幹
線

八十二銀行
本店

ホテルメトロポリタン長野

ホテル
信濃路

●

●

●

裾
花
川

117

長
野
駅

実施する試験区分
●一般入試（前期日程）
アクセス
●JR長野駅善光寺口から徒歩８分

長野会場 ホテル信濃路
長野県長野市中御所岡田町131-4

庄内産業振興センター
山形県鶴岡市末広町3-1

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
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受験票等の受領
　出願書類を受理した後、登録したメールアドレスに受験票出力の案内が届きます。案内が届いたらインターネッ
ト出願サイトより、「受験票・写真票」を必ず出力してください。出力された「受験票・写真票」に入学志願票と
同一の写真を貼付してください。
　「受験票・写真票」は切り離して、試験当日に忘れないように持参してください。また、同時に印刷される「入
学選考試験案内」にて試験時間や試験会場の所在地・アクセスを必ずご確認ください。

試験当日の注意事項
⑴�試験当日は、「受験票」を必ず携帯し、試験会場入口で係員に提示し入室してください。「受験票」を忘れた場合
や紛失した場合は、ただちに係員に申し出てください。
⑵�試験当日の交通手段は、なるべく公共交通機関をご利用ください。自家用車で来場された場合、遅刻しても繰下
げ試験の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
⑶�試験会場では、係員の指示に従ってください。従わない場合には、受験を許可しない場合があります。
⑷�試験会場では、携帯電話等の電子機器類は、試験開始までに必ずアラームの設定を解除し、電源を切っておいて
ください。また、試験会場から出るまで電源を入れてはいけません。なお、それらを時計として使用することは
認めません。
⑸�試験開始後は、試験終了まで退室を認めません。試験中の発病またはトイレ等やむを得ない場合は、挙手のうえ
試験監督者の指示に従ってください。
⑹�試験開始20分以上遅刻した場合は、入室を認めないことがあります。
⑺�試験室により時計がない場合があります。試験の開始、終了については試験監督者から合図がありますが、時計
が必要な場合は各自で用意してください。ただし、計算機能や辞書機能等を備えた時計や電子機器類の使用は�
認めません。
⑻�筆記試験中に、「受験票」の他に机の上に置けるものは、「キャップのついていないHBの黒鉛筆」、「シャープペ
ンシル（HBの芯）」、「プラスチック消しゴム」、「鉛筆削り」、「時計（計算機能や辞書機能等を備えた時計や電子
機器類の使用はできません。）」、「眼鏡」のみです。風邪等の理由で「ハンカチ」や「ティッシュペーパー」の使
用を希望する受験者は、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。これ以外の所持品を机の上
に置いてはいけません。
⑼�不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退出を命じられ、それ以降の試験科目を受験することができな
くなります。また、受験したすべての科目の成績を無効とします。
⑽�試験当日は、なるべく昼食を持参してください。
⑾�本学が課す試験科目のすべてまたは一部を受験しなかった場合は、当該試験を放棄したものとして取り扱い、合
否判定の対象から除外します。
⑿�試験当日に不測の事態が生じた場合は、ただちに本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）にご連絡ください。

試験当日、天候不良や事故等により公共交通機関に乱れが生じる場合もありますので、あらかじめ天候状況や公共交通機関の運
行状況をご確認のうえ、十分な余裕を持って試験会場にお越しください。また、遠方より受験される方は、なるべく新潟駅周辺
の宿泊施設をご利用ください。なお、公共交通機関に乱れが生じた場合、試験開始時刻を繰下げて実施する場合がありますので、
必ず試験会場に向かうようお願い致します。

合格発表について
⑴合格発表日は、３ページの「入学選考試験日程」および各試験区分ページの「試験日程」を参照してください。
⑵�合格発表は【インターネットによる「合否照会システム」】を利用して合否結果を確認することができます。詳
しくは27ページの【インターネットによる「合否照会システム」利用方法】をご参照ください。
⑶�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。これをもって正式な合格の通知
とします。なお、不合格となった方への書面での通知は行いません。
⑷入試事務室への電話等による合否についての問い合わせには、一切応じません。
〈一般入試の補欠合格について〉
補欠合格者には、「補欠合格通知書」を速達書留で郵送します。「補欠合格」とは、入学手続期間を過ぎ、入学予定
者数に欠員が生じた際に、「繰上合格」となる方を対象に通知するものです。よって、「補欠合格通知書」を受け取っ
た段階では、まだ正式な「合格」ではありません。詳細は、「補欠合格通知書」に同封し、個別にご案内します。

受験上の注意事項
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入学手続について
⑴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。
⑵�入学手続は、入学手続時納付金を納入し、入学手続書類が本学に受理されて完了となります。「入学手続要項」
に従って、試験区分ごとに指定された入学手続期間内に入学手続を完了してください。
⑶�指定された期間に入学手続を完了しない場合は、入学を辞退したものとみなします。
⑷�入学手続を完了した方には、入学手続期間終了後「入学許可書」を郵送します。なお、「入学許可証」は入学式
に必要となりますので、それまで大切に保管してください。
⑸入学式のご案内等は、３月上旬以降、入学手続完了者に随時郵送します。

2019年度学生納付金等

学科 ①入学金

学費内訳 納付金額内訳
１年次

年間納付総額②授業料
（半期分）

③施設設備費
（半期分）

④実験実習費
（半期分）

入学手続時
納付金

①＋②＋③＋④
後期納付金
②＋③＋④

食料産業学科 250,000円 450,000円 125,000円 50,000円 875,000円 625,000円 1,500,000円

⑴�入学手続時に納付していただく金額は、太枠で表示した入学手続時納付金（入学金＋学費半期分）となります。
⑵��上記の表、太枠で示した入学手続時納付金に加えて、学友会年会費を納入していただきます。詳細につきまして
は「合格通知書」とともに郵送する「入学手続要項」をご確認ください。
⑶�後期納付金は、口座振替により2019年10月５日に納付していただく予定です。
⑷入学前および入学後、学生納付金の他に必要となる費用は以下のとおりです。
　①学生総合保障制度保険への加入料
　　�安心して学生生活が送れるよう、在学中の不慮の事故によって被った傷害補償や実習中の偶発的事故による学

生自身の怪我、他人への賠償責任に備えるため、原則として入学時に、すべての入学者にご加入いただくこと
としております。

　　�ご加入にあたっては、希望のタイプを選択いただきます（以下記載金額は４年間分の加入料となります）。�
詳細につきましては、2019年２月下旬頃にご案内の予定です。

タイプＡ　94,380円
タイプＢ　43,920円
タイプＣ　36,860円
タイプＤ　22,730円

　②教科書・参考書等の購入費や、白衣・作業着・長靴等学生個人が使用する物品の購入費
　③ノートパソコン購入費
　　�情報処理能力の修得および向上のため、本学では学生全員にノート型パソコンを所持いただくこととしており
ます。

　　�指定された機能を満たしていれば、現在お持ちのパソコンをそのままお使いいただくことも可能です。詳細に
つきましては、2019年２月下旬頃にご案内の予定です。

　④�食料産業学部食料産業学科では、２年次よりコース分属となります。
　　�アグリコースおよびフードコースに所属する学生については、白衣の購入が必要となる予定です。詳細につき

ましては、２年次進級時にご案内します。

受験上の注意事項
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次年度以降の学生納付金等について
⑴次年度以降の学生納付金等

学科
①授業料
（半期分）

②施設設備費
（半期分）

③実験実習費
（半期分）

前期納付金
①＋②＋③

後期納付金
①＋②＋③

年間納付金

食料産業学科 500,000円 125,000円 50,000円 675,000円 675,000円 1,350,000円

⑵�毎年、前期分を４月27日に、後期分を10月５日に口座振替により納付していただきます（いずれも金融機関が
休業日の場合は翌営業日）。

合格者に対する入学前学習指導
　AO入試（前期日程／後期日程）、公募推薦入試（前期日程／後期日程）、専門・総合推薦入試（前期日程／後期
日程）、指定校推薦入試（前期日程／後期日程）、スポーツ推薦入試（前期日程／後期日程）、外国人留学生入試（A
日程／B日程）、社会人入試の合格者には、本学の指導に基づき、事前学習を行っていただく予定です。詳細は、
入学手続完了後にご案内を送付する予定ですのでご確認ください。

入学辞退者について
　一般入試、センター試験利用入試に合格し、入学手続を完了した後に入学を辞退する場合は2019年３月29日㈮
までに所定の手続を行ってください。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納付
金を返還します。

【入学辞退の手続について】
　 ⑴�本学入試事務室（TEL：0254-28-9840）へ必ず電話でその旨をご連絡ください。
　 ⑵�電話連絡後、本学所定の用紙「入学辞退届」に必要事項を記入し、本学が交付した「入学許可証」ととも

に郵送にてご提出ください。（封筒は各自でご用意ください。）
　 ⑶�入学辞退に関する書類は、必ず速達書留で郵送してください。
　 ⑷持参やFAXによるお申し出は受け付けませんのでご注意ください。
　 ⑸詳細は「合格通知書」とともに郵送する「入学手続要項」をご確認ください。
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学費等支援制度のご案内

　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、各種の学費等支援
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。

学費等支援制度のご案内
特待生制度
　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年次の学生納付金が全額免除となります。

対象者 一般入試前期日程を受験し成績上位で合格した者
対象人数 対象者全体より10名程度
免除内容 １年次の学生納付金を全額免除（150万円）

奨学金制度
■ 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 書類審査および面接（募集時期：９月頃予定） 選考方法 書類審査および面接（募集時期：９月頃予定）

日本学生支援機構奨学金
　日本学生支援機構では、経済的理由により修学が困難である優れた学生に対し、奨学金の貸与を行っています。�
詳細は、入学後４月に説明会を実施します。
■ 第一種奨学金	 ■ 第二種奨学金

対象 人間性に優れ、健康で学業成績・家計基準などが一定
の基準を満たす学生 対象 第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考さ

れた学生
利子 無利子

利子
有利子
（利率固定方式または利率見直し方式より選択、�
いずれも上限年利率３%）

貸与月額
自宅通学生 ２万円、３万円、４万円、５万４千円から選択

自宅外通学生 ２万円、３万円、４万円、５万円、６万４千円から選択 貸与月額 ２～12万円（１万円単位）で選択

貸与期間 採用年度の４月～卒業までの最短修業年数 貸与期間 採用年度の４月～９月の間で希望する月から卒業
までの最短修業年数

返還期間 貸与終了後およそ13年～18年 返還期間 貸与終了後およそ13年～20年

返還方法 貸与終了後、月賦または月賦・半年賦併用の自動口座
引落し（リレー口座）による返還 返還方法 貸与終了後、月賦または月賦・半年賦併用の自動

口座引落し（リレー口座）による返還
募集期間 ４月頃 募集期間 ４月頃

〈入学時特別増額貸与奨学金〉
　第一種奨学金や第二種奨学金の初回振込み時に、10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の利息付奨学金を増額し
貸与する制度です（利率は日本学生支援機構が定める利率とする）。
〈予約採用制度〉
　日本学生支援機構の奨学金を、高校卒業後の進学に備えて、高校３年次に予約できる制度です。募集の時期は年３回、第
一種奨学金は４～５月頃、第二種奨学金は４～５月、10月、12月に予約申込を受け付けています。詳細な日程は、必ず在
学している（在学していた）学校に確認してください。
〈給付型奨学金〉
　給付奨学金の申込は高校在学時に行う必要があります。本学入学後に申込むことはできません。

地方公共団体の奨学金
　各都道府県や市町村在住の方を対象にした地方公共団体の奨学金制度です。貸与額等は様々ですが、無利子が中心です。
詳細はお住まいの地方公共団体までお問い合わせください。
〈新潟県・新潟市の場合〉
■ 新潟県奨学金

対象 新潟県内居住者の子弟であり、人物、学力ともに優秀で、経済的理由により修学が困難な者
利子 無利子

貸与月額
自宅通学生 ４万４千円
自宅外通学生 ５万１千円

貸与期間 貸与決定年の４月分から卒業までの最短修業年限
返還期間 卒業後８カ月据え置き後、最長15年以内
併用貸与 併用可能（ただし日本学生支援機構第一種奨学金を除く）
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■ 新潟市奨学金制度

対象 本人または本人の保護者が新潟市内に住所を有し、心身共に健全で、学業に優れ、且つ修学のために経
済支援を行うことが適当であると認められる者

利子 無利子

貸与年額 40万円

貸与期間 採用年度から卒業までの最短修学期間

返還期間 半年ごとに年２回（７月および12月）

併用貸与 併用可能（ただし他の制度が認めていない場合は除く）

国の教育ローン
　学生納付金（入学金、授業料など）、受験にかかった費用（受験料、交通費など）、自宅外通学に必要な住居費用（敷金・
家賃など）、教科書代、パソコン購入費、通学費用、学生の国民年金保険料など、本学入学時または在学中に必要となる資
金を融資する、日本政策金融公庫の融資制度です。詳細は、教育ローンコールセンターまでお問い合わせください。

融資額 学生・生徒お１人につき350万円以内

利率

年1.76%（固定金利・保証料別）（2018年６月現在）
※�母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円（所得122万円）以内の方または子ども３人以上（注）の世帯か
つ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方は年1.41％（固定金利・保証料別）
　�（注）お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問い
ません。

返済期間
15年以内
※��交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円（所得122万円）以内の方または子ども３人
以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方は18年以内

返済方法 元利均等返済（元金と利息をあわせた毎月の返済額が一定）
※ボーナス月（年２回）の増額返済も可能です（最大の融資額１/２まで）。

お電話でのお問い合わせ・資料請求 在学期間中は元金の返済を据え置き、利息のみのご返
済とすることができます（ご返済期間に含まれます）。
日本学生支援機構の奨学金と併用も可能です。
ホームページからのお申込みも可能です。
（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.
html）

教育ローンコールセンター

0570-008656
【月～金　９：00～21：00／土曜日　９：00～17：00】
※�日曜日、祝日、年末年始（12月31日～１月３日）はご利
用いただけません。
※�全国から市内通話料金でご利用いただけます。
※�ご利用いただけない場合は03（5321）8656までおかけく
ださい

提携教育ローン
　本学では、入学金手続時納付金や入学後の授業料等に利用できる教育ローンを提携しています。いずれも元金据置払が利
用でき、原則として担保・保証人は不要です。
■ 株式会社ジャックス	 ■ 株式会社オリエントコーポレーション

名称 悠裕プラン 名称 学費サポートプラン

融資額
最高500万円
（１回あたりの限度額は年間学生納付金
相当額）

融資額
最高500万円
（１回あたりの限度額は年間学生納付金
相当額）

金利（固定） 年2.5%（2018年６月21日現在） 金利（固定） 年2.5%（2018年６月21日現在）

返済期間 最長10年 返済期間 ご利用金額に応じて最長12年6カ月

返済方法 毎月元利均等払い
（返済期間を決めて返済） 返済方法

毎月元利均等払い
（返済月額を決めて返済）
親子リレー返済可

お問い合わせ先 コンシューマーデスク
0120－338－817 お問い合わせ先 学費サポートデスク

0120－517－325

受付時間 平日・土日祝日
10：00～19：00 受付時間 平日・土日祝日

９：30～17：30
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入学資格の個別審査について

　学校教育法施行規則第150条第７号の規定にもとづき本学への入学を希望する者は、事前に本学が実施する入学資格の個
別審査を受け、入学資格を認められた場合に限り、入学選考試験へ出願し受験することができます。
　入学資格の個別審査を希望する者は、事前に新潟食料農業大学　入試事務室（TEL：0254-28-9840）へご連絡のうえ、
下記のとおり申請を行ってください。

１．入学資格審査の対象者
　学校教育法施行規則第150条第７号にもとづき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者としての個別の入学資
格審査を希望し、すでに18歳に達している者または2019年３月31日までに18歳に達する者。

２．審査体制・審査方法
　本学入試広報委員会において、提出書類にもとづき審査を行う。
　審査にあたっては、申請者の学習歴や大学の科目等履修生としての単位修得状況等、個人の学習歴あるいは社会における
実務経験の実績等にもとづき、総合的に判断する。

３．提出書類
　⑴　入学資格認定申請書（本学所定の様式）※様式はご連絡後、本学より郵送します。
　⑵　出身学校等の卒業（修了）または卒業（修了）見込み証明書
　⑶　調査書または成績証明書等（出身学校等の長が作成し、厳封したもの）
　⑷　出身学校等の校則
　⑸　出身学校等の教育課程表（修業年限、授業時間数、授業科目、必要単位数等が明記されたもの）
　⑹　返信封筒（長形３号封筒に申請者の宛先を明記し、速達書留による返信用切手792円分を貼付のこと）

４．申請期間
　⑴　2018年� 7月� 2日㈪～2018年� 7月18日㈬（消印有効）
　⑵　2018年� 9月� 3日㈪～2018年� 9月19日㈬（消印有効）
　⑶　2018年10月15日㈪～2018年10月31日㈬（消印有効）
　⑷　2018年12月24日㈪～2019年� 1月� 9日㈬（消印有効）
　⑸　2019年� 1月28日㈪～2019年� 2月� 1日㈮（消印有効）
　⑹　2019年� 2月25日㈪～2019年� 3月� 1日㈮（消印有効）

５．申請書類の提出先
　封筒表面に「大学入学資格認定申請書在中」と朱書きのうえ、書類郵便にて提出すること。
　〈送付先〉　〒959-2702�胎内市平根台2416
　　　　　　　新潟食料農業大学　入試事務室　宛

６．入学資格審査の結果
　入学資格審査の結果は以下期日までに、申請者宛てに郵送により通知する。
４．の⑴に申請のあった者　2018年� 8月� 6日㈪
４．の⑵に申請のあった者　2018年10月� 8日㈪
４．の⑶に申請のあった者　2018年11月12日㈪
４．の⑷に申請のあった者　2019年� 1月21日㈪
４．の⑸に申請のあった者　2019年� 2月� 8日㈮
４．の⑹に申請のあった者　2019年� 3月� 8日㈮

　入学資格審査の結果により、入学資格を認められた者は、審査結果の通知後に出願を受け付ける入学選考試験に出願し受
験することができます。

　「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2019年３月高等卒業見込みの者」、あるい
は「高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧課程による大学入学資格検定に
合格した者を含む。）または2019年３月31日までに合格見込の者」等により出願される方は、上記の「入学資格の個
別審査」は不要です。
　ご不明点がございましたら、新潟食料農業大学　入試事務室（TEL：0254-28-9840）へお問い合わせください。



入学選考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・８/10～８/19・12/28～１/６を除く）
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［新潟キャンパス］ 入学試験会場

［胎内キャンパス］※2019年度の入試会場としては使用しません

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。

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（学校教育法施行令第22条の３に定める身体障害の程度等）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、大学入試センター試験利用入学選考試験を含む各試験区分の出願開始日１カ月前までに本人また
は保護者より本学入試事務室へお申し出ください（再出願の場合でも、その都度、申請が必要です）。不慮の事故等に
より、出願後に特別な配慮が必要となった場合も速やかに本学入試事務室へお申し出ください。なお、お申し出がな
い場合は、受験上および就学上の特別措置等が認められない場合がありますので、ご了承ください。
　また、入学後の学習（実験・実習および学外実習等を含む）を考慮し、必要に応じて出願前に面談、診断書等の提
出をお願いすることがあります。これらは受験に際しての負担を軽減し、他の志願者に比べて不利とならないように
配慮するためのものであり、このことにより不利益が生じることはありません。なお、申し出の内容によっては、必
ずしもすべての要望に沿えるとは限りませんので、ご了承ください。

※�オープンキャンパスでは、キャンパス内の施設・設備の状況を確認したり、入学後の学習・生活への配慮等につい
て教職員に相談することが可能です。出願前にオープンキャンパス等へ積極的に参加して、ご自身の学びたいこと
をご確認、ご相談ください。

新潟食料農業大学 入試問題集の請求、お申し込み方法
　本学では、昨年度の入試問題集を１冊にまとめた『新潟食料農業大学�入試問題集』を発行しています。
　ご希望の方は、本学入試事務室までお申し込みください。送料とも無料でお送りします。
　お申し込みは、お電話・はがき・FAX・Emailまたは本学ホームページからお申し込みください。

出願から入学手続までの流れ
出願書類（調査書等）を準備

検定料の納入（クレジットカード決済もしくはコンビニエンスストア納入）

出願書類の郵送

受験票・写真票のダウンロード

入学試験を受験

合格発表

入学手続

インターネットを用いて出願

新潟食料農業大学ホームページにアクセス
https://nafu.ac.jp

インターネット環境がない場合は、23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。
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