
AO入試 エントリーシート

※個人情報の取り扱いについて… AO入試エントリーシートにご記入いただく個人情報は、本校のAO入試のみに使用し、
 他の目的には一切使用いたしません。本校の個人情報の取り扱いについては、本校WEB
 サイトのトップページ下段にある「プライバシーポリシー」をご覧ください。

辻調理師専門学校　
年　　　月　　　日記入日 西暦

下記のとおり、AO入試にエントリーいたします。

保護者氏名

※2023年3月に高校（専修学校高等課程）・中等教育学校を
　卒業見込みの方は、保護者直筆の署名が必要です。上記の者がAO入試にエントリーすることを承認します。

本
　
　
人

フリガナ 生年月日

氏　名

〒　　　　ー現住所
または

通知発送先

電話番号

　　　年　月

　　　年　月

学校所在県

　　　年　月

（　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　ー

国立
公立
私立

学校所在県

合　格最終学歴

年 　    月 　    日 生
姓 名

※ボールペンでご記入ください。

西暦

西暦

西暦

西暦

高等学校卒業程度認定試験　（該当者のみ）

高等学校 （普通科・総合学科）
中等教育学校 （ 科）

高等専門学校
短期大学 （ 学部）
大　　学

市立
都道府県立
私立

卒　業
卒業見込
中　退

卒　業
卒業見込
中　退

※最終学歴は学校教育法第1条の高校・高等専門学校・短大・大学をご記入ください。（専門学校・予備校は不可）

※調理師本科（調理クラス/西洋料理クラス）には、ダブルライセンスコースとフランス校留学コースがあります。
　このエントリーでは選択不要です。希望する方は、出願の時（9月以降）に選択してください。

エントリーする学科（クラス）に□印をつけてください。

高度調理技術マネジメント学科

調理技術マネジメント学科

調理師本科　※

日本料理クリエイティブ経営学科

日本料理本科

3年制

2年制

1年制

2年制

1年制

調理クラス

西洋料理クラス

CK

CM

CO

CF

CG

CJ

□

□

□

□

□

□

＊本校記入欄
受 校 持 職No

CK　CM　CO　CF　CG　CJ

希望する選考方法を、いずれか1つに□印をつけてください。
※希望する選考方法によって、以降記入する箇所が異なります。

オンライン面接
※2022年3月以降の指定イベントに参加した方のみ選択可

本校での対面面接（面接のみ）
※2022年3月以降の指定イベントに参加した方のみ選択可

地方会場での対面面接
※2022年3月以降の指定イベントに参加した方のみ選択可
※高度調理技術マネジメント学科希望者は選択不可

本校での対面面接（オープンキャンパス参加後）

2ページ Aへ

2ページ Bへ

3ページ Cへ

3ページ Dへ

□

□

□

□
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＜面接日程表A＞
調理技術マネジメント学科
調理師本科（調理クラス・西洋料理クラス）
日本料理クリエイティブ経営学科
日本料理本科

高度調理技術マネジメント学科エントリー期・期間

第１期
６月 １日（水）～６月２6日（日）

第2期
６月２7日（月）～７月１0日（日）

7月 3日（日） 午前
7月10日（日） 午前

9月 4日（日） 午前
9月18日（日） 午前

7月17日（日） 午前
8月 7日（日） 午前
8月21日（日） 午前第3期

７月１1日（月）～８月２1日（日）

第4期
８月２2日（月）～９月１8日（日）

6月11日（土） 午前 ・ 午後 （※午前・午後の選択不可）
6月12日（日） 午前
6月19日（日） 午前
6月26日（日） 午前

7月17日（日） 午前
7月30日（土） 午前
8月 7日（日） 午前
8月20日（土） 午前
8月21日（日） 午前

8月27日（土） 午前
9月 4日（日） 午前
9月18日（日） 午前

7月 3日（日） 午前
7月 9日（土） 午前 ・ 午後 （※午前・午後の選択不可）
7月10日（日） 午前

6月12日（日） 午前
6月26日（日） 午前

第１希望 月　　　　日　　（　　　） 第2希望 月　　　　日　　（　　　）

メールアドレスと、以下の＜面接日程表A＞を確認し、希望するエントリー期間内（第1期～第4期）の選考日から
第1希望・第2希望を記入してください。

A オンライン面接 ※2022年3月以降の指定イベントに参加した方のみ選択可

メールアドレス
オンライン面接で使用するデバイス（スマートフォン、パソコン、タブレットなど）のメールアドレス

＠

＜面接日程表B＞
調理技術マネジメント学科
調理師本科（調理クラス・西洋料理クラス）
日本料理クリエイティブ経営学科
日本料理本科

高度調理技術マネジメント学科

7月 3日（日） 午後
7月10日（日） 午後

9月 4日（日） 午後
9月18日（日） 午後

7月17日（日） 午後
8月 7日（日） 午後
8月21日（日） 午後

エントリー期・期間

第１期
６月 １日（水）～６月２6日（日）

第2期
６月２7日（月）～７月１0日（日）

第3期
７月１1日（月）～８月２1日（日）

第4期
８月２2日（月）～９月１8日（日）

6月12日（日） 午後
6月18日（土） 午前 ・ 午後 （※午前・午後の選択不可）
6月19日（日） 午後
6月26日（日） 午後

7月17日（日） 午後
7月30日（土） 午後
8月 7日（日） 午後
8月20日（土） 午後
8月21日（日） 午後

8月27日（土） 午後
9月 4日（日） 午後
9月18日（日） 午後

7月 3日（日） 午後
7月10日（日） 午後

6月12日（日） 午後
6月18日（土） 午前 ・ 午後 （※午前・午後の選択不可）
6月26日（日） 午後

第１希望 月　　　　日　　（　　　） 第2希望 月　　　　日　　（　　　）

以下の＜面接日程表B＞を確認し、希望するエントリー期間内（第1期～第4期）の選考日から第1希望・第2希望を記入してください。
B 本校での対面面接（面接のみ） ※2022年3月以降の指定イベントに参加した方のみ選択可
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調理技術マネジメント学科
調理師本科（調理クラス・西洋料理クラス）
日本料理クリエイティブ経営学科
日本料理本科

高度調理技術マネジメント学科エントリー期・期間

第１期
６月 １日（水）～６月２6日（日）

第2期
６月２7日（月）～７月１0日（日）

7月 3日（日） 午前
7月10日（日） 午前 ・ 午後

9月 4日（日） 午前 ・ 午後
9月18日（日） 午前

7月17日（日） 午前 ・ 午後
8月 7日（日） 午前 ・ 午後
8月21日（日） 午前 ・ 午後第3期

７月１1日（月）～８月２1日（日）

第4期
８月２2日（月）～９月１8日（日）

6月12日（日） 午前 ・ 午後
6月19日（日） 午前 ・ 午後
6月26日（日） 午前 ・ 午後

7月17日（日） 午前 ・ 午後
7月30日（土） 午前
8月 7日（日） 午前 ・ 午後
8月20日（土） 午前 ・ 午後
8月21日（日） 午前 ・ 午後

8月27日（土） 午前
9月 4日（日） 午前 ・ 午後
9月18日（日） 午前

7月 3日（日） 午前
7月10日（日） 午前 ・ 午後

6月12日（日） 午前 ・ 午後
6月26日（日） 午前 ・ 午後

＜面接日程表C＞

以下の＜面接日程表C＞を確認し、希望するエントリー期間内（第1期～第4期）の選考日から第1希望・第2希望を記入し、
時間帯（午前・午後）にも○をしてください。

※このエントリーでオープンキャンパス参加受付も同時に完了となります。
　オープンキャンパスに付き添いが同行する場合はご連絡ください。

※日程表内の午前・午後はオープンキャンパスの開催時間です、面接の時間ではありません。
必ず午前・午後の指定をしてください。指定がされていない場合は、本校が任意で決定します。
例）午前を選択すると、「午前のオープンキャンパス参加後に面接受験」となります。

C 本校での対面面接（オープンキャンパス参加後）

希望する地方会場を、いずれか1つに□印をつけてください。（エントリー期間にかかわらず会場の選択可）

D 地方会場での対面面接 ※2022年3月以降の指定イベントに参加した方のみ選択可
※高度調理技術マネジメント学科希望者は選択不可
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第1希望 月　　　　日（　　）　午前 ・ 午後 第2希望 月　　　　日（　　）　午前 ・ 午後

会　場 会場名 日　程都道府県

□

□

□

□

札幌グランドホテル

ウインクあいち

RCC文化センター

JR博多シティ

北海道

愛知県

広島県

福岡県

札幌会場

名古屋会場

広島会場

福岡会場

８月　４日（木）

７月１０日（日）

８月20日（土）

７月　３日（日）


