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酪農学園大学 

推薦入学試験特待生・後継者特待生の申請について 

 

 

１．申請条件 

 

１）対象となる推薦入学試験 

 

① 推薦入学試験特待生 

・一般推薦、産業振興特別推薦（A 推薦）、内部進学推薦、指定校推薦、アグリマイスター推薦、自己

推薦、環境共生貢献推薦、生産動物医療推薦、農業高校及び農業大学校推薦、学士等推薦、生産動物

看護部門推薦 

 

② 後継者特待生 

・産業振興特別推薦（Ｂ推薦）、内部進学推薦、指定校推薦、自己推薦、動物病院後継者育成推薦 

 

２）家計基準 

 

本人の父母またはこれに代わって生計を維持している人（生計維持者）の収入・所得金額が下記の金額

を下回る場合のみ申請することができます。 

 

通学形態 給与所得者（年間の収入額） 給与所得者以外（年間の所得金額） 

自 宅 805 万円 397 万円 

自宅以外 852 万円 444 万円 

 

注１）共働きの場合は 2 人の収入・所得金額の合算額で判断してください。なお、収入形態が異なる場合

は、主たる生計維持者の収入形態に基づく家計基準により判断してください。 

注２）家計基準との比較に用いる給与所得者の収入金額は、給与所得控除後の金額ではありませんのでご注

意ください。 

注３）収入・所得金額は、源泉徴収票や確定申告書の控えなどでご確認ください。また、申請にあたっては、

所得証明書に記載された収入・所得金額と一致していることを必ずご確認ください。 

注４）家計基準については、（独）日本学生支援機構の基準を参考にしています。 
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２．申請方法・期間 

 

１）産業振興特別推薦（A・B 推薦）、環境共生貢献推薦、自己推薦（Ⅰ期）の志願者 

 

   ① Web 出願登録時に「推薦入学試験特待生/後継者特待生に申請する」をチェックしてください。  

※チェックがあった推薦入試合格者にのみ、申請者用の入学手続書類等が送付されます。 

 

   ② 試験に合格した方は、以下の期間内に「３．申請書類」を入学手続書類と一緒に提出してくださ

い。 

 

     申請（入学手続）期間：11 月 1 日（火）～11 月 14 日（月）※必着 

 

  

２）一般推薦、内部進学推薦、指定校推薦、アグリマイスター推薦、生産動物医療推薦、動物病院後継者

育成推薦、生産動物看護部門推薦、農業高校及び農業大学校推薦、学士等推薦の志願者 

 

   ① Web 出願登録時に「推薦入学試験特待生/後継者特待生に申請する」をチェックし、以下の期間

内に「３．申請書類」を出願書類と一緒に提出してください。 

 

     申請（出願）期間：11 月 1 日（火）～11 月 11 日（金）※必着 

 

 

３）自己推薦（Ⅱ期・Ⅲ期）の志願者 

 

   ① 申請枠の有無について、Web 出願登録前に入試広報センターにご確認ください（TEL: 011-388-

4138）。 

※自己推薦（Ⅱ期・Ⅲ期）の特待生については、申請枠がある場合にのみ選考が行われます。 

 

     ② 申請枠がある場合は、Web 出願登録時に「推薦入学試験特待生/後継者特待生に申請する」をチ

ェックし、以下の期間内に「３．申請書類」を出願書類と一緒に提出してください。 

 

     申請（出願）期間 自己推薦（Ⅱ期）：1 月 6 日（金）～1 月 16 日（月）※必着 

自己推薦（Ⅲ期）：2 月 27 日（月）～3 月 13 日（月）※必着 

 

 ※提出いただいた申請書類は返還できませんので、予めご了承願います。 

 

  個人情報の取扱いについて 

   本学では、特待生申請者の住所、氏名、生年月日、学校名、その他の個人情報は、特待生の選抜以外の

目的には使用いたしません。また、個人情報の秘密保持等適切な管理をいたします。 
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３．申請書類 

 ※不足や不備があった場合は原則受付できませんので、ご注意ください。 

 必要書類 
備考 

提出時
ﾁｪｯｸ欄 給与所得者 

給与所得者
以外 

特待生（推薦入学試験・後継者）申請書 ○ ○ 本学所定様式  

2021 年分の所得証明書 ○ ○ 
市区町村役場で発行

（3 ヵ月以内のもの） 

 

2021 年分の所得証明書（配偶者） 

※配偶者に収入がない場合でも必ず提出してく

ださい。 

○ ○ 
市区町村役場で発行

（3 ヵ月以内のもの） 

 

2021 年分の源泉徴収票の写し ○ × 勤務先で発行  

2021 年分の源泉徴収票の写し（配偶者） 

※配偶者に給与所得がある場合は、必ず提出して

ください。 

△ × 勤務先で発行 

 

障がい者手帳のコピー 

※家族の中に障がいのある人がいる場合は、必ず

提出してください。 

△ △ 

鮮明なもの。 

（不鮮明なものは受

付できません。） 

 

兄弟姉妹の在学証明書 

※本学を除く高等教育機関（大学・短大・専門学

校等）に就学中の兄弟姉妹がいる場合は、必ず

提出してください。 

△ △ 
在籍校で発行 

（3 ヵ月以内のもの） 

 

被災証明書等 

※この 1 年間に火災・風水害・盗難などの被害を

受けた場合は、必ず提出してください。 

△ △ 
公的機関で発行 

（3 ヵ月以内のもの） 

 

○：全員提出 △：該当者のみ提出 ×：提出不要 

 

４．選抜方法および結果について 

  

各学類の定める選抜人数・選抜基準を満たすものを、提出書類および入学試験成績に基づいて、総合的に選

抜します。選考結果は、以下のとおり通知いたします。 

 

１）産業振興特別推薦（A・B 推薦）、環境共生貢献推薦、自己推薦（Ⅰ期）の受験者 

  ・12 月 9 日（金）に選考結果の通知書を発送いたします。 

 

 ２）一般推薦、内部進学推薦、指定校推薦、アグリマイスター推薦、生産動物医療推薦、動物病院後継者育

成推薦、生産動物看護部門推薦、農業高校及び農業大学校推薦、学士等推薦、自己推薦（Ⅱ期・Ⅲ期）

の受験者 

  ・推薦入学試験合格者に発送する合格通知書に、選考結果の通知書を同封いたします。 

必要書類が全て揃っているか、提出時に

必ずご確認ください。 
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西暦 年 月  日 

特待生（推薦入学試験・後継者）申請書 

酪農学園大学 学長 様 

高等学校名 

(大学等名) 

氏 名 ㊞ 

生年月日（西暦） 年 月 日 生 

●申請条件（家計基準）

志願者本人の父母またはこれに代わって生計を維持している人（生計維持者）の収入・所得金額が下記の金

額を下回る場合のみ申請することができます。４つの内、該当する収入・所得金額を〇で囲んでください。 

通学形態 給与所得者（年間の収入額） 給与所得者以外（年間の所得金額） 

自  宅 805万円 397 万円

自宅以外 852万円 444 万円

注1） 共働きの場合は 2 人の収入・所得金額の合算額で判断してください。なお、収入形態が異なる場合

は、主たる生計維持者の収入形態に基づく家計基準により判断してください。 

注2） 家計基準との比較に用いる給与所得者の収入金額は、給与所得控除後の金額ではありませんのでご注

意ください。 

注3） 収入・所得金額は、源泉徴収票や確定申告書の控えなどでご確認ください。また、申請にあたって

は、所得証明書に記載された収入・所得金額と一致していることを必ずご確認ください。 

注4） 家計基準については、（独）日本学生支援機構の基準を参考にしています。 

上記の家計基準に合致する方で、特待生（推薦入学試験・後継者）の申請を希望する方は、

以下について記入し、他の必要書類を同封の上、申請してください。 

●申請情報

1. あなたの受験する入試区分を一つ選択してください。（☑ チェックしてください。）

□一般推薦 □産業振興特別推薦（A 推薦） □産業振興特別推薦（B 推薦） □指定校推薦

□アグリマイスター推薦 □内部進学推薦 □環境共生貢献推薦 □生産動物医療推薦

□動物病院後継者育成推薦 □農業高校および農業大学校推薦 □学士等推薦

□生産動物看護部門推薦 □自己推薦（Ⅰ期） □自己推薦（Ⅱ期） □自己推薦（Ⅲ期）

2. あなたの希望する特待生の区分を一つ選択してください。（☑ チェックしてください。）

□推薦入学試験特待生

□後継者特待生

3. あなたは家族と入学後も同居の予定ですか。（☑ チェックしてください。）

□はい（自宅から通学） □いいえ（自宅以外から通学）



●家族情報

現在のあなたの家族について記入してください。（あなたを含む）

※欄が足りない場合は、別紙または書き足してください。

家 

族 

構 

成 

氏 名 続柄 年齢 職業 住居 生計 

父 同居・別居 同・別 

母 同居・別居 同・別 

本人 同居・別居 同・別 

同居・別居 同・別 

同居・別居 同・別 

●特記事項

1. 家族の中に障がいのある人（常に就床を要する介護の必要な人等を含む）がいますか。

□はい □いいえ

  「はい」と答えた方は、障がい者手帳のコピーを同封してください。 

2. あなたの家族に他大学・短大・専門学校等の高等教育機関に就学中の兄弟姉妹がいますか。

□はい □いいえ

  「はい」と答えた方は、在学証明書（3 ヵ月以内発行）を同封してください。 

3. 兄弟姉妹が本学に在籍している場合は、学類またはコース名と氏名を記入してください。

学類またはコース名   氏名 

4. 本学に同時入学を希望する兄弟姉妹がいる場合は、学類またはコース名と氏名を記入してください。

学類またはコース名   氏名 

5. この１年間に火災・風水害または盗難などの被害を受けたことがありますか。

□はい □いいえ

  「はい」と答えた方は、被災証明書等（3 ヵ月以内発行）を同封してください。 

●その他（参考事項）

家計の急変・病気・失職など、特待生を希望する主な理由がありましたら記入してください。

※消せるボールペンでは記入しないでください。
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