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ご　　挨　　拶
　加計学園３大学（岡山理科大学、倉敷芸術科学大学、千葉科学大学）卒業の高等学校教員の皆様におかれましては、全
国各地でご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は母校ならびに学園に対してひと方ならぬご支援を賜り、学園を代表し、心
から御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルスはようやく収束に向かいつつありますが、世界を席巻したコロナ禍によって一気に浸透したＩＣＴは私
たちの社会に大きな変革をもたらしそうです。
　こうした中で昨年度、新たに第２期中期計画の「加計学園ビジョン2026」（2022～2026）がスタート致しました。その中では、①
教育・研究の推進②学生・生徒の支援③地域社会との連携④国際化の推進⑤ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進
⑥ガバナンス体制と内部質保証システム――の６つを柱としております。
　学園創立以来、私どもは「ひとりひとりの若人が持つ能力を最大限に引き出し　技術者として社会人として　社会に貢献で
きる人材を養成する」という建学の理念に沿って人材養成に取り組んできました。この理念をベースに学園３大学が策定してい
るビジョンを紹介します。

【岡山理科大学】
　「岡山理科大学ビジョン2026」の実現に向けて、次の重点課題を挙げています。
　● 学生から選ばれる大学　学修者本位の教育実践。学生自らが主体的に学ぶ意欲を喚起でき、成長を実感できる支援を

行いつつ学生から選ばれる大学を目指します。
　● 地域から選ばれる大学　地域との学ぶのマッチングを通した学びの拠点形成、地域を支える人材育成を通して、地域に

選ばれる大学を目指します。
　● 社会から選ばれる大学　加計学園のフラッグシップとして新たにブランディングのための体制を構築し、社会から選ばれ

る大学を目指します。
【倉敷芸術科学大学】
　「倉敷芸術科学大学ビジョン2031」では、中期計画として「倉敷芸術科学大学アクションプラン2022-2026」を作成。次の６項目
を展開していきます。
　● 「アート＆サイエンス教育」の開発・展開
　● 学生参加型のキャンパスのビジュアル・プロジェクト
　● 学生の活動のフィールドとしての倉敷及び瀬戸内圏
　● 学生一人ひとりに対応した学生支援
　● 情報発信機能の強化によるブランディング
　● 「学生主体の大学づくり」のための大学運営
【千葉科学大学】
　2016年に設定した「CIS Vision 2026」を見直し、学園と同様に以下の６項目を柱に掲げました。
　● 教育・研究の推進
　● 学生・生徒の支援
　● 地域社会との連携
　● 国際化の推進
　● ＤＸの推進
　● ガバナンス体制と内部質保証システム

　これら学園と３大学のビジョン実現にとりましても、「優秀な人材確保」が最優先です。高等学校の教壇に立たれている皆様
にも、「加計学園３大学同窓生（高校教育）推薦制度」の活用により、さらなるお力添えを賜りますようお願い申しあげます。
　最後になりましたが、今後皆様のますますのご健勝とご活躍をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。

学校法人加計学園　理事長　加 計　孝 太 郎

お問い合わせ先

●志望専門学校に関するお問い合わせは各校の窓口にご連絡ください。

〒700－0003　岡山県岡山市北区半田町８－３
電話  0120－403－224　FAX  086－228－0278

E-mail  info@risen.ac. jp

岡山理科大学専門学校　入試係

●志望大学に関するお問い合わせは各大学の窓口にご連絡ください。

〒700－0005　岡山県岡山市北区理大町1－1
受験生ホットライン　０８００－８８８－１１２４

〔フリーコール 平日（土、日、祝、休業日を除く）9：00～17：00〕
FAX  086－256－9750

岡山理科大学　入試広報部

〒712－8505　岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地
電話  086－440－1112
FAX  086－440－1118

倉敷芸術科学大学　入試広報部

〒706－0002　岡山県玉野市築港１－１－20
電話  0863－31－6830　FAX  0863－33－9067

E-mail  info@tamasen.ac. jp

玉野総合医療専門学校　入試係

〒288－0025　千葉県銚子市潮見町15-8
電話  0120－919－126
FAX  0479－30－4546

千葉科学大学　入試広報部

※本冊子は入学試験要項ではありません。本年度も新型コロナウイルス感染症の流行により、入試日程等へ影響が出る
可能性があります。詳細については必ず各設置校の入学者選抜要項でご確認ください。



2024年度　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦制度について

■ 趣旨
　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦制度は、加計学園に設置された３大学（岡山理科大学、
倉敷芸術科学大学、千葉科学大学）のいずれかを卒業し、現在高等学校教員として活躍されている同
窓生の皆様が推薦される受験生を受け入れるため、特別に設けたものです。「学校法人加計学園３大
学同窓生（高等学校教員）推薦規程」に基づき運用しています。
　皆様は「ひとりひとりの能力を最大限に引き出し、引き伸ばす」という学園共通の建学の理念の下
で学び、本学園の歴史、教育方針、活動、教育内容や研究を熟知しておられます。そこで、皆様がこ
の加計学園設置校への入学に特に適性があると判断し、推薦される受験生を、各大学、各専門学校の
入試において、この推薦制度に基づいて選考致します。

■ 特典
　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦制度により出願し入学された方は、入学金の一部（大
学１０万円、専門学校５万円）が減免されます。

■ 入試概要
　次頁以降に入試概要を記載しておりますが、この制度の適用を受ける入試は、いずれも専願制です。
詳細は各大学・各専門学校の入学者選抜要項をご参照ください。推薦書は大学版、専門学校版の２種
類があり、巻末に綴じ込んでおります。
　複数名推薦される際は、お手数ですが推薦書を複写してご利用ください。
　※ご推薦に数の制限は設けておりません。

■ 出願資格
　出願できるのは志望する大学、専門学校における学習目標が明確で、下記（1）、（2）の条件を満たす受
験生です。
　（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を卒業した者（2024年3月卒業見込みの者を含む）
　（2）同窓生（高等学校教員）が推薦する者（前任校についても推薦可能）

■ 推薦にあたって
　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦制度運用につきましては、本制度がより一層有意義な
制度として定着するよう数年前、推薦していただいた先生方と設置校担当教員との面談会を開きまし
た。その結果、次の２点が確認されました。

　本制度の趣旨に則り、入学された学生の能力を最大限に伸ばし、社会で大きく活躍できる人材に育
てていくために、今後とも引き続き、ご推薦、ご協力をお願い致します。

■ 注意事項
　本制度を利用するためには、「加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書」（巻末綴じ込み）を、
志願者が最初の書類を提出するときに同時に提出する必要があります。各設置校が、当該志願者と最
初に面接するときに本推薦書が必要となるからです。最初の書類を提出する時期は、大学・専門学校、
また入試により異なります。提出が遅れた場合は、本制度の対象となりませんので、ご注意ください。

１） 推薦、受け入れにあたって、推薦生徒の適性をしっかり確認する。
２） 入学後も推薦教員と設置校担当教員の間で、緊密な情報交換及びケアを行う。
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■ 対象となる入試
　①総合型選抜　　②特別推薦入試
　※①②ともに専願制です。専願制とは合格した場合、必ず本学に入学することが条件となる入試制度です。

※本冊子は入学者選抜要項ではありません。詳細は必ず岡山理科大学「2024年度総合型選抜入学者選抜要項」
「2024年度入学者選抜要項」でご確認ください。　受験情報サイト　https://www.ous.ac.jp/admission/

岡　山　理　科　大　学

■ 出願条件
　①②ともに本学の「入学者選抜要項」の記載にかかわらず、現役・既卒は問いません。また、全体の学
習成績の状況（評定平均値）の条件は設けません。
　②のみ学校長等の推薦書が必要となります。

■ 対象となる学部・学科
＜岡山キャンパス＞
　【理学部】
　　応用数学科、基礎理学科、物理学科、化学科、動物学科、臨床生命科学科
　【工学部】
　　機械システム工学科、電気電子システム学科、情報工学科、応用化学科、建築学科、生命医療工学科
　【情報理工学部】
　　情報理工学科
　【生命科学部】
　　生物科学科（バイオサイエンスコース、生物生産コース、コスメ・食品コース、環境科学コース、
　　　　　　　　医用生物学コース）
　【教育学部】
　　初等教育学科、中等教育学科
　【経営学部】
　　経営学科
　【アクティブラーナーズコース】
＜今治キャンパス＞
　【獣医学部】
　　獣医保健看護学科

■ 募集人員
　「2024年度総合型選抜入学者選抜要項」、または「2024年度入学者選抜要項」でご確認ください。

－2－

■ 入試日程
　①総合型選抜

　②特別推薦入試
出願期間 入試日

2023年10月30日（月）
～11月4日（土）＊ 11月11日（土） 12月1日（金） 12月15日（金）

合格発表 入学手続期限

出願期間

2023年9月1日（金）
～9月19日（火）＊

入試日

10月14日（土）

区　分

Ａ日程 11月1日（水）

合格発表

11月17日（金）

入学手続期限

2023年11月24日（金）
～12月8日（金）＊ 12月16日（土）Ｂ日程 12月26日（火） 2024年1月18日（木）

※各入試の詳細については「2024年度総合型選抜入学者選抜要項」「2024年度入学者選抜要項」でご確認ください。
＊提出書類は出願締切日消印有効です。これを過ぎての提出は一切受理しません。

★出願時に「加計学園３大学同窓生推薦書」を必ずご提出ください。

■ 入学前教育と入試特待生への挑戦
　・合格者には入学までの学力と学習意欲の向上のため入学前教育を行います（任意）。
　・入試特待生制度（獣医学科を除く）
　　専願制入試ではありますが、合格した場合でも同じ学科・コースに限り、入試特待生の権利を得るために以下
の入試区分を受験することが可能です。

　　　対象入試：推薦入試Ｂ日程
　　　　　　　　一般入試前期日程【３科目型】（スタンダード３科目型）
　　　　　　　　一般入試前期日程【２科目型】（スタンダード２科目型）
　　　特　　典：入学年次の年間授業料にあたる845,000円を免除
　　※入試特待生として合格した場合は、より減免額の高い制度が適用されるため、同窓生（高等学校教員）推薦

制度は適用されません。
　　※入学検定料はその都度、必要となります。。

■ 選考方法
　①総合型選抜：「書類審査（調査書、基礎資料）」「グループ面接」「基礎的な試問を含む個人面接」
　②特別推薦入試：「書類審査（調査書、学校長等の推薦書、志望理由書）」および「基礎的な試問」と
　　　　　　　　　「面接」および「グループワーク」注１
　　注１　グループワークはアクティブラーナーズコースのみ

■ 試験会場
　総合型選抜および特別推薦入試の試験会場については下記の学部・学科名が記されたキャンパスで実施
しますので間違いのないようにご注意ください。
【岡山キャンパス】理学部、工学部、情報理工学部、生命科学部、教育学部、経営学部、
　　　　　　　　　アクティブラーナーズコース
【今治キャンパス】獣医保健看護学科

■ 入学検定料
　 35,000円

■ 提出書類
　①総合型選抜】
　　 願書受付時  
　　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書（巻末のもの）、入学願書シート、調査書、基礎資料、
　　コース選択申請書（生物科学科）

　②特別推薦入試
　　 願書受付時  
　　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書（巻末のもの）、入学願書シート、調査書、
　　学校長等による岡山理科大学2024年度入学者選抜要項巻末の推薦書（推薦する区分は「関連校選抜」
　　となります。）、志望理由書、コース選択申請書（生物科学科のみ）
　　※推薦書、志望理由書、コース選択申請書は岡山理科大学入学者選抜要項巻末の用紙を使用すること。

※受験時や入学後に特別な配慮が必要な生徒、あるいは留学生などを推薦される場合は、出願開始の
１ヵ月前までにご相談ください。

※募集人員や選考方法は予定であり、詳細は必ず岡山理科大学「2024年度総合型選抜入学者選抜
要項」（６月下旬完成予定）、「2024年度入学者選抜要項」（７月下旬完成予定）でご確認ください。

〒700－0005　岡山県岡山市北区理大町１－１
電話  086－256－8415　　FAX  086－256－9750

岡山理科大学　入試広報部
お問い合わせは
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■ 対象となる入試
　①総合型選抜　　②特別推薦入試
　※①②ともに専願制です。専願制とは合格した場合、必ず本学に入学することが条件となる入試制度です。

※本冊子は入学者選抜要項ではありません。詳細は必ず岡山理科大学「2024年度総合型選抜入学者選抜要項」
「2024年度入学者選抜要項」でご確認ください。　受験情報サイト　https://www.ous.ac.jp/admission/

岡　山　理　科　大　学

■ 出願条件
　①②ともに本学の「入学者選抜要項」の記載にかかわらず、現役・既卒は問いません。また、全体の学
習成績の状況（評定平均値）の条件は設けません。
　②のみ学校長等の推薦書が必要となります。

■ 対象となる学部・学科
＜岡山キャンパス＞
　【理学部】
　　応用数学科、基礎理学科、物理学科、化学科、動物学科、臨床生命科学科
　【工学部】
　　機械システム工学科、電気電子システム学科、情報工学科、応用化学科、建築学科、生命医療工学科
　【情報理工学部】
　　情報理工学科
　【生命科学部】
　　生物科学科（バイオサイエンスコース、生物生産コース、コスメ・食品コース、環境科学コース、
　　　　　　　　医用生物学コース）
　【教育学部】
　　初等教育学科、中等教育学科
　【経営学部】
　　経営学科
　【アクティブラーナーズコース】
＜今治キャンパス＞
　【獣医学部】
　　獣医保健看護学科

■ 募集人員
　「2024年度総合型選抜入学者選抜要項」、または「2024年度入学者選抜要項」でご確認ください。
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■ 入試日程
　①総合型選抜

　②特別推薦入試
出願期間 入試日

2023年10月30日（月）
～11月4日（土）＊ 11月11日（土） 12月1日（金） 12月15日（金）

合格発表 入学手続期限

出願期間

2023年9月1日（金）
～9月19日（火）＊

入試日

10月14日（土）

区　分

Ａ日程 11月1日（水）

合格発表

11月17日（金）

入学手続期限

2023年11月24日（金）
～12月8日（金）＊ 12月16日（土）Ｂ日程 12月26日（火） 2024年1月18日（木）

※各入試の詳細については「2024年度総合型選抜入学者選抜要項」「2024年度入学者選抜要項」でご確認ください。
＊提出書類は出願締切日消印有効です。これを過ぎての提出は一切受理しません。

★出願時に「加計学園３大学同窓生推薦書」を必ずご提出ください。

■ 入学前教育と入試特待生への挑戦
　・合格者には入学までの学力と学習意欲の向上のため入学前教育を行います（任意）。
　・入試特待生制度（獣医学科を除く）
　　専願制入試ではありますが、合格した場合でも同じ学科・コースに限り、入試特待生の権利を得るために以下
の入試区分を受験することが可能です。

　　　対象入試：推薦入試Ｂ日程
　　　　　　　　一般入試前期日程【３科目型】（スタンダード３科目型）
　　　　　　　　一般入試前期日程【２科目型】（スタンダード２科目型）
　　　特　　典：入学年次の年間授業料にあたる845,000円を免除
　　※入試特待生として合格した場合は、より減免額の高い制度が適用されるため、同窓生（高等学校教員）推薦

制度は適用されません。
　　※入学検定料はその都度、必要となります。。

■ 選考方法
　①総合型選抜：「書類審査（調査書、基礎資料）」「グループ面接」「基礎的な試問を含む個人面接」
　②特別推薦入試：「書類審査（調査書、学校長等の推薦書、志望理由書）」および「基礎的な試問」と
　　　　　　　　　「面接」および「グループワーク」注１
　　注１　グループワークはアクティブラーナーズコースのみ

■ 試験会場
　総合型選抜および特別推薦入試の試験会場については下記の学部・学科名が記されたキャンパスで実施
しますので間違いのないようにご注意ください。
【岡山キャンパス】理学部、工学部、情報理工学部、生命科学部、教育学部、経営学部、
　　　　　　　　　アクティブラーナーズコース
【今治キャンパス】獣医保健看護学科

■ 入学検定料
　 35,000円

■ 提出書類
　①総合型選抜】
　　 願書受付時  
　　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書（巻末のもの）、入学願書シート、調査書、基礎資料、
　　コース選択申請書（生物科学科）

　②特別推薦入試
　　 願書受付時  
　　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書（巻末のもの）、入学願書シート、調査書、
　　学校長等による岡山理科大学2024年度入学者選抜要項巻末の推薦書（推薦する区分は「関連校選抜」
　　となります。）、志望理由書、コース選択申請書（生物科学科のみ）
　　※推薦書、志望理由書、コース選択申請書は岡山理科大学入学者選抜要項巻末の用紙を使用すること。

※受験時や入学後に特別な配慮が必要な生徒、あるいは留学生などを推薦される場合は、出願開始の
１ヵ月前までにご相談ください。

※募集人員や選考方法は予定であり、詳細は必ず岡山理科大学「2024年度総合型選抜入学者選抜
要項」（６月下旬完成予定）、「2024年度入学者選抜要項」（７月下旬完成予定）でご確認ください。

〒700－0005　岡山県岡山市北区理大町１－１
電話  086－256－8415　　FAX  086－256－9750

岡山理科大学　入試広報部
お問い合わせは
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※本冊子は募集要項ではありません。詳細は必ず「2024年度学生募集要項」でご確認ください。

■ 対象となる入試
　総合型選抜【事前面談型】

■ 募集人員
　Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期あわせて全学部で110名

■ 対象となる学部
　芸術学部　　
　生命科学部

■ 出願条件
総合型選抜【事前面談型】：専願制（合格した場合、必ず本学に入学することが条件）。現役生・過年度卒業
 生については不問。全体の学習成績状況（評定平均値）の条件は設けません。

 入試日程

倉　敷　芸　術　科　学　大　学

申込書類：『総合型選抜エントリーシート』および『総合型選抜【事前面談型】相談票』（面談申込締切日必着）
　　　　　※面談申込締切日までに申し込みをしてください。

■ 選考方法
 　詳しくは「2024年度学生募集要項」でご確認ください。
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■ 必要書類
　総合型選抜【事前面談型】
　　 エントリーシート等受付時 加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書（綴じ込みのもの）
　　　　　　　　　  総合型選抜エントリーシート、総合型選抜【事前面談型】相談票
　　 願書受付時　調査書

■ 志望学科について
　志望できる学科は1学科のみとします。（同一学科に複数回面談を申し込むことはできません）
　総合型選抜【事前面談型】は専願制であるため、合格された場合は必ず本学に入学することが条件となります。

■ 入学前教育と特待生入試への挑戦
　★合格された場合、入学までに学力や学習意欲向上のため、学習アドバイスや入学前教育を行います。
　★合格された場合、合格学科に限り、総合型選抜【文武両道型】、学校推薦型選抜【推薦K方式広域型】、一般
選抜【前期Ａ、前期Ｂ】に出願し、入試特待生にチャレンジすることができます。なお、一般選抜【前期A、前期
B】にチャレンジする場合の検定料は免除となります。

〒712－8505　岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地
電話  086－440－1112　　FAX  086－440－1118

倉敷芸術科学大学　入試広報部
お問い合わせは

対象となる入試の詳細は、「2024年度学生募集要項」でご確認ください。

■ 出願手続
　面談終了後、面談結果通知日に本人宛に出願許可通知・出願不許可通知のいずれかを郵送します。
　出願許可を得た者は、出願期間内にインターネット出願サイトより出願申し込みを行ってください。

■ 合格発表
　合格発表については、合格発表日に合否通知書を本人宛に速達郵便にて郵送します。

■ 試験会場
　倉敷（本学）…原則として、面談日および面談会場については、指定のとおりとします。

■ 入学検定料　
　35,000円（インターネット出願時に支払い）

　総合型選抜【事前面談型】の流れ

希望面談日を記入
※総合型選抜募集要項
　をご請求ください。

面談申込締切日まで
に提出（必着）
※インターネットに
　よる面談申込も可

郵送で通知 学科により内容は
異なる

面談結果通知日に
郵送

面談結果通知エントリーシート等記入 エントリーシート等提出 面談日通知 面　談

出　願

出願期間内に出願

合格発表

合格発表日に郵送

入学手続

区分により締切日は
異なる

入学前教育

学科により内容は
異なる

入学宣誓式

2024年4月5日（金）

ここから専願
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区　分 面談申込開始日 面談申込締切日 面　談　日 面談結果通知日

Ⅰ期
Ａ

2023年８月１日（火）
2023年８月18日（金） 2023年８月28日（月） 2023年９月１日（金）

Ｂ 2023年９月８日（金） 2023年９月14日（木） 2023年９月22日（金）

Ⅱ期
Ａ

2023年11月１日（水）
2023年11月14日（火） 2023年11月24日（金） 2023年12月１日（金）

Ｂ 2023年12月14日（木） 2023年12月21日（木） 2023年12月28日（木）

Ⅲ期
Ａ

2024年２月１日（木）
2024年２月13日（火） 2024年２月16日（金） 2024年２月22日（木）

Ｂ 2024年３月11日（月） 2024年３月14日（木） 2024年３月15日（金）

学　科 選　考　方　法

芸術学科※

（仮称）

適格者確認調査【これまでの各自の表現や創作活動に関する意識および実態調査（40分）】、
面談、持参作品（複数可）による総合評価。
※本学主催の「倉魂！高校生コミックイラストコンクール」「倉魂！高校生コミックイラスト
＋現代アートコンクール」入選者は持参作品免除。

生命科学科 適格者確認調査【化学・生物・英語に関する基礎知識調査（40分）】、面談による総合評価。

生命医科学科 適格者確認調査【化学・生物・英語に関する基礎知識調査（40分）】

動物生命科学科 適格者確認調査【化学・生物・英語に関する基礎知識調査（40分）】、面談による総合評価。

健康科学科 適格者確認調査【健康・スポーツ分野に関する基礎知識調査（40分）】、面談による総合評価。

※得意特化特待生制度については「2024年度学生募集要項」でご確認ください。
※芸術学科　2024年度４月開設予定（設置構想中）であり、名称・教育内容等掲載内容は変更になる場合があります。



※本冊子は募集要項ではありません。詳細は必ず「2024年度学生募集要項」でご確認ください。

■ 対象となる入試
　総合型選抜【事前面談型】

■ 募集人員
　Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期あわせて全学部で110名

■ 対象となる学部
　芸術学部　　
　生命科学部

■ 出願条件
総合型選抜【事前面談型】：専願制（合格した場合、必ず本学に入学することが条件）。現役生・過年度卒業
 生については不問。全体の学習成績状況（評定平均値）の条件は設けません。

 入試日程

倉　敷　芸　術　科　学　大　学

申込書類：『総合型選抜エントリーシート』および『総合型選抜【事前面談型】相談票』（面談申込締切日必着）
　　　　　※面談申込締切日までに申し込みをしてください。

■ 選考方法
 　詳しくは「2024年度学生募集要項」でご確認ください。

－4－

■ 必要書類
　総合型選抜【事前面談型】
　　 エントリーシート等受付時 加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書（綴じ込みのもの）
　　　　　　　　　  総合型選抜エントリーシート、総合型選抜【事前面談型】相談票
　　 願書受付時　調査書

■ 志望学科について
　志望できる学科は1学科のみとします。（同一学科に複数回面談を申し込むことはできません）
　総合型選抜【事前面談型】は専願制であるため、合格された場合は必ず本学に入学することが条件となります。

■ 入学前教育と特待生入試への挑戦
　★合格された場合、入学までに学力や学習意欲向上のため、学習アドバイスや入学前教育を行います。
　★合格された場合、合格学科に限り、総合型選抜【文武両道型】、学校推薦型選抜【推薦K方式広域型】、一般
選抜【前期Ａ、前期Ｂ】に出願し、入試特待生にチャレンジすることができます。なお、一般選抜【前期A、前期
B】にチャレンジする場合の検定料は免除となります。

〒712－8505　岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地
電話  086－440－1112　　FAX  086－440－1118

倉敷芸術科学大学　入試広報部
お問い合わせは

対象となる入試の詳細は、「2024年度学生募集要項」でご確認ください。

■ 出願手続
　面談終了後、面談結果通知日に本人宛に出願許可通知・出願不許可通知のいずれかを郵送します。
　出願許可を得た者は、出願期間内にインターネット出願サイトより出願申し込みを行ってください。

■ 合格発表
　合格発表については、合格発表日に合否通知書を本人宛に速達郵便にて郵送します。

■ 試験会場
　倉敷（本学）…原則として、面談日および面談会場については、指定のとおりとします。

■ 入学検定料　
　35,000円（インターネット出願時に支払い）

　総合型選抜【事前面談型】の流れ

希望面談日を記入
※総合型選抜募集要項
　をご請求ください。

面談申込締切日まで
に提出（必着）
※インターネットに
　よる面談申込も可

郵送で通知 学科により内容は
異なる

面談結果通知日に
郵送

面談結果通知エントリーシート等記入 エントリーシート等提出 面談日通知 面　談

出　願

出願期間内に出願

合格発表

合格発表日に郵送

入学手続

区分により締切日は
異なる

入学前教育

学科により内容は
異なる

入学宣誓式

2024年4月5日（金）

ここから専願

－5－



千　葉　科　学　大　学
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〒288－0025　千葉県銚子市潮見町15-8
電話  0120－919－126　　FAX  0479－30－4546

千葉科学大学　入試広報部
お問い合わせは

記載内容は予定であり、変更する場合がありますので、詳細は必ず「2024年度千葉科学大学入学試験
要項」でご確認ください。

－7－

■ 対象となる入試
≪総合型選抜≫

※�総合型選抜は専願制であるため、合格の場合は必ず本学に入学することが条件となります。

※�パイロットコースは本制度の適用はありません。

■募集人員
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期あわせて全学部で約 110 名

■対象となる学部
【薬学部】薬学科（６年制）

【危機管理学部】危機管理学科、保健医療学科、航空技術危機管理学科（航空工学・ドローンコース、

　　　　　　　��航空マネジメントコース）、動物危機管理学科

【看護学部】看護学科

■出願条件
現役・既卒不問で、全体の学習成績の状況の基準も設けません。

■入試日程

対象入試 出願期間 入試日 合格発表 入学手続期限

総合型選抜Ⅰ期 2023年９月４日（月）
　　～９月21日（木） 10月７日（土） 11月１日（水） 11月16日（木）

総合型選抜Ⅱ期 2023年10月16日（月）
　　～10月26日（木） 11月３日（金・祝） 11月13日（月） 11月30日（木）

総合型選抜Ⅲ期 2023年11月１日（水）
　　～11月９日（木）

【危機管理学部】
11月18日（土）

【薬・看護学部】
11月19日（日）

12月1日（金） 12月14日（木）

■選考方法
書類審査（学修計画書、調査書）、Web 面接（調査書、学修計画書を参考に口頭試問を実施）による

総合評価



千　葉　科　学　大　学
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〒288－0025　千葉県銚子市潮見町15-8
電話  0120－919－126　　FAX  0479－30－4546

千葉科学大学　入試広報部
お問い合わせは

記載内容は予定であり、変更する場合がありますので、詳細は必ず「2024年度千葉科学大学入学試験
要項」でご確認ください。
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■試験会場
Zoomによるオンライン面接

■入学検定料
35,000 円

■提出書類
2024 年度千葉科学大学入学試験要項に記載の出願書類に、本冊子の巻末綴じ込み様式「加計学園３大学

同窓生（高等学校教員）推薦書【大学版】」を同封して出願。

■総合型選抜　入試特待生制度『ジブン推しチケット』
総合型選抜では、一定の基準を満たした方に対して、学業支援を目的とした入試特待生制度が設けられ

ています。この制度は、「学部・学科の「アドミッション・ポリシー」にかなう人物の中から、入学後は

他の在学生の模範となり学修や諸活動に積極的に取り組むことができ、卒業後は、社会に貢献できる人物」

を特待生として選定します。

■合格者の特待生チャレンジについて
総合型選抜で合格し、入学手続きを不備なく行った場合、合格した同じ学科・コースに限り、入試特待

生にチャレンジするために、入試特待生制度を設けた併願制の特待生推薦入試、一般選抜前期Ａ方式・

Ｂ方式に出願することができます。なお、検定料はその都度必要です。

■入学前教育
総合型選抜で合格された場合、入学までの学力及び学習意欲向上のため、入学前教育を行います。



■ 対象となる入試
　ＡＯ入試

■ 募集人員
　全学科で50名程度

■ 対象となる学科
　　専門課程
　　　建築学科（昼間部、夜間部）
　　　愛玩動物看護学科（３年制）
　　　トリミング学科
　　　動物飼育トレーニング学科
　　　アクアリウム学科

■ 出願条件
　ＡＯ入試：専願制、現役・既卒不問。
　（専願制とは合格した場合、必ず本校に入学することが条件となる入試制度です）

■ 入試日程
　全学科　同一日程

岡 山 理 科 大 学 専 門 学 校

　ＡＯ入試の流れ

面　談　申　込

希望する面談実施日のエ
ントリー期間までに「ＡＯ入
試面談申込書」と「同窓生
推薦書」を郵送または本校
へ持参します。

面　談　連　絡

集合時間などの詳細を郵
送でお知らせします。

面　談　実　施

第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期の面談実
施日で13：30から随時行いま
す。集合時間などの詳細を郵送
でお知らせしますので指定された
時間に本校までお越しください。

出　願　手　続

出願許可者は願書受付期
間内に願書、調査書、受
験料を提出します。
出願後に試験はありません。

合　格　発　表 入　学　手　続

面談結果通知

面談実施から約１週間後
に志願者へ郵送で通知し
ます。

受験料発生（専願）

－8－

■ 選考方法
　「ＡＯ入試面談申込書」の内容とともに面談を重視し選考します。

■ 面談（試験）会場
　岡山理科大学専門学校

■ 入学検定料
　 18,000円

■ 提出書類
　ＡＯ入試申込時……ＡＯ入試面談申込書、加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書
　出願時　　　　……受験料、入学願書、受験票・原票、調査書

■ 志望学科について
　　志望できる学科は1学科のみです。
　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦制度は専願制であるため、合格された場合は必ず本校に入
学することが条件となります。

詳しくは「2024年度　岡山理科大学専門学校　学生募集要項」でご確認ください。

　　　　　　　　お問い合わせは

〒700－0003　岡山県岡山市北区半田町８－３
電話  0120－403－224　　FAX  086－228－0278

E-mail　info@risen.ac.jp

岡山理科大学専門学校　入試係

－9－

エントリー期間（必須） 面談実施日 面談結果
通知発送日 出願期間 合格発表日 入学手続期限

（1次）

一
　
次

第Ⅰ期
2023年
7月3日（月）
　　～
7月21日（金）

2023年
7月29日（土）
13：30～

面談実施から
約１週間後

2023年
10月2日（月）
　　～
10月10日（火）

必着

2023年
10月20日（金）

2023年
10月27日（金）第Ⅱ期

2023年
8月18日（金）
　　～
8月25日（金）

2023年
9月2日（土）
13：30～

第Ⅲ期
2023年
8月31日（木）
　　～
9月8日（金）

2023年
9月16日（土）
13：30～



■ 対象となる入試
　ＡＯ入試

■ 募集人員
　全学科で50名程度

■ 対象となる学科
　　専門課程
　　　建築学科（昼間部、夜間部）
　　　愛玩動物看護学科（３年制）
　　　トリミング学科
　　　動物飼育トレーニング学科
　　　アクアリウム学科

■ 出願条件
　ＡＯ入試：専願制、現役・既卒不問。
　（専願制とは合格した場合、必ず本校に入学することが条件となる入試制度です）

■ 入試日程
　全学科　同一日程

岡 山 理 科 大 学 専 門 学 校

　ＡＯ入試の流れ

面　談　申　込

希望する面談実施日のエ
ントリー期間までに「ＡＯ入
試面談申込書」と「同窓生
推薦書」を郵送または本校
へ持参します。

面　談　連　絡

集合時間などの詳細を郵
送でお知らせします。

面　談　実　施

第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期の面談実
施日で13：30から随時行いま
す。集合時間などの詳細を郵送
でお知らせしますので指定された
時間に本校までお越しください。

出　願　手　続

出願許可者は願書受付期
間内に願書、調査書、受
験料を提出します。
出願後に試験はありません。

合　格　発　表 入　学　手　続

面談結果通知

面談実施から約１週間後
に志願者へ郵送で通知し
ます。

受験料発生（専願）

－8－

■ 選考方法
　「ＡＯ入試面談申込書」の内容とともに面談を重視し選考します。

■ 面談（試験）会場
　岡山理科大学専門学校

■ 入学検定料
　 18,000円

■ 提出書類
　ＡＯ入試申込時……ＡＯ入試面談申込書、加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書
　出願時　　　　……受験料、入学願書、受験票・原票、調査書

■ 志望学科について
　　志望できる学科は1学科のみです。
　加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦制度は専願制であるため、合格された場合は必ず本校に入
学することが条件となります。

詳しくは「2024年度　岡山理科大学専門学校　学生募集要項」でご確認ください。

　　　　　　　　お問い合わせは

〒700－0003　岡山県岡山市北区半田町８－３
電話  0120－403－224　　FAX  086－228－0278

E-mail　info@risen.ac.jp

岡山理科大学専門学校　入試係

－9－



■ 対象となる入試
　ＡＯ入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期、特別推薦入試

■ 募集人員
　専願制の入試で全学科合わせて80名程度

■ 対象となる学科
　　保健看護学科　４年制　定員40名（AO入試はⅡ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期のみ）
　　理学療法学科　４年制　定員40名
　　作業療法学科　４年制　定員40名

■ 出願条件
　ＡＯ入試、特別推薦入試：専願制、現役・既卒不問
　※専願制とは合格した場合、必ず本校に入学することが条件となる入試制度です。
　　志望できる学科は１学科のみ（第２志望学科記入不可）とします。

■ 入試日程

玉 野 総 合 医 療 専 門 学 校

■ＡＯ入試Ⅰ期・Ⅱ期の流れ（エントリー制）
エ ン ト リ ー

「志願票」、「学科課題」
および「同窓生推薦書」
を郵送または本校へ持参
してください。

面　接　連　絡
面接日時を担当者から電
話連絡して決定します。

面　接　実　施
面接期間内の希望日で随
時行います。
※AO入試Ⅱ期の保健看護
　学科は8月26日（土）

入　学　手　続

面接結果通知
面接実施後１週間以内に
志願者へ郵送で通知しま
す。

出　願　手　続
出願許可者は願書受付期
間内に「入学願書」、「調査
書」、「検定料」および「受験
票・原票」を提出してください。

合　格　発　表
合格者には合格通知書とと
もに入学手続きに必要な書
類を郵送します。

合格者は期日までに入
学金と前期学納金を納
入してください。
（締切日厳守）

入学検定料発生

－10－

■ 選考方法

■ 入学検定料
　20,000円

■ 入学前教育と特待生入試への挑戦
　・入学前教育　
　　合格者には入学までの学力・学習意欲の向上を目的として、学習アドバイスや入学前教育を行います。
　・入試特待生制度　
　　入試合格者は入試特待生の権利を得るために一般入試Ⅰ期を受験することができます（玉野会場のみ）。
　　その際、「入学願書」および「受験票・原票」の提出は必要ですが、検定料、調査書は不要となります。

〒706－0002　岡山県玉野市築港１－１－20
電話  0863－31－6830　　FAX  0863－33－9067

E-mail　info@tamasen.ac.jp

玉野総合医療専門学校　入試係

詳しくは  「2024年度　玉野総合医療専門学校　学生募集要項」でご確認ください。

また、保健看護学科にご推薦いただく場合は、事前にご相談ください。

　　　　　　　　お問い合わせは

－11－

ＡＯ入試Ⅰ期・Ⅱ期（エントリー制）（高校生・既卒生・社会人）
入試名 募集学科 エントリー 面接日 出願期間 合格発表 試験地 入学手続き締切日

ＡＯ入試Ⅰ期
（専願制）

理学療法
作業療法

2023年
 7月  3日（月）

～
 7月19日（水）

2023年
 7月  6日（木）

～
 7月26日（水）

2023年
 9月  4日（月）

～
 9月19日（火）

2023年
10月  3日（火） 玉野（本校）

一次締切日
　2023年10月20日（金）

二次締切日
　2023年12月  1日（金）ＡＯ入試Ⅱ期

（専願制）

理学療法
作業療法

2023年
 7月24日（月）

～
 8月19日（土）

2023年
 7月27日（木）

～
 8月25日（金）

保健看護
2023年
 7月24日（月）

～
 8月19日（土）

2023年
 8月26日（土）

※１　理学療法学科・作業療法学科で、８／９（水）〜８／19（土）の間でエントリーされた方への面接日・時間の連絡は、８／21（月）以降となります。
※２　保健看護学科の面接時間の連絡は、８／22（火）となります。

ＡＯ入試Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期（高校生・既卒生・社会人）
入試名 募集学科 出願期間 入試日 合格発表 試験地 入学手続き締切日

ＡＯ入試Ⅲ期
（専願制）

全学科

2023年  9月  4日（月）
　　  ～  9月19日（火）

2023年
   9月23日（土・祝）

2023年
10月  3日（火）

玉野（本校）

一次締切日
　2023年10月20日（金）
二次締切日
　2023年12月  1日（金）

ＡＯ入試Ⅳ期
（専願制）

2023年10月30日（月）
　　  ～11月  7日（火）

2023年
 11月11日（土）

2023年
11月17日（金）

一括手続き
　2023年12月  1日（金）

ＡＯ入試Ⅴ期
（専願制）

2023年11月27日（月）
　　  ～12月  5日（火）

2023年
 12月  9日（土）

2023年
12月15日（金）

一括手続き
　2024年  1月  5日（金）

ＡＯ入試Ⅵ期
（専願制）

理学療法
作業療法

2024年  2月  5日（月）
　　    ～  2月13日（火）

2024年
   2月17日（土）

2024年
  2月22日（木）

一括手続き
　2024年  3月  1日（金）

特別推薦入試（高校生・既卒生・社会人）
入試名 募集学科 出願期間 入試日 合格発表 試験地 入学手続き締切日

特別推薦入試
（専願制） 全学科 2023年10月  2日（月）

　　  ～10月10日（火）
2023年
 10月14日（土）

2023年
10月20日（金） 玉野（本校）

一次締切日
　2023年11月  6日（月）
二次締切日
　2023年12月  1日（金）

※１

※２



■ 対象となる入試
　ＡＯ入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期、特別推薦入試

■ 募集人員
　専願制の入試で全学科合わせて80名程度

■ 対象となる学科
　　保健看護学科　４年制　定員40名（AO入試はⅡ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期のみ）
　　理学療法学科　４年制　定員40名
　　作業療法学科　４年制　定員40名

■ 出願条件
　ＡＯ入試、特別推薦入試：専願制、現役・既卒不問
　※専願制とは合格した場合、必ず本校に入学することが条件となる入試制度です。
　　志望できる学科は１学科のみ（第２志望学科記入不可）とします。

■ 入試日程

玉 野 総 合 医 療 専 門 学 校

■ＡＯ入試Ⅰ期・Ⅱ期の流れ（エントリー制）
エ ン ト リ ー

「志願票」、「学科課題」
および「同窓生推薦書」
を郵送または本校へ持参
してください。

面　接　連　絡
面接日時を担当者から電
話連絡して決定します。

面　接　実　施
面接期間内の希望日で随
時行います。
※AO入試Ⅱ期の保健看護
　学科は8月26日（土）

入　学　手　続

面接結果通知
面接実施後１週間以内に
志願者へ郵送で通知しま
す。

出　願　手　続
出願許可者は願書受付期
間内に「入学願書」、「調査
書」、「検定料」および「受験
票・原票」を提出してください。

合　格　発　表
合格者には合格通知書とと
もに入学手続きに必要な書
類を郵送します。

合格者は期日までに入
学金と前期学納金を納
入してください。
（締切日厳守）

入学検定料発生

－10－

■ 選考方法

■ 入学検定料
　20,000円

■ 入学前教育と特待生入試への挑戦
　・入学前教育　
　　合格者には入学までの学力・学習意欲の向上を目的として、学習アドバイスや入学前教育を行います。
　・入試特待生制度　
　　入試合格者は入試特待生の権利を得るために一般入試Ⅰ期を受験することができます（玉野会場のみ）。
　　その際、「入学願書」および「受験票・原票」の提出は必要ですが、検定料、調査書は不要となります。

〒706－0002　岡山県玉野市築港１－１－20
電話  0863－31－6830　　FAX  0863－33－9067

E-mail　info@tamasen.ac.jp

玉野総合医療専門学校　入試係

詳しくは  「2024年度　玉野総合医療専門学校　学生募集要項」でご確認ください。

また、保健看護学科にご推薦いただく場合は、事前にご相談ください。

　　　　　　　　お問い合わせは
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入試名 選考方法 必要書類

ＡＯ入試Ⅰ期
（専願制）

【理学療法・作業療法】
書類選考（提出書類）、面接

●エントリー
　志願票、学科課題、
　加計学園 3 大学同窓生（高等学校教員）受験通知書
●出願
　入学願書、調査書、検定料、受験票・原票

ＡＯ入試Ⅱ期
（専願制）

【全学科】
書類選考（提出書類）、面接
口頭試問（保健看護のみ）

●エントリー
　志願票、学科課題、
　加計学園 3 大学同窓生（高等学校教員）受験通知書
●出願
　入学願書、調査書、検定料、受験票・原票

ＡＯ入試Ⅲ期
（専願制）

【全学科】
書類選考（提出書類）、面接
口頭試問（保健看護のみ）

●エントリー・出願
　入学願書、調査書、検定料、受験票・原票、学科課題、
　加計学園 3 大学同窓生（高等学校教員）受験通知書

ＡＯ入試Ⅳ期
（専願制）

ＡＯ入試Ⅴ期
（専願制）

ＡＯ入試Ⅵ期
（専願制）

【理学療法・作業療法】
書類選考（提出書類）、面接

●エントリー・出願
　入学願書、調査書、検定料、受験票・原票、学科課題、
　加計学園 3 大学同窓生（高等学校教員）受験通知書

特別推薦入試
（専願制）

【全学科】
小論文、書類選考、面接

入学願書、調査書、検定料、受験票・原票、推薦書、
加計学園 3 大学同窓生（高等学校教員）受験通知書



加計学園の各大学、専門学校紹介

１　岡山理科大学
　1964年の開学以来、多彩な研究テーマにフィールドを広げてきた岡山理科大学。理学部、工学部、生
物地球学部、教育学部、経営学部、獣医学部に加え、2022年度には新たに情報理工学部と生命科学部を
新設。情報理工学部は、ものづくりと情報技術を融合させ、人間生活を豊かにする人材を養成します。
生命科学部では、生物の力で暮らしを豊かに、地球と人間の共生を科学します。
　また、それに伴い、理学部と工学部の学科再編を行い、変革する社会に柔軟に対応できる教育・研究
体制を目指します。また、学部を横断して履修できるアクティブラーナーズコースも開設し、主体的な
学びを深められる総合大学に進化していきます。

２　倉敷芸術科学大学 所在地：岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地

 1995年に開学した倉敷芸術科学大学は芸術と観光の町として名高い「倉敷」が学びの場。開放感のあ
るキャンパス、少人数制のアットホームな環境のもとで芸術と科学の協調をコンセプトに多彩な学問領
域とリンクした新たな価値の創造を目指し、約1,500名の学生が学んでいます。
　芸術学部は、少人数教育、24時間使用可能なアトリエや工房で好きなことに打ち込める環境を提供
し、自分にしかできない表現を徹底的に追求していくことが可能です。
　生命科学部は、医療技術、バイオ、健康、スポーツサイエンス、救急救命、動物医療などの分野で、
研究に必要な最先端の設備を設け、学内に教育動物病院や細胞病理学研究所を設置するなど、学生の研
究への意欲をしっかりサポートしています。

３　千葉科学大学 所在地：千葉県銚子市潮見町15－8

　2004年４月に開学した千葉科学大学は、太平洋に面しており、海洋の影響から夏は涼しく、冬は温暖
な気候に恵まれており、薬学部、危機管理学部、看護学部の３学部に約1,500名が学んでいます。
　薬学部は、実践的知識と技術に加え、危機管理の素養と高いコミュニケーション能力をもつ薬剤師の
養成を目指す６年制の薬学科を設置しております。
　危機管理学部は、全国の大学で初めて開設され、主だった進路・資格としては、消防官・警察官・自
衛官などの公務員や臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、エアラインパイロットなどの資格を取
得することができます。
　看護学部は、ヒューマンケアの理念に基づき、地域住民のニーズに即したサービスや医療現場での危
機管理の大切さを理解した危機管理意識が高く、他職種とのチームアプローチを重視しながら看護を実
践できる看護師の養成を目指しています。
　健康・安全・安心というコンセプトのもとに、全国から「人を助けたい」、という気概をもった多く
の学生たちが集まっており、その思いに応えた学科・コースが充実しているのが本学の特徴です。

４　岡山理科大学専門学校 所在地：岡山県岡山市北区半田町8－3

　1975年に開学した岡山理科大学専門学校は、建築士、愛玩動物看護師、トリマー、動物飼育員、ドッ
グトレーナー、アクアリストなど、建築・動物・魚のスペシャリストを養成します。
 建築学科は、建設業界で活躍中の一級建築士が実践的な知識と技術を伝授します。この豊富な講師陣
に導かれ、建築士の合格率は中四国地方でトップレベルの実績となっています。
 トリミング学科では、実習で使用するモデル犬として一般家庭の犬60種約3200頭を登録し、豊富なモ
デル犬を確保しているので、１人１頭以上のモデル犬を担当でき、かつ週の半分以上を実習時間にあて
られることから、しっかりとした技術が身につき、自信をもって社会に飛び出すことができます。数多
くの卒業生が業界で活躍しています。

　建築学科、愛玩動物看護学科、トリミング学科、動物飼育トレーニング学科、アクアリウム学科の５
学科で約400名の学生が学んでいます。

５　玉野総合医療専門学校 所在地：岡山県玉野市築港1－1－20

　21世紀福祉社会が求める保健・医療・福祉専門職を担う人材の育成を目的に、美しい瀬戸内海に面
し、温暖な気候に恵まれた岡山県玉野市に1998年に開校しました。保健・医療・福祉のトータルケアを
目指し教育・指導を行っています。
　保健看護学科は超高齢社会の到来に伴い、病院や診療所内の看護から、地域医療の要としての役割も
求められています。４年制課程で、全国的にも有数の保健師・看護師統合カリキュラムを採用し、これ
からの時代のニーズにあった保健師・看護師を養成します。
　理学療法学科は「人として！医療人として！理学療法士として！その頂きを目指す！」を教育モッ
トーに、４年制課程を活かしてスポーツ系理学療法を学ぶなど「実践的な講義」を開講し即戦力へと結
びつけます。知識・技術はもちろんのこと、人に寄り添い共感できる感性を持ち合わせた理学療法士を
養成します。また、スポーツトレーナーの資格取得も併せて可能です。
　作業療法学科は、心理学や人間関係論などを取り入れ、精神面、身体面の両方に重点を置いたカリ
キュラムとなっています。基礎知識・技術をしっかり学び、対象者と同じ視点に立って、その人の生活
が、自分らしく豊かになるよう支援するスペシャリストを養成します。保育士の資格取得も併せて可能
です。

岡山キャンパス所在地：岡山県岡山市北区理大町1－1
今治キャンパス所在地：愛媛県今治市いこいの丘1－3

各大学・専門学校2023年度オープンキャンパス開催日一覧

岡 山 理 科 大 学
https://www.ous.ac.jp

岡山キャンパス　６月25日㈰、７月29日㈯、30日㈰
　　　　　　　　８月27日㈰、2024年３月30日㈯
今治キャンパス　６月11日㈰、７月29日㈯、30日㈰、
　　　　　　　　2024年３月10日㈰
　　　　　　　　　　　※６月11日と2024年３月10日は獣医保健看護学科のみ
　　　　　　　　６/12㈪～６/13㈫ Web相談会
　　　　　　　　７/31㈪～８/２㈬ Web相談会
　　　　　　　　９/25㈪～９/29㈮ Web相談会
　　　　　　　　８/25㈮・26㈯ 見学会（獣医保健看護学科のみ）

倉敷芸術科学大学
https://www.kusa.ac.jp

５月21日㈰、６月18日（日・オンライン型）
６月19日㈪～25日㈰ 個別見学7Days
７月22日㈯、23日㈰、９月23日㈯
2024年３月17日㈰

千 葉 科 学 大 学
https://www.cis.ac.jp

４月22日㈯、５月14日㈰、６月11日㈰
７月16日㈰、８月11日　　 、10月１日㈰ 

岡山理科大学専門学校
https://www.risen.ac.jp

５月13日㈯、27日㈯、６月10日㈯、24日㈯
７月２日㈰、22日㈯、29日㈯
８月５日㈯、26日㈯、９月16日㈯、12月２日㈯
2024年１月14日㈰、３月23日㈯

玉野総合医療専門学校
https://www.tamasen.ac.jp

５月14日㈰、５月27日㈯、６月10日㈯、25日㈰
７月９日㈰、29日㈯、８月５日㈯
９月16日㈯、11月25日㈯
2024年２月３日㈯、３月23日㈯

※　詳細はホームページ等をご覧ください。追加、変更の場合があります。

金 祝

－12－ －13－



加計学園の各大学、専門学校紹介

１　岡山理科大学
　1964年の開学以来、多彩な研究テーマにフィールドを広げてきた岡山理科大学。理学部、工学部、生
物地球学部、教育学部、経営学部、獣医学部に加え、2022年度には新たに情報理工学部と生命科学部を
新設。情報理工学部は、ものづくりと情報技術を融合させ、人間生活を豊かにする人材を養成します。
生命科学部では、生物の力で暮らしを豊かに、地球と人間の共生を科学します。
　また、それに伴い、理学部と工学部の学科再編を行い、変革する社会に柔軟に対応できる教育・研究
体制を目指します。また、学部を横断して履修できるアクティブラーナーズコースも開設し、主体的な
学びを深められる総合大学に進化していきます。

２　倉敷芸術科学大学 所在地：岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地

 1995年に開学した倉敷芸術科学大学は芸術と観光の町として名高い「倉敷」が学びの場。開放感のあ
るキャンパス、少人数制のアットホームな環境のもとで芸術と科学の協調をコンセプトに多彩な学問領
域とリンクした新たな価値の創造を目指し、約1,500名の学生が学んでいます。
　芸術学部は、少人数教育、24時間使用可能なアトリエや工房で好きなことに打ち込める環境を提供
し、自分にしかできない表現を徹底的に追求していくことが可能です。
　生命科学部は、医療技術、バイオ、健康、スポーツサイエンス、救急救命、動物医療などの分野で、
研究に必要な最先端の設備を設け、学内に教育動物病院や細胞病理学研究所を設置するなど、学生の研
究への意欲をしっかりサポートしています。

３　千葉科学大学 所在地：千葉県銚子市潮見町15－8

　2004年４月に開学した千葉科学大学は、太平洋に面しており、海洋の影響から夏は涼しく、冬は温暖
な気候に恵まれており、薬学部、危機管理学部、看護学部の３学部に約1,500名が学んでいます。
　薬学部は、実践的知識と技術に加え、危機管理の素養と高いコミュニケーション能力をもつ薬剤師の
養成を目指す６年制の薬学科を設置しております。
　危機管理学部は、全国の大学で初めて開設され、主だった進路・資格としては、消防官・警察官・自
衛官などの公務員や臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、エアラインパイロットなどの資格を取
得することができます。
　看護学部は、ヒューマンケアの理念に基づき、地域住民のニーズに即したサービスや医療現場での危
機管理の大切さを理解した危機管理意識が高く、他職種とのチームアプローチを重視しながら看護を実
践できる看護師の養成を目指しています。
　健康・安全・安心というコンセプトのもとに、全国から「人を助けたい」、という気概をもった多く
の学生たちが集まっており、その思いに応えた学科・コースが充実しているのが本学の特徴です。

４　岡山理科大学専門学校 所在地：岡山県岡山市北区半田町8－3

　1975年に開学した岡山理科大学専門学校は、建築士、愛玩動物看護師、トリマー、動物飼育員、ドッ
グトレーナー、アクアリストなど、建築・動物・魚のスペシャリストを養成します。
 建築学科は、建設業界で活躍中の一級建築士が実践的な知識と技術を伝授します。この豊富な講師陣
に導かれ、建築士の合格率は中四国地方でトップレベルの実績となっています。
 トリミング学科では、実習で使用するモデル犬として一般家庭の犬60種約3200頭を登録し、豊富なモ
デル犬を確保しているので、１人１頭以上のモデル犬を担当でき、かつ週の半分以上を実習時間にあて
られることから、しっかりとした技術が身につき、自信をもって社会に飛び出すことができます。数多
くの卒業生が業界で活躍しています。

　建築学科、愛玩動物看護学科、トリミング学科、動物飼育トレーニング学科、アクアリウム学科の５
学科で約400名の学生が学んでいます。

５　玉野総合医療専門学校 所在地：岡山県玉野市築港1－1－20

　21世紀福祉社会が求める保健・医療・福祉専門職を担う人材の育成を目的に、美しい瀬戸内海に面
し、温暖な気候に恵まれた岡山県玉野市に1998年に開校しました。保健・医療・福祉のトータルケアを
目指し教育・指導を行っています。
　保健看護学科は超高齢社会の到来に伴い、病院や診療所内の看護から、地域医療の要としての役割も
求められています。４年制課程で、全国的にも有数の保健師・看護師統合カリキュラムを採用し、これ
からの時代のニーズにあった保健師・看護師を養成します。
　理学療法学科は「人として！医療人として！理学療法士として！その頂きを目指す！」を教育モッ
トーに、４年制課程を活かしてスポーツ系理学療法を学ぶなど「実践的な講義」を開講し即戦力へと結
びつけます。知識・技術はもちろんのこと、人に寄り添い共感できる感性を持ち合わせた理学療法士を
養成します。また、スポーツトレーナーの資格取得も併せて可能です。
　作業療法学科は、心理学や人間関係論などを取り入れ、精神面、身体面の両方に重点を置いたカリ
キュラムとなっています。基礎知識・技術をしっかり学び、対象者と同じ視点に立って、その人の生活
が、自分らしく豊かになるよう支援するスペシャリストを養成します。保育士の資格取得も併せて可能
です。

岡山キャンパス所在地：岡山県岡山市北区理大町1－1
今治キャンパス所在地：愛媛県今治市いこいの丘1－3

各大学・専門学校2023年度オープンキャンパス開催日一覧

岡 山 理 科 大 学
https://www.ous.ac.jp

岡山キャンパス　６月25日㈰、７月29日㈯、30日㈰
　　　　　　　　８月27日㈰、2024年３月30日㈯
今治キャンパス　６月11日㈰、７月29日㈯、30日㈰、
　　　　　　　　2024年３月10日㈰
　　　　　　　　　　　※６月11日と2024年３月10日は獣医保健看護学科のみ
　　　　　　　　６/12㈪～６/13㈫ Web相談会
　　　　　　　　７/31㈪～８/２㈬ Web相談会
　　　　　　　　９/25㈪～９/29㈮ Web相談会
　　　　　　　　８/25㈮・26㈯ 見学会（獣医保健看護学科のみ）

倉敷芸術科学大学
https://www.kusa.ac.jp

５月21日㈰、６月18日（日・オンライン型）
６月19日㈪～25日㈰ 個別見学7Days
７月22日㈯、23日㈰、９月23日㈯
2024年３月17日㈰

千 葉 科 学 大 学
https://www.cis.ac.jp

４月22日㈯、５月14日㈰、６月11日㈰
７月16日㈰、８月11日　　 、10月１日㈰ 

岡山理科大学専門学校
https://www.risen.ac.jp

５月13日㈯、27日㈯、６月10日㈯、24日㈯
７月２日㈰、22日㈯、29日㈯
８月５日㈯、26日㈯、９月16日㈯、12月２日㈯
2024年１月14日㈰、３月23日㈯

玉野総合医療専門学校
https://www.tamasen.ac.jp

５月14日㈰、５月27日㈯、６月10日㈯、25日㈰
７月９日㈰、29日㈯、８月５日㈯
９月16日㈯、11月25日㈯
2024年２月３日㈯、３月23日㈯

※　詳細はホームページ等をご覧ください。追加、変更の場合があります。

金 祝
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法・政・ビジネスを学びたい

現代社会を学びたい

数学を学びたい

理学・工学を学びたい

文化・言語・人間を学びたい
心理学 作業療法学科 玉医専
行動科学系

考古学系 生物地球学科
 　　地理・考古学コース 岡理大

文化・ 経営学科 岡理大
教養学系 

法学・政治系 経営学科 岡理大

経済・経営・ 経営学科 岡理大
商学系 危機管理学科 千科大
 航空技術危機管理学科
 　　航空マネジメントコース 千科大

社会学系 経営学科 岡理大
 危機管理学科 千科大

環境系 基礎理学科 岡理大
 化学科 岡理大
 動物学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生物地球学科 岡理大
 生命科学科 芸科大
 危機管理学科 千科大
 動物危機管理学科 千科大

情報系 応用数学科 岡理大
 情報工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大
 経営学科 岡理大
 芸術学科※1（仮称） 芸科大
 危機管理学科 千科大

数学系 応用数学科 岡理大
 基礎理学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大

物理学系 基礎理学科 岡理大
 物理学科 岡理大

化学・ 基礎理学科 岡理大
応用化学系 化学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生命科学科 芸科大

生物学系 基礎理学科 岡理大
 動物学科 岡理大
 臨床生命科学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生物地球学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 生命科学科 芸科大
 動物生命科学科 芸科大
 動物危機管理学科 千科大

地球科学・ 基礎理学科 岡理大
天体・宇宙 生物地球学科 岡理大

動物を学びたい
動物系 動物学科 岡理大
 生物地球学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 動物生命科学科 芸科大
 動物危機管理学科 千科大

ペット系 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 動物生命科学科 芸科大
 愛玩動物看護学科 理大専
 トリミング学科 理大専
 動物危機管理学科 千科大
 動物飼育トレーニング学科 理大専
 アクアリウム学科 理大専

水産・海洋系 生物科学科　生物生産コース 岡理大
 生物地球学科
 　　動物・昆虫学コース 岡理大
 獣医学科 岡理大
 生命科学科　生態環境学系 芸科大
 動物危機管理学科 千科大
 アクアリウム学科 理大専

獣医学を学びたい
獣医学系 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 動物生命科学科 芸科大
 動物危機管理学科 千科大

工学系 機械システム工学科 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

機械工学系 機械システム工学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

航空工学系 機械システム工学科
 　　航空・宇宙（AS）コース 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

電気・ 物理学科 岡理大
電子工学系 電気電子システム学科 岡理大
 情報工学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

通信・ 電気電子システム学科 岡理大
情報工学系 情報工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大

建築学系 建築学科 岡理大
 建築学科 理大専
 建築学科夜間部 理大専

化粧品創製系 生物科学科　コスメ・食品コース 岡理大
 生命科学科　バイオエンジニアリング系 芸科大

生物工学系 臨床生命科学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生命科学科 芸科大

医用工学系 生命医療工学科 岡理大
 保健医療学科 千科大

　常に時代を先取りし、社会の要請に応えたコース造りをめざしている加計学園は、様々な分野で
新しい学部・学科を創設しています。学びの分野をコース別にまとめました。

薬学を学びたい
薬学系 薬学科 千科大

保育を学びたい
保育系 作業療法学科 玉医専

生命・医療・福祉を学びたい
医療技術系 臨床生命科学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 生命科学科　バイオエンジニアリング系 芸科大
 生命医科学科 芸科大
 健康科学科
 　　救急救命士コース 芸科大
 保健医療学科 千科大
 理学療法学科 玉医専
 作業療法学科 玉医専

看護系 看護学科 千科大
 保健看護学科 玉医専

保健福祉系 健康科学科 芸科大

食物・ 臨床生命科学科 岡理大
栄養学系 生物科学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 生命科学科　バイオエンジニアリング系 芸科大
 健康科学科 芸科大
 保健医療学科 千科大

教育を学びたい
教育学系 基礎理学科
 　　理数系教員コース 岡理大
 初等教育学科 岡理大
 中等教育学科 岡理大

芸術を学びたい

スポーツを学びたい

航空機の操縦や整備を学びたい

芸術系 芸術学科※1（仮称） 芸科大

体育・ 健康科学科 芸科大
健康科学系 理学療法学科 玉医専

航空系 航空技術危機管理学科
 　　パイロットコース 千科大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

観光を学びたい
観光系 経営学科 岡理大

学部・学科を超越して学びたい
 アクティブラーナーズコース※2 岡理大

※１芸術学科　2024年度４月開設予定（設置構想中）
であり、名称・教育内容等掲載内容は変更になる場合
があります。

※２アクティブラーナーズコース　岡山キャンパスで
開講している授業を履修することができます。

－14－

大学版専願制

加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書

年　　月　　日

□　岡 山 理 科 大 学　学長殿

□　倉敷芸術科学大学　学長殿

□　千 葉 科 学 大 学　学長殿

下記の生徒を貴学　　　　　   　　　選抜・入試の志願者に推薦します。

記

出身大学名

１．氏　名
フリガナ

２．高校名： 都道府県　　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　　　　　　　　科・専攻

●大学記入欄

お問い合わせ（志望する大学へ直接お問い合わせください）
　　　岡山理科大学　　　入試広報部　086－256－8415
　　　倉敷芸術科学大学　入試広報部　086－440－1112
　　　千葉科学大学　　　入試広報部　0120－919－126

志望学科 学部 学科 専攻・コース

３．志望学部・学科 【志望する学部・学科・専攻名又はコース名を記入してください】

４．推薦理由を裏面にご記入ください。

氏　　名：

在職高等学校　　　　　　  　高校　　　　担当

勤務先電話番号：（　　　 ）　　 －

㊞

推薦者（高校教員）記入欄

入試区分

総合 ・ 特推 月　　日 月　　日

確　認　欄 受　領　日 受領確認連絡 担　当

大学在籍時学生番号
（不明の場合は空欄でもかまいません）

この推薦書は志願者が最初に提出する書類に、同封させてください。

（志望する大学名の□欄にチェックを記入してください）

キ
リ
ト
リ
線



法・政・ビジネスを学びたい

現代社会を学びたい

数学を学びたい

理学・工学を学びたい

文化・言語・人間を学びたい
心理学 作業療法学科 玉医専
行動科学系

考古学系 生物地球学科
 　　地理・考古学コース 岡理大

文化・ 経営学科 岡理大
教養学系 

法学・政治系 経営学科 岡理大

経済・経営・ 経営学科 岡理大
商学系 危機管理学科 千科大
 航空技術危機管理学科
 　　航空マネジメントコース 千科大

社会学系 経営学科 岡理大
 危機管理学科 千科大

環境系 基礎理学科 岡理大
 化学科 岡理大
 動物学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生物地球学科 岡理大
 生命科学科 芸科大
 危機管理学科 千科大
 動物危機管理学科 千科大

情報系 応用数学科 岡理大
 情報工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大
 経営学科 岡理大
 芸術学科※1（仮称） 芸科大
 危機管理学科 千科大

数学系 応用数学科 岡理大
 基礎理学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大

物理学系 基礎理学科 岡理大
 物理学科 岡理大

化学・ 基礎理学科 岡理大
応用化学系 化学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生命科学科 芸科大

生物学系 基礎理学科 岡理大
 動物学科 岡理大
 臨床生命科学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生物地球学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 生命科学科 芸科大
 動物生命科学科 芸科大
 動物危機管理学科 千科大

地球科学・ 基礎理学科 岡理大
天体・宇宙 生物地球学科 岡理大

動物を学びたい
動物系 動物学科 岡理大
 生物地球学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 動物生命科学科 芸科大
 動物危機管理学科 千科大

ペット系 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 動物生命科学科 芸科大
 愛玩動物看護学科 理大専
 トリミング学科 理大専
 動物危機管理学科 千科大
 動物飼育トレーニング学科 理大専
 アクアリウム学科 理大専

水産・海洋系 生物科学科　生物生産コース 岡理大
 生物地球学科
 　　動物・昆虫学コース 岡理大
 獣医学科 岡理大
 生命科学科　生態環境学系 芸科大
 動物危機管理学科 千科大
 アクアリウム学科 理大専

獣医学を学びたい
獣医学系 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 動物生命科学科 芸科大
 動物危機管理学科 千科大

工学系 機械システム工学科 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

機械工学系 機械システム工学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

航空工学系 機械システム工学科
 　　航空・宇宙（AS）コース 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

電気・ 物理学科 岡理大
電子工学系 電気電子システム学科 岡理大
 情報工学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

通信・ 電気電子システム学科 岡理大
情報工学系 情報工学科 岡理大
 情報理工学科 岡理大

建築学系 建築学科 岡理大
 建築学科 理大専
 建築学科夜間部 理大専

化粧品創製系 生物科学科　コスメ・食品コース 岡理大
 生命科学科　バイオエンジニアリング系 芸科大

生物工学系 臨床生命科学科 岡理大
 応用化学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 生物科学科 岡理大
 生命科学科 芸科大

医用工学系 生命医療工学科 岡理大
 保健医療学科 千科大

　常に時代を先取りし、社会の要請に応えたコース造りをめざしている加計学園は、様々な分野で
新しい学部・学科を創設しています。学びの分野をコース別にまとめました。

薬学を学びたい
薬学系 薬学科 千科大

保育を学びたい
保育系 作業療法学科 玉医専

生命・医療・福祉を学びたい
医療技術系 臨床生命科学科 岡理大
 生命医療工学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 生命科学科　バイオエンジニアリング系 芸科大
 生命医科学科 芸科大
 健康科学科
 　　救急救命士コース 芸科大
 保健医療学科 千科大
 理学療法学科 玉医専
 作業療法学科 玉医専

看護系 看護学科 千科大
 保健看護学科 玉医専

保健福祉系 健康科学科 芸科大

食物・ 臨床生命科学科 岡理大
栄養学系 生物科学科 岡理大
 獣医学科 岡理大
 獣医保健看護学科 岡理大
 生命科学科　バイオエンジニアリング系 芸科大
 健康科学科 芸科大
 保健医療学科 千科大

教育を学びたい
教育学系 基礎理学科
 　　理数系教員コース 岡理大
 初等教育学科 岡理大
 中等教育学科 岡理大

芸術を学びたい

スポーツを学びたい

航空機の操縦や整備を学びたい

芸術系 芸術学科※1（仮称） 芸科大

体育・ 健康科学科 芸科大
健康科学系 理学療法学科 玉医専

航空系 航空技術危機管理学科
 　　パイロットコース 千科大
 航空技術危機管理学科
 　　航空工学・ドローンコース 千科大

観光を学びたい
観光系 経営学科 岡理大

学部・学科を超越して学びたい
 アクティブラーナーズコース※2 岡理大

※１芸術学科　2024年度４月開設予定（設置構想中）
であり、名称・教育内容等掲載内容は変更になる場合
があります。

※２アクティブラーナーズコース　岡山キャンパスで
開講している授業を履修することができます。

－14－

大学版専願制

加計学園３大学同窓生（高等学校教員）推薦書

年　　月　　日

□　岡 山 理 科 大 学　学長殿

□　倉敷芸術科学大学　学長殿

□　千 葉 科 学 大 学　学長殿

下記の生徒を貴学　　　　　   　　　選抜・入試の志願者に推薦します。

記

出身大学名

１．氏　名
フリガナ

２．高校名： 都道府県　　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　　　　　　　　科・専攻

●大学記入欄

お問い合わせ（志望する大学へ直接お問い合わせください）
　　　岡山理科大学　　　入試広報部　086－256－8415
　　　倉敷芸術科学大学　入試広報部　086－440－1112
　　　千葉科学大学　　　入試広報部　0120－919－126

志望学科 学部 学科 専攻・コース

３．志望学部・学科 【志望する学部・学科・専攻名又はコース名を記入してください】

４．推薦理由を裏面にご記入ください。

氏　　名：

在職高等学校　　　　　　  　高校　　　　担当

勤務先電話番号：（　　　 ）　　 －

㊞

推薦者（高校教員）記入欄

入試区分

総合 ・ 特推 月　　日 月　　日

確　認　欄 受　領　日 受領確認連絡 担　当

大学在籍時学生番号
（不明の場合は空欄でもかまいません）

この推薦書は志願者が最初に提出する書類に、同封させてください。

（志望する大学名の□欄にチェックを記入してください）

キ
リ
ト
リ
線



専門学校版専願制

加計学園 3大学同窓生（高等学校教員）推薦書

年　　月　　日

□　岡山理科大学専門学校　校長殿

□　玉野総合医療専門学校　校長殿

下記の生徒を同窓生高校教員として貴校　　　　　   　　　入試の志願者に推薦します。

記

出身大学名

１．氏　名
フリガナ

志望学科 学科

２．高校名： 都道府県　　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　　　　　　　　科・専攻

３．推薦理由

４．志望学科　（志望する学科名を記入してください）

５．お問い合わせ：　志望する専門学校へ直接お問い合わせください。

　　岡山理科大学専門学校　入試係 0120－403－224　対象となる入試　AO入試

　　玉野総合医療専門学校　入試係 0863－31－6830　対象となる入試　AO入試、特別推薦入試

氏　　名：

在職高等学校　　　　　　  　高校　　　　担当

学生番号（大学在籍時）

電話番号：（　　　 ）　　 －

㊞

勤務先

●専門学校記入欄
入試区分

ＡＯ・特推 月　　日 月　　日

確　認　欄 受　領　日 受領確認連絡 担　当

（志望校の□欄にチェックを記入してください）

（不明の場合は空欄でもかまいません）

この推薦書は志願者が最初に提出する書類に、同封させてください。

推薦者（高校教員）記入欄

キ
リ
ト
リ
線

調書および推薦理由書

学業、人物、在学中の状況（生活態度等）、
取得資格について具体的にご記入ください。

入学後の勉学意欲、学習計画について具体的にご記入ください。

推薦理由を具体的にご記入ください。



専門学校版専願制

加計学園 3大学同窓生（高等学校教員）推薦書

年　　月　　日

□　岡山理科大学専門学校　校長殿

□　玉野総合医療専門学校　校長殿

下記の生徒を同窓生高校教員として貴校　　　　　   　　　入試の志願者に推薦します。

記

出身大学名

１．氏　名
フリガナ

志望学科 学科

２．高校名： 都道府県　　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　　　　　　　　科・専攻

３．推薦理由

４．志望学科　（志望する学科名を記入してください）

５．お問い合わせ：　志望する専門学校へ直接お問い合わせください。

　　岡山理科大学専門学校　入試係 0120－403－224　対象となる入試　AO入試

　　玉野総合医療専門学校　入試係 0863－31－6830　対象となる入試　AO入試、特別推薦入試

氏　　名：

在職高等学校　　　　　　  　高校　　　　担当

学生番号（大学在籍時）

電話番号：（　　　 ）　　 －

㊞

勤務先

●専門学校記入欄
入試区分

ＡＯ・特推 月　　日 月　　日

確　認　欄 受　領　日 受領確認連絡 担　当

（志望校の□欄にチェックを記入してください）

（不明の場合は空欄でもかまいません）

この推薦書は志願者が最初に提出する書類に、同封させてください。

推薦者（高校教員）記入欄

キ
リ
ト
リ
線

調書および推薦理由書

学業、人物、在学中の状況（生活態度等）、
取得資格について具体的にご記入ください。

入学後の勉学意欲、学習計画について具体的にご記入ください。

推薦理由を具体的にご記入ください。
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ご　　挨　　拶
　加計学園３大学（岡山理科大学、倉敷芸術科学大学、千葉科学大学）卒業の高等学校教員の皆様におかれましては、全
国各地でご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は母校ならびに学園に対してひと方ならぬご支援を賜り、学園を代表し、心
から御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルスはようやく収束に向かいつつありますが、世界を席巻したコロナ禍によって一気に浸透したＩＣＴは私
たちの社会に大きな変革をもたらしそうです。
　こうした中で昨年度、新たに第２期中期計画の「加計学園ビジョン2026」（2022～2026）がスタート致しました。その中では、①
教育・研究の推進②学生・生徒の支援③地域社会との連携④国際化の推進⑤ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進
⑥ガバナンス体制と内部質保証システム――の６つを柱としております。
　学園創立以来、私どもは「ひとりひとりの若人が持つ能力を最大限に引き出し　技術者として社会人として　社会に貢献で
きる人材を養成する」という建学の理念に沿って人材養成に取り組んできました。この理念をベースに学園３大学が策定してい
るビジョンを紹介します。

【岡山理科大学】
　「岡山理科大学ビジョン2026」の実現に向けて、次の重点課題を挙げています。
　● 学生から選ばれる大学　学修者本位の教育実践。学生自らが主体的に学ぶ意欲を喚起でき、成長を実感できる支援を

行いつつ学生から選ばれる大学を目指します。
　● 地域から選ばれる大学　地域との学ぶのマッチングを通した学びの拠点形成、地域を支える人材育成を通して、地域に

選ばれる大学を目指します。
　● 社会から選ばれる大学　加計学園のフラッグシップとして新たにブランディングのための体制を構築し、社会から選ばれ

る大学を目指します。
【倉敷芸術科学大学】
　「倉敷芸術科学大学ビジョン2031」では、中期計画として「倉敷芸術科学大学アクションプラン2022-2026」を作成。次の６項目
を展開していきます。
　● 「アート＆サイエンス教育」の開発・展開
　● 学生参加型のキャンパスのビジュアル・プロジェクト
　● 学生の活動のフィールドとしての倉敷及び瀬戸内圏
　● 学生一人ひとりに対応した学生支援
　● 情報発信機能の強化によるブランディング
　● 「学生主体の大学づくり」のための大学運営
【千葉科学大学】
　2016年に設定した「CIS Vision 2026」を見直し、学園と同様に以下の６項目を柱に掲げました。
　● 教育・研究の推進
　● 学生・生徒の支援
　● 地域社会との連携
　● 国際化の推進
　● ＤＸの推進
　● ガバナンス体制と内部質保証システム

　これら学園と３大学のビジョン実現にとりましても、「優秀な人材確保」が最優先です。高等学校の教壇に立たれている皆様
にも、「加計学園３大学同窓生（高校教育）推薦制度」の活用により、さらなるお力添えを賜りますようお願い申しあげます。
　最後になりましたが、今後皆様のますますのご健勝とご活躍をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。

学校法人加計学園　理事長　加 計　孝 太 郎

お問い合わせ先

●志望専門学校に関するお問い合わせは各校の窓口にご連絡ください。

〒700－0003　岡山県岡山市北区半田町８－３
電話  0120－403－224　FAX  086－228－0278

E-mail  info@risen.ac. jp

岡山理科大学専門学校　入試係

●志望大学に関するお問い合わせは各大学の窓口にご連絡ください。

〒700－0005　岡山県岡山市北区理大町1－1
受験生ホットライン　０８００－８８８－１１２４

〔フリーコール 平日（土、日、祝、休業日を除く）9：00～17：00〕
FAX  086－256－9750

岡山理科大学　入試広報部

〒712－8505　岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地
電話  086－440－1112
FAX  086－440－1118

倉敷芸術科学大学　入試広報部

〒706－0002　岡山県玉野市築港１－１－20
電話  0863－31－6830　FAX  0863－33－9067

E-mail  info@tamasen.ac. jp

玉野総合医療専門学校　入試係

〒288－0025　千葉県銚子市潮見町15-8
電話  0120－919－126
FAX  0479－30－4546

千葉科学大学　入試広報部

※本冊子は入学試験要項ではありません。本年度も新型コロナウイルス感染症の流行により、入試日程等へ影響が出る
可能性があります。詳細については必ず各設置校の入学者選抜要項でご確認ください。
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