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■■■■出願書類所定用紙出願書類所定用紙出願書類所定用紙出願書類所定用紙（（（（添付添付添付添付））））    

    

◆入校志願書   (様式１－１ 入校志願書） 

              (様式１－２ 入校試験受験票） 

               (様式１－３ 高等学校長の推薦書） 

     ◆身上調書    (様式２） 



平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度    山形県立農業大学校山形県立農業大学校山形県立農業大学校山形県立農業大学校    学生募集要項学生募集要項学生募集要項学生募集要項            

【【【【    概概概概                    要要要要    】】】】 

１１１１    募集学科募集学科募集学科募集学科及及及及びびびび募集人員募集人員募集人員募集人員 

学  科 専攻コース名 募集人員 摘  要 

稲作経営学科 稲 作コース 

果樹経営学科 果 樹コース 

野 菜コース 野菜・花き 

  経営学科 花 きコース 

酪 農コース 
畜産経営学科 

肉用牛コース 

農産加工 

  経営学科 

農産加工 

   コース 

 

 

 

   

  ５０名 

 

 

   

 

 

修業期間 

２年 

（全寮制） 

   

 

２２２２    選選選選考考考考試験試験試験試験    

  推薦入校者選抜及び一般入校者選抜（前期・後期）によって行います。 

 

３３３３    選選選選        抜抜抜抜    

  選抜は、筆記試験及び口述試験の内容を総合的に判定して行います。出願書類は口述 

 試験の参考とします。 
   

４４４４    募集日程募集日程募集日程募集日程   

一般入校者選抜  推薦入校者選抜 

前期 後期 

出願期間 平成24年 

10月18日（木）から 

10月25日（木）まで 

平成24年 

11月19日(月)から 

11月27日(火)まで 

平成25年 

3月 4日(月)から 

3月11日(月)まで 

試験日 平成24年 

11月9日（金） 

平成24年 

12月7日(金） 

平成25年 

3月18日(月） 

合格発表日 平成24年 

11月16日（金） 

平成24年 

12月14日(金) 

平成25年 

3月22日(金) 

 

５５５５    簡易開示簡易開示簡易開示簡易開示    

  山形県個人情報保護条例（第 15 条）に基づいて簡易開示を行います。 

 

６６６６    学生募集学生募集学生募集学生募集にににに関関関関するするするする問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

山形県立農業大学校 入試担当 
〒996-0052 山形県新庄市大字角沢１３６６番地 

TEL(0233)22-1527   FAX(0233)23-3119 

Ｅ-mail：ynodai@pref.yamagata.jp 

    

    
１ 

 

推薦入校者選抜 

：募集人員の80％程度 
 
 

一般入校者選抜 

：募集人員の20％程度 



２ 

【【【【    推推推推    薦薦薦薦    入入入入    校校校校    者者者者    選選選選    抜抜抜抜    】】】】 

    

１１１１    募集人員募集人員募集人員募集人員 

  募集人員（５０名）の８０％程度とします。 

 

２２２２    応募資格応募資格応募資格応募資格 

次の各項目すべてに該当し、高等学校長の推薦を得た者とします。 

 (１) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)に基づく高等学校（県内）を平成２５年３

月に卒業する見込みの者。 

 (２) 明確な目的意識を持ち、真面目で健康であること。 

 (３) 将来の農業（農産加工を含む。）の担い手及び地域農業の中核的リーダーを目指

す者であること。 

 (４) 高等学校における評定平均値が３．０以上であること。 

 (５) 合格した場合は必ず入校する者であること。 

 

３３３３    応募手続応募手続応募手続応募手続きききき 

((((１１１１))))    出願出願出願出願にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類        

次の書類を在学高等学校長経由で提出してください。書類を郵送する場合は、簡易

書留郵便扱いにしてください。 
ア 入校志願書     本校所定のもの 

（様式１－１ 入校志願書） 

（様式１－２ 入校試験受験票） 

（様式１－３ 高等学校長の推薦書）    

イ 身上調書      本校所定のもの（様式２） 

ウ 高等学校の調査書   

エ 写真        ２枚(出願３カ月以内撮影の無帽上半身、縦４cm×横３cm

の大きさ)。１枚は身上調書に、１枚は受験票に貼付する。 

＊ このほかに、高等学校長宛に受験票を返送しますので、角形２号封筒（高等学

校の郵便番号と宛先を記入し、志願者が１～２名の場合は４２０円切手、３名以

上の場合は４４０円切手を貼付したもの）を１通同封してください。 

    ((((２２２２))))    出願期間出願期間出願期間出願期間 

 平成２４年１０月１８日（木）から１０月２５日（木） 

受付時間（持参の場合）：午前８時３０分から午後５時１５分 
 なお、土曜日・日曜日・祝日は受付を行いません。 

  郵送の場合は、平成２４年１０月２５日(木)までの消印を有効とします。    

（（（（３３３３））））出願先出願先出願先出願先    

   〒996-0052 山形県新庄市大字角沢１３６６番地 
山形県立農業大学校 入試担当 

     
４４４４    入校考査料入校考査料入校考査料入校考査料            

山形県収入証紙２，２００円分を購入し、入校志願書の指定した欄に重ならないよ

うに貼り付けてください。なお、消印はしないでください。 
山形県収入証紙は、山形県庁・山形県各総合支庁の売店や県内の「山形県証紙販売

所」の看板を掲げている所で購入できます。 

    推薦入校者選抜 



３ 

    

５５５５    選選選選考考考考試験試験試験試験 

 ((((１１１１))))    試験日時試験日時試験日時試験日時    

    平成２４年１１月９日(金) 午前９時００分から試験を行います。 

    ○ 受  付      ８時００分～ ８時４５分 

    ○ 筆記試験（小論文） ９時００分～１０時００分 

    ○ 口述試験（面 接）１０時１５分～ 

 ((((２２２２))))    試験場所試験場所試験場所試験場所    

    山形県立農業大学校 

        ((((３３３３))))    試験内容試験内容試験内容試験内容（推薦入校者選抜）    

試験区分 内  容 試験時間 摘  要 
筆記試験 小論文 ６０分 ８００字以内。 

 
口述試験 面 接 

 
２０分程度 共通面接（３人程度の集団面接）を 

１０分程度、専攻面接（第１志望の専

攻コース毎の個人面接）を１０分程度

行う。 
 
((((４４４４))))    受験者受験者受験者受験者のののの携行品携行品携行品携行品    

    受験票、筆記用具（鉛筆、消しゴム、鉛筆削り）、内履き、昼食 

 

６６６６    選選選選        抜抜抜抜    

  選抜は、筆記試験及び口述試験の内容を総合的に判定して行います。出願書類は、口 

 述試験の参考とします。 

  配点は下記のとおりです。 

    

試験区分 内 容 配 点 

筆記試験 小論文 １００点 

口述試験 面 接 ２００点 

    

  志願状況によっては、第２志望、第３志望での合格となる場合があります。 

 

  

７７７７    合格発表合格発表合格発表合格発表 

  合格発表は、平成２４年１１月１６日(金)午前９時３０分に、合格者の受験番号を本

校正面玄関に掲示するとともに、ホームページ(http://ynodai.ac.jp) にも掲載します。 

また、受験者には合否に関する通知書を送付するとともに、高等学校長にもその旨を

通知します。 

  なお、電話等による問い合わせには応じません。 

    

    

    

    

    

推薦入校者選抜 



４ 

    

８８８８    簡易開示簡易開示簡易開示簡易開示 

  受験者本人が口頭により、本人の科目別得点と順位を開示請求できます。なお、開

示請求の際は、受験者本人と特定できる受験票等の身分証明証の提示が必要となりま

す。 

 

 ((((１１１１))))開示期間開示期間開示期間開示期間            

平成２４年１１月１６日(金)から平成２４年１２月１５日(土)の平日 
 ((((２２２２))))開示時間開示時間開示時間開示時間  

午前９時３０分から１１時３０分まで及び午後１時から４時３０分まで 

((((３３３３))))開示場所開示場所開示場所開示場所        

山形県立農業大学校 

    

９９９９    そのそのそのその他他他他 

  推薦入校者選抜の選考にもれた者で、引き続いて本校の一般入校者選抜（前期・後期）

を志願する者は、改めて出願書類の提出が必要となります。 

  

推薦入校者選抜 



５ 

【【【【    一一一一    般般般般    入入入入    校校校校    者者者者    選選選選    抜抜抜抜（（（（前期前期前期前期・・・・後期後期後期後期））））    】】】】 

    

１１１１    募集人員募集人員募集人員募集人員 

  募集人員（５０名）の２０％程度とします。 

 

２２２２    応募応募応募応募資格資格資格資格 

学校教育法(昭和２２年法律第２６号)に基づく高等学校を卒業した者(平成２５年３

月卒業見込みの者を含む）、またはこれと同等以上の学力を有すると知事が認めた者と

します。 

 

３３３３    応募応募応募応募手続手続手続手続きききき 

（（（（１１１１））））出願出願出願出願にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類        

次の書類を提出してください。書類を郵送する場合は、簡易書留郵便扱いにして

ください。 

ア 入校志願書   本校所定のもの 

（様式１－１ 入校志願書） 

（様式１－２ 入校試験受験票）    

イ 身上調書    本校所定のもの（様式２） 

ウ 高等学校の調査書または最終学校の成績証明書 

エ 写真      ２枚 (出願３カ月以内撮影の無帽上半身、縦４cm×横３cmの

大きさ)。１枚は身上調書に、１枚は受験票に貼付する。 

＊ このほかに、志願者宛に受験票を返送しますので、角形２号封筒（志願者の郵

便番号と宛先を記入し、４２０円切手を貼付したもの）を１通同封してください。 

（（（（２２２２））））出願期間出願期間出願期間出願期間    

アアアア    前期試験前期試験前期試験前期試験    

平成２４年１１月１９日（月）から１１月２７日（火） 

 受付時間（持参の場合）：午前８時３０分から午後５時１５分 

   なお、土曜日・日曜日・祝日は、受付を行いません。 

      郵送の場合は、平成２４年１１月２７日(火)までの消印を有効とします。 

イイイイ    後期試験後期試験後期試験後期試験    

 平成２５年３月４日（月）から３月１１日（月） 

  受付時間（持参の場合）：午前８時３０分から午後５時１５分 

なお、土曜日・日曜日・祝日は、受付を行いません。 

     郵送の場合は、平成２５年３月１１日(月)までの消印を有効とします。 

（（（（３３３３））））出願先出願先出願先出願先    

   〒996-0052 山形県新庄市大字角沢１３６６番地 
山形県立農業大学校 入試担当 

     
４４４４    入校考査料入校考査料入校考査料入校考査料            

山形県収入証紙２，２００円分を購入し、入校志願書の指定した欄に重ならないよ

うに貼り付けてください。なお、消印はしないでください。 
山形県収入証紙は、山形県庁・山形県各総合支庁の売店や県内の「山形県証紙販売

所」の看板を掲げている所で購入できます。なお、県外の方などで山形県収入証紙を

購入することが難しい場合は、郵便局が発行する２，２００円分の普通為替証書（受

取人指定欄は未記入のこと。）を同封してください。 

 

    

    

一般入校者選抜（前期・後期） 
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５５５５    選選選選考考考考試験試験試験試験 

 
 ((((１１１１))))試験日時試験日時試験日時試験日時    

  アアアア    前期試験前期試験前期試験前期試験    

    平成２４年１２月７日（金）午前９時００分から試験を行います。 
    ○ 受  付            ８時００分～ ８時４５分 

    ○ 筆記試験（国語総合）   ９時００分～１０時００分 

          （数学Ⅰ・生物Ⅰ・農業科学基礎・環境科学基礎の４科目の中から

１科目選択） １０時１５分～１１時１５分 
（小 論 文）  １１時３０分～１２時３０分 

    ○ 口述試験（面   接）  １３時１５分～ 
イイイイ    後期試験後期試験後期試験後期試験    

     平成２５年３月１８日（月）午前９時００分から試験を行います。 
    受付、筆記試験、口述試験の時間及び内容は、前期試験と同じです。      
((((２２２２))))試験場所試験場所試験場所試験場所    

    山形県立農業大学校 
    

((((３３３３))))    試験内容試験内容試験内容試験内容（一般入校者選抜 前期・後期） 

試験区分 内  容 試験 
時間 

摘  要 

国語総合（古典を除く） ６０分  
数学Ⅰ・生物Ⅰ・農業科

学基礎・環境科学基礎の 
４科目の中から１科目

選択 

６０分  
筆記試験 

小論文 ６０分 ８００字以内。 
口述試験 面 接 

 
２０分 
程度 

共通面接（３人程度の集団面接）

を１０分程度、専攻面接（第１志

望の専攻コース毎の個人面接）を

１０分程度行う。 
((((４４４４))))    受験者受験者受験者受験者のののの携行品携行品携行品携行品    

   受験票、筆記用具（鉛筆、消しゴム、鉛筆削り、定規、コンパス）、内履き、昼食 

 

６６６６    選選選選        抜抜抜抜 

   選抜は、筆記試験及び口述試験の内容を総合的に判定して行います。出願書類は、 

  口述試験の参考とします。 

   配点は次のとおりです。   

 

 

 

 

 

 

 

 

試験区分 内 容 配 点 

国語総合（古典を除く） １００点 

数学Ⅰ・生物Ⅰ・農業科学基礎・環境科

学基礎の４科目の中から１科目選択 

１００点 

筆記試験 

小論文 １００点 

口述試験 面 接 ２００点 

一般入校者選抜（前期・後期） 



７ 

 

   志願状況によっては、第２志望、第３志望での合格となる場合があります。 

 

 

７７７７    合格発表合格発表合格発表合格発表 

前期試験の合格発表は平成２４年１２月１４日(金)、後期試験の合格発表は平成 

２５年３月２２日(金)に行います。 

    
   それぞれ、午前９時３０分に合格者の受験番号を本校正面玄関に掲示するとともに、

  ホームページ(http://ynodai.ac.jp) にも掲載します。 

また、受験者には合否に関する通知書を送付します。 
なお、電話等による問い合わせには応じません。 

    

８８８８    簡易開示簡易開示簡易開示簡易開示 

    受験者本人が口頭により、本人の科目別得点と順位を開示請求できます。なお、

開示請求の際は、受験者本人と特定できる受験票等の身分証明証の提示が必要とな

ります。 

 ((((１１１１))))開示期間開示期間開示期間開示期間            

   ア 一般入校者選抜（前期） 
 平成２４年１２月１４日(金)から平成２５年１月１３日(日)の平日 

イ 一般入校者選抜（後期） 
 平成２５年３月２２日(金)から平成２５年４月２１日(日)の平日 

 ((((２２２２))))開示時間開示時間開示時間開示時間    

 午前９時３０分から１１時３０分まで及び午後１時から４時３０分まで 

((((３３３３))))開示場所開示場所開示場所開示場所    

 山形県立農業大学校 

 

    

９９９９    そのそのそのその他他他他 

   一般入校者選抜（前期）の選考にもれた者で、引き続いて本校の一般入校者選抜（後 
  期）を志願する者は、改めて出願書類の提出が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般入校者選抜（前期・後期） 



８ 

 

    

【【【【    経経経経    費費費費    等等等等    】】】】 
１１１１    経費概要経費概要経費概要経費概要    

（（（（１１１１））））入入入入    校校校校    料料料料    ５，６５０円 
         ※この額は平成２４年４月１日現在の金額であり、変更される場合があり 

          ます。 

         ・入校手続き時に納付することになります。 
         ・免除及び徴収猶予規定の適用があります。 

    

（（（（２２２２））））授授授授    業業業業    料料料料  １１８，８００円（年額） 
   ※この額は平成２４年４月１日現在の金額であり、変更される場合があり 

    ます。 
         ・入校後、前期（４月）、後期（１０月）の２回に分けて納付

することになります。 
            ・免除及び徴収猶予規定の適用があります。 

 
（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他のののの経費経費経費経費    

 食費などの寮生活費、教科書代、実験実習着代、海外研修費などが自己負担とな

ります。（参考：平成２４年度は、年間約６７０，０００円） 
 

２２２２    青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金についてについてについてについて    

        本校卒業後に、一定の条件を満たし就農予定の者（農業法人就職を含む）は、青年就

農給付金の受給対象となります。青年就農給付金とは、就農に向けて、道府県の農業大

学校において教育・研修を受ける者に対して最長 2 年間、年間 150 万円を給付する国の

事業です。なお、詳しくは本校教務学生担当にお問い合わせください。 
     

３３３３    就農就農就農就農支援資金支援資金支援資金支援資金についてについてについてについて    

本校卒業後に就農予定の者は、就農支援資金（就農研修資金）を借りることができま

す。なお、借り入れ申し込みについては、最寄りの総合支庁農業技術普及課に御相談く

ださい。 
 
４４４４    日本学生支援機構日本学生支援機構日本学生支援機構日本学生支援機構奨学金奨学金奨学金奨学金についてについてについてについて 

日本学生支援機構の奨学金を利用することができます。奨学金は２種類で、第

一種奨学金（無利息）と第二種奨学金（利息付）があります。（※対象人数は、日本学生支

援機構の内示数以内となります。） 

なお、この奨学金については、日本学生支援機構のホームページ

（http://www.jasso.go.jp/saiyou/abc.html）に掲載されています。    

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

 

■■■■    平成平成平成平成２２２２５５５５年度入校出願書類年度入校出願書類年度入校出願書類年度入校出願書類のののの書書書書きききき方方方方((((留意事項留意事項留意事項留意事項)))) 

   本要項に添付されている所定の用紙を使用し、黒のボールペン又は黒インクを用い

て記入してください。 

 

１１１１    入校志願書入校志願書入校志願書入校志願書（（（（様式様式様式様式１１１１－－－－１１１１））））    

（１）志願者の自筆とし、現住所は都道府県から記入してください。 

（２）氏名欄の印のところには必ず志願者本人の印鑑を押してください。(スタンプ印は

不可) 

（３）志望する学科の専攻コース(①稲作､②果樹､③野菜､④花き､⑤酪農､⑥肉用牛､⑦農

産加工)の中から、志望する学科･コース名を第１志望、第２志望、第３志望の順に記

入してください。なお、出願後の志望コースの変更は認めません。 

 

２２２２    入校試入校試入校試入校試験験験験受験票受験票受験票受験票（（（（様式様式様式様式１１１１－－－－２２２２））））    

（１）※印の氏名欄は、受験者の自筆としてください。 

（２）※※印の第１志望コース欄は、第１志望コースを○で囲んでください。 

（３）一般入校者選抜（前期・後期）試験の受験者は、４つの選択科目の中から１科目を  

  選択し、○で囲んでください。なお、出願後の選択科目の変更は認めません。 

（４）写真は指定位置にはがれないように貼ってください。 

    

３３３３    高等学校長高等学校長高等学校長高等学校長のののの推薦書推薦書推薦書推薦書（（（（様式様式様式様式１１１１－－－－３３３３））））    

 推薦入校者選抜に必要な書類です。在学する高等学校で作成するものですので高等学

校に願い出てください。(推薦入校者選抜志願者自らの記入は必要ありません。) 

    

４４４４    身上調書身上調書身上調書身上調書（（（（様式様式様式様式２２２２））））    

（１）志願者の自筆とします。裏にも記入欄があります。 

（２）履歴の欄の学歴は中学校卒業から記入してください。 

（３）健康状態は該当する方を○で囲んでください。 

（４）非農家出身の志願者は、裏面の｢農家・非農家の別｣欄の非農家を○で囲み、農業経

営の概況についての記入は必要ありません。 

（５）写真は指定位置にはがれないように貼ってください。 

 

５５５５    調査書調査書調査書調査書((((成績証明書成績証明書成績証明書成績証明書))))    

（１）在学する学校で作成するものですので、高等学校に願い出てください。 

（２）既に高等学校を卒業した方は、最終出身学校に願い出てください。 

 

６６６６    そのそのそのその他他他他    

  入校出願書類一式は、山形県立農業大学校ホームページからダウンロードしてご活用

 いただくことも可能です。 

 なお、印刷する際は、Ａ４版白色の用紙に黒色単色で印刷してください。 

また、あまり薄い用紙や感熱紙は使用しないでください。 

 

 

 

 



交交交交    通通通通    案案案案    内内内内    

 

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 
 
 

交交交交    通通通通    案案案案    内内内内    

    

〒996-0052 
 山形県新庄市大字角沢１３６６ 

山形県立農業大学校 入試担当 
   TEL (0233)22-1527(代)  FAX (0233)23-3119 

http:// ynodai.ac.jp/ 
Ｅ-mail：ynodai@pref.yamagata.jp 


