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＜静岡県立農林環境専門職大学短期大学部 生産科学科＞ 

 

１ 学科の特色 

(1)農林業生産現場においてリーダーとなる人材であるとともに、農山村の地域社会を支

える人材の育成 

多彩で高品質な農林産物を生産する本県農林業の基盤である栽培、林業、畜産の各

分野の生産を牽引していくことができる実践力と創造力を備え、各分野の生産現場に

おいてリーダーとなる人材であるとともに、自らが農林業を営む農山村の自然環境や

景観の保全、伝統・文化の継承などについて学び、農山村の地域社会を支える生産者

として、それらを守り育んでいくことができる人材を養成します。 

 

(2)豊富な実習・演習等による実践力の養成 

農林業生産の現場で役立つ実践力を養うために、実習・演習を中心とした科目を数

多く配置するとともに、県内農林業経営体において長期の臨地実務実習（インターン

シップ）を実施します。 

また、２年間の学修の集大成として、農林業生産の現場における課題を探究するプ

ロジェクト研究に取り組みます。 

 
(3)コース制の教育課程 

１年次後半から「栽培コース」、「林業コース」、「畜産コース」に分かれて、各分野

の専門的な知識・技術に関する科目を履修します。（各分野に関連・共通する科目に

ついては、１年次後半以降も共通で履修します。） 

また、栽培作目や畜種ごとに専門的な技術を習得するため、栽培コースでは「野菜」、

「花き」、「茶」、「果樹」に、畜産コースでは「大家畜」と「中小家畜」に分かれて実

習を行います。 

履修するコースは、本人の希望や成績などを総合的に判断して決定します。 

 

(4)１年次全寮制 

１年次は全寮制とし、多数の学生との共同生活を通じて農林業現場や地域社会を支

える人材に求められる社会性やコミュニケーション能力を高めます。 

 
２ アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

次のような資質を有する学生を求めます。 

○農林業生産技術を学ぶ上で必要な基礎学力と知識を身に付けている人  

○課題解決や新たな価値の創造に取り組むために、従来の常識にとらわれない柔軟な

思考力を備えている人 

○農林業に高い関心を持ち、生産現場の技術者や指導者になろうとする意欲がある人 

○身に付けた技術や知識で農林業の発展に貢献する意欲がある人
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３ 募集人員 

学科 入学定員 
左のうち 

指定校推薦選抜募集人員 

生産科学科 100 人 25 人 

【備考】 
（１）指定校推薦選抜の合格者が募集人員を満たさなかった場合、その欠員は学校長推薦選抜の募集人

員に加えます。 
 
４ 推薦できる人数 

 各指定校あてに通知した人数。 

 

５ 出願資格 

  次の（１）から（４）まで全てに該当する者 

（１）本学が指定する高等学校を令和２年３月末に卒業見込みの者 

（２）人物、学業成績ともに優秀で、高等学校長が責任をもって推薦できる者 

（３）調査書全体の評定平均値が指定値以上の者 

（４）合格した場合には、必ず入学することを確約できる者 

 

６ 出願期間 

 令和元年 11 月１日(金)～11 月 7 日(木)17 時必着 

 

７ 入学検定料 

 18,000 円 

 18,000 円の普通為替証書（郵便為替）に限ります。 

 ※お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入してください。 

 ※普通為替証書（郵便為替）には何も記入しないでください。 

 

８ 出願方法 

（１）入学志願者は出願に必要な書類を揃えて学校長へ提出してください。 

（２）学校長は、出願書類を志願者ごとに封筒に入れたうえで、一通の封筒にまとめて、書留速達で

郵送してください。郵送する際には、学校名及び住所を明記したうえ、必ず封筒表面に「指定

校推薦選抜出願書類○名分在中」と朱書きしてください。出願は郵送に限りますので、郵送期

間を十分に考慮の上、発送してください。窓口受付は行いません。 

（３）受験票は、出願書類受理後、受験番号を記載して簡易書留で郵送します。試験日の５日前まで

に受験票が届かない場合は、専門職大学開学準備室学生募集班(0538-36-1560)に連絡してくだ

さい。 

郵送した受験票は、試験場に必ず持参してください。 

（４）一度提出し受理された書類・入学検定料は、特別の理由があると認められるときを除き、返還

しません。また、出願手続後の記載事項の書き替え・変更は認めません。 



 3

（５）出願先（郵送先） 

   〒438-8577 静岡県磐田市富丘 678-1 静岡県立農林大学校学生課内 

   静岡県経済産業部農業局農業ビジネス課 専門職大学開学準備室 学生募集班 

 

９ 障がい等を有する入学志願者との事前相談 

病気・負傷や障がい等がある方で、受験上及び修学上特別な配慮を必要とされる方は、必ず出願前

のなるべく早い時期に静岡県経済産業部農業局農業ビジネス課専門職大学開学準備室学生募集班ま

で連絡し、相談してください。 

この事前相談は、志願者にとって大きな負担となったり、他の志願者に比べて不利になったりしな

いよう配慮するために行うものであり、相談により志願者に不利益を与えるものではありません。 

 

（１）相談方法 相談前に電話等で連絡（申込）のうえ、下記の事項を記載した「事前相談書」を提

出してください。（様式は本学のホームページからダウンロードできます。） 

         ａ 志願者の氏名、住所、電話番号 

         ｂ 出身学校名 

         ｃ 志願学部、学科、入試区分 

         ｄ 障がいの種類、程度 

         ｅ 受験上の配慮を希望する事項 

         ｆ 修学上の配慮を希望する事項 

         ｇ 在学（出身）学校で配慮されていた事項 

         ｈ 日常生活の状況 

         ※ 上記のほか、医師の診断書、障がい者手帳があればその写しも添付してくださ

い。 

（２）相談期間 令和元年 10 月 18 日（金）まで 

 

（３）連絡先 静岡県経済産業部農業局農業ビジネス課 

専門職大学開学準備室学生募集班 

        〒438-8577 静岡県磐田市富丘 678-1 静岡県立農林大学校学生課内 

        電話：0538-36-1560 メール：nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp 
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10 出願書類 

出願書類は本学ホームページからダウンロードし、Ａ４の白紙に印刷してください。印刷の際は拡

大・縮小等はしないで、片面白黒で印刷してください。 

出願に必要な書類 作成方法等 

Ａ票 志願票  必要事項を黒のインク又はボールペンでもれなく記入してください。「写

真貼付欄」には縦４cm×横３cm の写真（正面上半身無帽、背景無、出願前

３ヶ月以内に単身で撮影したカラー写真）の裏面に氏名と「短期大学部指

定校推薦」と記入し、はがれないように全面をのり付けしてください。 

Ｂ票 受験票 必要事項を黒のインク又はボールペンでもれなく記入してください。「写

真貼付欄」には志願票と同じ写真を、はがれないように全面をのり付けし

てください。 

受験票は、出願書類受理後、受験番号を記載して簡易書留で郵送します。

試験日の５日前までに受験票が届かない場合は、静岡県経済産業部農業局

農業ビジネス課専門職大学開学準備室学生募集班に連絡してください。 

郵送した受験票は、試験場に必ず持参してください。 

Ｃ票 写真票  必要事項を黒のインク又はボールペンでもれなく記入してください。「写

真貼付欄」には志願票と同じ写真を、はがれないように全面をのり付けし

てください。 

調査書 学校長が文部科学省所定の様式により作成し、厳封したものを提出して

ください。 

(注)被災その他の理由で調査書が発行されない場合は、成績証明書等の成

績を証明する書類又は成績証明書発行不能証明書等、成績を証明でき

ない旨の証明書を提出してください。 

推薦書 学校長が所定の様式により作成し、厳封したものを提出してください。

推薦書は本学ホームページからダウンロードした様式にデータを入力

し、印刷したものを提出することもできます。 

志望理由書 所定の様式に、志願者本人が、自筆で、黒のインク又はボールペンで記

入してください。 

受験票 

送付用封筒 

 長形３号封筒(12cm×23.5cm)に志願者の氏名、郵便番号、住所を明記し、

「簡易書留」と朱書きして 404 円分の切手を貼ってください。 

入学検定料 18,000 円の普通為替証書（郵便為替）に限ります。 

普通為替証書(郵便為替)を出願書類に同封してください。 

 ※お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入してください。

 ※普通為替証書（郵便為替）には何も記入しないでください。 
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11 試験場 

 静岡県総合研修所 もくせい会館 

 案内図や交通アクセスについては、８ページを参照してください。 

 

12 選抜方法 

 書類（志望理由書、推薦書及び調査書等）、面接の内容を総合的に判定して選抜します。 

 

13 試験の内容と日程 

 (１) 面接 

  ・個人面接により、志望理由書に書いてあることがらを中心に質問します。 

試験日 令和元年 11 月 23 日(土) 

受付時間 ９：00～９：20 

試験時間 10：00～12：00 

 

14 受験上の注意事項 

（１）試験当日は受験票を必ず持参してください。 

（２）当日、受験票を忘れた場合は、直ちに試験場の試験本部で仮受験票の交付を受けてください。

仮受験票の発行には身分証明書（学生証、運転免許証など）が必要になりますので、当日は必

ず持参してください。 

（３）面接試験については、試験開始時刻に不在の場合は、欠席したものとみなします。ただし、公

共交通機関の遅延による遅刻の場合はこの限りではありませんので、交通機関が発行する遅延

証明書を試験本部へ提出し、指示を受けてください。 

（４）携帯電話・スマートフォン等は、試験室に入る前にアラーム等の設定を解除し、電源を切って

かばん等に入れてください。 

（５）当日は飲み物等の販売は行いませんので、各自持参してください。 

（６）試験場に駐車場はありませんので、公共交通機関で来場してください。 

（７）その他本要項に記載していない注意事項が生じた場合には、受験票を送付する際に通知します。 

 

15 合格発表 

(１)日 時 令和元年 12 月５日(木) 13 時 

  (２)方 法  学校長あてに合否を文書で通知するとともに、合格者に「合格通知書」を発送しま

す。入学手続に必要な書類については、後日改めて合格者に発送します。 

また、本学ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

（ホームページＵＲＬ http://shizuoka-norin-u.jp） 

ただし、「合格通知書」の送付をもって、正式通知とします。 

         合否に関する電話等による問い合わせには一切応じません。 
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16 入学手続 

合格者は、入学手続期間内に入学料を納付するともに、郵送により必要な書類を提出してください。 

なお、詳細については、別途合格者にお知らせしますので、必ず確認してください。 

（１）入学手続期間 

   令和２年１月 17 日(金)～１月 24 日(金)(17 時必着) 

（２）入学料及び授業料の納付等 

   ① 入学料（入学手続時に納付） 

静岡県内の者 84,600 円

静岡県外の者 219,900 円

   (※)静岡県内の者とは、次のいずれかに該当する者をいい、静岡県外の者とはその他の者をいう。 

     ア 入学の手続を行う日の属する月の初日において、引き続き１年以上静岡県内に住所を有

している者 

イ 入学の手続を行う日の属する月の初日において、配偶者又は１親等の親族が引き続き１

年以上静岡県内に住所を有している者 

     ウ 知事がア又はイに掲げる者に準ずると認める者 

   ② 授業料 

・年額 234,600 円。前期分（117,300 円）を４月に、後期分（117,300 円）を 10 月にそれぞれ

分けて納付してください。 

・経済的理由により授業料等の納付が困難と認められる者その他特別の理由があると認められ

る者に対しては、授業料減免や分割納付の制度を予定しています。 

   ③ その他 

      ①・②のほか、学生寮に係る経費（寮費・食費等）、実習や資格取得に係る経費等が必要

になります。これらについては別途合格者にお知らせします。 

（３）入学手続にあたっての注意事項 

 ① 必要な書類がすべてそろっていないと受け付けできませんので、書類の提出の際に十分確認

してください。 

  ② 本学に合格したときは、特別な事情がない限り入学を辞退することはできません。 

     特別な事情が生じ入学を辞退する場合は、「推薦入学辞退願」（任意様式）により、学校長を

経由して本学の許可を得なければなりません。 

  ③ 一度受け付けた入学手続書類及び入学料は、特別の理由があると認められるときを除き、返

還しません。 

 

17 個人成績の開示請求 

個人成績については、受験者本人から申請があった場合に限り開示する予定です。 

開示の手続きについては、後日ホームページでお知らせします。 
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18 個人情報の取扱い 

本学では「静岡県個人情報保護条例」に基づき、次のとおり取り扱います。 

（１）出願書類に記載された個人情報については、①入学者選抜（出願処理、選抜実施）、②合格発

表、③入学手続業務を行うために利用します。 

（２）入学者選抜に用いた試験成績は、今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用します。 

（３）入学者の個人情報については、①教務関係（学籍、修学指導等）、②学生支援関係（健康管理、

授業料免除・奨学金申請、就職支援、入試広報等）、③授業料徴収に関する業務を行うために

利用します。 

 

19 一般入試への出願 

指定校推薦選抜に合格しなかった者で一般選抜に出願しようとする者は、一般選抜の学生募集要項

により、改めて出願手続を行ってください。
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【お問い合わせ先】 

 

静岡県経済産業部農業局農業ビジネス課 専門職大学開学準備室 学生募集班 

〒４３８-８５７７ 静岡県磐田市富丘６７８－１ 静岡県立農林大学校 学生課内

電 話：０５３８-３６-１５６０  

ＦＡＸ：０５３８-２４-８７７３ 

メール：nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp 

大学ホームページ 

http://shizuoka-norin-u.jp 

 


