
2023
学生募集要項
▪保健看護学科

▪理学療法学科

▪作業療法学科



　学生募集要項は各入学試験（入試）の詳細（選考方法、願書受付期間、試験会場等）、出願手続きの 
方法や学納金について記載しています。
　出願にあたっては募集要項をよく読み、間違いや記入漏れのないように注意してください。
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　理念・目的

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

学校の理念：保健・医療・福祉のトータルケアの実現と
　　　　　　一人ひとりがお互いに人権を尊重し
　　　　　　地域社会において健康で心豊かな生活を営み
　　　　　　すべての人が等しく生きる社会の実現＝ノーマリゼーションの実現

教育方針・目的：21世紀の福祉社会が求める専門職育成を目指す

「学」 一人ひとりがお互い豊富な専門知識・秀でた国際感覚
「術」 優れた専門知識
「道」 高い倫理観・豊かな人間性

加計学園の理念（建学の理念）

玉野総合医療専門学校の教育方針・目的

玉野総合医療専門学校の校是



　1．入学者選抜変更点のPOINT

一般入試Ⅱ期の筆記試験科目変更！

　一般入試Ⅱ期の筆記試験を50分1科目型（国語・数学・英語・生物から選択）に変更。
これまでは60分1科目型（国語）でしたが、得意な1科目でチャレンジできるように
なります。

POINT�５

推薦入試Ⅱ期と一般入試Ⅰ期の筆記試験科目変更！

　推薦入試Ⅱ期と一般入試Ⅰ期の筆記試験を100分2科目型（国語・数学・英語・生
物から2科目選択）に変更。これまでは120分2科目型（国語1科目、数学・英語・生
物から選択1科目）でしたが、得意な2科目でチャレンジできるようになります。

POINT�４

推薦入試Ⅰ期の筆記試験が1科目に変更！

　推薦入試Ⅰ期の筆記試験を50分1科目型（国語・数学・英語・生物から選択）に変更。
これまでは120分2科目型（国語1科目、数学・英語・生物から選択1科目）でしたが、
得意な1科目でチャレンジできるようになります。早期の合格を考えられている方必
見です。

POINT�３

特別推薦入試の出願書類で根拠書類の提出不要！

　特別推薦入試の出願書類の1つに、根拠書類（部活動などの活動成績、生徒会役員
の活動記録、自己推薦書）がありましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響
により、各種大会などが実施されていないことを踏まえ、根拠書類の提出が不要にな
りました。

POINT�２

AO入試日追加！（AO入試Ⅵ期まで実施）

　ＡＯ入試の日程を追加し、Ⅴ期制からⅥ期制となりました。年内を中心に、専願制
で受けるチャンスを拡大！

POINT�１
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　2．募集概要・募集定員

　玉野総合医療専門学校の2023年度入試では下記のとおり募集を行います。

■募集概要、募集定員

課程名 学科名 募集定員 専願制
AO・指定校推薦・特別推薦

併願制
推薦・一般

医　療　専　門　課　程

保 健 看 護 学 科 40名

80名程度 40名程度理 学 療 法 学 科 40名

作 業 療 法 学 科 40名

　3．出願資格

１．高等学校又は中等教育学校を卒業した者（2023年3月卒業見込みの者を含む）。

２． 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教
育を修了した者、2023年3月修了見込みの者を含む）。

３． 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者。又はこれに準ずるもので文部科学大臣の
指定した者（2023年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

４． 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を
修了した者（2023年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

５． 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たす
ものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者（2023
年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

６．文部科学大臣の指定した者（2023年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

７． 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入
学資格検定に合格した者、2023年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

８． 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本校における教育を受けるにふさ
わしい学力があると認めた者（2023年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

９． 本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力を有すると認めた者で、
18歳に達した者（2023年3月末までにこれに該当する見込みの者を含む）。

受験特別措置について
　　 障がい、急な事故、疾病等により、受験ならびに入学に際し特別な配慮を希望する方は、エントリー・

願書受付日の1ヶ月前までに本校入試係に相談してください。連絡が遅い場合、対応できないことが
あります。

　　※入学後の就学・生活環境に問題がないか、事前に施設設備の見学を推奨いたします。
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　4．入試日程
■ＡＯ入試Ⅰ・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

2022年
７月１日㈮
　　～
７月21日㈭

2022年
７月４日㈪
　　～
７月29日㈮

2022年
９月５日㈪
　　～
９月20日㈫

2022年
10月３日㈪ 玉野（本校） 一括手続き

2022年10月21日㈮

ＡＯ入試Ⅱ期
（専願制）

理学療法
作業療法

2022年
７月25日㈪
　　～
８月19日㈮

2022年
７月28日㈭
　　～
８月26日㈮※１

2022年
９月５日㈪
　　～
９月20日㈫

2022年
10月３日㈪ 玉野（本校） 一括手続き

2022年10月21日㈮

保健看護

2022年
７月25日㈪
　　～
８月19日㈮

2022年
８月27日㈯※２

2022年
９月５日㈪
　　～
９月20日㈫

2022年
10月３日㈪ 玉野（本校） 一括手続き

2022年10月21日㈮

※１　 理学療法学科・作業療法学科で、８/６㈯～８/19㈮の間でエントリーされた方への面接日・時間の連絡は、８/22㈪
以降となります。

※２　保健看護学科の面接時間の連絡は、８/23㈫となります。

■ＡＯ入試Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・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

2022年９月５日㈪
～

2022年９月20日㈫
2022年
９月24日㈯

2022年
10月３日㈪ 玉野（本校） 一括手続き　2022年10月21日㈮

ＡＯ入試Ⅳ期
（専願制） 全学科

2022年10月24日㈪
～

2022年11月８日㈫
2022年
11月12日㈯

2022年
11月18日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2022年12月２日㈮

ＡＯ入試Ⅴ期
（専願制） 全学科

2022年11月24日㈭
～

2022年12月13日㈫
2022年
12月17日㈯

2022年
12月23日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2023年１月６日㈮

ＡＯ入試Ⅵ期
（専願制）

理学療法
作業療法

2023年２月１日㈬
～

2023年２月14日㈫
2023年
２月18日㈯

2023年
２月24日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2023年３月３日㈮

■指定校推薦入試（高校生）、特別推薦入試・推薦入試・一般入試（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

指定校推薦入試
（専願制） 全学科

2022年10月３日㈪
～

2022年10月11日㈫
2022年
10月15日㈯

2022年
10月21日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2022年11月４日㈮

特別推薦入試
（専願制） 全学科

2022年10月３日㈪
～

2022年10月11日㈫
2022年
10月15日㈯

2022年
10月21日㈮

玉野（本校）、
福山、高松 一括手続き　2022年11月４日㈮

推薦入試Ⅰ期
（併願制） 全学科

2022年10月24日㈪
～

2022年11月８日㈫
2022年
11月12日㈯

2022年
11月18日㈮

玉野（本校）、
福山、高松

一次締切日　2022年12月２日㈮
二次締切日　2022年12月９日㈮

推薦入試Ⅱ期
（併願制） 全学科

2022年11月24日㈭
～

2022年12月13日㈫
2022年
12月17日㈯

2022年
12月23日㈮

玉野（本校）、
米子、福山、高松

一次締切日　2023年１月６日㈮
二次締切日　2023年１月13日㈮

一般入試Ⅰ期
（併願制） 全学科

2023年１月６日㈮
～

2023年１月24日㈫
2023年
１月28日㈯

2023年
２月３日㈮

玉野（本校）、
米子、福山、高松

一次締切日　2023年２月10日㈮
二次締切日　2023年２月17日㈮

一般入試Ⅱ期
（併願制） 全学科

2023年２月１日㈬
～

2023年２月14日㈫
2023年
２月18日㈯

2023年
２月24日㈮

玉野（本校）、
米子、福山、高松

一次締切日　2023年３月３日㈮
二次締切日　2023年３月10日㈮

一般入試Ⅲ期
（併願制） 全学科

2023年３月１日㈬
～

2023年３月17日㈮
2023年
３月22日㈬

2023年
３月24日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2023年３月29日㈬

※一括手続きは入学金と前期学納金を納入。
※一次締切日は入学金、二次締切日は前期学納金を納入。
※定員（各学科40名）を満たした場合、入試を実施しない場合があります。
※上記以外に別途入試を行う場合があります。
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　5．入試について（共通事項）

■出願方法

　　　　　　 各入試の締切日必着です。本校指定の封筒を使い、必ず「書留速達」で郵送してください。
　　　　　　 ※AO入試Ⅰ期・Ⅱ期エントリーの際は、市販の封筒を使用してください。

　　　　　　 本校へ直接持参する場合、平日（土・日・祝祭日を除く）９時から17時まで受け付けます。

■出題範囲

　本校の推薦入試、一般入試の出題範囲は次のとおりです。

試験科目 出題範囲
国語 国語総合（古文、漢文を除く）
数学Ⅰ・A 数学Ⅰ、数学A

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
英語表現Ⅰ・Ⅱ

生物 生物基礎

■合格発表と入学手続き

　　　　　　  合否について通知書をレターパックで送付します。なお、合格者には合格通知書と共に入
学手続きに必要な書類も同封します。

　　　　　　 ただし、発表日当日に書類が届かない場合は、本校入試係までご連絡ください。

　　　　　　 各入試の手続き締切日までに入学金・前期学納金を納入してください。
　　　　　　 詳細は、合格者に発送する書類を確認してください。

■第２志望制度について
　本校の併願制入試（推薦・一般入試）では、第2志望制度を設けています。この制度は、第1志望学科で
不合格となった場合でも、第2志望学科の記入があれば、その学科で再度合否の判定を行う制度です。第2
志望学科の判定を希望する場合は、出願時に第2志望学科を入学願書に記入してください。
※検定料の追加は必要なく、合格の可能性が高まります。

■窓口（送付先・問い合わせ先）
　玉野総合医療専門学校 入試係
　　　〒706-0002　岡山県玉野市築港1-1-20
　　　　TEL：0863-31-6830
　　　　FAX：0863-33-9067
　　　　E-mail：info@tamasen.ac.jp

郵送出願

持込出願

合格発表

入学手続き
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　6．提出書類
No. 提出書類 AO入試Ⅰ・Ⅱ期 AO入試Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ期 指定校推薦入試 特別推薦入試 推薦入試 一般入試
① 入学願書 　 ○※1 ○ ○ ○ ○ ○

② 調査書 　 　※1
　 ○※2
　 　※4

　 ○※2 　 ○※2 　 ○※2 　 ○※2 　 ○※2

③ 検定料 　 ○※1 ○ ○ ○ ○ ○
④ 受験票・原票 　 ○※1 ○ ○ ○ ○ ○
⑤ 推薦書 ○ ○ ○
⑥ 志願票 ○
⑦ 学科課題 ○ ○
⑧ 職務経歴書 　 ○※3 　 ○※3 　 ○※3 　 ○※3 　 ○※3

※1　 AO入試Ⅰ期、Ⅱ期は、エントリー時に「志願票」、「学科課題」を市販の封筒に入れ、郵送または本校へ持参してください。
面接結果通知で出願許可となった許可者が出願する際、※1の書類（既卒生の調査書については※4を参照）が必要となります。

※2　調査書 ⑴ 出身高等学校等作成のもの（開封無効）
 ⑵  高等学校卒業程度認定試験合格者および大学入学資格検定合格者は、「合格成績証明書」を提出してください

（見込み者は、「合格見込成績証明書」）。
 ⑶  既卒生で成績情報保存期間等により、調査書が提出できない場合は、卒業証明書（原本）または成績証明書（成

績通知簿）を提出してください。
※3　 社会人の方は、職務経歴書を提出してください。提出用の様式は、ホームページより印刷してご使用ください。

（P.6　手元に「出願書類」がない場合を参照）
※4　 AO入試Ⅰ期、Ⅱ期で既卒生の方はエントリー時に提出してください。（調査書が提出できない場合は、※2 ⑶の証明書）

なお、面接結果通知で出願許可となった許可者が出願する際、再提出は不要です。

① 入学願書（図1）
　  　入学願書記入例（P.7）を参照し、記入してください。

② 調査書
　  　複数回出願する場合、２回目の出願から提出する必要

はありません（AO入試Ⅰ期・Ⅱ期のエントリー者で調
査書などを提出した既卒生を含む「6．提出書類」の※4
を参照）。

③ 検定料（図2）
　  　20,000円を郵便為替（普通為替）で同封してくださ

い（受取人指定欄は記入しないでください）。願書持込
の場合は現金でも受領します。

④ 受験票・原票（図3）
　  　返信先、氏名、志望学科名、試験地を記入し、顔写真

と速達分の切手（323円、2022年4月1日時点）を貼っ
てください。願書持込の場合は、切手は不要です。

⑤ 推薦書　　　　　　　　　　　　
　  　別紙推薦書を出身高等学校等で作成してもらってくだ

さい。なお、様式はホームページよりダウンロードして
直接記入できます。

指定校推薦 特別推薦 推薦

（図1）

名前は書かない

（図2）

切手を忘れない（図3）

入　学　願　書
玉野総合医療専門学校

第二志望

男

　女

第一志望

〒　　　　  －

〒　　　　  －

T E L（　　　　  ）　　　　　－

T E L（　　　　  ）　　　　　－

学科学科

入 試

年　　　 月　　   日生
（西暦）

満　　　歳

（西暦）  　　　　　　年３月　 卒業・卒業見込

様方（世帯主の方の御名前を記入してください）

設立区分

立 高等学校
中等教育学校

所在地

高等学校　　 中等教育学校　　　専修学校　　  短期大学　　　大　学

その他（　　　　　　　 ）　　　

学校から下宿等の紹介を　　　　　　　希望　　・　　不要

都　道
府　県

〔注意〕  ※印欄は記入しないでください

◎現住所と同じ場合は同上と
　ご記入ください。

（玉野総合医療専門学校入学願書）

受験番号 ※

写真貼付

上半身正面

最近3ヶ月以内に撮影

裏面に氏名記入

縦4㎝×横3㎝

試　　験　　地

入　試　区　分

氏　　　　　名

志　望　学　科

フ　リ　ガ　ナ

現　　住　　所

フ　リ　ガ　ナ

出　身　学　校

最　終　学　歴

合 否 連 絡 先

下　宿　紹　介

予　備　校　名
塾　　　　　名

（   住　　所   ）

（◯で囲んでください。既卒生の方で、専修学校、短期大学、
  大学に進学している場合、卒業見込みを含む）

出　身　課　程
（◯で囲む）

【普通科・理数科・工業科・商業科・農業科・総合学科・その他（　　　　　　　  科）】

〔コース名称（　　　　　　　　　　　　　　）〕
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⑥ 志願票　
　 　・黒ボールペン等（消えるボールペン、鉛筆不可）を使用し、必ず自筆で記入してください。
　 　※AO入試Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期は不要です。
　 　・ 志願票の出欠状況欄は、受験生が志願票両面に必要事項を記入した後、担任の先生に出欠状況お

よび担任氏名の記入、捺印を依頼してください（既卒生の方はP.5　「6．提出書類」のとおり、
調査書などの書類を提出してください）。

⑦ 学科課題　
　 　学科課題の作成について（P.11）を参照し、作成してください。

⑧ 職務経歴書
　 　社会人の方は提出が必要です。ホームページより印刷してご使用ください。

■手元に「出願書類」がない場合
ホームページ上に同様の書類データがあります。普通紙等（A4）に印刷してご使用ください。
推薦書はダウンロードして直接記入できます。
・封筒貼付用紙（出願封筒用）　　
①入学願書（PDF）　⑤推薦書（PDF・Word・Excel）　⑥志願票（AOⅠ・Ⅱ期エントリー用）（PDF）　
⑧職務経歴書（PDF）
※詳しくはホームページをご確認ください。https://www.tamasen.ac.jp/tamasen/admission.html
※「④受験票・原票」用に必要な速達分の切手代および切手を封筒に入れてお送りください。

　7．学納金等納入金
　� （単位：円）

入学金 納入時期 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計

220,000
前　期（入学手続時） 240,000  95,000 105,000 440,000
後　期（10月） 240,000  95,000 105,000 440,000
年間学納金 480,000 190,000 210,000 880,000

　� （単位：円）
入学金 納入時期 授業料 実験実習費 施設設備費 合　計

220,000
前　期（入学手続時） 325,000 125,000 150,000   600,000
後　期（10月） 325,000 125,000 150,000   600,000
年間学納金 650,000 250,000 300,000 1,200,000

●注意事項�
　・ 専願制の入試（AO入試、指定校推薦入試、特別推薦入試）に合格して入学手続きを行った納入金は、理由の

いかんを問わず返還いたしません。
　・合格通知に同封した「振込依頼書」を用いて金融機関の窓口から入金してください。
　　なお、ATMやネットバンキングからの納入も受け付けています。
　　※ 合格通知に同封の「合格者の皆さまへ冊子 ～ATM・ネットバンキングご利用の際の注意事項～」をご覧く

ださい。
　・入学手続きは期限を厳守してください。

●入学手続き後の入学辞退�
　・ 本校の併願制の入試（推薦入試、一般入試）に合格して入学手続きを行った後、やむを得ない理由により入

学を辞退される場合は、所定の期限（推薦入試：3月9日（木）17時00分必着、一般入試：3月28日（火） 
17時00分必着）までに申請を行うことで、入学金を除いた前期学納金を4月末に返還いたします。

　　合格通知に同封の「合格者の皆さまへ冊子 ～入学辞退に伴う納付金の返還について～」をご参照ください。
　　なお、2月24日（金）17時00分必着までに申請を行った場合、3月末に返還します。

AOⅠ期・Ⅱ期

AOⅠ〜Ⅵ期

保健看護学科

理学療法学科・作業療法学科
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入　学　願　書
玉野総合医療専門学校

第二志望

男

　女

第一志望

〒　　　　  －

〒　　　　  －

T E L（　　　　  ）　　　　　－

T E L（　　　　  ）　　　　　－

学科学科

入 試

年　　　 月　　   日生
（西暦）

満　　　歳

（西暦）  　　　　　　年３月　 卒業・卒業見込

様方（世帯主の方の御名前を記入してください）

設立区分

立 高等学校
中等教育学校

所在地

高等学校　　 中等教育学校　　　専修学校　　  短期大学　　　大　学

その他（　　　　　　　 ）　　　

学校から下宿等の紹介を　　　　　　　希望　　・　　不要

都　道
府　県

〔注意〕  ※印欄は記入しないでください

◎現住所と同じ場合は同上と
　ご記入ください。

（玉野総合医療専門学校入学願書）

受験番号 ※

写真貼付

上半身正面

最近3ヶ月以内に撮影

裏面に氏名記入

縦4㎝×横3㎝

試　　験　　地

入　試　区　分

氏　　　　　名

志　望　学　科

フ　リ　ガ　ナ

現　　住　　所

フ　リ　ガ　ナ

出　身　学　校

最　終　学　歴

合 否 連 絡 先

下　宿　紹　介

予　備　校　名
塾　　　　　名

（   住　　所   ）

（◯で囲んでください。既卒生の方で、専修学校、短期大学、
  大学に進学している場合、卒業見込みを含む）

出　身　課　程
（◯で囲む）

【普通科・理数科・工業科・商業科・農業科・総合学科・その他（　　　　　　　  科）】

〔コース名称（　　　　　　　　　　　　　　）〕

玉野

一 般 Ⅱ期

玉専  太郎

玉専  一郎

玉専予備校

岡山県 玉野市築港１丁目１番地20号

岡山

スポーツトレーナーコース

同  上

私 岡山玉専

保健看護 作業療法

タマセン タロウ 2004

7 0 6 0 0 0 2 0 8 6 3 3 1 6 8 3 0

9　　 4
18

2023

オカヤマケン タマノシ チッコウ

　8．入学願書記入例

■願書記入の注意点
　（注１）  試験地は、玉野（本校）・米子・福山・高松です。以上の中から各入試にある会場（P.19試験会場一覧）を選

んで記入してください。すでに合格した方が対象となる特待生チャレンジ（一般入試Ⅰ期）の試験地は、原則、
玉野（本校）会場のみです。

　（注２）入試区分欄には、受験する入試名を記入してください。
　（注３）氏名欄に記入する漢字は、判読しやすいように記入してください。性別欄には○印で記入してください。
　（注４） 志望学科の第一志望欄に学科名を記入し、第二志望欄（併願制入試のみ）には第二志望の学科名を記入してください。
　（注５） 現住所欄は、受験票、合格通知書ならびに入学手続き書類を送付しますので、郵便番号、住所、○丁目○番地○号、

○○マンション、○○号室、○○様方などを省略せず住所表示どおりに記入してください。
　（注６） 出身学校欄には、高校の所在地（都道府県別）名を記入し、設立区分には、県・市・私等を記入してください。

既卒生の方で、大学・短大などを卒業している（卒業見込みを含む）場合も、卒業高等学校を記入し、最終学歴
の該当区分に○印で囲んでください。

　（注７）予備校・塾に通われている方は、予備校・塾名を記入してください。
　（注８）アパート等の紹介を希望される方は下宿紹介の希望欄に○印を記入してください。
その他　①　黒ボールペン等（消えるボールペン、鉛筆不可）を用いて楷書で明確に記入してください。
　　　　②　必ず本人が記入してください。
　　　　③　※印欄は記入しないでください。

 （注１）  

 （注２）  

 （注３）  

 （注４）  

 （注５）  

 （注６）  

 （注７）  

 （注８）  
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　9．学科の求める人物像
■ 保健看護学科

　学科の教育方針
　 　本学園の建学の理念および本校の校是「学･術･道」を踏まえ、人間尊重と生命に対する高い倫理性を

持つ豊かな人間性を培う。看護ニーズに応え得る豊富な専門知識および技術を身につけ、社会や医療の
動向を見捉えた、保健・医療・福祉の発展に寄与し得る看護の実践者を養成する。

　学科の教育目標
　１） 看護の対象である人間を身体的、精神的、社会的に統合された実存として捉え、対象の基本的権利

と自由を尊重できる。
　２） 個人および地域の健康課題を、人びとの生活や生き方との関連の中で総合的に判断することができる。
　３） 個人および地域の健康課題の解決に必要な社会資源の開発や関連職種との連携・協働によるサービ

スのシステム化が考察でき、看護が提供できる。
　４）自らの看護観を深め、看護の向上を目指し、研究的態度を養い自己啓発できる。
　５）看護活動を通して国際交流ならびに国際貢献ができる。

　期待する人物
　１）幅広い年代の人々に関心を持ち、コミュニケーションを通して人間関係を構築できる人。
　２）看護の分野はもちろん、広く社会の現状や保健・医療・福祉の動向に関心や興味が持てる人。
　３）基本的な読解力、表現力、計算力があり、まじめで学習意欲のある人。
　４）将来どのような看護師、保健師になりたいか、目的意識をしっかりと持った人。

　　１）看護師、保健師として活躍
　　　　医　療　機　関：病院、診療所
　　　　行　政　機　関：保健所、市町村保健センター
　　　　社 会 福 祉 施 設：老人福祉施設、児童福祉施設等
　　　　保　健　施　設：介護老人保健施設、訪問看護ステーション等
　　　　そ　　の　　他：健診機関、企業等
　　２）大学院、助産師養成校、養護教諭特別別科等への進学

　　 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、高度専門士（医療専門課程）称号付与、大学院
入学資格、第1種衛生管理者（保健師免許取得後の申請で取得可能）

将来の進路

取得できる主な資格
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■ 理学療法学科

　学科の教育方針
　 　本学園の建学の理念および本校の校是「学・術・道」を踏まえ、保健・医療・福祉分野における有機的

関連のある教育を行い、高度の専門知識と技術および幅広い教養を兼備した優秀な理学療法士を養成する。

　学科の教育目標
　１） 理学療法士として、自らの職業的自己認識性を早期に確立し、科学的根拠に立脚した技術の向上の     

ために探求的態度を養うことができる。
　２） リハビリテーション医療は、障がいのある個人を援助し、可能な限りその機能を発揮させ、また、    

社会の中に統合させるように、医学的・社会的・教育的・職業的な各手段を組み合わせて実行する
過程であることが理解できる。

　３） 能力低下によって、基本的な日常生活動作や社会・経済的活動が制限されている状態を把握する。    
この状態は身体障害のみならず、知的障害や心理的障害などによっても生ずることを理解させる。

　４） 日常生活や社会活動における能力低下を有する人々の直面する問題は、その属する社会によって異
なることを考慮し、リハビリテーション医療は身体的機能障害を防ぎ、知的、心理的能力低下を減
少させ、それが社会で不利にならないようにすることを理解させる。

　５）リハビリテーションの実践を通して国際交流ならびに国際貢献ができる。

　期待する人物
　１）幅広い年代の人々に関心を持ち、コミュニケーションを通して人間関係を構築できる人。
　２）理学療法の分野はもちろん、広く社会の現状や保健・医療・福祉の動向に関心や興味が持てる人。
　３）基本的な読解力、表現力、計算力があり、まじめで学習意欲のある人。
　４）将来どのような理学療法士になりたいのか、目的意識をしっかりと持った人。

　　１）理学療法士として活躍
　　　　医　　療　　機　　関：病院、診療所、リハビリテーションセンター
　　　　介護保険サービス施設：介護保険法関連施設、老人福祉法関連施設等
　　　　小　　児　　施　　設：肢体不自由児施設、児童福祉法関連施設、特別支援学校
　　　　教　　育　　機　　関：理学療法士養成校（教員）
　　　　そ　　　 の 　　　他：障害者総合支援法関連施設、行政機関、企業等
　　２）大学院への進学

　　理学療法士国家試験受験資格、高度専門士称号付与、大学院入学資格
　　 【目指せる資格】 NSCA認定パーソナルトレーナー※、NSCA認定ストレングス＆コンディショニングス

ペシャリスト※　※（2020年3月31日よりNSCAジャパン認定校）、福祉住環境コーディ
ネーター2級、JADECC認知症ライフパートナー2級、レクリエーション・インストラ
クター、初級障がい者スポーツ指導員、アスレティックトレーナー、普通救命講習Ⅱ

将来の進路

取得できる主な資格
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■ 作業療法学科

　学科の教育方針
　 　本学園の建学の理念および本校の校是「学・術・道」を踏まえ、同時に世界人権宣言や児童権利宣言   

に掲げられている人類社会すべての構成員の基本的人権に対して、国際的に合意されたリハビリテー
ション理念に基づく豊富な専門知識および技術を身につけ、保健・医療・福祉の社会構造の発展に資す
る作業療法士を養成する。

　学科の教育目標
　１） 作業療法士として、自らの職業的自己認識性を早期に確立し、科学技術の向上のために探求的態度

を養うことができる。
　２） リハビリテーション医療は、障がいのある個人を援助し、可能な限りその機能を発揮させ、また、

社会の中に統合させるように、医学的・社会的・教育的・職業的な各手段を組み合わせて実行する
過程であることが理解できる。

　３） 障がいにより、人間の行う基本的な日常生活動作や社会的経済活動が制限されている状態を把握し、
その原因が身体機能のみならず、知的機能や心理的機能にも存在することを理解できる。

　４） また、その障がいを有する人々の直面する生活上の問題はその人の生活環境によって異なることを
考慮し、作業療法はまず人間に生ずる機能障害を防ぎ、活動能力の制限、社会参加の制約にならな
いようにすることを認識できる。

　５）リハビリテーションの実践を通して国際交流ならびに国際貢献ができる。

　期待する人物
　１）幅広い年代の人々に関心を持ち、コミュニケーションを通して人間関係を構築できる人。
　２）作業療法の分野はもちろん、広く社会の現状や保健・医療・福祉の動向に関心や興味が持てる人。
　３）基本的な読解力、表現力、計算力があり、まじめで学習意欲のある人。
　４）将来どのような作業療法士になりたいのか、目的意識をしっかりと持った人。

　　１）作業療法士として活躍
　　　　医　　療　　機　　関：病院、診療所、リハビリテーションセンター
　　　　介護保険サービス施設：介護保険法関連施設、老人福祉法関連施設等
　　　　小　　児　　施　　設：肢体不自由児施設、児童福祉法関連施設、特別支援学校
　　　　教　　育　　機　　関：作業療法士養成校（教員）
　　　　そ　　　 の 　　　他：障害者総合支援法関連施設、行政機関、企業等
　　２）大学院への進学

　　作業療法士国家試験受験資格、高度専門士称号付与、大学院入学資格
　　 【目指せる資格】 保育士、福祉住環境コーディネーター2級、JADECC認知症ライフパートナー3級・

2級、レクリエーション・インストラクター、AEAJアロマテラピー検定2級・1級、
メイクセラピー検定3級・2級、普通救命講習Ⅱ

将来の進路

取得できる主な資格
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　10．ＡＯ入試　　　　　（高校生・既卒生・社会人）

■概要
　AO入試は、本校を第１志望とする専願制の入試で、合格した際は必ず入学することが条件となります。志
望学科は、第１志望のみ記入できます。受験生は、「学科の求める人物像（P.8～P.10）」を参考に「志
願票」（Ⅰ期・Ⅱ期のみ）と「学科課題」を提出します。その後、エントリーしたものを対象に能力や適性、意欲、
目的意識などを多面的に評価する面接および書類選考（保健看護学科は面接の中で口頭試問）を実施します。
※保健看護学科はAO入試Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期のみ募集します。

■日程
　「AO入試の流れ」（P.12）をご確認ください。

■提出書類（AO入試Ⅰ期・Ⅱ期）
　○エントリー　　　　　　　　　○出願
　　「志願票」、「学科課題」　　　　　「入学願書」、「調査書」、「検定料」、「受験票・原票」

■提出書類（AO入試Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期）
　○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」

　　※既卒生・社会人の方は提出書類が異なります。詳細は、P.5「6．提出書類」を確認してください。

■学科課題の作成について
学 科 課 題 名：学科を志望した理由
課 題 内 容：学科を志望した理由を自己アピールを含み、800字～1,200字で記入してください。
作成について：
・市販の400字詰め原稿用紙（A4サイズ縦型）に横書きで作成してください。
・ 自筆であること。黒のボールペン等（消えるボールペン、鉛筆不可）で、丁寧に記入してください。

パソコン等による印字は認めません。
・ 表紙を付けてください。「学科課題」と記入し、学科課題名・志望学科・氏名を記入し、ページ数を

表紙から1、2、3、4と各用紙の下に記入してください。

■時間割（AO入試Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期・Ⅵ期）
日　程 時　間

受　付　開　始 9：00
入　室　完　了 9：30
面　　　　　接 9：40～

※面接は１人30分程度の個人面接です。

専願制

《課題の表紙作成例》 《学科課題作成例》

「学科課題」

学科課題名：学科を志望した理由

志望学科：○○○○学科

氏　　名：玉野　専一

1

横書き

2
3
4

各入試区分
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ＡＯ入試の流れ

　□ＡＯ入試Ⅰ期・Ⅱ期の流れ（理学療法学科、作業療法学科）

エントリー 面接連絡 面接日 面接結果通知
Ⅰ期 7/1㈮～7/21㈭

➡

Ⅰ期 7/28㈭まで随時

➡

Ⅰ期 7/4㈪～7/29㈮

➡

Ⅰ期 8/5㈮まで随時
Ⅱ期 7/25㈪～8/19㈮ Ⅱ期 8/25㈭まで随時 Ⅱ期 7/28㈭～8/26㈮ Ⅱ期 9/2㈮まで随時

「志願票」、「学科課題」を
郵送または本校へ持参して
ください。

面接時間を本校担当者から
電話連絡します。
※ 電話に出るのが難しい時間帯があ

れば、志願票の連絡先欄に連絡の
つく日程や時間を記入してくださ
い。

試験地は玉野（本校）のみ
です。

面接実施後１週間以内に志
願者に郵送で通知します。

出願手続 合格発表 入学手続
Ⅰ期 9/5㈪～9/20㈫

➡

Ⅰ期 10/3㈪

➡

Ⅰ期 10/21㈮
Ⅱ期 9/5㈪～9/20㈫ Ⅱ期 10/3㈪ Ⅱ期 10/21㈮
⇒検定料発生
出願許可者は願書受付期間
内に「入学願書」、「調査書」、

「検定料」、「受験票・原票」
を提出してください。

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）

 
　□ＡＯ入試Ⅱ期の流れ（保健看護学科）

エントリー 面接連絡 面接日 面接結果通知
7/25㈪～8/19㈮

➡
8/23㈫

➡
8/27㈯

➡
9/2㈮

「志願票」、「学科課題」を
郵送または本校へ持参して
ください。

面接時間を本校担当者から
電話連絡します。
※ 電話に出るのが難しい時間帯があ

れば、志願票の連絡先欄に連絡の
つく日程や時間を記入してくださ
い。

試験地は玉野（本校）のみ
です。
面接の中で、口頭試問を行
います。

志願者に郵送で通知しま
す。

出願手続 合格発表 入学手続
9/5㈪～9/20㈫

➡
10/3㈪

➡
10/21㈮

⇒検定料発生
出願許可者は願書受付期間
内に「入学願書」、「調査書」、

「検定料」、「受験票・原票」
を提出してください。

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）

 
　□ＡＯ入試Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ期の流れ（保健看護学科、理学療法学科、作業療法学科）
　□ＡＯ入試Ⅵ期の流れ（理学療法学科、作業療法学科）

エントリー・出願 入試日（面接） 合格発表 入学手続
Ⅲ期 9/5㈪～9/20㈫

➡

Ⅲ期 9/24㈯

➡

Ⅲ期 10/3㈪

➡

Ⅲ期 10/21㈮
Ⅳ期 10/24㈪～11/8㈫ Ⅳ期 11/12㈯ Ⅳ期 11/18㈮ Ⅳ期 12/2㈮
Ⅴ期 11/24㈭～12/13㈫ Ⅴ期 12/17㈯ Ⅴ期 12/23㈮ Ⅴ期 2023/1/6㈮
Ⅵ期 2023/2/1㈬～2/14㈫ Ⅵ期 2023/2/18㈯ Ⅵ期 2023/2/24㈮ Ⅵ期 2023/3/3㈮

「入学願書」、「調査書」、「検
定料」、「受験票・原票」、「学
科課題」を郵送または本校
へ持参してください。

試験地は玉野（本校）のみ
です。
保健看護学科のみ、面接の
中で口頭試問を行います。

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）
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　11．指定校推薦入試　　　　　（高校生）

■概要
　指定校推薦入試は、高等学校長が優秀と認め推薦する志願者（卒業見込み者のみ）を対象とする入試です。
本校を第1志望とする専願制で、合格した際は必ず入学することが条件となります。志望学科は、第1志望
のみ記入できます。合否については、本人および推薦者である学校長宛に通知します。

■日程
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

指定校推薦入試
（専願制） 全学科

2022年10月３日㈪
～

2022年10月11日㈫
2022年
10月15日㈯

2022年
10月21日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2022年11月４日㈮

■出願条件
　指定校推薦を依頼する高等学校等へ文書により、推薦対象の学科および出願基準となる調査書の評定平
均値などの詳細をお知らせしますので、各学校の進路指導室で確認してください。（推薦依頼は５月上旬
予定。）
　※「指定校推薦入試」と「特別推薦入試」は同時に出願できません。

■出願書類
　「入学願書」、「調査書」、「検定料」、「受験票・原票」、「推薦書」

■選考方法　　�

■時間割　　　

専願制

全学科
⃝書類選考
⃝面接

［全学科］
受付開始  9：00
入室完了  9：30

　面　　接※  9：40～

※面接は１人20分程度の個人面接です。
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　12．特別推薦入試　　　　　（高校生・既卒生・社会人）

■概要
　特別推薦入試は、高等学校長が優秀と認め推薦する志願者を対象とする入試です。本校を第1志望とす
る専願制で、合格した際は必ず入学することが条件となります。志望学科は、第1志望のみ記入できます。
合否については、本人および推薦者である学校長宛に通知します。なお、調査書の評定平均値に出願基準
はありません。

■日程
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

2022年10月３日㈪
～

2022年10月11日㈫
2022年
10月15日㈯

2022年
10月21日㈮

玉野（本校）、
福山、高松 一括手続き　2022年11月４日㈮

■出願書類
　「入学願書」、「調査書」、「検定料」、「受験票・原票」、「推薦書」

■選考方法　　�

■時間割　　　

専願制

全学科
⃝小論文
⃝書類選考
⃝面接

［全学科］
受付開始  9：00
入室完了  9：30
小 論 文  9：40～10：40

　面　　接※ 10：50～

※面接は１人15分程度の個人面接です。

− 14 −



　13．推薦入試　　　　　　　　　　　 （高校生・既卒生・社会人）

■概要
　推薦入試は、高等学校長が優秀と認め推薦する志願者を対象とする入試で、Ⅰ期・Ⅱ期を行います。合
否については、本人および推薦者である学校長宛に通知します。併願制の入試で、第2志望まで記入でき
ます。なお、調査書の評定平均値に出願基準はありません。

■日程
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

推薦入試Ⅰ期
（併願制） 全学科

2022年10月24日㈪
～

2022年11月８日㈫
2022年
11月12日㈯

2022年
11月18日㈮

玉野（本校）、
福山、高松

一次締切日　2022年12月２日㈮
二次締切日　2022年12月９日㈮

推薦入試Ⅱ期
（併願制） 全学科

2022年11月24日㈭
～

2022年12月13日㈫
2022年
12月17日㈯

2022年
12月23日㈮

玉野（本校）、
米子、福山、高松

一次締切日　2023年１月６日㈮
二次締切日　2023年１月13日㈮

■出願書類
　「入学願書」、「調査書」、「検定料」、「受験票・原票」、「推薦書」

■選考方法
　推薦入試Ⅰ期▶　

　推薦入試Ⅱ期▶　

■時間割
　推薦入試Ⅰ期�
　［全学科］

受付開始  9：00
入室完了  9：30

１時限目
国語、数学、
英語、生物
から1科目選択

 9：40～10：30

　面　　接※ 10：40～

併願制 第2志望あり

全学科
⃝国語、数学、英語、生物から１科目（50分）
⃝書類選考
⃝面接

全学科
⃝国語、数学、英語、生物から２科目（100分）
⃝書類選考
⃝面接

　推薦入試Ⅱ期
　［全学科］

受付開始  9：00
入室完了  9：30

１時限目
国語、数学、
英語、生物
から2科目選択

 9：40～11：20

　面　　接※ 11：30～

※面接は１人15分程度の個人面接です。
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　14．一般入試　　　　　　　　　　　 （高校生・既卒生・社会人）

■概要
　一般入試は、公募型の入試で、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期それぞれ異なる選考方法で選抜を行います。Ⅰ期では、
２科目の筆記試験を課し、入試特待生制度による特待生の選考も兼ねて行います。Ⅱ期では、１科目の筆
記試験と面接で選考し、Ⅲ期では、小論文（論理的な表現力）と面接で選考を行います。併願制の入試で、
第２志望まで記入できます。

■日程
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

一般入試Ⅰ期
（併願制） 全学科

2023年１月６日㈮
～

2023年１月24日㈫
2023年
１月28日㈯

2023年
２月３日㈮

玉野（本校）、
米子、福山、高松

一次締切日　2023年２月10日㈮
二次締切日　2023年２月17日㈮

一般入試Ⅱ期
（併願制） 全学科

2023年２月１日㈬
～

2023年２月14日㈫
2023年
２月18日㈯

2023年
２月24日㈮

玉野（本校）、
米子、福山、高松

一次締切日　2023年３月３日㈮
二次締切日　2023年３月10日㈮

一般入試Ⅲ期
（併願制） 全学科

2023年３月１日㈬
～

2023年３月17日㈮
2023年
３月22日㈬

2023年
３月24日㈮ 玉野（本校） 一括手続き　2023年３月29日㈬

■出願書類
　「入学願書」「調査書」「検定料」「受験票・原票」 ※特待生チャレンジの出願書類はP.17をご確認ください。

■選考方法
　Ⅰ期▶　

　Ⅱ期▶　�

　Ⅲ期▶　�

■時間割
　一般入試Ⅰ期［全学科］�

受付開始  9：00
入室完了  9：30

１時限目
国語、数学、
英語、生物
から2科目選択

 9：40～11：20

　面　　接※ 11：30～
　一般入試Ⅱ期［全学科］

受付開始  9：00
入室完了  9：30

１時限目
国語、数学、
英語、生物
から1科目選択

 9：40～10：30

　面　　接※ 10：40～

併願制 第2志望あり

全学科
⃝国語、数学、英語、生物から２科目（100分）
⃝書類選考　　　　　　　⃝面接

全学科
⃝国語、数学、英語、生物から１科目（50分）
⃝書類選考　　　　　　　⃝面接

全学科
⃝小論文（60分）　　　　⃝書類選考
⃝面接

　一般入試Ⅲ期［全学科］
受付開始  9：00
入室完了  9：30
小 論 文  9：40～10：40

　面　　接※ 10：50～
※面接は１人15分程度の個人面接です。
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　15．特待生制度
■入試特待生制度
　対象となる入試：一般入試Ⅰ期
　全体の成績上位合格者5名程度を特待生とし、入学年度の授業料を半額免除します。
　　※筆記試験の合計点のみで選考します。

■在学生特待生制度
　2年次以上の学生で、各学科から優秀者を選出し、授業料の半額を免除します。
　（例年、対象者10名程度）

　16．入学前教育
　AO入試（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ期）、指定校推薦入試、特別推薦入試の合格者には入学までの基礎学力、
学習意欲の向上、更には、継続した学習習慣を身につけるために入学前教育を課しています。内容は学科
によって異なり、4月から始まる本校での勉学の基礎になりますので、熱心に取り組んでください。

■課題送付（送付時期は予定）
　AO入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、指定校推薦入試、特別推薦入試：11月下旬
　AO入試Ⅳ期：12月中旬
　AO入試Ⅴ期：１月中旬

事前に行われた入試での合格者は、特待生の権利を得るために検定料無料で、特待生にチャレンジで
きます。

 「入学願書」、「受験票・原票」
 ※「調査書」、「検定料」は不要です。

① 所定の入学手続きが終了、または一次手続きが終了（入学金振込等）しており、合格した学科を受
験する場合のみ、検定料無料となります。

②試験地は、原則、玉野（本校）会場のみ。
※ 事前に行われた併願制入試で合格した学科以外の学科を受験する際は、検定料が必要となります。

出願書類

出願条件

特待生チャレンジ時の出願方法
（AO入試（Ⅰ〜Ⅴ期）、指定校推薦入試、特別推薦入試、推薦入試（Ⅰ期・Ⅱ期）で合格した方対象）
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　17．奨学制度

　本校では向学心に富み、人物・学業ともに優れておりながら、経済的理由により修学が困難な学生に対
して、学業継続を目的とした各種奨学制度を取り扱っています。

□　日本学生支援機構奨学金　HP：https://www.jasso.go.jp/（2021年度募集実績）

種　　　別 利　息 貸　与　金　額

第一種奨学金 無利子 月
額

自宅通学生　　20,000円、30,000円、40,000円、53,000円から選択
自宅外通学生　20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円から選択

第二種奨学金 有利子 月
額

20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、
80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円から選択
※貸与月額は採用決定後でも変更できます。

入学時特別増額貸与奨学金 一時金
（有利子）

100,000円、200,000円、300,000円、400,000円、500,000円
から選択

※給付型奨学金（2021年度対象校）については、本校までお問い合わせください。

□　その他の奨学金制度（2021年度募集実績）

対　象　学　科 奨　学　金　名　称　・　月　額

全 学 科 玉野市奨学生（月額3万円）/倉敷市奨学金（貸付月額1万円・給付月額8千円）
交通遺児育英会（月額4万円～6万円）

保 健 看 護 学 科 玉野市医師会奨学生（月額3万円）/島根「ふるさと」看護奨学金（一括60万円）
鳥取県看護職員修学資金（月額3.6万円）

理学・作業療法学科 京都府理学療法士等修学資金（月額3.6万円）
鳥取県理学療法士等修学資金（月額3.6万円）

 ※詳しい内容は本校までお問い合わせください。

　18．教育ローン
□　加計学園　提携教育ローン「学費サポートプラン」�
　 　（株）オリエントコーポレーションと提携した教育ローンです。入学金・授業料・教材費・実習費・研修費・

海外研修費用などの学校納付金をサポートします。申込から最短5日（Web申込なら最短１日）で手続
きが完了し、スピーディーに融資されます。融資額は総額500万円以内です。詳細はオリエントコーポ
レーション学費サポートプランホームページでご確認ください。

　https://orico.tv/gakuhi/login.php

□　国の教育ローン
　 　日本政策金融公庫による公的な融資制度「国の教育ローン」があります。詳しくはホームページで 

ご確認ください。　https://www.jfc.go.jp/

□　銀行・信金・労金等に教育ローンがあります。各行にお問い合わせください。
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　19．試験会場一覧
■試験会場一覧

試験地 試験会場名 所　在　地 電　話
指定校
推薦

特別
推薦

推薦
Ⅰ期

推薦
Ⅱ期

一般
Ⅰ期

一般
Ⅱ期

一般
Ⅲ期

10/15
㈯

10/15
㈯

11/12
㈯

12/17
㈯

1/28
㈯

2/18
㈯

3/22
㈬

玉野
（本校） 玉野総合医療専門学校 〒706-0002

岡山県玉野市築港1-1-20 0863-31-6830 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米子 国際ファミリープラザ 〒683-0823
鳥取県米子市加茂町2-180 0859-37-5112 − − − ○ ○ ○ −

福山 ホテル1-2-3福山 〒720-0065
広島県福山市東桜町1-41 084-932-3939 − ○ ○ ○ ○ ○ −

高松

サン・イレブン高松 〒760-0067
香川県高松市松福町2-15-24 087-821-3315 − ○ − ○ − ○ −

地域職業訓練センター 〒761-8031
香川県高松市郷東町587-1 087-882-2854 − − ○ − − − −

レクザムホール高松 〒760-0030
香川県高松市玉藻町9-10 087-823-3131 − − − − ○ − −

■地方会場地図
�

場
会
子
米

国際ファミリープラザ

鳥取大学医学部

米子市役所

米子城跡

米子市美術館

高島屋

賀茂神社天満宮

ANA Crowne
Plaza Yonago

加茂川・中海遊覧船

米子ニューアーバンホテル

米子ユニバーサルホテル

ホテルハーベストイン米子

イオン

鳥取大学医学部
附属病院

国際ファミリープラザ

博労町

米子

JR高松駅
玉藻公園

さぬき浜街道

中
央
通
り

ことでん
高松築港駅

ことでん
片原町駅

サンポートホール高松

サンポート高松地下駐車場

JRホテルクレメント高松

高松高等裁判所

香川県立ミュージアム

香川県玉藻町駐車場

レクザムホール
P

P

P

P

場
会
松
高

レクザムホール

場
会
松
高

サン・イレブン高松

サン・イレブン高松

高松市立玉藻中

高松高等予備校

ホテルパール
ガーデン

高松商工会議所

栗林公園

市民交流プラザ
IKODE瓦町

イオン 屋島総合病院

春日川
琴電志度線

高徳線 琴
電
長
尾
線

木太町
花園

栗林

栗林公園

栗林公園北口

片原町

今橋

高松築港

香川こだま学園

高松大 夕凪の湯
HOTEL花樹海

郵便局

TSUTAYA

マクドナルド
旬や

郵便局

郵便局
業務スーパー

スシロー

セブンイレブン

手打ちうどん
はりや

香川県警察
運転免許センター

警察学校

アマンダンカルム

ファミリーマート

アールベル
アンジェ高松

ジャパン
スイミングスクール手打ちうどん

ひさ枝
マルナカ
イオンモール

看護福祉専門学校

ローソン

ブックオフ
DCMダイキ

香西JR

昭和町JR

香川県立盲学校

香川大

香川大学
経済学部

地域職業訓練
センター

福山市役所

福山商工会議所

広島県立歴史博物館

福山城公園 福山駅北口広場

小学校
幼稚園

福山郵便局

福山ホテル旅館組合

ホテルトレンド

セブンイレブン

セブンイレブン

プラネット 福山公共職業安定所

ホテル1-2-3JR福山駅

場
会
山
福

ホテル1-2-3

場
会
松
高

地域職業訓練センター
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　20．Q��＆��Ａ

指定校推薦・特別推薦・推薦入試の出願に
あたり、評定平均値の基準がありますか？
指定校推薦入試では、評定平均値の基準が
あります。高等学校へ確認してください。
特別推薦・推薦入試では、評定平均値の基
準は設けておりません。学校長より推薦し
ていただける方であれば受験可能です。

社会人および既卒生は推薦入試を受験でき
ないのでしょうか？
社会人の方も既卒生の方も特別推薦・推薦
入試は受けられます。ただし、推薦書の提
出が必要となる為、卒業後数年が経過し発
行が不可能な場合は受験できません。

出身高等学校から年数経過のため調査書が
発行できないと言われました。
調査書が提出できない場合は、卒業証明書

（原本）または成績証明書（成績通知簿）を
提出してください。
P.5「6．提出書類」を参照

出願後に出願内容の変更はできますか？

「試験地」・「入試日」・「志望学科」について
は理由のいかんに関わらず変更できません。
その他、氏名、住所等身上事項に変更が生
じた場合は本校入試係にご連絡ください。

出願後に辞退した場合、検定料は返金され
ますか？
検定料はいかなる場合においても返金され
ません。

大卒等の場合、出願書類に違いがあります
か？
大卒の方も高等学校の調査書を提出してく
ださい。

第2志望学科で合格になった場合、次の入試
で再び第1志望の学科を受験することができ
ますか？
再度、第1志望の学科を受験することは可能
です（入学手続きを済ませていれば第２志
望学科合格の権利は取り消されません）。

社会人や大学生はどの区分で受験できます
か？
ＡＯ入試、特別推薦入試、推薦入試、一般
入試で受験できます。詳細はP.11からの
各入試区分をご参照ください。

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

Q5

A5

Q6

A6

Q7

A7

Q8

A8

玉野会場と地方会場で、有利・不利になる
ようなことはありますか？
試験実施時間、入試問題、面接内容ともに
本校会場と同じです。有利・不利になるこ
とはありません。

天災や事故等で公共の交通機関が大幅に乱
れた場合でも遅刻・欠席になりますか？
天災や事故等で公共の交通機関が大幅に乱
れ、遅刻・欠席が予測できた時点で本校入
試係にご連絡ください。本人の責めに帰さ
ない遅刻の場合は救済措置ができますが、
欠席の場合はできないことがあります。

面接の形態を教えてください。

面接官2名、受験生1名の個人面接になりま
す。受験生が多い場合、1時間以上待機して
いただく場合があります。

入試当日受験票を忘れた場合、受験できな
いでしょうか？
受験できます。本人確認の後、仮受験票を
発行しますので、それを持って受験しても
らいます。

筆記試験の時間中、机の上に置けるものは
何ですか？
①受験票、②黒鉛筆、シャープペンシル

（HB以上の芯）、③消しゴム、④鉛筆削り
（電動式は不可）、⑤時計（アラーム機能は
使用しないこと。通信機能付腕時計型携帯
端末は不可）

試験会場に駐車場はありますか？

玉野会場のみ駐車場があります。地方会場
へは公共交通機関をご利用ください。

付き添い者の控室はありますか？

あります。

試験当日の昼食は持参したほうが良いです
か？
昼食の持参は不要です。場合により正午を
超えることがございますが、試験会場での
お食事はご遠慮ください。

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

Q5

A5

Q6

A6

Q7

A7

Q8

A8

出願編 受験編
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個人情報の取り扱いについて
　出願および入学手続きに際し、お知らせいただいた住所、氏名、電話番号、その他の個人情報は、
入学試験、合格発表、入学手続き、入学前教育およびこれらに付随する事項等を行うために使用し
ます。玉野総合医療専門学校はこれらの個人情報について責任を持って管理し、目的以外の用途に
は使用しません。なお、業務の一部を業者に委託する場合があります。
　個人情報の取り扱いについては、玉野総合医療専門学校のホームページに掲載しています。

マルナカ

宇野みなと線
Ｊ
Ｒ
宇
野
み
な
と
線



学校法人　加計学園

玉野総合医療専門学校
〒706-0002　岡山県玉野市築港１丁目1-20　TEL 0863-31-6830／FAX 0863-33-9067　E-mail：info@tamasen.ac.jp　URL：https://www.tamasen.ac.jp
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