
 

 

 

 

 信州大学大学院 総合理工学研究科 農学専攻における次の各入学試験については， 

予定通り実施いたします。 

 

・ 一般選抜（2021 年度 4月入学） 

・ 一般選抜（2020 年度 10 月入学） 

・ International Graduate Program for Agricultural and Biological Science 

（2020 年度 10月入学） 

 

出願期間 2020 年 6月 1 日（月）～6月 5日（金）必着 

選抜期日 2020 年 7月 13 日（月） 

試験科目 口述試験(※) 

 

 

※ 新型コロナウィルス感染症の状況等を勘案し，長野県外からの受験者のうち，試験当

日に試験場へ来ることができない方については，インターネット回線による Skype 等

を用いた口述試験の実施を予定しております。 

   該当する方は出願書類を送付する際に，別紙様式（インターネット利用試験 申請 

書） を必ず同封してください。 

 

 今後，新型コロナウィルス感染症の影響等により，募集要項および上記内容に更なる変更 

が生じた場合には，信州大学農学部ホームページ（https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/ 

agriculture/）で随時お知らせいたします。 

 

 

令和 2年 5月 18 日 

信州大学農学専攻入試事務室 

 

 

 

大学院修士課程 農学専攻 入学試験の実施について 



 

 

The following entrance examination of Master’s Program at the Graduate School of Science and  

Technology (Department of Agriculture), Shinshu University will be conducted as scheduled. 

 

・ General Selection (for October 2020 admission) 

・ International Graduate Program for Agricultural and Biological Science Selection (for October 

2020 admission) 

 

 

Application Period From Monday,June 1 - Friday,June 5,2020 

Selection Date Monday,July 13,2020 

Examination(Subject) Oral examination* 

 

* Considering the situation of COVID-19, applicants from outside Nagano, those who cannot come 

to the venue on the day of the examination are scheduled to carry out an oral examination via the 

Internet. 

If applicants who need to take the oral examination via the Internet, please be sure to enclose the 

Application for Oral examination via the Internet when sending the application documents. 

 

There may be some changes to the application guidelines and the above contents due to the effects 

of COVID-19, so please check the website of faculty of Agriculture, Shinshu University frequently 

for the lastest information. 

 ( https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/agriculture/english/ ) 

 

About entrance examination of Master’s Program at the Graduate School of Science and  

Technology (Department of Agriculture), Shinshu University 

May 18, 2020 

Direct inquiries to 

Admission Office, Graduate School of Science and Technology, Department of Agriculture, 

Shinshu University 



受験番号 
Examinee  

identification No. 

※大学使用欄 
 

For office use only 

 
信州大学大学院総合理工学研究科【農学専攻】（修士課程）入学試験 

インターネット利用試験 申請書 
 

Application for Oral examination via the Internet 
Entrance examination of Master’s Program at the Graduate School of Science and Technology (Department of 

Agriculture), Shinshu University 

 

 

出願した入学試験区分にチェック を記入してください。 

Please fill in the check box on the entrance examination you applied for. 

 

□ 一般選抜（2021 年度 4月入学） 

 

□ 一般選抜（2020 年度 10 月入学） 

  General Selection (for October 2020 admission ) 

 

□ International Graduate Program for Agricultural and Biological Science 

(for October 2020 admission) 

 
※ 新型コロナウィルス感染症の影響等で，長野県外からの受験者で試験当日に試験場へ来ること

ができないためインターネット回線による口述試験を希望される方は，出願書類を送付する際に，

本申請書を必ず同封してください。       
   入試事務室で出願受理後，出願確認票（大学提出用）に記載された志願者の電話番号または 

メールアドレスに連絡をします。必ず連絡をとれるようにしてください。 
 

   なお，本申請書を提出いただいた場合であっても，新型コロナウィルス感染症の収束状況によ

っては，インターネット回線による口述試験ではなく，通常どおり試験場（信州大学伊那キャン

パス）に来て受験いただく場合があります。 

* Applicants from outside Nagano, Japan who are unable to come to the venue due to 

COVID-19 etc. must include this separate application form when sending the application 

documents. 

After receiving the application at Admission Office, we will contact the applicant's telephone 

number or e-mail address indicated on the Application Checking Sheet (submission sheet).  

Please be sure to respond. 

Even if the applicants submit this application form, depending on the convergence of 

COVID-19, there is some possiblility that the applicants will need to come to the venue (Ina 

Campus) instead of the oral examination using the Internet. 

志 望 専 攻 
Intended major 

農 学 専 攻 
Department of 

Agriculture 

先端生命科学 
Integrated Bioscience 

食品生命科学 
Food Science and Biotechnology 

分 野

等 
Division  

生物資源科学 
Bioresource Science 

環境共生学 
Environmental Symbiosis Science 

International Graduate Program for Agricultural  
and Biological Science 

 

☆ 志望分野等に◯をしてください   Circle your intended division 
氏     名 
Full name 

 
 

【別紙様式】


