
令和４年度４月入学生
入試に関する説明資料
１ 中国学園大学・中国短期大学　入試のポイント
（１）入試の時期、回数が変わります。� ＊Ｐ６をご覧ください

（２）総合型選抜の方法が変わります。� ＊Ｐ５をご覧ください
	 	　•Ⅰ期・Ⅱ期については、オープンキャンパスに参加した方、参加しなかった方で方法が異なります。
	 	　• 配点が変わります。

（３）一般選抜Ⅰ期Ａ日程、Ｂ日程の期日が変わります。� ＊Ｐ６をご覧ください
令和３年度４月入学生用 令和４年度４月入学生用

一般選抜Ⅰ期（Ａ日程） ２月１日（月） 一般選抜Ⅰ期（Ａ日程） １月31日（月）

一般選抜Ⅰ期（Ｂ日程） ２月２日（火） 一般選抜Ⅰ期（Ｂ日程） ２月１日（火）

（４）区分別の募集人員を変更します。

（５）一般選抜の配点を変更します。� ＊Ｐ２～４をご覧ください
令和３年度４月入学生用 令和４年度４月入学生用

学力検査（200点（大学）、100点（短大））＋調査書　100点 学力検査（100点（大学・短大））＋調査書　50点

（６）�各種の資格・検定を取得しているときに加点を行います。対象とする資格検定を見
直しました。� ＊Ｐ７をご覧ください

２ 入学定員に対する選考区分別募集人員
  【中国学園大学】

学部学科名 入学定員
募集人員

総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜

現代生活学部 人間栄養学科 80 20 40 20

子ども学部 子ども学科 100 35 45 20

国際教養学部 国際教養学科 50 15 23 12

  【中国短期大学】

学科名 入学定員
募集人員

総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜

総合生活学科 85 40 35 10

保育学科 120 50 60 10

情報ビジネス学科 80 40 30 10

※学校推薦型選抜には学校推薦型選抜（指定校）、学校推薦型選抜（スポーツ推薦）を含む

後日配布予定の令和４年度
入学試験要項を必ずご確認ください。
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３ 選考方法
（１）中国学園大学

入試区分 現代生活学部人間栄養学科 子ども学部子ども学科 国際教養学部国際教養学科

総合型選抜
Ⅰ・Ⅱ期Ａ

【オープンキャンパスの説明会に参加し、集団面談を受けた人を対象とした出願区分】
①面談（個人10分）および志望理由書　150点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計200点〉

総合型選抜
Ⅰ・Ⅱ期Ｂ

【直接出願区分】
①面接（個人20分）および志望理由書　150点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。	受験生が自身のアピールとして表現したいものを披露することができる。

総合型選抜
Ⅲ・Ⅳ期

①面接（個人20分）および志望理由書　150点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。	受験生が自身のアピールとして表現したいものを披露することができる。

学校推薦型選抜
（公募）
Ⅰ・Ⅱ期

①小論文（600字以内）100点
②面接（個人10分）100点
③書類審査（調査書・推薦書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

学校推薦型選抜
（指定校）

①面接（個人10分）100点
②書類審査（調査書・推薦書・志望理由書）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

学校推薦型選抜
（スポーツ推薦）

Ⅰ・Ⅱ期

①実技テスト　100点
②面接（個人10分）100点
③書類審査（調査書・推薦書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

一般選抜
（Ⅰ期）

（Ａ・Ｂ日程）

①学力検査
　［選択科目］
　■	国語「国語総合（古典を
除く）」

　■	数学『数学Ⅰ・数学Ａ』
　　	※「数学Ⅰ」と「数学Ａ」
を総合した出題範囲

　■	理科「化学基礎」「生物	
基礎」

　■外国語『英語』
　　	※「コミュニケーション
英語Ⅰ」、「コミュニケー
ション英語Ⅱ」、「英語表
現Ⅰ」を出題範囲

　	４教科５科目より２科目選択
各科目50点	 100点
②	書類審査（調査書）	 50点
〈①②による総合判定　計150点〉

①学力検査
　［指定科目］
　■	国語「国語総合（古典を
除く）」

　［選択科目］
　■数学『数学Ⅰ・数学Ａ』
　　	※「数学Ⅰ」と「数学Ａ」
を総合した出題範囲

　■	理科「化学基礎」「生物	
基礎」

　■地理歴史「日本史Ｂ」
　■外国語『英語』
　　	※「コミュニケーション
英語Ⅰ」、「コミュニケー
ション英語Ⅱ」、「英語表
現Ⅰ」を出題範囲

　	４教科５科目より１科目選択
各科目50点	 100点
②	書類審査（調査書）	 50点
〈①②による総合判定　計150点〉

①学力検査
　［指定科目］
　■外国語『英語』
　　	※「コミュニケーション
英語Ⅰ」、「コミュニケー
ション英語Ⅱ」、「英語表
現Ⅰ」を出題範囲

　［選択科目］
　■	国語「国語総合（古典を
除く）」

　■数学『数学Ⅰ・数学Ａ』
　　	※「数学Ⅰ」と「数学Ａ」
を総合した出題範囲

　■地理歴史「日本史Ｂ」
　�３教科３科目より１科目選択
各科目50点� 100点
②�書類審査（調査書）� 50点
〈①②による総合判定　計150点〉

一般選抜
（Ⅱ期）

①小論文（600字以内）100点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計150点〉

専願

専願

専願

併願

専願

専願

併願

併願
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入試区分 現代生活学部人間栄養学科 子ども学部子ども学科 国際教養学部国際教養学科

一般選抜
（共通テスト利用）

Ⅰ・Ⅱ期

①学力検査
　■国語『国語』
　■数学『数学Ⅰ・数学Ａ』
　■外国語『英語』＊リスニングを含む
　■	理科「化学基礎」及び「生
物基礎」、「化学」、「生物」

　	４教科６科目より高得点の
２科目利用
各科目50点満点換算	 100点
②	書類審査（調査書）	 50点
〈①②による総合判定　計150点〉

①学力検査
　■国語『国語』
　■数学『数学Ⅰ・数学Ａ』
　■外国語『英語』＊リスニングを含む
　■	理科「化学基礎」及び「生
物基礎」、「化学」、「生物」

　■	地理歴史・公民「世界史
Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理
Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」

　	５教科12科目より高得点の
２教科２科目利用
各科目50点満点換算	 100点
②	書類審査（調査書）	 50点
〈①②による総合判定　計150点〉

①学力検査
　■国語『国語』
　■	数学『数学Ⅰ・数学Ａ』
　　	『簿記・会計』『情報関係
基礎』

　■外国語『英語』＊リスニングを含む
　■	理科「化学基礎」及び「生
物基礎」、「化学」、「生物」

　■	地理歴史・公民「世界史
Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理
Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」

　	５教科14科目より高得点の
２教科２科目利用
各科目50点満点換算	 100点
②	書類審査（調査書）	 50点
〈①②による総合判定　計150点〉

一般選抜（社会人）
一般選抜（帰国子女）

①小論文（600字以内）100点
②面接（個人10分）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

一般選抜
（外国人留学生）

①小論文（600字以内）100点
②面接（個人15分）100点
③書類審査（成績証明書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉

学校推薦型選抜
（外国人留学生）

Ⅰ期

①面接（個人10分）100点
②書類審査（推薦書・志望理由書）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉

学校推薦型選抜
（外国人留学生）

Ⅱ期

①小論文（600字以内）100点
②面接（個人10分）100点
③書類審査（自己推薦書・調査書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉

【中国学園大学３年次編入】
入試区分 現代生活学部人間栄養学科 子ども学部子ども学科 国際教養学部国際教養学科

３年次編入
（一般選抜）

①小論文（800字以内）100点
②面接（個人15分）100点
③書類審査（成績証明書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉

３年次編入
（学校推薦型選抜）

①面接（個人15分）100点
②書類審査（成績証明書・志望理由書）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉

３年次編入
（外国人留学生）

①小論文（800字以内）100点
②面接（個人15分）100点
③書類審査（成績証明書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉

【中国学園大学大学院】
現代生活学研究科人間栄養学専攻 子ども学研究科子ども学専攻

①英語100点
②課題論文（1000字以内）100点
③面接（個人20分）100点
	 〈①②③による総合判定　計300点〉

①課題論文（1000字以内）100点
②面接（個人20分）100点
③書類審査（成績証明書・志望理由書・研究計画書）100点
	 〈①②③による総合判定　計300点〉

併願

併願

併願

専願

併願

併願

専願

併願
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（２）中国短期大学
入試区分 総合生活学科 保育学科 情報ビジネス学科

総合型選抜
Ⅰ・Ⅱ期Ａ

【オープンキャンパスの説明会に参加し、集団面談を受けた人を対象とした出願区分】
①面談（個人10分）および志望理由書　150点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計200点〉

総合型選抜
Ⅰ・Ⅱ期Ｂ

【直接出願区分】
①面接（個人20分）および志望理由書　150点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。受験生が自身のアピールとして表現したいものを披露することができる。

総合型選抜
Ⅲ・Ⅳ期

①面接（個人20分）および志望理由書　150点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。受験生が自身のアピールとして表現したいものを披露することができる。

学校推薦型選抜
（公募）
Ⅰ・Ⅱ期

①作文（600字以内）100点
②面接（個人10分）100点
③書類審査（調査書・推薦書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

学校推薦型選抜
（指定校）

①面接（個人10分）100点
②書類審査（調査書・推薦書・志望理由書）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

学校推薦型選抜
（スポーツ推薦）

Ⅰ・Ⅱ期

①実技テスト　100点
②面接（個人10分）100点
③書類審査（調査書・推薦書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

一般選抜
（Ⅰ期）

（Ａ・Ｂ日程）

①学力検査
　［選択科目］
　■国語「国語総合（古典を除く）」
　■数学『数学Ⅰ・数学Ａ』	※「数学Ⅰ」と「数学Ａ」を総合した出題範囲
　■外国語『英語』
　　※	「コミュニケーション英語Ⅰ」、「コミュニケーション英語Ⅱ」、「英語表現Ⅰ」を出題範囲
　３教科３科目より１科目選択　100点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計150点〉

一般選抜
（Ⅱ期）

①作文（600字以内）100点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計150点〉

一般選抜
（共通テスト利用）

Ⅰ・Ⅱ期

①学力検査
■国語『国語』
■数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『簿記・会計』『情報関係基礎』
　※『簿記・会計』『情報関係基礎』は情報ビジネス学科のみ利用
■外国語『英語』＊リスニングを含む
　３教科３科目より高得点の１科目利用（総合生活学科・保育学科）
　３教科５科目より高得点の１科目利用（情報ビジネス学科）各科目100点満点換算　100点
②書類審査（調査書）50点	 〈①②による総合判定　計150点〉

一般選抜（社会人）
一般選抜（帰国子女）

①作文（600字以内）100点
②面接（個人10分）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉
　※	面接では、提出書類に記載された内容に加え、これまで学習したり経験したりしたことにつ
いて質問する。

一般選抜
（外国人留学生）

①作文（600字以内）100点
②面接（個人15分）100点
③書類審査（成績証明書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉

学校推薦型選抜
（外国人留学生）

Ⅰ期

①面接（個人10分）100点
②書類審査（推薦書・志望理由書）100点	 〈①②による総合判定　計200点〉

学校推薦型選抜
（外国人留学生）

Ⅱ期

①作文（600字以内）100点
②面接（個人10分）100点
③書類審査（自己推薦書・調査書・志望理由書）100点	 〈①②③による総合判定　計300点〉

専願

専願

専願

併願

専願

専願

併願

併願

併願

併願

併願

専願

併願
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４ 総合型選抜について
（１）本学の総合型選抜　
	 	　本学の総合型選抜は、将来の夢に向かって頑張る受験生を応援する入試制度です。受験生と本学教員
の対話を通して、本学で学びたいという強い想いを伝えてください。学力試験では、はかれない才能や
意欲を確かめるために、一人ひとりに向き合って評価する入試制度です。本学の教育方針および学部・
学科の教育内容をよく理解し、将来の夢や目標を実現するために本学で積極的に学びたいという強い意
欲のある受験生を求めています。

（２）流れ

総合型選抜Ⅰ期Ａ
総合型選抜Ⅱ期Ａ

総合型選抜Ⅰ期Ｂ
総合型選抜Ⅱ期Ｂ
総合型選抜Ⅲ期　
総合型選抜Ⅳ期　

【オープンキャンパス参加・エントリー】 【直接出願】

オープンキャンパス参加　　
説明会に参加・集団面談　　
　　⬇　　　　　　　　　　
エントリーカード提出
　　⬇　　　　　　　
「（エントリーカード受理）
確認証」が届く
　　⬇　　　　　　　
「志望理由書」の準備
　　⬇
出願　　　　（Web出願）
Web入学志願票・調査書・志望理由書を郵送
　　⬇
面談（個人10分）＊入学後の抱負の確認を行う面談

出願　　　　（Web出願）
Web入学志願票・調査書・志望理由書を郵送
　　⬇
面接（個人20分）
　＊	提出された書類に基づく面接。自身のアピールとし
て表現したいものを披露することができる。

※総合型選抜は専願で、Ⅰ期からⅣ期の中からいずれかを選んで出願してください。

専願

〇	出願に向けてアドバイス
が得られます！
〇	選考日の面談時間が短
縮されます！

エントリーカードを提出すると

専願

専願
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５ 令和４年度中国学園大学・中国短期大学入試日程一覧 
入試区分 出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期間

（一次）
入学手続期間
（二次） 地方試験

総合型選抜Ⅰ期Ａ・Ｂ 9/1㈬～
9/8㈬ 9/18㈯

11/1㈪ 11/2㈫～
11/10㈬

11/2㈫～
12/13㈪

総合型選抜Ⅱ期Ａ・Ｂ 10/1㈮～
10/12㈫ 10/23㈯

総合型選抜Ⅲ期 11/19㈮～
11/26㈮ 12/11㈯ 12/18㈯ 12/20㈪～12/24㈮

総合型選抜Ⅳ期 3/4㈮～
3/15㈫必着 3/19㈯ 3/23㈬ 3/24㈭～3/28㈪

３年次編入Ⅰ期（一般・学校推薦型・外国人留学生） 9/1㈬～
9/8㈬ 9/18㈯ 9/25㈯ 9/27㈪～

10/5㈫
9/27㈪～
12/13㈪大学院Ⅰ期

学校推薦型選抜（指定校）
11/1㈪～
11/8㈪ 11/20㈯ 12/1㈬ 12/2㈭～12/15㈬

あり　１）

学校推薦型選抜（公募Ⅰ期） あり　２）

学校推薦型選抜（スポーツⅠ期）

学校推薦型選抜（公募Ⅱ期） 12/2㈭～
 12/9㈭ 12/18㈯ 12/25㈯

12/27㈪～1/7㈮

学校推薦型選抜（外国人留学生Ⅰ期） 12/27㈪～3/16㈬

一般選抜Ⅰ期（Ａ日程）
1/6㈭～
1/18㈫

1/31㈪
2/5㈯ 2/7㈪～

2/15㈫
2/7㈪～
2/25㈮

あり　３）

学校推薦型選抜（スポーツⅡ期）

一般選抜Ⅰ期（Ｂ日程） 2/1㈫

一般選抜（共通テスト利用Ⅰ期） 1/21㈮～
1/28㈮ 来学不要 2/11㈮ 2/14㈪～

2/21㈪
2/14㈪～

3/4㈮

一般選抜Ⅱ期

2/7㈪～
2/18㈮ 3/5㈯ 3/12㈯ 3/14㈪～3/18㈮

一般選抜（社会人・帰国子女）

３年次編入Ⅱ期（一般・学校推薦型・外国人留学生）

大学院Ⅱ期

学校推薦型選抜（外国人留学生Ⅱ期）

一般選抜（外国人留学生）

一般選抜（共通テスト利用Ⅱ期） 2/7㈪～
2/18㈮ 来学不要 3/5㈯ 3/7㈪～3/14㈪

【地方試験会場】
　１）鳥取、松江、松山、福山
　２）鳥取、松江、松山、高松
　３）鳥取、松江、松山、高松、福山

【リモート】＊自宅及び高校のいずれでも可
　沖縄：総合型選抜（Ⅰ期Ｂ、Ⅱ期Ｂ、Ⅲ期、Ⅳ期）、学校推薦型選抜（指定校） 
　高松：学校推薦型選抜（指定校） 
　　　　　＊他の試験会場もリモートにすることがあります。

※３年次編入、学校推薦型選抜（指定校）、大学院、外国人留学生の入試については各々の入学試験要項で確認してください。
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６ 加点対象検定・資格等一覧
（１）中国学園大学

＜現代生活学部人間栄養学科＞ ＜子ども学部子ども学科＞ ＜国際教養学部国際教養学科＞

• 	実用英語技能検定
• 	TOEFL
• 	TOEIC
• 	GTEC
• 	日本漢字能力検定
• 	実用数学技能検定

• 	日本語検定
• 	実用英語技能検定
• 	実用数学技能検定

• 	実用英語技能検定
• 	TOEFL
• 	TOEIC
• 	GTEC
• 	 IELTS
• 	TEAP
• 	ケンブリッジ英語検定
• 	日本漢字能力検定
• 	実用数学技能検定
• 	日商簿記検定
• 	全商簿記検定
• 	情報処理検定試験

（２）中国短期大学
＜総合生活学科・保育学科・情報ビジネス学科＞

• 	実用英語技能検定
• 	TOEFL
• 	TOEIC
• 	GTEC
• 	日本漢字能力検定
• 	実用数学技能検定
• 	日本学校農業クラブ連盟主催
	 　農業技術検定
	 　FFJ 検定
• 	アグリマイスター顕彰制度
• 	日本農業技術検定
• 	危険物取扱者丙種
• 	危険物取扱者乙種
• 	ガス溶接技能教習
• 	アーク溶接等の業務に関わる特別教育修了
• 	小型車両系建設機械運転特別教育修了
• 	フォークリフト運転技能講習修了
• 	園芸装飾技能士
• 	フラワー装飾技能士
• 	測量士補
• 	トレース技能検定
• 	コンクリート製品検定
• 	土木施工管理技術検定

• 	玉掛け技能講習修了
• 	食品衛生責任者
• 	全国商業高等学校協会主催検定
	 　珠算・電卓実務検定試験
	 　簿記実務検定試験
	 　ビジネス文書実務検定試験
	 　英語検定試験
	 　情報処理検定試験
	 　商業経済検定試験
	 　会計実務検定試験
	 　ビジネスコミュニケーション検定試験
• 	日商簿記検定
• 	税理士試験（簿記論・会計論）
• 	情報処理技術者試験
• 	 IT パスポート試験
• 	FP 技能士
• 	秘書技能検定
• 	機械製図検定
• 	ガス・アーク溶接技術検定
• 	ボイラー技士
• 	計算技術検定
• 	公害防止管理者
• 	消防設備士

• 	レタリング技能検定
• 	カラーコーディネーター検定
• 	インテリアコーディネーター
• 	グラフィックデザイン検定
• 	ファッションコーディネート色彩能力検定
• 	パソコン利用技術検定
• 	電気工事士
• 	電気主任技術者
• 	工事担任者
• 	CAD検定
• 	情報技術者試験
• 	アマチュア無線技師
• 	全国高等学校家庭科技術検定
	 　被服製作技術検定（和服・洋服）
	 　食物調理技術検定
	 　保育技術検定
• 	介護福祉士国家試験受験資格
• 	介護職員初任者研修
• 	介護職員実務者研修
• 	福祉住環境コーディネーター
• 	難病患者等ホームヘルパー基礎課程１
• 	全国福祉高校長会　社会福祉・介護福祉検定
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７ 特待・優待・奨学生制度一覧
制度の名称 対　　象 条件、免除額など

学業成績特待生制度
（新入生）

中国学園大学・中国短	
期大学新入生（各入試	
区分で若干名）

入学試験（一般選抜Ⅰ期・共通テスト利用Ⅰ期）において特に
成績優秀であった者。
Ａ　入学金全額及び授業料（１年）の全額
Ｂ　入学金全額及び授業料（１年）の半額

学業成績特待生制度
（在学生）

大学２・３・４年次生、
短大２年次生（若干名）

学業・人物ともに優れた者。
給付額：100,000円

修学支援制度 ①全学年（若干名） ①経済的に修学が困難になった者で成績良好な者。
　授業料（１年間）の半額。

②全学年（別途定める） ②収入激減等により生活困窮者となった者。
　10万円以内の給付。

卒業生の子の入学優遇制度 新入生（該当者全員） 本学卒業生を保護者とする者。
入学金全額。

兄弟姉妹在学生支援制度 全学年（該当者全員） 本学に兄弟姉妹が同時期に在学する場合、その在学期間の弟又
は妹。
在学期間の弟妹の授業料の１/３相当額。

沖縄県等の遠隔地学生支援
制度

全学年（該当者全員） 沖縄県等の遠隔地からの入学者。
入学金全額及び寮費・管理費の半額。

８ オープンキャンパスの日程

６月19日㈯
６月20日㈰
７月25日㈰
８月22日㈰
９月26日㈰

⎫

⎪
⎬
⎪
⎭

場　所：いずれも本学キャンパス
（岡山市北区庭瀬83番地）

〒701－0197　岡山市北区庭瀬83番地

入試に関するお問い合わせは　入試事務室まで
TEL（086）293-0541（直通）

E-mail t-bosyu@cjc.ac.jp　https://www.cjc.ac.jp

TEL（086） 293ｰ1100（代表）  FAX（086） 293ｰ3993

中国学園大学・中国短期大学 LINE による
お問い合わせ
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