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■ 建学の精神
「生命への畏敬」

「職業人としての自立」

“人間は、地球上に存在する多種多様な生命に対し、尊敬の心を持ち、生態系の摂理の中で生かされている生命であると

いう思想のもと、共に生きるものに限りない愛を注ぐ”この精神を通して調和のとれた平和な社会の建設に寄与する豊

かな人間性と幅広い視野を持つ人間教育を行う。

■ 教育理念
「生

いのち

命を生きる」

動物愛護の精神のもと、人間が自分たちよりも小さな弱い立場の生命に思いやりの心を忘れず、動物たちと豊かに共生

すること。

■ 校風
「礼節」や「思いやりの和の心」を大切にする

全ての学修を通して、正しい人生観、社会観、自然観の思想を背景に、学問・技術の修得にとどまらず、礼節や思いや

りの和の心を育み、人として備えるべき教養を重視。

「禁煙」

コンパニオンアニマルを対象とした生命の教育を行っている本校は創立以来禁煙です。

■ アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
本校が求める学生像は、人と動物の架け橋になる者です。入学者受入方針は以下の通りです。

・本校の建学の精神および教育理念に共感する者。

・動物に深い理解と愛情を持ち、人と動物の豊かな共生社会を目指す者。

・動物看護学に興味を持ち、専門知識と技術を学ぶための基礎学力を有する者。

・愛玩動物看護師を目指し、広い視野に立ち、コミュニケーションを大切にする者。

■ 個人情報の取り扱いについて
願書等に記載された個人情報は、法律(個人情報保護法)に基づき適正に管理し、入学試験および合格発表、入学手続以

外の目的には使用しません。
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学校推薦型選抜試験
（公募制）

社会人選抜試験

一般選抜試験

総合型選抜試験

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

9月16日（土）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）

10月  5日（木）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

3月  6日（水）

6月25日（日）

7月23日（日）

8月20日（日）

9月  3日（日）

10月  1日（日）

11月26日（日）

12月23日（土）

出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日

総合型選抜試験

B日程

C日程

D日程

E日程

F日程

G日程

A日程 令和5年  6月  1日（木）～  6月20日（火）

令和5年  6月30日（金）～  7月18日（火）

令和5年  7月24日（月）～  8月10日（木）

令和5年  8月21日（月）～  8月29日（火）

令和5年  9月  8日（金）～  9月26日（火）

令和5年11月10日（金）～11月21日（火）

令和5年11月27日（月）～12月19日（火）

令和5年  9月  1日（金）～  9月11日（月）

令和5年  9月25日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

令和6年  2月16日（金）～  2月27日（火）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

エントリー区分 エントリー期間 講習

【募集学科・修業年限・募集人員】　
　　愛玩動物看護学科　3年（男女 全日制）　120名

【入学試験日程】

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験およびエントリー、出願受付を行わないことがあります。
エントリーおよび出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

入試区分
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【ヤマザキ学園特待生制度】 ※特待生制度に該当する場合は、合格後に通知します。

【支給額】10万円（返還不要）
以下のいずれかの条件を満たしたうえで、総合型選抜試験Ⅰ期、学校推薦型選抜試験（指定校制）Ⅰ期、学校推薦型選抜
試験（公募制）Ⅰ期、社会人選抜試験Ⅰ期を優秀な成績で合格し入学する学生若干名を限度に支給します。
① 高等学校での全体の学習成績の状況（評定平均値）が4.0以上の者
② 4年制大学卒業見込みの者および既卒者、または高度専門士の称号を付与された者および取得見込みの者
③ 大規模災害被災学生および家計急変者対象の学費減免制度があります（詳細は出願前に入試広報課までお問い合わせ

ください）。

【兄弟姉妹・親子入学支援】 
兄弟姉妹または父母がヤマザキ学園関連校の在校生または卒業生であり、本校に専願進学を希望する者に対し、入学
手続時に入学金20万円を減免します。
※希望する者には、事前申請書を送付しますので、出願前に入試広報課までお問い合わせください。
※他の本校特待生・奨学金制度との重複申請はできません。

　
　出

願 知
通
日
験
試

験
試
学
入

　
　合

格 続
手
学
入

可
許
学
入

内
案
費
材
教

ン
エ
リ
オ 入  

学  

式

合格通知受領後、それぞれの手続締切日までに
入学時納入金の納付をお願いします。

※総合型選抜試験の流れは5ページ参照。

【出願から入学までの流れ】

【学納金】
1、入学時納入金 815,810円
① 入　　学　　金 200,000円
② 前　期　学　費 565,000円
③ 諸　　費　　用 25,810円
④ 委託徴収諸会費 30,000円

2、学費、諸費用、委託徴収諸会費
① 学　費（1～3年次共通）

前　期

後　期

授業料

425,000円

425,000円

施設費

140,000円

140,000円

合　計 年　額

565,000円

565,000円
1,130,000円

③ 委託徴収諸会費（1～3年次共通）
学友会費 後援会費 同窓会費 合計

10,000円 10,000円 10,000円 30,000円

② 諸費用

健康診断費（定期健康診断費）

各種保険料 ※1

校外施設研修費 ※2

企業実習委託費
卒業式関連費（アルバム等含む）

合計

2年次

2,530円

2,380円

900円

10,000円

2,530円

540円

24,770円

3年次

2,530円

1年次

10,000円
10,000円

1,700円

25,810円

10,000円

540円

3,200円

10,000円
15,000円
31,270円

● 国家試験対策に関する費用（講習会参加費等）が別途
　 必要になる場合があります。
● 2年次以降の諸費用は前期学費と同時に徴収します。
● 市場価格の変動・増税等の事柄により、金額が変更
　 になる場合があります。

● 2、3年次にNPO法人日本動物衛生看護師協会が認定する各種資格の取得費用が必要になります。詳細については団体へお問い
合わせください。

※1 各種保険料 内訳：学生災害傷害保険料
                               インターンシップ活動賠償責任保険料
                               学校賠償責任保険料
※2 校外施設研修費 内訳：動物関連施設入場料等

※令和5年2月現在　※変更となる場合があります。

820,810円
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11月24日（金）

12月22日（金）
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7月23日（日）

8月20日（日）
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総合型選抜試験
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令和5年  6月30日（金）～  7月18日（火）

令和5年  7月24日（月）～  8月10日（木）

令和5年  8月21日（月）～  8月29日（火）

令和5年  9月  8日（金）～  9月26日（火）

令和5年11月10日（金）～11月21日（火）

令和5年11月27日（月）～12月19日（火）

令和5年  9月  1日（金）～  9月11日（月）

令和5年  9月25日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）
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令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

令和6年  2月16日（金）～  2月27日（火）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

エントリー区分 エントリー期間 講習

【募集学科・修業年限・募集人員】　
　　愛玩動物看護学科　3年（男女 全日制）　120名

【入学試験日程】

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験およびエントリー、出願受付を行わないことがあります。
エントリーおよび出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

入試区分

4

【エントリー・出願方法】
エントリーおよび出願期間内（締切日必着）に本校所定封筒に必要書類を同封し、簡易書留で郵送または事前連絡のうえ「渋谷
キャンパス2号館」に受験生本人が持参すること。（受付時間：月～金曜日9：00～17：00）※本校閉館日および土曜・日曜・
祝祭日は受付不可。ただし、来校型オープンキャンパス、学校説明会、学校見学、個別相談参加時は受付可。		
※持参は必ず事前連絡のうえ受験生本人のみ受付可。	 	
※エントリーシートおよび出願書類はいかなる理由があっても返却しません。	 	
※エントリーシートおよび出願書類に不備があった場合は講習および試験を受けられない場合があります。

【入学検定料】
20,000円
※銀行にて本校所定の振込用紙でお振込みいただき、「C票	入学検定料領収書（出願用）」を出願書類に同封してください。
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学校推薦型選抜試験
（公募制）

社会人選抜試験

一般選抜試験

総合型選抜試験

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

9月16日（土）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）

10月  5日（木）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

3月  6日（水）

6月25日（日）

7月23日（日）

8月20日（日）

9月  3日（日）

10月  1日（日）

11月26日（日）

12月23日（土）

出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日

総合型選抜試験

B日程

C日程

D日程

E日程

F日程

G日程

A日程 令和5年  6月  1日（木）～  6月20日（火）

令和5年  6月30日（金）～  7月18日（火）

令和5年  7月24日（月）～  8月10日（木）

令和5年  8月21日（月）～  8月29日（火）

令和5年  9月  8日（金）～  9月26日（火）

令和5年11月10日（金）～11月21日（火）

令和5年11月27日（月）～12月19日（火）

令和5年  9月  1日（金）～  9月11日（月）

令和5年  9月25日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

令和6年  2月16日（金）～  2月27日（火）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

エントリー区分 エントリー期間 講習

【募集学科・修業年限・募集人員】　
　　愛玩動物看護学科　3年（男女 全日制）　120名

【入学試験日程】

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験およびエントリー、出願受付を行わないことがあります。
エントリーおよび出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

入試区分

4

【ヤマザキ学園特待生制度】 ※特待生制度に該当する場合は、合格後に通知します。

【支給額】10万円（返還不要）
以下のいずれかの条件を満たしたうえで、総合型選抜試験Ⅰ期、学校推薦型選抜試験（指定校制）Ⅰ期、学校推薦型選抜
試験（公募制）Ⅰ期、社会人選抜試験Ⅰ期を優秀な成績で合格し入学する学生若干名を限度に支給します。
① 高等学校での全体の学習成績の状況（評定平均値）が4.0以上の者
② 4年制大学卒業見込みの者および既卒者、または高度専門士の称号を付与された者および取得見込みの者
③ 大規模災害被災学生および家計急変者対象の学費減免制度があります（詳細は出願前に入試広報課までお問い合わせ

ください）。

【兄弟姉妹・親子入学支援】 
兄弟姉妹または父母がヤマザキ学園関連校の在校生または卒業生であり、本校に専願進学を希望する者に対し、入学
手続時に入学金20万円を減免します。
※希望する者には、事前申請書を送付しますので、出願前に入試広報課までお問い合わせください。
※他の本校特待生・奨学金制度との重複申請はできません。

　
　出

願 知
通
日
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学
入

　
　合

格 続
手
学
入

可
許
学
入

内
案
費
材
教

ン
エ
リ
オ 入  

学  
式

合格通知受領後、それぞれの手続締切日までに
入学時納入金の納付をお願いします。

※総合型選抜試験の流れは5ページ参照。

【出願から入学までの流れ】

【学納金】
1、入学時納入金 815,810円
① 入　　学　　金 200,000円
② 前　期　学　費 565,000円
③ 諸　　費　　用 25,810円
④ 委託徴収諸会費 30,000円

2、学費、諸費用、委託徴収諸会費
① 学　費（1～3年次共通）

前　期

後　期

授業料

425,000円

425,000円

施設費

140,000円

140,000円

合　計 年　額

565,000円

565,000円
1,130,000円

③ 委託徴収諸会費（1～3年次共通）
学友会費 後援会費 同窓会費 合計

10,000円 10,000円 10,000円 30,000円

② 諸費用

健康診断費（定期健康診断費）

各種保険料 ※1

校外施設研修費 ※2

企業実習委託費
卒業式関連費（アルバム等含む）

合計

2年次

2,530円

2,380円

900円

10,000円

2,530円

540円

24,770円

3年次

2,530円

1年次

10,000円
10,000円

1,700円

25,810円

10,000円

540円

3,200円

10,000円
15,000円
31,270円

● 国家試験対策に関する費用（講習会参加費等）が別途
　 必要になる場合があります。
● 2年次以降の諸費用は前期学費と同時に徴収します。
● 市場価格の変動・増税等の事柄により、金額が変更
　 になる場合があります。

● 2、3年次にNPO法人日本動物衛生看護師協会が認定する各種資格の取得費用が必要になります。詳細については団体へお問い
合わせください。

※1 各種保険料 内訳：学生災害傷害保険料
                               インターンシップ活動賠償責任保険料
                               学校賠償責任保険料
※2 校外施設研修費 内訳：動物関連施設入場料等

※令和5年2月現在　※変更となる場合があります。

820,810円
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学校推薦型選抜試験
（公募制）

社会人選抜試験

一般選抜試験

総合型選抜試験

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

9月16日（土）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）

10月  5日（木）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

2月16日（金）

3月  6日（水）

6月25日（日）

7月23日（日）

8月20日（日）

9月  3日（日）

10月  1日（日）

11月26日（日）

12月23日（土）

出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日

総合型選抜試験

B日程

C日程

D日程

E日程

F日程

G日程

A日程 令和5年  6月  1日（木）～  6月20日（火）

令和5年  6月30日（金）～  7月18日（火）

令和5年  7月24日（月）～  8月10日（木）

令和5年  8月21日（月）～  8月29日（火）

令和5年  9月  8日（金）～  9月26日（火）

令和5年11月10日（金）～11月21日（火）

令和5年11月27日（月）～12月19日（火）

令和5年  9月  1日（金）～  9月11日（月）

令和5年  9月25日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

令和6年  2月16日（金）～  2月27日（火）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）

令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）

エントリー区分 エントリー期間 講習

【募集学科・修業年限・募集人員】　
　　愛玩動物看護学科　3年（男女 全日制）　120名

【入学試験日程】

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験およびエントリー、出願受付を行わないことがあります。
エントリーおよび出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

入試区分

4

【エントリー・出願方法】
エントリーおよび出願期間内（締切日必着）に本校所定封筒に必要書類を同封し、簡易書留で郵送または事前連絡のうえ「渋谷
キャンパス2号館」に受験生本人が持参すること。（受付時間：月～金曜日9：00～17：00）※本校閉館日および土曜・日曜・
祝祭日は受付不可。ただし、来校型オープンキャンパス、学校説明会、学校見学、個別相談参加時は受付可。		
※持参は必ず事前連絡のうえ受験生本人のみ受付可。	 	
※エントリーシートおよび出願書類はいかなる理由があっても返却しません。	 	
※エントリーシートおよび出願書類に不備があった場合は講習および試験を受けられない場合があります。

【入学検定料】
20,000円
※銀行にて本校所定の振込用紙でお振込みいただき、「C票	入学検定料領収書（出願用）」を出願書類に同封してください。
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4、入学試験日程
試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 登校日

総合型
選抜試験

Ⅰ期 令和5年  9月  1日（金）～  9月11日（月） 9月16日（土）

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

10月　5日（木）
11月23日（木祝）

Ⅱ期 令和5年  9月25日（月）～10月10日（火） 10月14日（土） 11月　2日（木）

Ⅲ期 令和5年10月18日（水）～10月31日（火） 11月　5日（日） 11月24日（金）
1月13日（土）

Ⅳ期 令和5年11月15日（水）～11月28日（火） 12月　3日（日） 12月22日（金）

Ⅴ期 令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月） 1月27日（土） 2月16日（金） 2月24日（土）

※出願上の注意：Ⅰ期～Ⅴ期のいずれか１回のみ出願可（締切日必着）。
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

5、出願資格
本校のアドミッションポリシーおよび教育方針を十分に理解し、エントリーおよび講習を終了した者で、次に掲げる
出願資格のいずれかに該当する者
・高等学校等を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
・高等専門学校の3年以上を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
・通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
・本校の校長が認める学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
・その他、本校において上記と同等の学力があると認める者および令和6年3月までにこれに該当する見込みの者

6、出願書類
① 入学願書　　　　　　　　本校所定用紙
② 調査書　　　　　　　　　 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で

発行が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
③ 写真2枚　　　　　　　　  縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの  

写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付
④ 受験票　　　　　　　　　   本校所定用紙
⑤ 写真票　　　　　　　　　 本校所定用紙
⑥ 入学検定料領収書（C票）　  銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、「入学検定料

領収書（C票）」を出願書類に同封
⑦ 最終学歴の卒業証明書　　高等学校等卒業者のみ（3か月以内に作成・厳封されたもの）
⑧  合格証明書および　　　　高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ  

合格成績証明書
⑨ 受験票返送用封筒　　　　本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手（344円分）を貼付

7、選考方法
① 書類審査
② 講習参加レポート（講習参加時に提出）
③ 個人面接

5 6

総合型選抜試験　特待生制度対象（詳細は4ページ参照） 

1、エントリーから入学までの流れ

エントリーシート提出
（検定料不要）

・ エントリーシートに必要事項を記入し、所定封筒にエントリーシートのみ
を入れて簡易書留で郵送（締切日必着）または事前連絡のうえ「渋谷キャン
パス2号館」に受験生本人が持参。

・講習の案内は講習日前に郵送にて通知。

・ 講習を終了した者は、Ⅰ期～Ⅴ期のいずれかの期間内に出願。
・ 出願書類：6ページ参照

・ 合否は各試験日より10日以内に郵送にて通知。

・ 合格通知受領後、手続締切日までに入学時納入金を納入。
　（詳細は合格通知に同封される書類を確認すること）
・ 手続完了後、郵送にて入学許可書を通知。

・登校日の案内は実施日前に郵送にて通知。

出願
（検定料振込）

入学手続

入学許可

登校日・継続課題

合格発表

面　接

講習参加
講習参加レポート作成・提出

2、エントリー資格
令和５年４月以降の本校のオープンキャンパス・学校説明会・学校見学・個別相談（いずれもオンラインでの開催を含む）
のいずれかに参加し、アンケートを提出。

3、エントリー期間・エントリー方法
エントリー区分 エントリー期間 講習日

総合型
選抜試験

A日程 令和5年  6月  1日（木）～  6月20日（火） 6月25日（日）

B日程 令和5年  6月30日（金）～  7月18日（火） 7月23日（日）

C日程 令和5年  7月24日（月）～  8月10日（木） 8月20日（日）

D日程 令和5年  8月21日（月)～  8月29日（火） 9月  3日（日）

E日程 令和5年  9月  8日（金)～  9月26日（火） 10月  1日（日）

F日程 令和5年11月10日（金)～11月21日（火） 11月26日（日）

G日程 令和5年11月27日（月)～12月19日（火） 12月23日（土）
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、エントリー受付および講習を実施しないことがあります。
　エントリー受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえエントリー
　してください。

【エントリー方法】

エントリーシートに必要事項を
記入し、所定封筒で簡易書留で
郵送（締切日必着）。
または事前連絡のうえ「渋谷
キャンパス2号館」に受験生本
人が持参。

・ 面接：面接官2名対受験者1名
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4、入学試験日程
試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 登校日

総合型
選抜試験

Ⅰ期 令和5年  9月  1日（金）～  9月11日（月） 9月16日（土）

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

10月　5日（木）
11月23日（木祝）

Ⅱ期 令和5年  9月25日（月）～10月10日（火） 10月14日（土） 11月　2日（木）

Ⅲ期 令和5年10月18日（水）～10月31日（火） 11月　5日（日） 11月24日（金）
1月13日（土）

Ⅳ期 令和5年11月15日（水）～11月28日（火） 12月　3日（日） 12月22日（金）

Ⅴ期 令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月） 1月27日（土） 2月16日（金） 2月24日（土）

※出願上の注意：Ⅰ期～Ⅴ期のいずれか１回のみ出願可（締切日必着）。
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

5、出願資格
本校のアドミッションポリシーおよび教育方針を十分に理解し、エントリーおよび講習を終了した者で、次に掲げる
出願資格のいずれかに該当する者
・高等学校等を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
・高等専門学校の3年以上を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
・通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
・本校の校長が認める学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
・その他、本校において上記と同等の学力があると認める者および令和6年3月までにこれに該当する見込みの者

6、出願書類
① 入学願書　　　　　　　　本校所定用紙
② 調査書　　　　　　　　　 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で

発行が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
③ 写真2枚　　　　　　　　  縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの  

写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付
④ 受験票　　　　　　　　　   本校所定用紙
⑤ 写真票　　　　　　　　　 本校所定用紙
⑥ 入学検定料領収書（C票）　  銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、「入学検定料

領収書（C票）」を出願書類に同封
⑦ 最終学歴の卒業証明書　　高等学校等卒業者のみ（3か月以内に作成・厳封されたもの）
⑧  合格証明書および　　　　高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ  

合格成績証明書
⑨ 受験票返送用封筒　　　　本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手（344円分）を貼付

7、選考方法
① 書類審査
② 講習参加レポート（講習参加時に提出）
③ 個人面接
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総合型選抜試験　特待生制度対象（詳細は4ページ参照） 

1、エントリーから入学までの流れ

エントリーシート提出
（検定料不要）

・ エントリーシートに必要事項を記入し、所定封筒にエントリーシートのみ
を入れて簡易書留で郵送（締切日必着）または事前連絡のうえ「渋谷キャン
パス2号館」に受験生本人が持参。

・講習の案内は講習日前に郵送にて通知。

・ 講習を終了した者は、Ⅰ期～Ⅴ期のいずれかの期間内に出願。
・ 出願書類：6ページ参照

・ 合否は各試験日より10日以内に郵送にて通知。

・ 合格通知受領後、手続締切日までに入学時納入金を納入。
　（詳細は合格通知に同封される書類を確認すること）
・ 手続完了後、郵送にて入学許可書を通知。

・登校日の案内は実施日前に郵送にて通知。

出願
（検定料振込）

入学手続

入学許可

登校日・継続課題

合格発表

面　接

講習参加
講習参加レポート作成・提出

2、エントリー資格
令和５年４月以降の本校のオープンキャンパス・学校説明会・学校見学・個別相談（いずれもオンラインでの開催を含む）
のいずれかに参加し、アンケートを提出。

3、エントリー期間・エントリー方法
エントリー区分 エントリー期間 講習日

総合型
選抜試験

A日程 令和5年  6月  1日（木）～  6月20日（火） 6月25日（日）

B日程 令和5年  6月30日（金）～  7月18日（火） 7月23日（日）

C日程 令和5年  7月24日（月）～  8月10日（木） 8月20日（日）

D日程 令和5年  8月21日（月)～  8月29日（火） 9月  3日（日）

E日程 令和5年  9月  8日（金)～  9月26日（火） 10月  1日（日）

F日程 令和5年11月10日（金)～11月21日（火） 11月26日（日）

G日程 令和5年11月27日（月)～12月19日（火） 12月23日（土）
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、エントリー受付および講習を実施しないことがあります。
　エントリー受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえエントリー
　してください。

【エントリー方法】

エントリーシートに必要事項を
記入し、所定封筒で簡易書留で
郵送（締切日必着）。
または事前連絡のうえ「渋谷
キャンパス2号館」に受験生本
人が持参。

・ 面接：面接官2名対受験者1名
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学校推薦型選抜試験(公募制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）

1. 入学試験日程

①本校を専願とする者
②高等学校等を令和6年3月卒業見込みの者または令和4年3月以降に卒業した者
③全体の学習成績の状況（評定平均値）が2.7以上あり、高等学校等長が推薦する者
④本校の教育方針を十分に理解する者

2. 出願資格

3. 出願書類
①入学願書 本校所定用紙

本校所定用紙②推薦書
出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行
が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）

③調査書

縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑥に貼付

④写真2枚

本校所定用紙⑤受験票
本校所定用紙⑥写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑦入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑧卒業証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

学校推薦型選抜試験(指定校制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）
[対象校]　本校の入学実績や高等学校等からの希望により決定されます。

担任の先生または進路指導の先生に相談し、指示に従ってください。
[要項発送時期]　対象高等学校等宛に令和5年6月下旬頃に発送します。

※詳細は対象校にお送りする「2024（令和6）年度学校推薦型選抜試験（指定校制）募集要項」をご確認ください。

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

※Ⅰ期～Ⅲ期のいずれか１回のみ出願可（締切日必着)。
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

学校推薦型
選抜試験
（公募制）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期
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一般選抜試験

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

1. 入学試験日程

本校の教育方針を十分に理解したうえで、次に掲げる出願資格のいずれかに該当する者
①高等学校等を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
②高等専門学校の3年以上を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
③通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
④本校の校長が認める学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
⑤その他、本校において上記と同等の学力があると認める者および令和6年3月までにこれに該当する見込みの者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行

が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
③写真2枚 縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの

写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付
本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(Ｃ票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(Ｃ票)

3. 出願書類

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書
高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ⑧合格証明書および

合格成績証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

合格者の入学手続き等の状況により、追加合格を通知する場合があります。追加合格者がある場合は
本人に直接電話等で通知します。

6. 追加合格制度

手続締切日

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

一般
選抜試験

Ⅰ期 令和6年1月10日（水）～1月22日（月）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

Ⅱ期 令和6年2月  1日（木）～2月  9日（金）

Ⅲ期 令和6年2月16日（金）～2月27日（火）

出願期間以降の入学試験
令和6年3月6日（水）～令和6年3月21日（木）必着
随時願書を受け付けます。試験詳細は願書受付後5日以内にご案内し、合否結果は試験後5日以内に郵送で通知いたします。
また、本校のオープンキャンパス未参加者は、出願時にオープンキャンパスまたは個別の学校見学へ参加することをお勧め
いたします。
お問い合わせ先：入試広報課　03－5454－1001
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学校推薦型選抜試験(公募制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）

1. 入学試験日程

①本校を専願とする者
②高等学校等を令和6年3月卒業見込みの者または令和4年3月以降に卒業した者
③全体の学習成績の状況（評定平均値）が2.7以上あり、高等学校等長が推薦する者
④本校の教育方針を十分に理解する者

2. 出願資格

3. 出願書類
①入学願書 本校所定用紙

本校所定用紙②推薦書
出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行
が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）

③調査書

縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑥に貼付

④写真2枚

本校所定用紙⑤受験票
本校所定用紙⑥写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑦入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑧卒業証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

学校推薦型選抜試験(指定校制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）
[対象校]　本校の入学実績や高等学校等からの希望により決定されます。

担任の先生または進路指導の先生に相談し、指示に従ってください。
[要項発送時期]　対象高等学校等宛に令和5年6月下旬頃に発送します。

※詳細は対象校にお送りする「2024（令和6）年度学校推薦型選抜試験（指定校制）募集要項」をご確認ください。

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

※Ⅰ期～Ⅲ期のいずれか１回のみ出願可（締切日必着)。
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

学校推薦型
選抜試験
（公募制）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期
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一般選抜試験

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

1. 入学試験日程

本校の教育方針を十分に理解したうえで、次に掲げる出願資格のいずれかに該当する者
①高等学校等を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
②高等専門学校の3年以上を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
③通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
④本校の校長が認める学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
⑤その他、本校において上記と同等の学力があると認める者および令和6年3月までにこれに該当する見込みの者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行

が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
③写真2枚 縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの

写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付
本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(Ｃ票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(Ｃ票)

3. 出願書類

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書
高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ⑧合格証明書および

合格成績証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

合格者の入学手続き等の状況により、追加合格を通知する場合があります。追加合格者がある場合は
本人に直接電話等で通知します。

6. 追加合格制度

手続締切日

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

一般
選抜試験

Ⅰ期 令和6年1月10日（水）～1月22日（月）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

Ⅱ期 令和6年2月  1日（木）～2月  9日（金）

Ⅲ期 令和6年2月16日（金）～2月27日（火）

出願期間以降の入学試験
令和6年3月6日（水）～令和6年3月21日（木）必着
随時願書を受け付けます。試験詳細は願書受付後5日以内にご案内し、合否結果は試験後5日以内に郵送で通知いたします。
また、本校のオープンキャンパス未参加者は、出願時にオープンキャンパスまたは個別の学校見学へ参加することをお勧め
いたします。
お問い合わせ先：入試広報課　03－5454－1001
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学校推薦型選抜試験(公募制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）

1. 入学試験日程

①本校を専願とする者
②高等学校等を令和6年3月卒業見込みの者または令和4年3月以降に卒業した者
③全体の学習成績の状況（評定平均値）が2.7以上あり、高等学校等長が推薦する者
④本校の教育方針を十分に理解する者

2. 出願資格

3. 出願書類
①入学願書 本校所定用紙

本校所定用紙②推薦書
出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行
が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）

③調査書

縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑥に貼付

④写真2枚

本校所定用紙⑤受験票
本校所定用紙⑥写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑦入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑧卒業証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

学校推薦型選抜試験(指定校制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）
[対象校]　本校の入学実績や高等学校等からの希望により決定されます。

担任の先生または進路指導の先生に相談し、指示に従ってください。
[要項発送時期]　対象高等学校等宛に令和5年6月下旬頃に発送します。

※詳細は対象校にお送りする「2024（令和6）年度学校推薦型選抜試験（指定校制）募集要項」をご確認ください。

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

※Ⅰ期～Ⅲ期のいずれか１回のみ出願可（締切日必着)。
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

学校推薦型
選抜試験
（公募制）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期
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一般選抜試験

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

1. 入学試験日程

本校の教育方針を十分に理解したうえで、次に掲げる出願資格のいずれかに該当する者
①高等学校等を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
②高等専門学校の3年以上を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
③通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
④本校の校長が認める学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
⑤その他、本校において上記と同等の学力があると認める者および令和6年3月までにこれに該当する見込みの者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行

が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
③写真2枚 縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの

写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付
本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(Ｃ票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(Ｃ票)

3. 出願書類

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書
高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ⑧合格証明書および

合格成績証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

合格者の入学手続き等の状況により、追加合格を通知する場合があります。追加合格者がある場合は
本人に直接電話等で通知します。

6. 追加合格制度

手続締切日

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

一般
選抜試験

Ⅰ期 令和6年1月10日（水）～1月22日（月）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

Ⅱ期 令和6年2月  1日（木）～2月  9日（金）

Ⅲ期 令和6年2月16日（金）～2月27日（火）

出願期間以降の入学試験
令和6年3月6日（水）～令和6年3月21日（木）必着
随時願書を受け付けます。試験詳細は願書受付後5日以内にご案内し、合否結果は試験後5日以内に郵送で通知いたします。
また、本校のオープンキャンパス未参加者は、出願時にオープンキャンパスまたは個別の学校見学へ参加することをお勧め
いたします。
お問い合わせ先：入試広報課　03－5454－1001
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学校推薦型選抜試験(公募制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）

1. 入学試験日程

①本校を専願とする者
②高等学校等を令和6年3月卒業見込みの者または令和4年3月以降に卒業した者
③全体の学習成績の状況（評定平均値）が2.7以上あり、高等学校等長が推薦する者
④本校の教育方針を十分に理解する者

2. 出願資格

3. 出願書類
①入学願書 本校所定用紙

本校所定用紙②推薦書
出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行
が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）

③調査書

縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑥に貼付

④写真2枚

本校所定用紙⑤受験票
本校所定用紙⑥写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑦入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑧卒業証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

学校推薦型選抜試験(指定校制) 特待生制度対象（詳細は4ページ参照）
[対象校]　本校の入学実績や高等学校等からの希望により決定されます。

担任の先生または進路指導の先生に相談し、指示に従ってください。
[要項発送時期]　対象高等学校等宛に令和5年6月下旬頃に発送します。

※詳細は対象校にお送りする「2024（令和6）年度学校推薦型選抜試験（指定校制）募集要項」をご確認ください。

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

※Ⅰ期～Ⅲ期のいずれか１回のみ出願可（締切日必着)。
※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

学校推薦型
選抜試験
（公募制）

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期
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一般選抜試験

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

1. 入学試験日程

本校の教育方針を十分に理解したうえで、次に掲げる出願資格のいずれかに該当する者
①高等学校等を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
②高等専門学校の3年以上を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
③通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和6年3月修了見込みの者
④本校の校長が認める学校を卒業した者および令和6年3月卒業見込みの者
⑤その他、本校において上記と同等の学力があると認める者および令和6年3月までにこれに該当する見込みの者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で発行

が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
③写真2枚 縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの

写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付
本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票
銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(Ｃ票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(Ｃ票)

3. 出願書類

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書
高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ⑧合格証明書および

合格成績証明書
本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付⑨受験票返送用封筒

①書類審査
②小論文（試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

合格者の入学手続き等の状況により、追加合格を通知する場合があります。追加合格者がある場合は
本人に直接電話等で通知します。

6. 追加合格制度

手続締切日

2月16日（金）

3月  6日（水）

3月15日（金）

1月27日（土）

2月15日（木）

3月  1日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

一般
選抜試験

Ⅰ期 令和6年1月10日（水）～1月22日（月）
試験日より
10日以内に
郵送にて通知

Ⅱ期 令和6年2月  1日（木）～2月  9日（金）

Ⅲ期 令和6年2月16日（金）～2月27日（火）

出願期間以降の入学試験
令和6年3月6日（水）～令和6年3月21日（木）必着
随時願書を受け付けます。試験詳細は願書受付後5日以内にご案内し、合否結果は試験後5日以内に郵送で通知いたします。
また、本校のオープンキャンパス未参加者は、出願時にオープンキャンパスまたは個別の学校見学へ参加することをお勧め
いたします。
お問い合わせ先：入試広報課　03－5454－1001
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社会人選抜試験

1. 入学試験日程

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

①
本校の教育方針を十分に理解した者で、次に掲げる出願資格に該当する者

②
本校を専願とする者

③

令和5年4月以降の本校のオープンキャンパス・学校説明会・学校見学・個別相談のいずれかに参加しアンケートを
提出した者
以下に掲げる条件のいずれかに該当する者

・高等学校等卒業以上の者
・文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格している者
・高等専門学校の3年以上を修了した者
・通常の過程による12年の学校教育を修了した者
・本校の校長が認める学校を卒業した者
・その他本校において上記の同等の学力があると認める者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で

発行が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付

③写真2枚

本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票

3. 出願書類

銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書

⑨受験票返送用封筒 本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付

⑧合格証明書および
合格成績証明書

高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ

①書類審査
②小論文 (試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

特待生制度対象(詳細は4ページ参照）

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

社会人
選抜試験

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

2月16日（金）令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）Ⅳ期

3月  6日（水）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）Ⅴ期

【入学手続・入学支援】

【その他の費用】
① 教材費（令和5年度実績）

教材費については、入学手続完了後に(株)ヤマザキ教育サポートより正式にご案内いたします。
市場価格の変動・増税やユニフォームサイズ等の違いにより、金額が変更になる場合があります。
2年次以降の教材については、該当年次に別途ご案内いたします。

教科書等 実習関係器具 実習ユニフォーム 合計

72,200円 148,810円 50,500円 271,510円

② 資格取得について
資格取得には、それぞれの協会・団体規定の講習会受講費用や検定料、認定・登録料が別途必要となります。

③ パソコンについて
オンライン授業の受講や自宅学習に向けて、学生一人ひとりにパソコンを用意していただきます。ご自宅にパソコン等の
環境が整っていない場合は、入学許可後に詳細をご案内いたします。

■ 入学手続
① 合格者は、それぞれの手続締切日までに入学時納入金を納付してください。
手続が完了した者に入学が許可されます。入学時納入金の納付方法については、合格時に郵送にて通知します。

② 入学手続が完了した者には、入学許可書を送付します。
③ 指定の期日までに入学金等の納付がない場合は、入学辞退とみなします。
④ 入学時納入金の納付後、別途教材費が必要になります。

■ 学費分納・延納支援
本校を専願とする者は、入学時納入金のうち前期学費について、最大5回まで（手続時期により異なります）の
分納が可能となります。延納については個別に相談に応じます。なお、詳細を記した書類は合格通知に同封し
送付します。

■ 提携学生寮
学生が家庭的な雰囲気の中で落ち着いて学修できるよう、環境・設備・交通等を考慮して設置された学生寮と
提携しています。セキュリティ面においても、寮長・寮母が常駐して万全を期しています。
【申込方法】
入寮を希望する者は、「2024ヤマザキ動物専門学校　学生寮のご案内」を確認のうえ、「株式会社共立メンテ
ナンス」に直接ご連絡ください。なお、手続順で入寮が決定されますので、寮の定員に達した場合は希望する
寮に入寮できない場合もあります。
【学生寮問い合わせ先】　株式会社共立メンテナンス　TEL 0120-88-1030

【ヤマザキ学園　山﨑良壽記念奨学金制度】
① 入学後の学業成績優秀者に対し給付します。
② 大規模災害被災学生および家計急変者対象の奨学金制度があります。

【寄付について】
教育内容ならびに教育環境を一層充実させるため、任意の寄付を募集しております。入学後、ご案内させて
いただきますので、ご協力をお願いいたします。

【入学辞退について】
合格発表後および入学手続完了後に入学を辞退する場合は、入試広報課までご連絡ください。納入金の返還
手続を兼ねた｢入学辞退申請書｣を送付しますので、｢入学許可書｣を同封のうえ、以下の期限までに提出して
ください。
申請手続後、すでに納付した入学時納入金のうち、入学金を除く全額を返還します。

入学辞退申請書提出期限　令和6年3月31日(日)15：00
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社会人選抜試験

1. 入学試験日程

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

①
本校の教育方針を十分に理解した者で、次に掲げる出願資格に該当する者

②
本校を専願とする者

③

令和5年4月以降の本校のオープンキャンパス・学校説明会・学校見学・個別相談のいずれかに参加しアンケートを
提出した者
以下に掲げる条件のいずれかに該当する者

・高等学校等卒業以上の者
・文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格している者
・高等専門学校の3年以上を修了した者
・通常の過程による12年の学校教育を修了した者
・本校の校長が認める学校を卒業した者
・その他本校において上記の同等の学力があると認める者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で

発行が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付

③写真2枚

本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票

3. 出願書類

銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書

⑨受験票返送用封筒 本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付

⑧合格証明書および
合格成績証明書

高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ

①書類審査
②小論文 (試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

特待生制度対象(詳細は4ページ参照）

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

社会人
選抜試験

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

2月16日（金）令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）Ⅳ期

3月  6日（水）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）Ⅴ期

【入学手続・入学支援】

【その他の費用】
① 教材費（令和5年度実績）

教材費については、入学手続完了後に(株)ヤマザキ教育サポートより正式にご案内いたします。
市場価格の変動・増税やユニフォームサイズ等の違いにより、金額が変更になる場合があります。
2年次以降の教材については、該当年次に別途ご案内いたします。

教科書等 実習関係器具 実習ユニフォーム 合計

72,200円 148,810円 50,500円 271,510円

② 資格取得について
資格取得には、それぞれの協会・団体規定の講習会受講費用や検定料、認定・登録料が別途必要となります。

③ パソコンについて
オンライン授業の受講や自宅学習に向けて、学生一人ひとりにパソコンを用意していただきます。ご自宅にパソコン等の
環境が整っていない場合は、入学許可後に詳細をご案内いたします。

■ 入学手続
① 合格者は、それぞれの手続締切日までに入学時納入金を納付してください。
手続が完了した者に入学が許可されます。入学時納入金の納付方法については、合格時に郵送にて通知します。

② 入学手続が完了した者には、入学許可書を送付します。
③ 指定の期日までに入学金等の納付がない場合は、入学辞退とみなします。
④ 入学時納入金の納付後、別途教材費が必要になります。

■ 学費分納・延納支援
本校を専願とする者は、入学時納入金のうち前期学費について、最大5回まで（手続時期により異なります）の
分納が可能となります。延納については個別に相談に応じます。なお、詳細を記した書類は合格通知に同封し
送付します。

■ 提携学生寮
学生が家庭的な雰囲気の中で落ち着いて学修できるよう、環境・設備・交通等を考慮して設置された学生寮と
提携しています。セキュリティ面においても、寮長・寮母が常駐して万全を期しています。
【申込方法】
入寮を希望する者は、「2024ヤマザキ動物専門学校　学生寮のご案内」を確認のうえ、「株式会社共立メンテ
ナンス」に直接ご連絡ください。なお、手続順で入寮が決定されますので、寮の定員に達した場合は希望する
寮に入寮できない場合もあります。
【学生寮問い合わせ先】　株式会社共立メンテナンス　TEL 0120-88-1030

【ヤマザキ学園　山﨑良壽記念奨学金制度】
① 入学後の学業成績優秀者に対し給付します。
② 大規模災害被災学生および家計急変者対象の奨学金制度があります。

【寄付について】
教育内容ならびに教育環境を一層充実させるため、任意の寄付を募集しております。入学後、ご案内させて
いただきますので、ご協力をお願いいたします。

【入学辞退について】
合格発表後および入学手続完了後に入学を辞退する場合は、入試広報課までご連絡ください。納入金の返還
手続を兼ねた｢入学辞退申請書｣を送付しますので、｢入学許可書｣を同封のうえ、以下の期限までに提出して
ください。
申請手続後、すでに納付した入学時納入金のうち、入学金を除く全額を返還します。

入学辞退申請書提出期限　令和6年3月31日15：00
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社会人選抜試験

1. 入学試験日程

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

①
本校の教育方針を十分に理解した者で、次に掲げる出願資格に該当する者

②
本校を専願とする者

③

令和5年4月以降の本校のオープンキャンパス・学校説明会・学校見学・個別相談のいずれかに参加しアンケートを
提出した者
以下に掲げる条件のいずれかに該当する者

・高等学校等卒業以上の者
・文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格している者
・高等専門学校の3年以上を修了した者
・通常の過程による12年の学校教育を修了した者
・本校の校長が認める学校を卒業した者
・その他本校において上記の同等の学力があると認める者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で

発行が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付

③写真2枚

本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票

3. 出願書類

銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書

⑨受験票返送用封筒 本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付

⑧合格証明書および
合格成績証明書

高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ

①書類審査
②小論文 (試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

特待生制度対象(詳細は4ページ参照）

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

社会人
選抜試験

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

2月16日（金）令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）Ⅳ期

3月  6日（水）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）Ⅴ期

【入学手続・入学支援】

【その他の費用】
① 教材費（令和5年度実績）

教材費については、入学手続完了後に(株)ヤマザキ教育サポートより正式にご案内いたします。
市場価格の変動・増税やユニフォームサイズ等の違いにより、金額が変更になる場合があります。
2年次以降の教材については、該当年次に別途ご案内いたします。

教科書等 実習関係器具 実習ユニフォーム 合計

72,200円 148,810円 50,500円 271,510円

② 資格取得について
資格取得には、それぞれの協会・団体規定の講習会受講費用や検定料、認定・登録料が別途必要となります。

③ パソコンについて
オンライン授業の受講や自宅学習に向けて、学生一人ひとりにパソコンを用意していただきます。ご自宅にパソコン等の
環境が整っていない場合は、入学許可後に詳細をご案内いたします。

■ 入学手続
① 合格者は、それぞれの手続締切日までに入学時納入金を納付してください。
手続が完了した者に入学が許可されます。入学時納入金の納付方法については、合格時に郵送にて通知します。

② 入学手続が完了した者には、入学許可書を送付します。
③ 指定の期日までに入学金等の納付がない場合は、入学辞退とみなします。
④ 入学時納入金の納付後、別途教材費が必要になります。

■ 学費分納・延納支援
本校を専願とする者は、入学時納入金のうち前期学費について、最大5回まで（手続時期により異なります）の
分納が可能となります。延納については個別に相談に応じます。なお、詳細を記した書類は合格通知に同封し
送付します。

■ 提携学生寮
学生が家庭的な雰囲気の中で落ち着いて学修できるよう、環境・設備・交通等を考慮して設置された学生寮と
提携しています。セキュリティ面においても、寮長・寮母が常駐して万全を期しています。
【申込方法】
入寮を希望する者は、「2024ヤマザキ動物専門学校　学生寮のご案内」を確認のうえ、「株式会社共立メンテ
ナンス」に直接ご連絡ください。なお、手続順で入寮が決定されますので、寮の定員に達した場合は希望する
寮に入寮できない場合もあります。
【学生寮問い合わせ先】　株式会社共立メンテナンス　TEL 0120-88-1030

【ヤマザキ学園　山﨑良壽記念奨学金制度】
① 入学後の学業成績優秀者に対し給付します。
② 大規模災害被災学生および家計急変者対象の奨学金制度があります。

【寄付について】
教育内容ならびに教育環境を一層充実させるため、任意の寄付を募集しております。入学後、ご案内させて
いただきますので、ご協力をお願いいたします。

【入学辞退について】
合格発表後および入学手続完了後に入学を辞退する場合は、入試広報課までご連絡ください。納入金の返還
手続を兼ねた｢入学辞退申請書｣を送付しますので、｢入学許可書｣を同封のうえ、以下の期限までに提出して
ください。
申請手続後、すでに納付した入学時納入金のうち、入学金を除く全額を返還します。

入学辞退申請書提出期限　令和6年3月31日(日)15：00
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社会人選抜試験

1. 入学試験日程

※各試験終了後、合格者が定員に達した場合、以降の試験を実施しないことがあります。
　出願受付終了については、ホームページにて発表します。本校の募集状況を確認のうえ出願してください。

①
本校の教育方針を十分に理解した者で、次に掲げる出願資格に該当する者

②
本校を専願とする者

③

令和5年4月以降の本校のオープンキャンパス・学校説明会・学校見学・個別相談のいずれかに参加しアンケートを
提出した者
以下に掲げる条件のいずれかに該当する者

・高等学校等卒業以上の者
・文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格している者
・高等専門学校の3年以上を修了した者
・通常の過程による12年の学校教育を修了した者
・本校の校長が認める学校を卒業した者
・その他本校において上記の同等の学力があると認める者

2. 出願資格

①入学願書 本校所定用紙
②調査書 出身高等学校等で3か月以内に作成・厳封されたもの（高等学校等卒業者のうち出身校で

発行が出来ない場合は卒業証明書を提出すること）
縦4㎝×横3㎝　カラーまたは白黒で3か月以内に撮影した上半身無帽のもの
写真の裏に氏名を記入し、①、⑤に貼付

③写真2枚

本校所定用紙④受験票
本校所定用紙⑤写真票

3. 出願書類

銀行窓口にて本校所定の振込用紙で入学検定料(20,000円)を振り込み後、
｢入学検定料領収書(C票)｣ を出願書類に同封

⑥入学検定料領収書(C票)

高等学校等卒業者のみ(3か月以内に作成・厳封されたもの）⑦最終学歴の卒業証明書

⑨受験票返送用封筒 本校所定封筒に郵便番号、住所、氏名を明記し、郵便切手(344円分)を貼付

⑧合格証明書および
合格成績証明書

高等学校卒業程度認定試験または旧大学入学資格検定に合格した者のみ

①書類審査
②小論文 (試験日当日に実施）
③個人面接

4. 選考方法

出願書類受領後、本校より試験日前までに通知する受験案内を確認すること。

5. 試験日当日のスケジュール

特待生制度対象(詳細は4ページ参照）

手続締切日

11月  2日（木）

11月24日（金）

12月22日（金）

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日

社会人
選抜試験

令和5年10月  2日（月）～10月10日（火）

試験日より
10日以内に
郵送にて通知

令和5年11月15日（水）～11月28日（火）

令和5年10月18日（水）～10月31日（火）

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

2月16日（金）令和6年  1月10日（水）～  1月22日（月）Ⅳ期

3月  6日（水）

10月14日（土）

11月  5日（日）

12月  3日（日）

1月27日（土）

2月15日（木）令和6年  2月  1日（木）～  2月  9日（金）Ⅴ期

【入学手続・入学支援】

【その他の費用】
① 教材費（令和5年度実績）

教材費については、入学手続完了後に(株)ヤマザキ教育サポートより正式にご案内いたします。
市場価格の変動・増税やユニフォームサイズ等の違いにより、金額が変更になる場合があります。
2年次以降の教材については、該当年次に別途ご案内いたします。

教科書等 実習関係器具 実習ユニフォーム 合計

72,200円 148,810円 50,500円 271,510円

② 資格取得について
資格取得には、それぞれの協会・団体規定の講習会受講費用や検定料、認定・登録料が別途必要となります。

③ パソコンについて
オンライン授業の受講や自宅学習に向けて、学生一人ひとりにパソコンを用意していただきます。ご自宅にパソコン等の
環境が整っていない場合は、入学許可後に詳細をご案内いたします。

■ 入学手続
① 合格者は、それぞれの手続締切日までに入学時納入金を納付してください。
手続が完了した者に入学が許可されます。入学時納入金の納付方法については、合格時に郵送にて通知します。

② 入学手続が完了した者には、入学許可書を送付します。
③ 指定の期日までに入学金等の納付がない場合は、入学辞退とみなします。
④ 入学時納入金の納付後、別途教材費が必要になります。

■ 学費分納・延納支援
本校を専願とする者は、入学時納入金のうち前期学費について、最大5回まで（手続時期により異なります）の
分納が可能となります。延納については個別に相談に応じます。なお、詳細を記した書類は合格通知に同封し
送付します。

■ 提携学生寮
学生が家庭的な雰囲気の中で落ち着いて学修できるよう、環境・設備・交通等を考慮して設置された学生寮と
提携しています。セキュリティ面においても、寮長・寮母が常駐して万全を期しています。
【申込方法】
入寮を希望する者は、「2024ヤマザキ動物専門学校　学生寮のご案内」を確認のうえ、「株式会社共立メンテ
ナンス」に直接ご連絡ください。なお、手続順で入寮が決定されますので、寮の定員に達した場合は希望する
寮に入寮できない場合もあります。
【学生寮問い合わせ先】　株式会社共立メンテナンス　TEL 0120-88-1030

【ヤマザキ学園　山﨑良壽記念奨学金制度】
① 入学後の学業成績優秀者に対し給付します。
② 大規模災害被災学生および家計急変者対象の奨学金制度があります。

【寄付について】
教育内容ならびに教育環境を一層充実させるため、任意の寄付を募集しております。入学後、ご案内させて
いただきますので、ご協力をお願いいたします。

【入学辞退について】
合格発表後および入学手続完了後に入学を辞退する場合は、入試広報課までご連絡ください。納入金の返還
手続を兼ねた｢入学辞退申請書｣を送付しますので、｢入学許可書｣を同封のうえ、以下の期限までに提出して
ください。
申請手続後、すでに納付した入学時納入金のうち、入学金を除く全額を返還します。

入学辞退申請書提出期限　令和6年3月31日15：00
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【高等学校既卒者の出願書類についての注意】
高等学校既卒者は、出願書類準備の際、必ず以下をご確認ください。

●調査書
卒業した高等学校等で発行可能であれば提出。保管期限等の理由で発行ができない場合は「卒業
証明書」を提出すること。

●最終学歴の卒業証明書
高等学校等卒業後に進学した者（大学、短期大学、専門学校等）は、該当校の卒業証明書を提出すること。
卒業見込みの者は、卒業見込証明書を提出すること。
※高等学校等の調査書または卒業証明書と併せて提出が必要となります。
※卒業証書のコピーはこれに該当しません。

12

 6        ３

該当する区分を○で囲み、
出願期を記入してください。

忘れずに記入してください。

いずれかを○で囲んで
ください。

■ 入学願書の記入例

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

（　　　　　　   ）

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
入学願書

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別 　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

試験区分

生年月日

本 人
携 帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

学校法人ヤマザキ学園の併設校を今年度併願受験予定　　　　　　1.  有　　　　　　2.  無

入学願書に記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検

1.  総合型選抜　　　2.  学校推薦型選抜(公募制)　　　3.  一般選抜　　　4.  社会人選抜

期出願期

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子
女

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

18
150

080 080

0046

やまざき はなこ

 6        ３

エントリーする講習日程
（A～G）を記入してください。

忘れずに記入してください。

■ 総合型選抜試験エントリーシートの記入例

11

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等在校生は必ず
教諭または保護者の署名・
捺印が必要です。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

※試験区分により､提出書類は異なります｡詳細は募集要項各ページをご確認ください。
【書類記入上の注意】

※黒色の消せない油性ボールペンを使用し､自筆楷書で正確に記入してください。

※裏面も必ず記入してください。
※写真は枠に合わせ（縦4cm×横3cm）、裏に氏名を記入し貼付してください。

※記入を間違えた場合は、修正ペンや修正テープを使用せず、間違えた箇所を二重線で消したうえで
　訂正印を押し、余白に正しい内容を記入してください。

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
総合型選抜試験エントリーシート

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別

講習日程 日程

　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

生年月日

本人
携帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

上記の生徒が本校総合型選抜試験にエントリーすることを承認いただける場合､ご署名・捺印をお願いいたします。
エントリーは､合格を保証するものではありません。
エントリー者には、より一層勉学に精励するようご指導願います。

エントリー承認　(高等学校等在校生のみ）
高等学校等の先生、保護者の方へ

エントリーシートに記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

承 認 者
署 名

□ 教　諭

□ 保護者

高等学校

印

印※○で囲んでください

総合型選抜試験にエントリーすることを高等学校等に相談済のため以下に署名します。※□どちらかに　点

担任　・　進路指導担当

承認には、高等学校等教諭または保護者どちらかの署名・捺印が必要です

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

（　　　　　　   ）都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検
1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

ヤマザキ

△△ ▲▲

150

080 080

0046

やまざき

A
はなこ

女 18

【高等学校既卒者の出願書類についての注意】
高等学校既卒者は、出願書類準備の際、必ず以下をご確認ください。

●調査書
卒業した高等学校等で発行可能であれば提出。保管期限等の理由で発行ができない場合は「卒業
証明書」を提出すること。

●最終学歴の卒業証明書
高等学校等卒業後に進学した者（大学、短期大学、専門学校等）は、該当校の卒業証明書を提出すること。
卒業見込みの者は、卒業見込証明書を提出すること。
※高等学校等の調査書または卒業証明書と併せて提出が必要となります。
※卒業証書のコピーはこれに該当しません。
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 6        ３

該当する区分を○で囲み、
出願期を記入してください。

忘れずに記入してください。

いずれかを○で囲んで
ください。

■ 入学願書の記入例

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

（　　　　　　   ）

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
入学願書

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別 　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

試験区分

生年月日

本 人
携 帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

学校法人ヤマザキ学園の併設校を今年度併願受験予定　　　　　　1.  有　　　　　　2.  無

入学願書に記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検

1.  総合型選抜　　　2.  学校推薦型選抜(公募制)　　　3.  一般選抜　　　4.  社会人選抜

期出願期

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子
女

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

18
150

080 080

0046

やまざき はなこ

 6        ３

エントリーする講習日程
（A～G）を記入してください。

忘れずに記入してください。

■ 総合型選抜試験エントリーシートの記入例

11

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等在校生は必ず
教諭または保護者の署名・
捺印が必要です。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

※試験区分により､提出書類は異なります｡詳細は募集要項各ページをご確認ください。
【書類記入上の注意】

※黒色の消せない油性ボールペンを使用し､自筆楷書で正確に記入してください。

※裏面も必ず記入してください。
※写真は枠に合わせ（縦4cm×横3cm）、裏に氏名を記入し貼付してください。

※記入を間違えた場合は、修正ペンや修正テープを使用せず、間違えた箇所を二重線で消したうえで
　訂正印を押し、余白に正しい内容を記入してください。

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
総合型選抜試験エントリーシート

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別

講習日程 日程

　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

生年月日

本人
携帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

上記の生徒が本校総合型選抜試験にエントリーすることを承認いただける場合､ご署名・捺印をお願いいたします。
エントリーは､合格を保証するものではありません。
エントリー者には、より一層勉学に精励するようご指導願います。

エントリー承認　(高等学校等在校生のみ）
高等学校等の先生、保護者の方へ

エントリーシートに記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

承 認 者
署 名

□ 教　諭

□ 保護者

高等学校

印

印※○で囲んでください

総合型選抜試験にエントリーすることを高等学校等に相談済のため以下に署名します。※□どちらかに　点

担任　・　進路指導担当

承認には、高等学校等教諭または保護者どちらかの署名・捺印が必要です

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

（　　　　　　   ）都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検
1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

ヤマザキ

△△ ▲▲

150

080 080

0046

やまざき

A
はなこ

女 18



【高等学校既卒者の出願書類についての注意】
高等学校既卒者は、出願書類準備の際、必ず以下をご確認ください。

●調査書
卒業した高等学校等で発行可能であれば提出。保管期限等の理由で発行ができない場合は「卒業
証明書」を提出すること。

●最終学歴の卒業証明書
高等学校等卒業後に進学した者（大学、短期大学、専門学校等）は、該当校の卒業証明書を提出すること。
卒業見込みの者は、卒業見込証明書を提出すること。
※高等学校等の調査書または卒業証明書と併せて提出が必要となります。
※卒業証書のコピーはこれに該当しません。

12

 6        ３

該当する区分を○で囲み、
出願期を記入してください。

忘れずに記入してください。

いずれかを○で囲んで
ください。

■ 入学願書の記入例

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

（　　　　　　   ）

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
入学願書

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別 　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

試験区分

生年月日

本人
携帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

学校法人ヤマザキ学園の併設校を今年度併願受験予定　　　　　　1.  有　　　　　　2.  無

入学願書に記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検

1.  総合型選抜　　　2.  学校推薦型選抜(公募制)　　　3.  一般選抜　　　4.  社会人選抜

期出願期

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子
女

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

18
150

080 080

0046

やまざき はなこ

 6        ３

エントリーする講習日程
（A～G）を記入してください。

忘れずに記入してください。

■ 総合型選抜試験エントリーシートの記入例

11

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等在校生は必ず
教諭または保護者の署名・
捺印が必要です。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

※試験区分により､提出書類は異なります｡詳細は募集要項各ページをご確認ください。
【書類記入上の注意】

※黒色の消せない油性ボールペンを使用し､自筆楷書で正確に記入してください。

※裏面も必ず記入してください。
※写真は枠に合わせ（縦4cm×横3cm）、裏に氏名を記入し貼付してください。

※記入を間違えた場合は、修正ペンや修正テープを使用せず、間違えた箇所を二重線で消したうえで
　訂正印を押し、余白に正しい内容を記入してください。

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
総合型選抜試験エントリーシート

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別

講習日程 日程

　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

生年月日

本 人
携 帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

上記の生徒が本校総合型選抜試験にエントリーすることを承認いただける場合､ご署名・捺印をお願いいたします。
エントリーは､合格を保証するものではありません。
エントリー者には、より一層勉学に精励するようご指導願います。

エントリー承認　(高等学校等在校生のみ）
高等学校等の先生、保護者の方へ

エントリーシートに記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

承 認 者
署 名

□ 教　諭

□ 保護者

高等学校

印

印※○で囲んでください

総合型選抜試験にエントリーすることを高等学校等に相談済のため以下に署名します。※□どちらかに　点

担任　・　進路指導担当

承認には、高等学校等教諭または保護者どちらかの署名・捺印が必要です

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

（　　　　　　   ）都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検
1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

ヤマザキ

△△ ▲▲

150

080 080

0046

やまざき

A
はなこ

女 18

【高等学校既卒者の出願書類についての注意】
高等学校既卒者は、出願書類準備の際、必ず以下をご確認ください。

●調査書
卒業した高等学校等で発行可能であれば提出。保管期限等の理由で発行ができない場合は「卒業
証明書」を提出すること。

●最終学歴の卒業証明書
高等学校等卒業後に進学した者（大学、短期大学、専門学校等）は、該当校の卒業証明書を提出すること。
卒業見込みの者は、卒業見込証明書を提出すること。
※高等学校等の調査書または卒業証明書と併せて提出が必要となります。
※卒業証書のコピーはこれに該当しません。

12

 6        ３

該当する区分を○で囲み、
出願期を記入してください。

忘れずに記入してください。

いずれかを○で囲んで
ください。

■ 入学願書の記入例

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

（　　　　　　   ）

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
入学願書

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別 　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

試験区分

生年月日

本人
携帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

学校法人ヤマザキ学園の併設校を今年度併願受験予定　　　　　　1.  有　　　　　　2.  無

入学願書に記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検

1.  総合型選抜　　　2.  学校推薦型選抜(公募制)　　　3.  一般選抜　　　4.  社会人選抜

期出願期

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子
女

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

18
150

080 080

0046

やまざき はなこ

 6        ３

エントリーする講習日程
（A～G）を記入してください。

忘れずに記入してください。

■ 総合型選抜試験エントリーシートの記入例

11

「緊急連絡先」は自宅の固定
電話または保護者の携帯電
話を記入してください。

該当する項目を○で囲み､
在籍・出身高等学校等名を
記入してください。
「通信制」の場合は「キャンパ
ス名」も記入してください。

該当する課程を○で囲んで
ください。

高等学校等在校生は必ず
教諭または保護者の署名・
捺印が必要です。

高等学校等卒業後の学歴(海
外での学歴含む)がある場合
のみ記入してください。

※試験区分により､提出書類は異なります｡詳細は募集要項各ページをご確認ください。
【書類記入上の注意】

※黒色の消せない油性ボールペンを使用し､自筆楷書で正確に記入してください。

※裏面も必ず記入してください。
※写真は枠に合わせ（縦4cm×横3cm）、裏に氏名を記入し貼付してください。

※記入を間違えた場合は、修正ペンや修正テープを使用せず、間違えた箇所を二重線で消したうえで
　訂正印を押し、余白に正しい内容を記入してください。

令和6年度ヤマザキ動物専門学校
総合型選抜試験エントリーシート

記入日　令和 　　　年　　 月　　 日

現 住 所
(連絡先 )

氏 名

性 別

講習日程 日程

　　　　年  　   月   　  日生（　   歳）

在籍・出身
高等学校 等

上記以外

生年月日

本 人
携 帯

メールアドレス

（　　　　）

＠

課程等

〒 --

ふりがな

※

写　真

・帽脱向き・面身半上（ 
・証明写真

正
　背景無地）

・出願3か月以内撮影
・縦4cm×横3cm

・写真裏に氏名を記入のこと
・カラー、白黒は問わない

緊急連絡先
（本人携帯以外） （　　　　）

高等学校等卒業後の学歴(海外での学歴も含む)がある場合のみ、記入してください。

学 歴

卒 業 等 年 月 学 校 名 所 在 地

上記の生徒が本校総合型選抜試験にエントリーすることを承認いただける場合､ご署名・捺印をお願いいたします。
エントリーは､合格を保証するものではありません。
エントリー者には、より一層勉学に精励するようご指導願います。

エントリー承認　(高等学校等在校生のみ）
高等学校等の先生、保護者の方へ

エントリーシートに記載された情報は、本校の入学試験目的以外には使用しません。 裏面も記入すること

承 認 者
署 名

□ 教　諭

□ 保護者

高等学校

印

印※○で囲んでください

総合型選抜試験にエントリーすることを高等学校等に相談済のため以下に署名します。※□どちらかに　点

担任　・　進路指導担当

承認には、高等学校等教諭または保護者どちらかの署名・捺印が必要です

昭和
平成

1.  全日制　　　　　 2.  通信制　　　　　 3.  定時制

1.  国　立
2.  公　立
3.  私　立
4.  その他

1.  卒業見込
2.  卒　　業
3.  修了見込
4.  修　　了

（　　　　　　   ）都　道　府　県
昭和／平成／令和　　　年　　　月

1.  高等学校卒業程度認定試験／大検
1.  取得見込
2.  取　　得

昭和／平成／令和 　　　年   　  月

山﨑  花子

東京都渋谷区松濤2－16－5

ヤマザキ高等学校

ヤマザキ

△△ ▲▲

150

080 080

0046

やまざき

A
はなこ

女 18
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【試験会場】
各講習日、試験日の会場については、エントリーおよび出願期間終了後に郵送で通知します。

【入学試験会場案内】

コニュニティ
ストア

東京大学東京大学

松濤ハウス松濤ハウス

GSGS

陽輪台松濤陽輪台松濤

セントラル
病院

松濤中学校松濤中学校

松濤公園鍋島松濤公園

松濤
美術館
松濤
美術館

カサビ
アンカ
松濤

カサビ
アンカ
松濤

松濤 2丁目
交差点 シャンボール

松濤
松濤

パークハイツ 駐車場

コミュニティ
ストア
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■日本学生支援機構奨学金
【貸与型奨学金】

【給付型奨学金】
第一種奨学金 第二種奨学金

申 込 資 格 （1）または（2）のいずれかに該当する者
　　（1）令和5年3月に高等学校等(本科)を卒業予定の者　　（2）高等学校等(本科)を卒業後2年以内の者

選 考 基 準

①
学
力
基
準

予
約
採
用

高等学校等における申込時までの
全履修科目の全体の学習成績の状
況(評定平均値)が、5段階評価で
3.5以上であること

高等学校等における申込時までの
全履修科目の全体の学習成績の状
況(評定平均値)が平均水準以上で
あること等

(1)�高等学校等における全履修科目の全
体の学習成績の状況(評定平均値)
が、5段階評価で3.5以上であること

(2)��(1)に該当しない場合、将来、社会
で自立し、および活躍する目標を
もって、進学しようとする学習意欲
を有すること

在
学
採
用

高等学校等の最終2か年の全体の
学習成績の状況(評定平均値)が、
3.2以上であること

②
収
入
基
準

家計を支えている方の収入額が、日本学生支援機構が定めた収入基準額以下
であること

申込者と生計維持者が「収入基準」およ
び「資産基準」のどちらにも該当するこ
と

申 込 期 間 4月

貸与・支給
月 額

自宅通学／�2万、3万、4万、5万3千円から�
選択 2万円～12万円の間で選択�

（1万円刻み）

自宅通学／12,800円～38,300円
※区分に応じて支給額が定められます。

自宅外通学�／2万円～6万円の間で選択�
（1万円刻み）

自宅外通学／25,300円～75,800円
※区分に応じて支給額が定められます。

利 息 無利子 有利子(ただし、在学中は無利子)

返 済 期 間 返還方式により決定 貸与金額により決定

ホームページ URL：https：//www.jasso.go.JP/

※令和5年2月時点の内容です。内容は変更になる場合がありますので、最新情報は日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

■国の教育ローン
日本政策金融公庫

対 象 本校の受験生または在校生の保護者 返 済 方 法 元利均等返済

融 資 額 学生1名につき350万円以内 保 証 (公財)教育資金融資保証基金または連帯保証人

利 率(固定) 年1.95％�令和4年11月現在�(金融情勢によって変動)※ ホームページ https://www.jfc.go.jp/

返 済 期 間 18年以内
お問い合わせ 教育ローンコールセンター　

0570-008656　(03)5321-8656元金据置期間 在学期間以内

※母子家庭、父子家庭の方は年1.75％

【公的奨学金制度と提携教育ローン】

■提携教育ローン
株式会社ジャックス(MUFGグループ)

(公社)東京都専修学校各種学校協会提携取引先

対 象 本校の受験生または在校生の保護者

融 資 額 本校の学費の納付金（※1）

利率(期間中固定) 実質年率�3.5%�令和5年2月現在(金利情勢によって変動)

返 済 回 数 最大120回(10年)まで

元金据置期間 在学期間＋卒業後6ヶ月�利息のみお支払い　

返 済 方 法 (1)元利均等分割払い　　(2)元金据置払い

保 証 連帯保証人をいただく場合がございます。

ホームページ https://www.jaccs.co.jp/

お問い合わせ コンシュマーデスク　(0120)338-817

※1、2�入学金は融資の対象外となりますので決められた手続締切日
までに納付してください。

株式会社オリエントコーポレーション

対 象 本校の受験生または在校生の保護者

融 資 額 募集要項などに記載された金額（※2）以内で
10万円以上500万円以下

分割払手数料率 実質年率�3.5%�令和5年2月現在

返 済 方 法
·�通常返済(ボーナス併用可能）
·�ステップアップ返済(在学中は分割手数料のみ支払い)
 ※親子リレー返済、一部繰上げ返済可能
 ※追加利用の際お支払いを一本化できます

保 証 人 原則不要

申 込 方 法

「オリコ　学費」で検索
https://orico-web.jp/gakuhi/index.html
学校用コード「14529598」
申込コード「0550」
※右記ＱＲコードでスマートフォンから
　申込できます⇒⇒

お問い合わせ 学費サポートデスク　(0120)517-325�(9：30～17：30)
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