
　第 1　募集人員及び修業年限

学　　科  修業年限 募　集　人　員

果樹実科及び研究科

各１年

　実　科　　合計 50 人
  （うち、推薦入学者おおむね 50％）

 
　研究科　　合計 50 人

  （うち、推薦入学者おおむね 50％）

野菜花き実科及び研究科

畜産実科及び研究科

南信農業実科及び研究科

　第 2　推薦入学試験・一般入学試験（前期日程・後期日程）共通

１　受験資格

学　　科 受　　　　 験　　　　 資　　　　 格

果樹実科及び研究科

実　科
　次のいずれかに該当する者(令和５年３月31日までに該当する見込みの
者を含みます。) であることとします。
（1）　 学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校又は中等教育学校

を卒業した者
（2）　 学校教育法第90条第１項に規定する通常の課程による12年の学校教

育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校
教育を修了した者を含みます。）

（3）　 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定に該当
し、大学入学に関し、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

（4）　 18歳以上であって、（1）、（2）又は（3）と同等以上の学力があると認め
られる者

研究科
　次のいずれかに該当する者(令和５年３月31日までに該当する見込みの
者を含みます。) であることとします。
（1）　 長野県農業大学校の実科を卒業した者 
（2）　 学校教育法（昭和22年法律第26号）による短期大学を卒業した者
（3）　 （1）又は（2）と同等以上の学力があると認められる者

野菜花き実科及び研究科

畜産実科及び研究科

南信農業実科及び研究科

令和５年度長野県農業大学校
実科・研究科 入学試験実施要項

（総合農学科　農業経営コース・実践経営者コースは除く）

実科・研究科は果樹試験場 ( 須坂市 )、野菜花き試験場 ( 塩尻市 )、畜産試験場 ( 塩尻市 )、
南信農業試験場 ( 高森町 ) の県下４試験場に併設設置され、試験場職員が講義・実習を直
接指導し、基礎から最新の知識と技術を習得することができます。



２　入学願書等の提出先
学　　　　科 提　　　　　　出　　　　　　先

果樹実科及び研究科

長野県農業大学校  果樹実科・研究科
〒382－0072　 須坂市大字小河原492
TEL（026）246－2415　FAX（026）251－2357
http://www.pref.nagano.lg.jp/kajushiken/shisetsu/nogyodaigaku/index.html

野菜花き実科及び研究科

長野県農業大学校  野菜花き実科・研究科
〒399－6461　 塩尻市大字宗賀字床尾1066－1
TEL（0263）52－1148　FAX(0263) 54－6340
http://www.pref.nagano.lg.jp/yasaikaki/index.html

畜産実科及び研究科

長野県農業大学校  畜産実科・研究科
〒399－0711　 塩尻市大字片丘10931－1
TEL（0263）52－1188　FAX（0263）51－1316
http://www.pref.nagano.lg.jp/chikusanshiken/soshiki/kenkyuka.html

南信農業実科及び研究科

長野県農業大学校  南信農業実科・研究科
〒399－3103　 下伊那郡高森町下市田2476
TEL（0265）35－2240  FAX（0265）35－4887
http://www.pref.nagano.lg.jp/nannoshiken/index.html

　第３　推薦入学試験

　最終学校における成績が特に優秀であって、当該学校の長から推薦された者（高等学校長の
推薦は令和４年３月に卒業した者及び令和５年３月に卒業見込みの者、その他の推薦は、令和
５年３月卒業見込みの者に限ります。）については、次により推薦入試を実施します。

１　入学願書の受付期間
　令和４年 10 月 13 日（木）から令和４年 10 月 27 日（木）までとします。ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日を除きます。
　郵便による場合は、令和４年 10 月 27 日（木）までの消印のあるものに限り受け付けます。

２　提出書類
  （1）　入学願書
　　 　本校所定の様式による。（写真は出願前３ヶ月以内に撮影した、上半身、無帽、正面向き、

背景なしの縦７㎝横５㎝のものを貼ってください。）
  （2）　調 査 書
　　 　最終学校の長が証明し、かつ、封印したもの。ただし、廃校、り災その他の事情によって最
終学校の長の調査書が得られない者にあっては、卒業証明書及び成績証明書又はこれに相当す
る書類をもってこれに代えることができます。

  （3）　推 薦 書
　　　別に定める本校所定の様式で最終学校の長が作成した推薦書
  （4）　長形３号封筒
　　 　出願者宛に受験票を返送しますので、住所、氏名、郵便番号を明記し、84 円切手を貼った
ものを一通同封してください。

  （5）　そ の 他
　　ア　 学校教育法施行規則第 150 条の規定（高卒と同等以上の学力と認められる者）に該当する

者は、その事実を証する書類を提出してください。
　　イ　健康診断書については、本校が必要とする場合、提出を求めることがあります。

3　受 験 料
　受験料（2,200 円）は、長野県収入証紙により（入学願書に貼り、消印しないでください。）納
付してください。



４　入学試験の実施
　　試験は、筆記試験及び人物考査（面接）とし、次により実施します。
  （1）　日時及び場所
　　ア　日　時　　令和４年 11 月 14 日（月）　午前９時 15 分から（受付は午前９時まで）
　　イ　場　所　　入学願書等の提出先
  （2）　筆記試験の内容
　　ア　実　科　　小論文（60 分、1,200 字以内）
　　イ　研究科　　論　文（90 分、1,600 字以内）

５　合格者の発表
　　令和４年 11 月 22 日（火）午前９時
　 　各入学試験会場及び長野県公式ホームページWeb site 信州　長野県農業大学校に掲示すると
ともに、本人に通知します。
　　なお、電話によるお問い合わせには応じられません。

6　そ の 他
　推薦入学試験に合格しなかった者で、長野県農業大学校に入学を希望する者は、第４の前期日
程試験及び後期日程試験の手続きにより受験することができます。

　第４　一般入学試験（前期日程及び後期日程）

１　入学願書の受付期間
  （1）　前期日程試験
　　 　令和４年 11 月 14 日（月）から令和４年 11 月 28 日（月）までとします。ただし、土曜日、

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日を除き
ます。

　　　郵便による場合は、令和４年 11 月 28 日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。
  （2）　後期日程試験
　　 　令和５年１月４日（水）から令和５年１月18日（水）までとします。ただし、土曜日、日曜
日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）第３条に規定する休日を除きます。

　　　郵便による場合は、令和５年１月18日（水）までの消印のあるものに限り受け付けます。

2　提出書類
  （1）　入学願書
　　 　本校所定の様式による。（写真は出願前３ヶ月以内に撮影した、上半身、無帽、正面向き、
背景なしの縦７㎝横５㎝のものを貼ってください。）

  （2）　調 査 書
　　 　最終学校の長が証明し、かつ、封印したもの。ただし、廃校、り災その他の事情によって最
終学校の長の調査書が得られない者にあっては、卒業証明書及び成績証明書又はこれに相当す
る書類をもってこれに代えることができます。

  （3）　職歴等の調査書
　　　本校所定の様式による。（学歴、職歴等の状況について記載してください。）
  （4）　長形３号封筒
　　 　出願者宛に受験票を返送しますので、住所、氏名、郵便番号を明記し、84円切手を貼ったものを
一通同封してください。

  （5）　そ の 他
　　ア　 学校教育法施行規則第 150 条の規定（高卒と同等以上の学力と認められる者）に該当する

者は、その事実を証する書類を提出してください。
　　イ　健康診断書については、本校が必要とする場合、提出を求めることがあります。

３　受 験 料
　 　受験料（2,200 円）は、長野県収入証紙により（入学願書に貼り、消印しないでください。）納
付してください。



４　入学試験の実施
　　試験は、筆記試験及び人物考査（面接）とし、次により実施します。
  （1）　前期日程試験　日時及び場所
　　ア　日時　　令和４年 12 月 13 日（火）　午前９時 15 分から（受付は午前９時まで）
　　イ　場所　　入学願書等の提出先
  （2）　後期日程試験　日時及び場所
　　ア　日時　　令和５年２月２日（木）　午前９時 15 分から（受付は午前９時まで）
　　イ　場所　　入学願書等の提出先
  （3）　筆記試験の内容
　　ア　実　科

科　　目 内　　容
必
須
科
目

国　語（60 分）
小論文（60 分）

国語総合（古文・漢文を除く｡）
1,200 字以内

選
択
科
目

数　学（60 分）
公　民（60 分）
化　学（60 分）
生　物（60 分）
農　業（60 分）

　　　　から 1科目

数学Ⅰ
現代社会
化学基礎
生物基礎
各種作物の栽培管理及び各種家畜の飼養管理等

　　イ　研究科　　論文（90 分、1,600 字以内）

５　合格者の発表
  （1）　前期日程試験合格発表　日時
　　　令和４年 12 月 21 日（水）午前９時
  （2）　後期日程試験合格発表　日時
　　　令和５年２月 10 日（金）午前９時
  （3）　発表方法
　　 　各入学試験会場及び長野県公式ホームページWeb site 信州　長野県農業大学校に掲示する
とともに、本人に通知します。

　　　なお、電話によるお問い合わせには応じられません。

　第 5　その他

１ 　大学校の概要・教育内容及び授業料等の経費については、「長野県農業大学校学校案内」をご
覧ください。
２　入学試験に関するお問い合わせは入学願書等の提出先に行ってください。
　 　また、学校案内、入試要項、入学願書、過去（2年間）の入試問題を郵送で希望する場合は、必ず「実
科・研究科」と明記し、上記のうちの必要な書類名を記して、390 円切手を貼ったあて先記載の
返信用封筒（角形２号）を同封して〒 381－1211 長野市松代町大室 3700 長野県農業大学校（電
話 026－278－5211）へ 請求してください。
３ 　長野県農業大学校ホームページ及び長野県公式ホームページWeb site 信州で入試情報を提供
しています。

　・長野県農業大学校ホームページ
　　HPアドレス：http://www.nodai-nagano.ac.jp/
　　「入試・入学案内のコーナー（長野県公式ホームページにリンク）」
　・長野県公式ホームページ Web site 信州
　　HPアドレス：http://www.pref.nagano.lg.jp/nogyodai/boshu/index.html
　　「長野県公式ホームページWeb site 信州→長野県農業大学校→学生募集」
　　「学校案内等ダウンロード」「試験案内等ダウンロード」のコーナー
４　この試験の実施に際して収集する個人情報は、この試験のために必要な範囲でのみ利用します。


