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新潟大学志願者への入学検定料免除について 

新潟大学では，災害等の被災者の経済的負担を軽減し，進学機会の確保を

図るため，入学検定料免除の特別措置を行います。免除の対象となる災害

及び被災地域など，免除に関する詳細については，新潟大学ホームページ

「受験生特設サイト」をご覧ください。

受験生特設サイト https://www.niigata-u.ac.jp/examinee/ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項 

「新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項」は，

下記ホームページにて最新情報を随時更新しています。

出願前や受験前は必ずご確認ください。

https://www.niigata-u.ac.jp/admissions/faculty/ee_covid_19/ 

不測の事態等が発生した場合の諸連絡

不測の事態等により，本募集要項の内容に変更が生じた場合には，次のホームページ等に

より周知しますので，出願前や受験前は特にご注意願います。

新潟大学経済科学部ホームページアドレス https://www.econ.niigata-u.ac.jp/  

出願等に関する問合せ先 

新潟大学経済学部学務係

〒950-2181 新潟市西区五十嵐２の町 8050 番地

電話（025）262-6284 E-mail toki@econ.niigata-u.ac.jp 

出席停止が定められている感染症に罹患した場合の対応について

 学校保健安全法施行規則において出席停止が定められている感染症に罹患した場合は，

感染の拡大防止のため，学校保健安全法に準じた取り扱いとし，入学試験当日まで治癒

していない場合又は出席停止期間を経過していない場合は，受験することはできません。

（病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認められたときは，こ

の限りではありません。）

また上記により，受験できなかった場合の追試験等の措置は行いませんのでご留意願います。

試験当日までは，なるべく人混みへの外出を避け，マスクの着用，手洗い・うがいの励行等，

予防と体調管理に努めてください。



新潟大学経済科学部の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

教育理念・目標

経済科学部は，人文社会科学全体を視野に入れた経済学・経営学の学修の拡大・深化と，課

題探究能力の育成により，急速に変化しつつある現代社会において，地域社会の着実な発展に

貢献しうる人材を育成します。 

教育内容・特色

経済科学部は，従来型の経済学・経営学の２つの分野のプログラムに加え，日本を含む東ア

ジア地域を中心にグローバルな課題の解決に取り組む人材の育成を目指す「学際日本学プログ

ラム」，地域の実際の課題の解決を多様なステークホルダーと協働しながら主導・実行できる

人材の育成を目指す「地域リーダープログラム」の２プログラムを新設し，合計４つのプログ

ラムを編成します。 

求める学生像

【経済科学部の求める人物像】 

経済科学部では，本学の理念「自律と創生」に基づき，経済学・経営学を中心とする人文

社会科学分野の幅広い学識に裏打ちされた課題探究能力をもって，地域社会の着実な発展に

貢献することのできる人材の育成を目指し，この目標を実現するに相応しい能力を備えた人

物を受け入れます。 

【各プログラムの求める人物像】 

経済科学部は，所属するプログラムを２年次進級時に決定する「レイト・スペシャリゼー

ション」の体制をとっています。入学時にはプログラム希望は問いませんが，受験者はのち

に所属することになるプログラムについてもおおまかに理解していることを望みます。４つ

のプログラムはそれぞれ人材育成目標，ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方

針），カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）を備えており，それに対応した

アドミッション・ポリシーを持っています。以下に経済科学部を構成する４つのプログラム

の求める人物像を示します。 

経済学プログラムの求める人物像 

・ 社会の多様な問題に強い関心を持ち，課題に向かって主体的に行動できる人 

・ 経済学の確かな専門知識を身に付けたいと考えている人 

・ 文系・理系という枠組みを超え，幅広い教養を身に付けたいと考えている人 

・ 多様性を受け入れ，地域社会や国際社会で活躍する意欲を持っている人 



・ 高校卒業程度の基礎学力を有し，国語・英語の文章読解力および数学的・論理的思考力を

備えている人 

経営学プログラムの求める人物像 

・ 経営学に関する確かな専門知識および理論を身に付けたい人 

・ 企業や公的機関といった組織の行動原理について高い関心を有する人 

・ 総合大学の利点を活かして，経営学のみならず，学際的・国際的視野で幅広い知識を身に

付けたい人 

・ 経営学に関する専門能力を活用して企業や公的機関で活躍したい人 

・ 国税専門官，税理士，公認会計士といった専門職を志す人 

・ 高校卒業程度の基礎学力を有し，国語・英語の文章読解力および数学的・論理的思考力を

備えている人 

学際日本学プログラムの求める人物像 

・ 人文社会科学の複数の学問領域を身に付け，日本とアジアが直面する問題を多角的に考え

ることを望む人 

・ グローバルな視点から，自らの考えを積極的に発信することを望む人 

・ 様々な人と「ともに学ぶ」ことを通じて，他者に開かれた粘り強い対話力を身に付けるこ

とを望む人 

・ 高校卒業程度の基礎学力を有し，国語・英語の文章読解力および数学的・論理的思考力を

備えている人 

地域リーダープログラムの求める人物像 

・ 経済学・経営学だけでなく人文社会科学分野の専門知識を身に付け，地域が直面する課題

に取り組むことを望む人 

・ あらゆる物事に対して自律的に取り組む意欲を持つ人 

・ 社会的課題の解決に高い興味関心を有し，ひいては地域社会を変革していく強い意欲を持

つ人 

・ 高校卒業程度の基礎学力を有し，国語・英語の文章読解力および数学的・論理的思考力を

備えている人 



令和３年度新潟大学経済科学部帰国生徒特別選抜（10 月入学）の学生募集については， 

次のとおり行います。 

1 募集人員

学   科 募集人員 

総合経済学科 若 干 人 

2 出願資格 

日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を得ている者で，保護者の海外勤務等の事情

により次のいずれかに該当するものとします。この場合，転勤等により，保護者が先に帰

国した場合も認めます。 

(1) 外国において，学校教育における 12年の課程（日本における通常の課程による学校教

育の期間を含む。）を令和３年（2021 年）4月 1日から同年 9月 30 日までに卒業（修了）

又は卒業（修了）見込みの者及び，これに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

ただし，卒業（修了）時において最終学年を含め，継続して 2 年以上外国の学校教育

（文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認

定又は指定した在外教育施設の当該課程を除く。）を受けていること。 

(2) 外国において，スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際

バカロレア資格証書を令和３年（2021 年）4月 1日から同年 9月 30 日までに授与された

者又は授与される見込みの者  

(3) 外国において，ドイツ連邦共和国の各州で大学入学資格として認められているアビト

ゥア資格を令和３年（2021 年）4月 1日から同年 9月 30 日までに授与された者又は授与

される見込みの者 

(4) 外国において，フランス共和国で大学入学資格として認められているバカロレア資格

を令和３年（2021 年）4月 1日から同年 9月 30 日までに授与された者又は授与される見

込みの者 

(5) 外国において，グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国で大学入学資格と

して認められているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバ

ンスト・レベル資格（ＧＣＥＡレベル資格）を令和３年（2021 年）4月 1日から同年 9月

30 日までに取得した者又は取得見込みの者 

(6) 外国において，国際的な評価団体（ＷＡＳＣ，ＡＣＳＩ，ＣＩＳ）から教育活動等に係

る認定を受けた教育施設に置かれる 12 年の課程を令和３年（2021 年）4月 1日から同年

9月 30 日までに修了した者又は修了見込みの者 



3 選抜方法等 

大学入学共通テストを免除し，小論文（日本語によります），面接（日本語によります）

及び出願書類により行います。 

入学者選抜の判定は，当該検査等の結果を総合して行います。 

4 試験期日及び時間割 

試 験 期 日 科  目 時  間 

令和３年 8月 20 日（金） 

小 論 文 9:00～10:30 

面   接 11:00～ 

5 試験場 

新潟大学人文社会科学系棟（経済科学部校舎）  

6 出願手続 

(1) 出願資格の確認

 ① 志願者は，出願前に出願資格を確認する必要があります。 

 ② 出願資格の確認をする際は，返信用封筒（定形封筒（標準長形 3号（23.5 ㎝×12

㎝））に志願者の日本国内の連絡先の郵便番号，住所，氏名を明記し，郵便切手 84

円分（速達は 374 円分）を貼ったもの。）を同封の上，本要項巻末に綴じ込んであ

る「出願資格確認書」を令和３年 7月 12 日（月）までに提出してください。 

(2) 出願方法 

志願者は，8 の出願書類等を取りそろえ，本要項に添付の指定封筒（「入学願書在

中」）を使用して 9 の出願書類等提出先に郵送（書留速達）してください。 

7 出願期間 

  令和３年（2021 年）７月 26 日（月）から７月 28 日（水）まで（必着）



8 出願書類等 

出願書類等 摘      要 

1  入学志願票 

  受 験 票 

  写 真 票 

本要項に添付の用紙を使用してください。 

写真貼付欄に写真を貼ってください。 

（縦 4㎝，横 3㎝の上半身，無帽，正面向きのもの

で，出願以前 3か月以内に撮影したもの。受験時に眼鏡

を使用する者は，眼鏡をかけて撮影してください。） 

なお，「検定料納付証明書（新潟大学提出用）」を所

定欄に確実に貼ってください。（※取扱金融機関の収納

印が押印されていることを必ず確認してください。）

2 検定料 

17,000 円 

本要項に添付の「振込依頼書（新潟大学経済科学部帰

国生徒特別選抜（10 月入学）入学試験検定料）・振込金

及び手数料領収書（志願者保存）・検定料納付証明書

（新潟大学提出用）」に必要事項を記入し，以下の点に

留意の上，切り離さずに最寄りの金融機関（ゆうちょ銀

行を除く。）に持参し，窓口で所定の検定料を振り込ん

でください。 

その際，必ず取扱金融機関収納印欄に押印を受けてくだ

さい。

なお，振込手数料は，志願者本人の負担になります。 

① 依頼人氏名欄は，必ず志願者本人の氏名を記入し

てください。 

② 検定料の振り込みは，令和３年７月 19 日（月）か

ら７月 28日（水）〔15時 00 分〕までの期間内に必

ず行ってください。（※土・日曜日，祝日の振り込

みはできません。） 

③ ＡＴＭ（現金自動預払機）での振り込みはできま

せん。 

3 検定料納付証明書 

 （新潟大学提出用）

金融機関の窓口から返却された「検定料納付証明書

（新潟大学提出用）」を志願票の所定欄に貼ってくださ

い。

（※取扱金融機関の収納印が押印されていることを必ず

確認してください。） 



4 卒業（修了）証明書又

は同見込証明書 

出願資格(1)又は(6)に該当する者は，最終出身学校（日

本の高等学校に対応する学校）の卒業（修了）証明書又は

卒業（修了）見込証明書を提出してください。（証明書は，

オリジナルとします。なお，返却を希望する場合は，その

旨を明記してください。）

なお，(6)に該当する者は，上記の証明書に加えて、当該

教育施設が認定を受けていることを証明する書類を提出

してください。 

 国際バカロレア資格取得者は，国際バカロレア資格証書

（写）を，ドイツ連邦共和国のアビトゥア資格取得者は、

一般的大学入学資格証明書（写）を，フランス共和国のバ

カロレア資格取得者は、バカロレア資格証書（写）を、GCEA

レベル資格取得者は GCEA レベル資格証書（写）を提出し

てください。 

フランス共和国のバカロレア資格証書が未発行の場合

は，下記「５」の試験成績証明書をもって代えます。

5 成績証明書等 出願資格(1)又は(6)に該当する者は，最終出身学校（日

本の高等学校に対応する学校）の成績証明書を提出してく

ださい。（証明書は，オリジナルとします。） 

 成績証明書記載事項のうち科目名，成績評価等が符号又

は略字により表示されている場合は，必ずその説明を付し

てください。 

 国際バカロレア資格取得者は，最終試験 6科目の成績評

価証明書を，フランス共和国のバカロレア資格取得者は，

試験成績証明書を，GCEA レベル資格取得者は、成績評価証

明書を提出してください。 

 ドイツ連邦共和国のアビトゥア資格取得者は，上記

「４」の一般的大学入学資格証明書（写）をもって代え

ます。 

6 保護者の 

海外在留証明書 

在外公館又は保護者の所属する機関の長による海外在

留証明書（滞在期間，在留地を明記してください。様式

自由）を提出してください。 

7 返信用封筒 2枚 

・「受験票在中」 

・「合格通知書在中」 

本要項に添付の返信用封筒 2枚を提出してください。 

封筒の表には，それぞれ日本国内の連絡先の郵便番

号・住所・氏名を明記し，「受験票在中」封筒には郵便

切手 374 円分を貼ってください。「合格通知書在中」封

筒には郵便切手を貼る必要はありません。 



9 出願書類等提出先 

    〒950-2181

    新潟市西区五十嵐 2の町 8050 番地

    新潟大学経済学部学務係

    電話 (025) 262-6284

10 合格者の発表 

令和３年９月９日（木）午前 10 時に新潟大学人文社会科学系棟講義棟入口において，合

格者の受験番号を掲示により発表するとともに，合格者には合格通知書を送付します。 

なお，合否に関しての電話等による問い合わせには，一切応じません。 

11 入学手続 

入学手続の概要は，次のとおりです。 

なお，入学手続の詳細は「合格通知書」とともに送付する「入学手続案内」により通知し

ます。 

(1) 入学手続期間及び手続方法

下記の期間に郵送（書留速達，必着）により手続を行ってください。 

下記の期間に入学手続を完了しない場合は，入学辞退者として取り扱います。 

    令和３年９月 22 日（水）及び９月 24 日（金） 

(2) 入学手続に必要な書類等 

  ① 入学料 282,000 円の振り込みを証する書類 

  ② その他の書類 

   ・学生証作成票，誓約書，学生調書（本学所定用紙） 

 ・写真（縦 4㎝，横 3㎝） 

  ③ その他 

    入学料免除及び授業料免除の制度があります。詳細は，合格者に送付する「入学

手続案内」を参照してください。 

12 授業料 

後期分 267,900 円 

（注 1） 授業料は，入学後，口座引き落としにより納付していただく予定です。 

（注 2） 授業料の納付方法の詳細については，合格者に別途通知します。 

（注 3） 在学中に授業料改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されま

す。 



13 その他注意事項 

(1) 出願書類に不備がある場合には，受理しないことがあります。 

(2) 出願書類提出後は，出願書類の返却及び「連絡先」以外の記載事項の変更を認めま

せん。 

(3) 検定料振込み後，出願期間内に出願書類を提出しなかった場合は，当該検定料

（17,000 円）を返還します。 

詳細は，本学ホームページの受験生特設サイト（https://www.niigata-u.ac.jp/e

xaminee/）から「納付済検定料返還手続」を参照してください。 

なお，請求書の郵送を希望される方は，財務部財務管理課収入係まで連絡してく

ださい。 

〒950-2181 新潟市西区五十嵐 2の町 8050 番地 

新潟大学財務部財務管理課収入係 

電話 （025）262-6053 

(4) 受験票及び受験案内は，８月６日（金）に発送します。

(5) 出願書類に虚偽の記載内容があった場合には，入学後も入学を取り消すことがあり

ます。 

(6) 外国語で作成された書類には，必ず日本語訳を添付してください。

14 入試情報の開示 

  本学では，入試情報の開示を行います。開示を希望する場合は，以下のお問合わせ先

にご連絡ください。 

  なお，開示請求手数料 300 円が別途必要となります。 

   お問合せ先：新潟大学総務部総務課 

         電話 （025）262-6025 

15 入学者選抜に用いた個人情報の取扱い 

(1) 出願に当たってお知らせいただいた氏名，住所その他の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入学者選抜方法等における調査・研

究，分析及び④これらに付随する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の個人情報は，入学者選抜方法等における調査・研究，

分析を行うために利用します。 



(3) 出願に当たってお知らせいただいた個人情報及び入試成績は，合格者のみ入学手続

関係（入学料，授業料等），教務関係（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理，

奨学金申請等）に関する業務を行うために利用します。 

なお，個人情報のうち，合格者の氏名及び住所については，本学の同窓会及び後援

会からの連絡を行うために利用する場合があります。 



 出願資格の確認について  

新潟大学「帰国生徒特別選抜」の志願者は，出願前に出願資格の確認をする

必要がありますので，次の書類等を，経済学部学務係あて提出してください。 

１ 出願資格の確認に必要な書類等 

(1) 「新潟大学経済科学部帰国生徒特別選抜出願資格確認書」（所定用紙） 

(2) 「返信用封筒」 

定形封筒（長形３号（23.5 ㎝×12 ㎝））に志願者の郵便番号，

住所及び氏名を明記し，郵便切手 84 円分（速達は 374 円分）

を貼ってください。 

２ 提出先 

〒950-2181  

新潟市西区五十嵐２の町 8050 番地 

 新潟大学経済学部学務係 

 電話（025）262-6284 

３ 提出期限 

  令和３年 7 月 12 日（月）まで。 


