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2022年度

入学試験要項

法学部法律学科 経営学部経営学科

大阪経済法科大学の出願は、インターネット出願です。

出願には受験ポータルサイト「UCARO」への登録が必要です。
ウ　カ　ロ

2022年4月 入学定員増
経済学部経済学科国際学部国際学科

◇入学検定料  一律10,000円
◇同時出願の併願は無料

① 本学の建学の理念、使命及び経済学部経済学科の教育目的を理解し、以下の
ような目標・意欲を持っている。
　　⑴ 経済学を中心とする幅広い専門知識とその実践的応用力を活用して、現

代社会の経済現象や課題を理解し、経済社会のグローバル化に伴う諸問
題を解決しようとする意欲を持っている。

　　⑵ 高度専門職業人や公務員として活躍したい、又は創造的なビジネスパー
ソンや起業家を目指したいという意欲を持っている。

　　⑶ 国際化 ･情報化社会に主体的に対応し、関連する知識や技術を活用して、
国際社会 ･地域社会で活躍しようとする意欲を持っている。

② 高等学校で学習する国語、英語、歴史、公民、地理、数学などについて、高
等学校卒業相当の基礎学力を有している。

③ 高等学校での学習・活動を通じて、英語、商業 ･簿記、情報処理などの資格
を取得したり、様々なスポーツ ･文化活動やボランティア活動などに取り組
んだ経験を有している。

④ 社会的事象に対して知的関心を持ち、自身の考えをまとめ、その考えを表現
することができる。また、主体性を持って多様な人々とともに学ぶ態度を持っ
ている。

⑤ 上記のような資質ある者に対して、素養をはかるためにAO入試、推薦試験、
一般試験などの入学者選抜を実施して、多面的・総合的に評価することによっ
て多様な個性・能力を持つ人材を受け入れる。

経済学部経済学科 アドミッション・ポリシー

① 本学の建学の理念、使命及び法学部法律学科の教育目的を理解し、以下のよ
うな目標・意欲を持っている。
　　⑴ 正義と公平を旨とするリーガルマインドをもって現代社会の諸課題に積

極的に取り組む市民として、法学を学ぼうとする意欲を持っている。
　　⑵ 法学に関する専門知識を修得し、裁判官、検察官、弁護士および司法書

士などの法律専門職を目指す意欲を持っている。
　　⑶ 公務員としての基礎的知識を習得し、行政職、警察官および消防官など

の公務員を目指す意欲を持っている。
　　⑷ 国際化 ･情報化社会に主体的に対応し、民間企業を中心に幅広い分野で

活躍しようとする意欲を持っている。

②  高等学校で学習する国語、英語、歴史、公民、地理、数学などについて、高
等学校卒業相当の基礎学力を有している。

③ 高等学校での学習・活動を通じて、英語、商業 ･簿記、情報処理などの資格
を取得したり、様々なスポーツ ･文化活動やボランティア活動などに取り組
んだ経験を有している。

④ 社会的事象に対して知的関心を持ち、自身の考えをまとめ、その考えを表現する
ことができる。また、主体性を持って多様な人々とともに学ぶ態度を持っている。

⑤上記のような資質ある者に対して、素養をはかるためにAO入試、推薦試験、
一般試験などの入学者選抜を実施して、多面的・総合的に評価することによっ
て多様な個性・能力を持つ人材を受け入れる。

法学部法律学科 アドミッション・ポリシー

① 本学の建学の理念、使命及び経営学部経営学科の教育目的を理解し、以下の
ような目標・意欲を持っている。
　　⑴ 経営学を中心とする幅広い専門知識とその実践的応用力を活用して、企

業をはじめとする組織の経営問題を理解し、技術革新やグローバル化が
進展するなかで、現代ビジネスの諸問題を解決しようとする意欲を持っ
ている。

　　⑵ 会計専門職 (公認会計士 ･税理士 )など高度専門職業人として活躍した
い、又は創造的なビジネスパーソンや起業家を目指したいという意欲を
持っている。

　　⑶ 国際化 ･情報化社会に主体的に対応し、関連する知識や技術を活用して、
国際社会 ･地域社会で活躍しようとする意欲を持っている。

② 高等学校で学習する国語、英語、歴史、公民、地理、数学などについて、高
等学校卒業相当の基礎学力を有している。

③ 高等学校での学習・活動を通じて、英語、商業 ･簿記、情報処理などの資格
を取得したり、様々なスポーツ ･文化活動やボランティア活動などに取り組
んだ経験を有している。

④社会的事象に対して知的関心を持ち、自身の考えをまとめ、その考えを表現する
ことができる。また、主体性を持って多様な人々とともに学ぶ態度を持っている。

⑤ 上記のような資質ある者に対して、素養をはかるためにAO入試、推薦試験、
一般試験などの入学者選抜を実施して、多面的・総合的に評価することによっ
て多様な個性・能力を持つ人材を受け入れる。

経営学部経営学科 アドミッション・ポリシー

① 本学の建学の理念、使命及び国際学部国際学科の教育目的を理解し、以下の
ような目標、意欲を持っている。
　　⑴ 異文化理解・多文化共生への関心を高め、グローバル化する現代社会の

諸問題について理解しようとする意欲を持っている。
　　⑵ 海外体験・留学など多様な機会を活かし、豊かな国際感覚と英語を中心と

した国際コミュニケーション能力を身につけようとする意欲を持っている。
　　⑶ 幅広い教養と専門性を備え、チームワークとリーダーシップを発揮して、

国際的な領域におけるビジネス・市民社会で活躍しようとする意欲を
持っている。

② 高等学校で学習する国語、英語、歴史、公民、地理、数学などについて、高
等学校卒業相当の基礎学力を有している。

③ 高等学校等での学習・活動を通して、英語をはじめとする外国語の資格を取得
したり、様々な国際交流活動やスポーツ・文化活動、ボランティア活動などに
取り組んだ経験を有している。

④ 社会的事象に対して知的関心を持ち、自身の考えをまとめ、その考えを表現
することができる。また、主体性を持って多様な人々とともに学ぶ態度を持っ
ている。

⑤ 上記のような資質ある者に対して、素養をはかるためにAO入試、推薦試験、
一般試験などの入学者選抜を実施して、多面的・総合的に評価することによっ
て多様な個性・能力を持つ人材を受け入れる。

国際学部国際学科 アドミッション・ポリシー
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　本学では、個人情報の保護の重要性を深く認識し、「個人情報の保護に関する法律」や関連の法令、文部科学省及
び経済産業省が定める指針などを遵守しながら、個人情報について適切に管理し、個人情報の取扱いについて適正な
措置を講じることとしています。
　ついては、入学志願票の提出、試験受験に伴い取得した個人情報（氏名、住所、電話番号、出身学校名、成績情報、志願
情報、入学試験成績情報など）は、その利用目的に必要な範囲で適正に利用します。また、入学試験に付随して入学試
験の合否結果等を出身学校（予備校等を含む）に提供します。それ以外の第三者には、個人情報の提供は行いません。

個人情報の取扱いについて

①本学のアドミッション・ポリシーを実現するため、必要と認める範囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している
大学の入試過去問題を使用して出題することがあります。必ず使用するとは限りません。

②入試過去問題を使用する際は、そのまま使用することも、一部改変することもあります。
　また、使用した過去問題については入学試験終了後、受験生に分かるような形で公表します。
③『入試過去問題活用宣言』についての詳細および参加大学一覧は、下記で公表しています。
　https://www.nyushikakomon.jp/
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入試種別 法学部 国際学部 経済学部 経営学部

公募制推薦試験（前期） 50名 35名 45名 40名

公募制推薦試験（後期） 10名 5名 10名 10名

資格利用入試（併願制） 若干名 若干名 若干名 若干名

専門学科・総合学科推薦試験 若干名 若干名 若干名 若干名

一般試験・前期
一般前期プラス資格試験
一般試験・前期(共通テストプラス型）

115名 80名 95名 80名

一般試験・中期
一般試験・後期 20名 15名 20名 20名

一般中期小論文試験 若干名 若干名 若干名 若干名

共通テスト利用入試（Ⅰ期） 10名 10名 10名 10名

共通テスト利用入試（Ⅱ期） 若干名 若干名 若干名 若干名

共通テスト利用入試（Ⅲ期） 若干名 若干名 若干名 若干名

その他入試 55名 55名 40名 40名

合計 260名 200名 220名 200名

2022年度 募集人員／各試験の特典等

■各試験の特典等

■2022年度 募集人員

� 特典等

試験の種類

Sコース
入学時採用

特別奨学生制度
（初年度学費
全額免除）

国際学部特別
奨学生制度
（資格型）

資格取得
奨学金制度

英語外部試験
利用制度

公募制推薦試験（前期・後期） ● ★ ●
（前期のみ） ●

資格利用入試（併願制） ● ★ ●

専門学科・総合学科推薦試験 ● ★ ●

一般試験・前期（3教科型・2教科型）
一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

● ● ●

一般試験・中期（3教科型・2教科型）
一般中期小論文試験

●

一般試験・後期 ●

共通テスト利用入試（Ⅰ期） ● ●
（4教科型・3教科型のみ） ● ●

共通テスト利用入試（Ⅱ期） ● ●

共通テスト利用入試（Ⅲ期） ● ●
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2021年4月に新コース制を導入した経済学部の入学定員を増加します。

200名→220名

1  国語と英語の2科目のみで受験できます。

2 学習成績の状況を高く評価します。
　　例  A方式の場合：学習成績の状況が3.3の方　3.3×20＝66点

3  国語か英語いずれか高得点科目を2倍に換算します。
　　（B方式：高得点配点方式）

4  英語が得意な方へ、英語1科目で判定する方式を新設しました。
　　（E方式：英語重視方式）

5  数学Ⅰ・Aが得意な方は「数学素養評価型」がおススメです。
　　（前期：11月7日（日）のみ実施。数学に加え、国語か英語いずれか高得点科目の２科目で選考します。）

公募制推薦試験  5つのポイント
1 3教科型及び2教科型の併願が可能です。
　　試験科目は「国語」・「英語」・「選択科目（日本史B、世界史B、政治・経済、数学Ⅰ・A）」

2  高得点の１科目を2倍に換算します。
　　（Ⅱ型：高得点配点型）

3 英語が得意な方へ、英語の配点が3倍または4倍になる方式を新設しました。
　　（Ⅲ型：英語重視型）

4 最大4日間の受験で問題傾向がつかめるため、合格の可能性が広がります。

5  共通テストプラス型は共通テストの高得点1科目を判定に加算します。

一般試験  5つのポイント

1 ２〜４教科型の併願が可能です。高得点科目が選考対象となります。

2 自己採点後に出願できます。

3  英語外部試験を利用できるため、英検やGTEC等を最大限活用できます。

共通テスト利用入試  3つのポイント
1 取得資格を高く評価します。
　　例）簿記実務検定（全商）１級１科目の場合70点、１級２科目の場合80点
　　　 実用英語技能検定準２級の場合70点 等

2 試験科目は小論文（小論文プラス資格型）又は、国語・英語のどちらか高得点
　 １科目（基礎素養プラス資格型）から選んで受験できます。

3 本学への志望度が高い方は、取得資格に加え、面接にてその意志を評価します。
　 （面接型）

専門学科・総合学科推薦試験  3つのポイント

TopicsTopics

入学検定料2022年4月、経済学部の入学定員を200名から220名へ増加します。経済学
部では、学部生全員が「実学としての経済学」を修得し、ビジネスや暮らしに直
結する経済諸指標を読み解き、未来を見通す力を身につけることで、希望キャ
リアを実現します。 →P.5へ

あなたの強みを最大限に活かせる入試は？
各入試のポイントをご紹介します。

近年、大学の入試制度は多様化しており、本学でも様々な入試制度を設置しています。そのため、受験生
の皆さんが培ってきたストロングポイント（強み）を最大限に活かせる入試を見極めることが重要であ
り、これが合格への近道となります。
得意科目や取得資格など、皆さんのストロングポイントを活かせる入試は「どれか」に着目し、入試制度
をご検討ください。

全入試一律10,000円

03 04



入学検定料 資格取得奨学金

入学金相当額（20万円）を入学後に給付

●日商簿記検定2級以上
●実用英語技能検定2級、GTEC920、TOEIC®520、IELTS4.5、TOEFL®ITP470、TOEFL®iBT53点以上
●宅地建物取引士
●基本情報技術者
●国内旅行業務取扱管理者
●総合旅行業務取扱管理者

入学金半額相当額（10万円）を入学後に給付

●全商英語検定1級
●実用英語技能検定準2級、GTEC750、TOEIC®470、IELTS4.0、TOEFL®ITP450、TOEFL®iBT50点以上
●全商簿記実務検定1級完全合格（会計（商業簿記含む）・原価計算）

●全商情報処理検定1級（ビジネス情報部門またはプログラミング部門）

●全商商業経済検定1級
●全経簿記能力検定1級（会計・工業簿記）

●日本漢字能力検定2級以上
●ITパスポート
●販売士検定2級以上
●秘書技能検定2級以上
●P検（ICTプロフィシエンシー検定）2級以上

※GTECはオフィシャルスコアに限ります。
※特別奨学生となった受験生は対象外とします。

下記の採用対象試験に合格後、入学手続きを終えて、本学入学までに資格を取得した受験生に対し、入学後に奨学金を

給付します。

2021年、本学は創立50周年を迎えました。本学が50周年を迎えることができたのも、ひとえに在学生・卒業生の皆様、

その保護者の方々、高等学校の先生方のご助力のおかげだと考えています。また、長引く新型コロナウイルス感染症拡

大が社会全体に大きな影響を及ぼしている状況を鑑み、創立50周年事業の一環として、2022年度、全入学試験の入学検

定料を一律10,000円といたします。なお、1度の出願ですべての受験方式 ・ 試験日 ・ 学部を選択した場合でも、併願検

定料は無料とし、10,000円のみで併願受験することができます。

入学までに対象資格を取得すれば必ず給付    !

採用対象試験
■公募制推薦試験（前期・後期）�　■専門学科・総合学科推薦試験　■資格利用入試（専願制・併願制）� NEW

■申請方法
 対象資格の合格またはスコアを証明する原本書類（合格証書、合格証明書、認定証、成績証明書等）を次のいずれかの方法で提出してください。
なお、原本書類は、確認のために使用し、後日返却いたします。
①簡易書留郵便で郵送　送付先：〒581-8511大阪府八尾市楽音寺6-10　大阪経済法科大学 入試課
②入試課窓口に持参（平日のみ）
※いずれも本学入学試験の合格通知書に同封されている資格取得奨学金採用申請書を同封し、提出すること。
※資格取得を証明するものを2022年4月中旬までに大阪経済法科大学入試課に提出することが条件です。詳細は合格通知書に同封されている

書類をご確認ください。

■AO入試　■公務員AO入試　■探究学習AO入試 NEW 　■特別活動PR入試 NEW 　■スポーツ推薦試験（前期・後期） NEW  

■囲碁・将棋推薦試験（前期・後期） NEW 　■文化活動推薦試験（前期・後期） NEW  　■指定校推薦試験 　■帰国生入試（前期・後期）

奨学金給付対象資格

10,000円とします。
2022年度  全入試の入学検定料を

　 　　　　　　　　　　 ポイント

　　　　　　  の場合

　　　　　　  の場合

創立50周年事業

1  入学検定料　全入試一律10,000円

入学検定料
すべて併願しても

10,000円

入学検定料
すべて併願しても

10,000円

2  受験方式・受験型併願　すべて無料

3  複数日出願　すべて無料 4  学部併願　すべて無料

４学部 
併願可

4学部 
併願可

４日 
1/20・21・25・31

受験日

3日 
11/6・7・8

受験日

6型式 
3教科Ⅰ〜Ⅲ型
2教科Ⅰ〜Ⅲ型

選考方法

5方式 
 A〜E方式

選考方法

創立50周年事業

一般選抜

総合型選抜

一般試験・前期

公募制推薦試験（前期）
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一般試験・前期（共通テストプラス型）

木

一般試験・前期（共通テストプラス型）

��
��

��
��

60 6060

木

2月10日 ・15日 2月28日 3月31日

■一般試験・前期（3教科型・2教科型）　■一般前期プラス資格試験  ※合計の得点率が75％未満の者は対象外。　
■一般試験・前期（共通テストプラス型）　■共通テスト利用入試（Ⅰ期4教科型・3教科型）  ※合計の得点率が70％未満の者は対象外。

250210 ▶

AO入試
公務員AO入試
探究学習AO入試
資格利用入試（専願制）
スポーツ推薦試験（前期・後期）
囲碁・将棋推薦試験（前期・後期）
文化活動推薦試験（前期・後期）
指定校推薦試験
特別活動PR入試
公募制推薦試験（前期・後期）
資格利用入試（併願制）
専門学科・総合学科推薦試験

一般試験・前期
一般前期プラス資格試験
共通テスト利用入試（Ⅰ期4教科型・3教科型）

20563 6258 22

採用者の出身高等学校（2017年度〜2021年度）

●2021年度学部別特別奨学生採用者数

国公立大学との学費の差額が4年間で70万円未満に。

初年度
学費全額免除!

特別奨学生に採用されたかどうかは、どのように分かりますか？
採用された方にのみ、合否通知と一緒に採用通知を発送します。また、チャレンジの場合は採用結果通知を合格発表日に発送します。
いずれもインターネットや電話での確認はできません。

［2年次］1,016,000円

※上記の他に、学会費等19,000円（年額）の委託徴収金が必要です。

特別奨学生に採用されると

下記対象試験の成績上位者250名は

［3年次］1,036,000円

［4年次］1,056,000円

682,800円 
国公立大学との差額が4年間合計

［2年次］535,800円

［4年次］535,800円

［3年次］535,800円

［1年次］535,800円
［入学金］282,000円

国公立大学
［学費4年間合計］2,425,200円

大阪経済法科大学 特別奨学生
［学費4年間合計］3,108,000円

100万

200万

300万

2年次以降の奨学金制度はありますか？

特別奨学生に採用されて、入学手続を行った場合、入学辞退できないのですか？

●特別奨学生 Q&A

●推薦試験・AO入試の入学手続者もチャレンジできます。70

1,196,000円  免除
［入学金］＋［1年次授業料］

特別奨学生（初年度学費全額免除）制度
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前年度受験者・合格者 英語外部試験利用状況

●公募制推薦試験（前期）        ●共通テスト利用入試（I期）

昨年度の公募推薦試験（前期）や共通テスト利用入試（I期）では、受験者
は約2割～3割、合格者は約4割～5割が英語外部試験を利用しています。

77.6%
利用なし

70.1%
利用なし

59.6%
利用なし

52.6%
利用なし

22.4%
利用あり

受験者
英語外部試験

29.9%
利用あり

受験者
英語外部試験

40.4%
利用あり

合格者
英語外部試験

47.4%
利用あり

合格者
英語外部試験

国際学部特別奨学生制度（資格型） 取得資格 得点換算表

英語外部試験利用制度 英語の資格を活用できます！

下記の入試では、得点換算表を基準に英語、簿記・商業、情報処理等の資格を点数化し、合否判定を行います。高校時代

に資格取得に力を入れてきた受験生を評価します。

対象試験
■資格利用入試（専願制・併願制）　■専門学科・総合学科推薦試験　■一般前期プラス資格試験

対象資格・評価基準
①最も点数の高いものを得点とします。　②対象資格と同一分野で下記以外の検定や資格に合格している出願希望者は入試課にご相談ください。

対象資格 評価基準 対象資格 評価基準
100点 90点 80点 70点 100点 90点 80点 70点

英
語

実用英語技能検定 準1級 2級 準2級

情
報
処
理

Microsoft Office Specialist エキスパート スペシャリスト
GTEC 1190 1070 960 690 ICTプロフィシエンシー検定 1級 2級 準2級
ケンブリッジ英語検定 160 150 140 120 基本情報技術者試験 合格
IELTS 5.5 5.0 4.0 ITパスポート 合格
TEAP 310 270 230 190 情報処理検定（全商） 1級2部門 1級1部門
TOEFL®iBT 72 57 42 情報技術検定（全工） 1級
TOEIC®(L&R+S&W) 950 850 750 650

ビ
ジ
ネ
ス
等

宅地建物取引士 合格

簿
記
・
商
業

日商簿記検定 1級 2級 総合旅行業務取扱管理者 合格
簿記実務検定（全商） 1級2科目 1級1科目 国内旅行業務取扱管理者 合格
会計実務検定（全商） 合格 日本漢字能力検定 準1級 2級 準2級
商業経済検定（全商） 1級 リテールマーケティング（販売士） 1級 2級 3級
簿記能力検定（全経） 1級 2級 秘書技能検定 1級 準1級 2級

※当該入学試験の出願開始日から過去3年以内に合格または取得した
　スコアに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。

実用数学技能検定 1級 準1級 2級
ニュース時事能力検定 1級 2級／準2級 3級
ビジネス文書実務検定（全商） 1級
日本語ワープロ検定 1級

公募制推薦試験、共通テスト利用入試などにおいて、英語外部試験を利用できる制度です。英語外部試験の成績を得点

換算（みなし得点）し、当該試験の「英語素養」または「共通テスト（英語）」と高い方の得点で合否判定を行います。英語の
コミュニケーション能力が高い受験生や資格取得に力を入れてきた受験生を高く評価します。

対象試験
■公募制推薦試験（前期・後期）※　■共通テスト利用入試（I期・II期・III期）
※E方式（英語重視方式）および数学素養評価型は対象外。

対象外部試験・得点換算
対象資格 評価基準

100点 90点 80点 70点

実用英語技能検定 準1級 2級 準2級

GTEC 1190 1070 960 690

ケンブリッジ英語検定 160 150 140 120

IELTS 5.5 5.0 4.0

TEAP 310 270 230 190

TOEFL®iBT 72 57 42

TOEIC®(L&R+S&W) 950 850 750 650

※当該入学試験の出願開始日から過去3年以内に合格または取得したスコアに限る。
※英語外部試験利用制度の利用を希望する場合は、インターネット出願時、出願内容
　を登録する際にチェックボックスにチェックを入れ、スコアを証明する書類（コピ
　ー可）をその他の出願書類と同封して提出してください。

国際学部を第一志望として出願・合格し、出願時に下記の英語資格を取得していれば、スコアに応じて、
初年度学費全額もしくは入学金が免除となる制度です。

国際学部特別奨学生制度（資格型）の対象試験

※チャレンジ制度の対象外。ＡＯ入試や推薦試験に合格し、入学手続きを行った方は、対象となりません。

※P.7-8に記載の特別奨学生制度と本制度は、いずれか一方の採用となります。

●申請を希望する場合は、対象試験の出願書類を郵送する際に、対象資格のスコアを証明する書類（コピー可）を
同封してください。英語外部試験利用制度や一般前期プラス資格試験の出願書類としてスコアを証明する書類
のコピーを提出される場合、同一の書類は１通で結構です。

●採用後、入学までに、スコアを証明する書類の原本を提出していただきます（後日返送）。

取得資格
免除額 初年度学費全額免除

1,196,000円
入学金免除
200,000円

実用英語技能検定 準１級 ２級

GTEC 1200 920

IELTS 5.5 4.0

TEAP 310 230

TOEFL® iBT 65 45

TOEIC®（L&R+S&W） 950 750

取得資格と免除額

該当者は全員採用されます。
最大1,196,000円を免除！

■一般試験・前期
■一般試験・前期（共通テストプラス型）

■一般前期プラス資格試験
■共通テスト利用入試 （Ⅰ期）
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2021年9月/10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月

各試験の特典等入試カレンダー

❶一般試験・中期（3教科型・2教科型）／❷一般中期小論文試験／❸共通テスト利用入試（Ⅱ期）
出願期間

1月5日（水）～
2月22日（火）

試験日
①2月27日（日）・2月28日（月）
　※試験日自由選択制

②2月27日（日）
③本学の個別学力試験は課さない

合格発表日

3月4日（金）

入学手続期限 

3月14日（月）

❶一般試験・後期／❷共通テスト利用入試（Ⅲ期）
出願期間

2月10日（木）～
3月9日（水）

試験日

①3月14日（月）
②本学の個別学力
　試験は課さない

合格発表日
3月18日（金）

入学手続期限 
3月23日（水）

公募制推薦試験（後期） 
出願期間

11月19日（金）～
12月7日（火）

試験日

12月11日（土）

合格発表日

12月17日（金）

入学手続期限  ［一次］

1月28日（金）

入学手続期限  ［二次］

2月18日（金）

公募制推薦試験（前期） ／資格利用入試（併願制）／専門学科・総合学科推薦試験
出願期間

9月27日（月）～
11月1日（月）

試験日
11月6日（土）※1
11月7日（日）※2
11月8日（月）  　

※試験日自由選択制

合格発表日

11月20日（土）

入学手続期限  ［一次］※3

12月17日（金）

入学手続期限  ［二次］

2月18日（金）

※1専門学科・総合学科推薦試験は11月6日（土）のみ
※2公募制推薦試験（前期）の数学素養評価型は11月7日（日）のみ
※3入学手続期限［一次］は、入学金（200,000円）のみ

※入学手続期限［一次］は入学金のみ
　入学手続期限［二次］は半期授業料等出願方法は全てインターネット出願

❶一般試験・前期（3教科型・2教科型）／❷一般前期プラス資格試験
❸一般試験・前期(共通テストプラス型）／❹共通テスト利用入試（Ⅰ期）

出願期間 試験日
①②③

1月5日（水）～1月14日（金）

1月5日（水）～1月18日（火）
 

1月5日（水）～1月25日（火）

④1月5日（水）～2月2日（水）

①②③

1月20日（木）・1月21日（金）

1月25日（火）

1月31日（月）
※試験日自由選択制

④本学の個別学力試験は課さない

合格発表日

①②
2月10日（木）

③④
2月15日（火）

入学手続期限  ［一次］

2月28日（月）

入学手続期限  ［二次］

3月14日（月）

A日程

B日程

C日程

試験名 大阪
（本学）

大阪
（梅田） 金沢 名古屋 京都 神戸 和歌山 岡山 広島 高松 高知 福岡 那覇

公募制推薦試験（前期） ● ● ● ● ● ● ● ●

公募制推薦試験（後期） ●

資格利用入試（併願制） ● ● ● ● ● ● ● ●

専門学科・総合学科推薦試験※ ● ● ● ● ● ● ● ●

一般試験・前期（3教科型・2教科型） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

一般前期プラス資格試験 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

一般試験・前期（共通テストプラス型） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

一般試験・中期（3教科型・2教科型） ● ● ● ● ● ● ● ●

一般中期小論文試験 ● ● ● ● ● ● ● ●

一般試験・後期 ●

試験会場一覧（全国13会場にて実施します）

※面接試験は、大阪（本学：八尾駅前キャンパス）でのみ実施。
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13 14

公募制推薦試験（前期） 併願制 4学部併願可
英語外部試験

利用制度
対象試験

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限
9月27日（月）〜 11月 1日（月） 22:00まで 11月 1日（月） 23:59まで 11月 1日（月）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格　既卒（2浪まで）可
詳細はP.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 50名

9月27日（月）〜11月 1日（月）

11月 6日（土）
11月 7日（日）
11月 8日（月）

試験日自由選択制
※数学素養評価型は 
　11月7日（日）のみ

11月20日（土）

［一次］
12月1７日（金）

［二次］
2月1８日（金）

国際学部 35名

経済学部  45名

経営学部 40名
試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・高松・福岡

※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

（４） 出願書類

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者で、合格見込成績証明書を提出できない場合は、入試課にご相談ください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者で、高等学校で取得した科目（免除科目）がある場合、高等学校の調査書も
しくは成績証明書も併せて提出してください。

（3） 志望理由書
（D方式志願者のみ）

本学所定の志望理由書原稿用紙を使用し、800字程度で本学を志望する理由を記入のうえ、提出してください。Sコースを希望す
る場合は、その理由も記入してください。
なお、他の試験を併願する場合でも、1枚の「志望理由書」の提出で結構です。

（4） 英語外部試験の
スコアを証明する書類 英語外部試験を利用する場合は、スコアを証明する書類（コピー可）を提出してください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・方式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

・高等学校の学習成績の状況にあたる点数の換算は高等学校卒業程度認定試験の成績をもって行います。
・換算方法は右記の換算に基づきます。　
・免除科目は、免除理由が記された成績証明書と成績が明確な資料により換算に加えます。

A=4.5 B=3.5 C=2.5高等学校卒業程度認定試験の
合格（見込）者について

推薦試験等においては、各学部学科のアドミッション・ポリシーに基づき、学力の3要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持っ
て多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価するため、基礎学力を問う素養検査（英語・国語・数学）の成績、小論文、資格・検
定試験等の成績、高等学校の教科の学習成績の状況などを元に合否判定を行います。

公募制推薦試験等の概要

（３） 試験科目・解答方式・試験時間

英語外部試験利用制度対象   詳細はＰ.10をご覧ください。

教科・科目 解答方式 試験時間
国語素養 国語総合（近代以降の文章）、現代文B

マークシート 
方式

11:00～12:30（90分）
※2科目連続受験   英語素養※ コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

数学素養 数学Ⅰ（２次関数、図形と計量）、数学A（場合の数・確率）   13:30～14:30（60分）

A方式
（スタンダード方式）

国語 英語 調査書 
（学習成績の状況×20）

ー
満点

100点 100点 100点 300点

B方式
（高得点配点方式）

高得点科目 
（国語or英語）

低得点科目 
（国語or英語）

調査書
（学習成績の状況×20）

ー
満点

200点 100点 100点 400点

C方式
（基礎素養重視方式）

国語 英語
ー ー

満点

100点 100点 200点

D方式
（志望理由評価方式）

国語 英語 調査書
（学習成績の状況×20）

志望理由書
（800字） 満点

100点 100点 100点 100点 400点

E方式
（英語重視方式）

ー
英語 調査書 

（学習成績の状況×10）
ー

満点

100点 50点 150点

※試験問題（国語および英語）は、同日実施の国英素養評価型と共通。
※学習成績の状況（旧・評定平均値）を各方式の規定数値で乗算します。

※ 国語素養・英語素養から数学素養の集合時刻まで、自由時間は約30分です。連続で受験する方は昼食を持参してください。

※学習成績の状況（旧・評定平均値）を各方式の規定数値で乗算します。

数学素養評価型   国英素養評価型のA方式を出願することが必須条件

（２） 選考方法
国英素養評価型

NEW

必須

数学素養評価型
数学 高得点科目 

（国語or英語）
調査書 

（学習成績の状況×20）
ー

満点

100点 100点 100点 300点
特別奨学生（初年度授業料全額免除）

チャレンジ制度
一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス
資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）およ
び共通テスト利用入試（I期4教科型・3教科型）成績上
位合格者は、「特別奨学生」として初年度学費全額免除。 
公募制推薦試験（前期）の合格者もチャレンジ可能です。

P.7、8へ

Sコース（特修講座）
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を
見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、
司法書士や行政書士などの難関試験合格をめざす
課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間 
無料です。合格者のうち、出願時にSコースを 
希望した者を選考のうえ、入学時採用します。

４年間受講料無料

資格取得
奨学金制度

高校在学中に取得した
資格に応じて奨学金が
得られる制度です。

P.6へ

公募制推薦試験（前期）対象の奨学金制度等

国・英いずれか
高得点科目の
得点を2倍に

試 験 科目は 
英語のみで 
判定します
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公募制推薦試験（後期） 併願制 4学部併願可

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

11月19日（金）〜 12月 7日（火） 22:00まで 12月 7日（火） 23:59まで 12月 7日（火）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 10名

11月19日（金）〜12月 7日（火） 12月11日（土） 12月1７日（金）

［一次］
1月2８日（金）

［二次］
2月1８日（金）

国際学部 5名

経済学部 10名

経営学部 10名

試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）

英語外部試験
利用制度
対象試験 （４） 出願書類

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者で、合格見込成績証明書を提出できない場合は、入試課にご相談ください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者で、高等学校で取得した科目（免除科目）がある場合、高等学校の調査書も
しくは成績証明書も併せて提出してください。

（3） 志望理由書
（D方式志願者のみ）

本学所定の志望理由書原稿用紙を使用し、800字程度で本学を志望する理由を記入のうえ、提出してください。Sコースを希望す
る場合は、その理由も記入してください。
なお、他の試験を併願する場合でも、1枚の「志望理由書」の提出で結構です。

（4） 英語外部試験の
スコアを証明する書類 英語外部試験を利用する場合は、スコアを証明する書類（コピー可）を提出してください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・方式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格　既卒（2浪まで）可
詳細はP.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

国語素養 国語総合（近代以降の文章）、現代文B マークシート 
方式

11:00～12:30（90分）
※2科目連続受験   英語素養※ コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

※学習成績の状況（旧・評定平均値）を各方式の規定数値で乗算します。

A方式
（スタンダード方式）

国語 英語 調査書 
（学習成績の状況×20）

ー
満点

100点 100点 100点 300点

B方式
（高得点配点方式）

高得点科目 
（国語or英語）

低得点科目 
（国語or英語）

調査書
（学習成績の状況×20）

ー
満点

200点 100点 100点 400点

C方式
（基礎素養重視方式）

国語 英語
ー ー

満点

100点 100点 200点

D方式
（志望理由評価方式）

国語 英語 調査書
（学習成績の状況×20）

志望理由書
（800字） 満点

100点 100点 100点 100点 400点

E方式
（英語重視方式）

ー
英語 調査書 

（学習成績の状況×10）
ー

満点

100点 50点 150点

（２） 選考方法
国英素養評価型

NEW

必須

国・英いずれか
高得点科目の
得点を2倍に

試 験 科目は 
英語のみで 
判定します

特別奨学生（初年度授業料全額免除）
チャレンジ制度

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス
資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）およ
び共通テスト利用入試（I期4教科型・3教科型）成績上
位合格者は、「特別奨学生」として初年度学費全額免除。 
公募制推薦試験（後期）の合格者もチャレンジ可能です。

P.7、8へ

Sコース（特修講座）
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を
見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、
司法書士や行政書士などの難関試験合格をめざす
課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間 
無料です。合格者のうち、出願時にSコースを 
希望した者を選考のうえ、入学時採用します。

４年間受講料無料

資格取得
奨学金制度

高校在学中に取得した
資格に応じて奨学金が
得られる制度です。

P.6へ

公募制推薦試験（後期）対象の奨学金制度等

・高等学校の学習成績の状況にあたる点数の換算は高等学校卒業程度認定試験の成績をもって行います。
・換算方法は右記の換算に基づきます。　
・免除科目は、免除理由が記された成績証明書と成績が明確な資料により換算に加えます。

A=4.5 B=3.5 C=2.5高等学校卒業程度認定試験の
合格（見込）者について

英語外部試験利用制度対象   詳細はＰ.10をご覧ください。
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資格利用入試（併願制） 併願制 4学部併願可

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

国語素養 国語総合（近代以降の文章）、現代文B マークシート 
方式

11:00～12:30（90分）
※2科目連続受験英語素養 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

高得点科目 
（国語or英語）

調査書
（学習成績の状況×10） 取得資格 満点

50点 50点 100点 200点

※学習成績の状況（旧・評定平均値）を各方式の規定数値で乗算します。

※試験問題は、同日実施の公募制推薦試験と共通です。

（２） 選考方法

対象資格・評価基準
①最も点数の高いものを得点とします。　②対象資格と同一分野で下記以外の検定や資格に合格している出願希望者は入試課にご相談ください。

対象資格 評価基準 対象資格 評価基準
100点 90点 80点 70点 100点 90点 80点 70点

英
語

実用英語技能検定 準1級 2級 準2級

情
報
処
理

Microsoft Office Specialist エキスパート スペシャリスト
GTEC 1190 1070 960 690 ICTプロフィシエンシー検定 1級 2級 準2級
ケンブリッジ英語検定 160 150 140 120 基本情報技術者試験 合格
IELTS 5.5 5.0 4.0 ITパスポート 合格
TEAP 310 270 230 190 情報処理検定（全商） 1級2部門 1級1部門
TOEFL®iBT 72 57 42 情報技術検定（全工） 1級
TOEIC®(L&R+S&W) 950 850 750 650

ビ
ジ
ネ
ス
等

宅地建物取引士 合格

簿
記
・
商
業

日商簿記検定 1級 2級 総合旅行業務取扱管理者 合格
簿記実務検定（全商） 1級2科目 1級1科目 国内旅行業務取扱管理者 合格
会計実務検定（全商） 合格 日本漢字能力検定 準1級 2級 準2級
商業経済検定（全商） 1級 リテールマーケティング（販売士） 1級 2級 3級
簿記能力検定（全経） 1級 2級 秘書技能検定 1級 準1級 2級

※当該入学試験の出願開始日から過去3年以内に合格または取得した
　スコアに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。

実用数学技能検定 1級 準1級 2級
ニュース時事能力検定 1級 2級／準2級 3級
ビジネス文書実務検定（全商） 1級
日本語ワープロ検定 1級 特別奨学生（初年度授業料全額免除）

チャレンジ制度
一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス
資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）およ
び共通テスト利用入試（I期4教科型・3教科型）成績上
位合格者は、「特別奨学生」として初年度学費全額免除。
資格利用入試（併願制）の合格者もチャレンジ可能です。

P.7、8へ

Sコース（特修講座）
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を
見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、
司法書士や行政書士などの難関試験合格をめざす
課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間 
無料です。合格者のうち、出願時にSコースを 
希望した者を選考のうえ、入学時採用します。

４年間受講料無料

資格取得
奨学金制度

高校在学中に取得した
資格に応じて奨学金が
得られる制度です。

P.6へ

資格利用入試（併願制）対象の奨学金制度等

・高等学校の学習成績の状況にあたる点数の換算は高等学校卒業程度認定試験の成績をもって行います。
・換算方法は右記の換算に基づきます。　
・免除科目は、免除理由が記された成績証明書と成績が明確な資料により換算に加えます。

A=4.5 B=3.5 C=2.5高等学校卒業程度認定試験の
合格（見込）者について

公募制推薦試験（前期）
との併願が可能です。

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場

※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

（４） 出願書類

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

（1） 顔写真
以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。　　　　　　　　　　　　　　　　＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者で、合格見込成績証明書を提出できない場合は、入試課にご相談ください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者で、高等学校で取得した科目（免除科目）がある場合、高等学校の調査書も
しくは成績証明書も併せて提出してください。

（3） 取得資格を
証明する書類 P.10の「対象資格・評価基準」に記載している資格の取得を証明する書類（コピー可）を提出してください。

学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限
法学部 若干名

9月27日（月）〜11月 1日（月）
11月 6日（土）
11月 7日（日）
11月 8日（月）

試験日自由選択制

11月20日（土）

［一次］
12月1７日（金）

［二次］
2月1８日（金）

国際学部 若干名
経済学部 若干名
経営学部 若干名
試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・高松・福岡

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・方式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

9月27日（月）〜 11月 1日（月） 22:00まで 11月 1日（月） 23:59まで 11月 1日（月）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。
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併願制 4学部併願可

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 若干名

9月27日（月）〜11月 1日（月） 11月 6日（土） 11月20日（土）

［一次］
12月1７日（金）
［二次］

2月1８日（金）

国際学部 若干名
経済学部 若干名
経営学部 若干名
試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・高松・福岡

※ 面接型は大阪（本学：八尾駅前キャンパスのみ）
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

（４） 出願書類

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

（1） 顔写真
以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。　　　　　　　　　　　　　　　　＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者で、合格見込成績証明書を提出できない場合は、入試課にご相談ください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者で、高等学校で取得した科目（免除科目）がある場合、高等学校の調査書も
しくは成績証明書も併せて提出してください。

（3） 取得資格を
証明する書類

P.10の「対象資格・評価基準」に記載している資格の取得を証明する書類（コピー可）を提出してください。
ただし、面接型のみ出願する場合は不要。

（4） 志望理由書
（面接型志願者のみ）

本学所定の志望理由書原稿用紙を使用し、800字程度で本学を志望する理由を記入のうえ、提出してください。
Sコースを希望する場合は、その理由も記入してください。

（７） 出願資格
以下のいずれかに該当する者。

（1）2020年3月以降高等学校（中等教育学校を含む）の専門学科、総合学科を卒業した者、または2022年3月卒業見込みの者。
（2）その他相当の年齢に達し、高等学校の専門学科、総合学科を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めたもの。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

9月27日（月）〜 11月 1日（月） 22:00まで 11月 1日（月） 23:59まで 11月 1日（月）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

専門学科・総合学科推薦試験

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

国語素養 国語総合（近代以降の文章）、現代文B マークシート 
方式

11:00～12:30（90分）
※2科目連続受験英語素養 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

小論文 課題文形式。高等学校等での「言語活動」を通して育成された
「思考力・判断力・表現力」を評価します。 記述式 13:30～14:30（60分）

面接 面接（口頭試問含む） ー 13:30～

※学習成績の状況（旧・評定平均値）を各方式の規定数値で乗算します。

（２） 選考方法

基礎素養プラス資格型
高得点科目 

（国語or英語）
調査書

（学習成績の状況×10） 取得資格 満点

50点 50点 100点 200点

小論文プラス資格型
小論文 

（600～800字）
調査書

（学習成績の状況×10） 取得資格 満点

50点 50点 100点 200点

面接型
  高得点科目 

（国語or英語）
調査書

（学習成績の状況×10）
面接 

（口頭試問含む） 満点

50点 50点 100点 200点

or   小論文

●小論文と面接を受験される方には、試験時間の重複がないよう、調整の上、ご案内します。
※試験問題は、同日実施の公募制推薦試験と共通です。
※基礎素養検査の終了時刻から小論文・面接の集合時刻までの自由時間は約30分間です。連続で受験する場合は昼食を持参してください。

対象資格・評価基準
①最も点数の高いものを得点とします。　②対象資格と同一分野で下記以外の検定や資格に合格している出願希望者は入試課にご相談ください。

対象資格 評価基準 対象資格 評価基準
100点 90点 80点 70点 100点 90点 80点 70点

英
語

実用英語技能検定 準1級 2級 準2級

情
報
処
理

Microsoft Office Specialist エキスパート スペシャリスト
GTEC 1190 1070 960 690 ICTプロフィシエンシー検定 1級 2級 準2級
ケンブリッジ英語検定 160 150 140 120 基本情報技術者試験 合格
IELTS 5.5 5.0 4.0 ITパスポート 合格
TEAP 310 270 230 190 情報処理検定（全商） 1級2部門 1級1部門
TOEFL®iBT 72 57 42 情報技術検定（全工） 1級
TOEIC®(L&R+S&W) 950 850 750 650

ビ
ジ
ネ
ス
等

宅地建物取引士 合格

簿
記
・
商
業

日商簿記検定 1級 2級 総合旅行業務取扱管理者 合格
簿記実務検定（全商） 1級2科目 1級1科目 国内旅行業務取扱管理者 合格
会計実務検定（全商） 合格 日本漢字能力検定 準1級 2級 準2級
商業経済検定（全商） 1級 リテールマーケティング（販売士） 1級 2級 3級
簿記能力検定（全経） 1級 2級 秘書技能検定 1級 準1級 2級

※当該入学試験の出願開始日から過去3年以内に合格または取得した
　スコアに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。

実用数学技能検定 1級 準1級 2級
ニュース時事能力検定 1級 2級／準2級 3級
ビジネス文書実務検定（全商） 1級
日本語ワープロ検定 1級

NEW

特別奨学生（初年度授業料全額免除）
チャレンジ制度

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス資
格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）および共
通テスト利用入試（I期4教科型・3教科型）成績上位合
格者は、「特別奨学生」として初年度学費全額免除。専門学
科・総合学科推薦試験の合格者もチャレンジ可能です。

P.7、8へ

Sコース（特修講座）
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を
見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、
司法書士や行政書士などの難関試験合格をめざす
課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間 
無料です。合格者のうち、出願時にSコースを 
希望した者を選考のうえ、入学時採用します。

４年間受講料無料

資格取得
奨学金制度

高校在学中に取得した
資格に応じて奨学金が
得られる制度です。

P.6へ

専門学科・総合学科推薦試験対象の奨学金制度等

公募制推薦試験（前期）
との併願が可能です。

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。
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一般試験・前期（3教科型・2教科型） 4学部併願可
特別奨学生制度

（初年度学費全額免除）

対象試験

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

A日程 1月 5日（水）〜 1月14日（金） 22:00まで 1月14日（金） 23:59まで 1月14日（金）（消印有効）

B日程 1月 5日（水）〜 1月18日（火） 22:00まで 1月18日（火） 23:59まで 1月18日（火）（消印有効）

C日程 1月 5日（水）〜 1月25日（火） 22:00まで 1月25日（火） 23:59まで 1月25日（火）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 115名
1月 5日（水）〜 1月14日（金）

1月 5日（水）〜 1月18日（火）

1月 5日（水）〜 1月25日（火）

1月20日（木）
1月21日（金）

1月25日（火）

1月31日（月）

試験日自由選択制

2月10日（木）

［一次］
2月2８日（月）

［二次］
3月14日（月）

国際学部 80名

経済学部 95名

経営学部 80名

試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・大阪（梅田）・金沢・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・広島・高松・高知・福岡・那覇
※ 募集人員は、一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）を合計した人数です。
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

● ２教科型については、英語・国語・選択科目のうち２教科を出願時に選択。出願後に教科を変更することはできません。
　 なお、３教科型を併願する場合は、英語・国語・選択科目のうち高得点２教科を判定に使用します。

※ 英語から国語の集合時刻まで、自由時間は約30分間です。連続で受験する方は昼食を持参してください。
一般試験においては、各学部学科のアドミッション・ポリシーに基づき、学力の3要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持っ
て多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価するため、学力検査のほか、小論文試験（一般中期小論文試験）、資格・検定試験の
成績活用（一般前期プラス資格試験）、面接（一般試験・後期）などを元に合否判定を行います。

一般試験の概要

※国際学部特別奨学生（資格型）の申請を希望する場合は、対象試験のスコアを証明する書類（コピー可）を同封してください。（詳細はP.9）
※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

A
日
程

A
日
程

B
日
程

B
日
程

C
日
程

C
日
程

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

マークシート 
方式

11:00～12:00（60分）
国語 国語総合（近代以降の文章）、現代文B 13:00～14:00（60分）

選択科目 
１科目を当日選択

日本史B

14:40～15:40（60分）
世界史B
政治・経済
数学Ⅰ（２次関数、図形と計量）、数学A（場合の数・確率）

3教科型

Ⅰ型
（スタンダード型）

英語 国語 選択科目 満点

100点 100点 100点 300点

Ⅱ型
（高得点配点型）

高得点科目 その他２教科 満点

200点 100点 100点 400点

Ⅲ型
（英語重視型）

英語 国語 選択科目 満点

400点 100点 100点 600点

2教科型

Ⅰ型
（スタンダード型）

英語or国語or選択科目（うち2教科） 満点

100点＋100点 200点

Ⅱ型
（高得点配点型）

高得点科目 低得点科目
ー

満点

200点 100点 300点

Ⅲ型
（英語重視型）

英語 国語or選択科目
ー

満点

300点 100点 400点

（２） 選考方法　３教科型と２教科型の併願可能

特別奨学生制度
（初年度授業料全額免除）

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、 
一般前期プラス資格試験、一般試験・
前期（共通テストプラス型）および共
通テスト利用入試（I期4教科型・3教
科型）成績上位合格者は、「特別奨学生」
として初年度学費全額を免除します。

P.7、8へ

国際学部特別奨学生制度
（資格型）

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般
前期プラス資格試験、一般試験・前期（共
通テストプラス型）、共通テスト利用入試

（I期）において、出願時に対象の英語資格
を取得していれば、スコアに応じて、初年
度学費全額もしくは入学金を免除します。

P.9へ

Sコース
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格
を見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理
士、司法書士や行政書士などの難関試験合格を
めざす課外講座です。学内Wスクールで受講
料は4年間無料です。合格者のうち、出願時に 
Sコースを希望した全員を入学時採用します。

４年間受講料無料

一般試験・前期（3教科型・2教科型）対象の奨学金制度等

NEW

NEW

必須

必須

国・英いずれか
高得点科目の
得点を2倍に

国・英いずれか
高得点科目の
得点を2倍に

英語の配点が
4倍に

国・英の
どちらか必須

英語の配点が
4倍に

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。
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一般前期プラス資格試験 4学部併願可
特別奨学生制度

（初年度学費全額免除）

対象試験

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3）
取得資格を

証明する書類
P.10の「対象資格・評価基準」に記載している資格の取得を証明する書類（コピー可）を提出してくだ
さい。

一般前期プラス資格試験は一般試験・前期（3教科型）または一般試験・前期（2教科型）の出願が必須 
です。一般前期プラス資格試験のみの出願はできません。

（６） 入学検定料
　一般試験・前期の出願が必須。一般試験・前期と合わせて10,000円で出願できます。

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 115名
1月 5日（水）〜 1月14日（金）

1月 5日（水）〜 1月18日（火）

1月 5日（水）〜 1月25日（火）

1月20日（木）
1月21日（金）

1月25日（火）

1月31日（月）

試験日自由選択制

2月10日（木）

［一次］
2月2８日（月）

［二次］
3月14日（月）

国際学部 80名

経済学部 95名

経営学部 80名

試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・大阪（梅田）・金沢・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・広島・高松・高知・福岡・那覇

※ 募集人員は、一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）を合計した人数です。
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

※国際学部特別奨学生（資格型）の申請を希望する場合は、対象試験のスコアを証明する書類（コピー可）を同封してください。 
ただし、（3）取得資格を証明する書類と同一の場合、書類は1通で結構です。（詳細はP.9）

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

A
日
程

B
日
程

C
日
程

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限
A日程 1月 5日（水）〜 1月14日（金） 22:00まで 1月14日（金） 23:59まで 1月14日（金）（消印有効）

B日程 1月 5日（水）〜 1月18日（火） 22:00まで 1月18日（火） 23:59まで 1月18日（火）（消印有効）

C日程 1月 5日（水）〜 1月25日（火） 22:00まで 1月25日（火） 23:59まで 1月25日（火）（消印有効）
※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

A
日
程

B
日
程

C
日
程

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

一般試験・前期の
高得点2科目 取得資格 満点

100点＋100点 100点 300点

（２） 選考方法

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

マークシート 
方式

11:00～12:00（60分）
国語 国語総合（近代以降の文章）、現代文B 13:00～14:00（60分）

選択科目 
１科目を当日選択

日本史B

14:40～15:40（60分）
世界史B
政治・経済
数学Ⅰ（２次関数、図形と計量）、数学A（場合の数・確率）

特別奨学生制度
（初年度授業料全額免除）

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、 
一般前期プラス資格試験、一般試験・
前期（共通テストプラス型）および共通
テスト利用入試（I期4教科型・3教科
型）成績上位合格者は、「特別奨学生」と
して初年度学費全額を免除します。

P.7、8へ

国際学部特別奨学生制度
（資格型）

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般
前期プラス資格試験、一般試験・前期（共
通テストプラス型）、共通テスト利用入試

（I期）において、出願時に対象の英語資格
を取得していれば、スコアに応じて、初年
度学費全額もしくは入学金を免除します。

P.9へ

Sコース
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格
を見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理
士、司法書士や行政書士などの難関試験合格を
めざす課外講座です。学内Wスクールで受講
料は4年間無料です。合格者のうち、出願時に 
Sコースを希望した全員を入学時採用します。

４年間受講料無料

一般前期プラス資格試験対象の奨学金制度等

対象資格・評価基準
①最も点数の高いものを得点とします。　②対象資格と同一分野で下記以外の検定や資格に合格している出願希望者は入試課にご相談ください。

対象資格 評価基準 対象資格 評価基準
100点 90点 80点 70点 100点 90点 80点 70点

英
語

実用英語技能検定 準1級 2級 準2級

情
報
処
理

Microsoft Office Specialist エキスパート スペシャリスト
GTEC 1190 1070 960 690 ICTプロフィシエンシー検定 1級 2級 準2級
ケンブリッジ英語検定 160 150 140 120 基本情報技術者試験 合格
IELTS 5.5 5.0 4.0 ITパスポート 合格
TEAP 310 270 230 190 情報処理検定（全商） 1級2部門 1級1部門
TOEFL®iBT 72 57 42 情報技術検定（全工） 1級
TOEIC®(L&R+S&W) 950 850 750 650

ビ
ジ
ネ
ス
等

宅地建物取引士 合格

簿
記
・
商
業

日商簿記検定 1級 2級 総合旅行業務取扱管理者 合格
簿記実務検定（全商） 1級2科目 1級1科目 国内旅行業務取扱管理者 合格
会計実務検定（全商） 合格 日本漢字能力検定 準1級 2級 準2級
商業経済検定（全商） 1級 リテールマーケティング（販売士） 1級 2級 3級
簿記能力検定（全経） 1級 2級 秘書技能検定 1級 準1級 2級

※当該入学試験の出願開始日から過去3年以内に合格または取得した
　スコアに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。

実用数学技能検定 1級 準1級 2級
ニュース時事能力検定 1級 2級／準2級 3級
ビジネス文書実務検定（全商） 1級
日本語ワープロ検定 1級

※ 英語から国語の集合時刻まで、自由時間は約30分間です。連続で受験する方は昼食を持参してください。
※ 試験問題は、同日実施の一般試験・前期と共通です。

● 一般試験・前期（3教科型）と併願する場合は高得点2科目で判定。
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一般試験・前期（共通テストプラス型）4学部併願可
特別奨学生制度

（初年度学費全額免除）

対象試験

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 115名
1月 5日（水）〜 1月14日（金）

1月 5日（水）〜 1月18日（火）

1月 5日（水）〜 1月25日（火）

1月20日（木）
1月21日（金）

1月25日（火）

1月31日（月）

試験日自由選択制

2月15日（火）

［一次］
2月2８日（月）

［二次］
3月14日（月）

国際学部 80名

経済学部 95名

経営学部 80名

試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・大阪（梅田）・金沢・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・広島・高松・高知・福岡・那覇
※ 募集人員は、一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）を合計した人数です。
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

A
日
程

B
日
程

C
日
程 （５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

A日程 1月 5日（水）〜 1月14日（金） 22:00まで 1月14日（金） 23:59まで 1月14日（金）（消印有効）

B日程 1月 5日（水）〜 1月18日（火） 22:00まで 1月18日（火） 23:59まで 1月18日（火）（消印有効）

C日程 1月 5日（水）〜 1月25日（火） 22:00まで 1月25日（火） 23:59まで 1月25日（火）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3）
共通テスト
成績請求票

大学入試センター発行の「令和4年度共通テスト成績請求票（私立大学、公私立短期大学用）」を提
出してください。

※国際学部特別奨学生（資格型）の申請を希望する場合は、対象試験のスコアを証明する書類（コピー可）を同封してください。（詳細はP.10）
※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

A
日
程

B
日
程

C
日
程

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

マークシート 
方式

11:00～12:00（60分）
国語 国語総合（近代以降の文章）、現代文B 13:00～14:00（60分）

選択科目 
１科目を当日選択

日本史B

14:40～15:40（60分）
世界史B
政治・経済
数学Ⅰ（２次関数、図形と計量）、数学A（場合の数・確率）

● ２教科型については、英語・国語・選択科目のうち２教科を出願時に選択。出願後に教科を変更することはできません。
　 なお、３教科型を併願する場合は、英語・国語・選択科目のうち高得点２教科を判定に使用します。

（２） 選考方法　３教科型と２教科型の併願可能

3教科型
英語 国語 選択科目 共通テスト

高得点1科目 満点

100点 100点 100点 200点 500点

2教科型
一般試験・前期の

高得点2科目 ー
共通テスト

高得点1科目 満点

100点＋100点 200点 400点

注1） 上記の教科・科目を解答してください。本学指定の教科や科目を指定数を超えて受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。
注2） 大学入学共通テストの本学指定科目の配点が、大学入学共通テストの満点と異なっているものは、換算して得点化します。

・外国語（「英語」）について、リーディングは100点満点を160点満点に、リスニングは100点満点を40点満点に換算します。
注3） 外国語（「英語」）について、重度難聴者等で、大学入試センターが審査のうえ、リスニングテストの受験を『免除』された場合、

リーディングのみを合否判定に使用します。
注4） 理科について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として扱います。

教科 科目
国語 「国語（近代以降の文章）」

外国語 「英語」 「ドイツ語」 「フランス語」 「中国語」 「韓国語」
地理歴史 「世界史A」 「世界史B」 「日本史A」 「日本史B」 「地理A」 「地理B」

公民 「現代社会」 「倫理」 「政治・経済」 「倫理、政治・経済」
数学 「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」 「簿記・会計」 「情報関係基礎」
理科 「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」 「物理」 「化学」 「生物」 「地学」

＜大学入学共通テスト＞

一般試験・前期（共通テストプラス型）は一般試験・前期（3教科型）または一般試験・前期（2教科型）の
出願が必須です。一般試験・前期（共通テストプラス型）のみの出願はできません。

※ 英語から国語の集合時刻まで、自由時間は約30分間です。連続で受験する方は昼食を持参してください。
※ 試験問題は、同日実施の一般試験・前期と共通です。

特別奨学生制度
（初年度授業料全額免除）

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、 
一般前期プラス資格試験、一般試験・
前期（共通テストプラス型）および共
通テスト利用入試（I期4教科型・3教
科型）成績上位合格者は、「特別奨学生」
として初年度学費全額を免除します。

P.7、8へ

国際学部特別奨学生制度
（資格型）

一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般
前期プラス資格試験、一般試験・前期（共
通テストプラス型）、共通テスト利用入試

（I期）において、出願時に対象の英語資格
を取得していれば、スコアに応じて、初年
度学費全額もしくは入学金を免除します。

P.9へ

Sコース
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格
を見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理
士、司法書士や行政書士などの難関試験合格を
めざす課外講座です。学内Wスクールで受講
料は4年間無料です。合格者のうち、出願時に 
Sコースを希望した全員を入学時採用します。

４年間受講料無料

一般試験・前期（共通テストプラス型）対象の奨学金制度等
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一般試験・中期（3教科型・2教科型）4学部併願可

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場

※ 募集人員は、一般試験・中期（3教科型・2教科型）、一般試験・後期を合計した人数です。
※ 2月27日（日）については、同日実施の一般中期小論文試験を併願することはできません。
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限
法学部 20名

1月 5日（水）〜 2月22日（火）
2月27日（日）
2月28日（月）
試験日自由選択制

3月 4日（金） 3月14日（月）国際学部 15名
経済学部 20名
経営学部 20名
試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・高松・福岡

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3）
共通テスト
成績請求票

（Ⅲ型志願者のみ）

Ⅲ型（共通テストプラス型）を出願する場合は、大学入試センター発行の「令和4年度共通テスト成
績請求票（私立大学、公私立短期大学用）」を提出してください。

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

1月 5日（水）〜 2月22日（火） 22:00まで 2月22日（火） 23:59まで 2月22日（火）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

● ２教科型については、英語・国語・選択科目のうち２教科を出願時に選択。出願後に教科を変更することはできません。
　 なお、３教科型を併願する場合は、英語・国語・選択科目のうち高得点２教科を判定に使用します。

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

マークシート 
方式

11:00～11:45（45分）
国語 国語総合（近代以降の文章）、現代文B  12:45～13:30（45分）

選択科目 
１科目を当日選択

日本史B
 14:15～15:00（45分）世界史B

数学Ⅰ（２次関数、図形と計量）、数学A（場合の数・確率）

3教科型

Ⅰ型
（スタンダード型）

英語 国語 選択科目
ー

満点

100点 100点 100点 300点

Ⅱ型
（高得点配点型）

高得点科目 その他２科目
ー

満点

200点 100点 100点 400点

Ⅲ型
（共通テストプラス型）

英語 国語 選択科目 共通テスト
高得点1科目 満点

100点 100点 100点 200点 500点

2教科型

Ⅰ型
（スタンダード型）

英語or国語or選択科目（うち2科目） 満点

100点＋100点 200点

Ⅱ型
（高得点配点型）

高得点科目 低得点科目
ー ー

満点

200点 100点 300点

Ⅲ型
（共通テストプラス型）

英語or国語or選択科目（うち2科目） 共通テスト
高得点1科目 満点

100点＋100点 200点 400点

（２） 選考方法　３教科型と２教科型の併願可能
必須

必須

注1） 上記の教科・科目を解答してください。本学指定の教科や科目を指定数を超えて受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。
注2） 大学入学共通テストの本学指定科目の配点が、大学入学共通テストの満点と異なっているものは、換算して得点化します。

・外国語（「英語」）について、リーディングは100点満点を160点満点に、リスニングは100点満点を40点満点に換算します。
注3） 外国語（「英語」）について、重度難聴者等で、大学入試センターが審査のうえ、リスニングテストの受験を『免除』された場合、

リーディングのみを合否判定に使用します。
注4） 理科について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として扱います。

教科 科目
国語 「国語（近代以降の文章）」

外国語 「英語」 「ドイツ語」 「フランス語」 「中国語」 「韓国語」
地理歴史 「世界史A」 「世界史B」 「日本史A」 「日本史B」 「地理A」 「地理B」

公民 「現代社会」 「倫理」 「政治・経済」 「倫理、政治・経済」
数学 「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」 「簿記・会計」 「情報関係基礎」
理科 「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」 「物理」 「化学」 「生物」 「地学」

＜大学入学共通テスト＞

※ 英語から国語の集合時刻まで、自由時間は約30分間です。連続で受験する方は昼食を持参してください。

国・英の
どちらか必須

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、司法書士
や行政書士などの難関試験合格をめざす課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間無料です。
合格者のうち、出願時にSコースを希望した全員を入学時採用します。

Sコース
入学時採用
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一般中期小論文試験 第4志望学部
まで選択可

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（４） 出願書類

（２） 選考方法

（1） 顔写真
以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3） 志望理由書
（Ⅲ型志願者のみ）

本学所定の志望理由書原稿用紙を使用し、800字程度で本学を志望する理由を記入のうえ、提出してください。Sコースを希望
する場合は、その理由も記入してください。

学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限
法学部 20名

2月10日（木）〜 3月 9日（水） 3月14日（月） 3月1８日（金） 3月23日（水）国際学部 15名
経済学部 20名
経営学部 20名
試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）

※ 募集人員は、一般試験・中期（3教科型・2教科型）、一般試験・後期を合計した人数です。
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限
2月10日（木）〜 ３月  9日（水） 22:00まで ３月9日（水） 23:59まで ３月9日（水）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。
（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

第4志望学部選択制とは、第1志望学部から順に合否判定を行う制度です。（合格となった場合は、それ以下の志望順位の学部では判定
されません。）
第1志望から第４志望まで、学部を選択することで、いずれかの学部で合格する可能性が高まります。

第4志望学部選択制

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

1月 5日（水）〜 ２月22日（火） 22:00まで ２月22日（火） 23:59まで ２月22日（火）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

※ 2月27日（日）については、同日実施の一般試験・中期を併願することはできません。
※ 試験会場についての詳細はP.45・46に案内しています。
※ 試験会場は変更となることがあります。その場合は、本学HPや受験票等でお知らせいたします。

（１） 募集人員・出願期間・試験日程・試験会場
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 若干名

1月 5日（水）〜 2月22日（火） 2月27日（日） 3月 4日（金） 3月14日（月）
国際学部 若干名

経済学部 若干名

経営学部 若干名
試験会場 大阪（本学：八尾駅前キャンパス）・名古屋・京都・神戸・和歌山・岡山・高松・福岡

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

一般試験・後期4学部併願可

試験科目 配点
小論文

（1,000字～1,200字）100点

教科・科目 解答方式 試験時間

小論文 課題文形式。高等学校等での「言語活動」を通して育成
された「思考力・判断力・表現力」を評価します。 記述式 11:00～12:30（90分）

（２） 選考方法 （３） 試験科目・解答方式・試験時間

（３） 試験科目・解答方式・試験時間
教科・科目 解答方式 試験時間

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ マークシート 
方式

11:00～12:30（90分）
※2科目連続受験国語 国語総合（近代以降の文章）、現代文B

面接 面接（口頭試問含む） ー 13:30～

Ⅰ型
（スタンダード型）

英語 国語 ー 満点
100点 100点 200点

Ⅱ型
（高得点配点型）

高得点科目 低得点科目 ー 満点
200点 100点 300点

Ⅲ型
（面接型）

英語 国語 面接 （口頭試問含む） 満点
100点 100点 100点 300点

必須

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、司法書士
や行政書士などの難関試験合格をめざす課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間無料です。
合格者のうち、出願時にSコースを希望した全員を入学時採用します。

Sコース
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を見据えた法科大学院進学、公認会計士や税理士、司法書士
や行政書士などの難関試験合格をめざす課外講座です。学内Wスクールで受講料は4年間無料です。
合格者のうち、出願時にSコースを希望した全員を入学時採用します。

Sコース
入学時採用

※ 英語・国語から面接の集合時刻まで、自由時間は約30分です。連続で受験する方は昼食を持参してください。
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共通テスト利用入試（Ⅰ期） 4学部併願可
特別奨学生制度

（初年度学費全額免除）
対象試験

（4教科型・3教科型） （４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3）
共通テスト
成績請求票

大学入試センター発行の「令和4年度共通テスト成績請求票（私立大学、公私立短期大学用）」を提
出してください。

（4）
英語外部試験の

スコアを証明する書類 英語外部試験を利用する場合は、スコアを証明する書類（コピー可）を提出してください。

令和4年度大学入学共通テストにおいて本学が指定している教科・科目の得点により選考します（本学の個別学力試験は課し
ません）。

（１） 募集人員・出願期間・試験日程

（２） 選考方法　各教科型を併願可能

● 受験型にかかわらず地理歴史と公民の組み合わせは不可。
● 各受験型を併願する場合は、同一学部への出願となります。

教科・科目 配点 満点 試験時間

4教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から4教科4科目

各100点

400点
本学独自の 

個別学力試験
は課さない

3教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から3教科3科目 300点

2教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から2教科2科目 200点

選択

選択

選択

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

1月 5日（水）〜 2月 2日（水） 22:00まで 2月 2日（水） 23:59まで 2月 2日（水）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 10名

1月 5日（水）〜 2月 2日（水）

本学の個別学力
試験は課さない

大学入学共通テスト

1月15日（土）
1月16日（日）

2月15日（火）

［一次］
2月28日（月）

［二次］
3月14日（月）

国際学部 10名

経済学部 10名

経営学部 10名

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。
※一般試験・前期と併願する場合は無料

英語外部試験
利用制度
対象試験

※国際学部特別奨学生（資格型）の申請を希望する場合は、対象試験のスコアを証明する書類（コピー可）を同封してください。ただ
し、英語外部試験利用制度を利用する場合、書類は1通で結構です。（詳細はP.10）

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

特別奨学生制度
（初年度授業料全額免除）

一般試験・前期（3教科型・2教科
型）、一般前期プラス資格試験、 
一般試験・前期（共通テストプラ
ス型）および共通テスト利用入試

（I期4教科型・3教科型）成績上
位合格者は、「特別奨学生」として
初年度学費全額を免除します。

P.7、8へ

国際学部
特別奨学生制度

（資格型）
一般試験・前期（3教科型・2教科型）、
一般前期プラス資格試験、一般試験・
前期（共通テストプラス型）、共通テ
スト利用入試（I期）において、出願時
に対象の英語資格を取得していれ
ば、スコアに応じて、初年度学費全額
もしくは入学金を免除します。

P.9へ

英語外部試験
利用制度

共通テスト利用入試、公募制
推薦試験において、 英検や
GTECなど英語外部試験を
活用できます。英語外部試験
の成績を得点換算（みなし得
点）し、英語の試験と高い方
の得点で判定を行います。

P.10へ

Sコース
入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司
法試験合格を見据えた法科大学院
進学、公認会計士や税理士、司法書
士や行政書士などの難関試験合格
をめざす課外講座です。学内Wス
クールで受講料は4年間無料です。
合格者のうち、出願時にSコースを
希望した全員を入学時採用します。

４年間受講料無料

共通テスト利用入試（Ⅰ期）対象の奨学金制度等

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

注1） 上記の教科・科目を解答してください。本学指定の教科や科目を指定数を超えて受験した場合は、高得点の2～4科目を合否判定に使用します。
注2） 大学入学共通テストの本学指定科目の配点が、大学入学共通テストの満点と異なっているものは、換算して得点化します。

①外国語（「英語」）について、リーディングは100点満点を80点満点に、リスニングは100点満点を20点満点に換算します。
②外国語（「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」）について、200点満点を100点満点に換算します。

注3） 外国語（「英語」）について、重度難聴者等で、大学入試センターが審査のうえ、リスニングテストの受験を『免除』された場合、リーディングのみ
を合否判定に使用します。

注4） 理科について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として扱います。

教科 科目
国語 「国語（近代以降の文章）」

外国語 「英語」※ 「ドイツ語」 「フランス語」 「中国語」 「韓国語」
地理歴史 「世界史A」 「世界史B」 「日本史A」 「日本史B」 「地理A」 「地理B」

公民 「現代社会」 「倫理」 「政治・経済」 「倫理、政治・経済」
数学 「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」 「簿記・会計」 「情報関係基礎」
理科 「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」 「物理」 「化学」 「生物」 「地学」

（３） 試験科目
＜大学入学共通テスト＞

英語外部試験利用制度対象   詳細はＰ.10をご覧ください。
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共通テスト利用入試（Ⅱ期） 4学部併願可

（１） 募集人員・出願期間・試験日程
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 若干名

1月 5日（水）〜 2月22日（火）

本学の個別学力
試験は課さない

大学入学共通テスト

1月15日（土）
1月16日（日）

3月 4日（金） 3月14日（月）
国際学部 若干名

経済学部 若干名

経営学部 若干名

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3）
共通テスト
成績請求票

大学入試センター発行の「令和4年度共通テスト成績請求票（私立大学、公私立短期大学用）」を提
出してください。

（4）
英語外部試験の

スコアを証明する書類 英語外部試験を利用する場合は、スコアを証明する書類（コピー可）を提出してください。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

1月 5日（水）〜 ２月22日（火） 22:00まで ２月22日（火） 23:59まで ２月22日（火）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

英語外部試験
利用制度
対象試験

令和4年度大学入学共通テストにおいて本学が指定している教科・科目の得点により選考します（本学の個別学力試験は課し
ません）。

（３） 試験科目
＜大学入学共通テスト＞

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

※一般試験・中期、一般中期小論文試験と併願する場合は無料

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

注1） 上記の教科・科目を解答してください。本学指定の教科や科目を指定数を超えて受験した場合は、高得点の2～4科目を合否判定に使用します。
注2） 大学入学共通テストの本学指定科目の配点が、大学入学共通テストの満点と異なっているものは、換算して得点化します。

①外国語（「英語」）について、リーディングは100点満点を80点満点に、リスニングは100点満点を20点満点に換算します。
②外国語（「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」）について、200点満点を100点満点に換算します。

注3） 外国語（「英語」）について、重度難聴者等で、大学入試センターが審査のうえ、リスニングテストの受験を『免除』された場合、リーディングのみ
を合否判定に使用します。

注4） 理科について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として扱います。

教科 科目
国語 「国語（近代以降の文章）」

外国語 「英語」※ 「ドイツ語」 「フランス語」 「中国語」 「韓国語」
地理歴史 「世界史A」 「世界史B」 「日本史A」 「日本史B」 「地理A」 「地理B」

公民 「現代社会」 「倫理」 「政治・経済」 「倫理、政治・経済」
数学 「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」 「簿記・会計」 「情報関係基礎」
理科 「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」 「物理」 「化学」 「生物」 「地学」

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

（２） 選考方法　各教科型を併願可能

● 受験型にかかわらず地理歴史と公民の組み合わせは不可。
● 各受験型を併願する場合は、同一学部への出願となります。

教科・科目 配点 満点 試験時間

4教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から4教科4科目

各100点

400点
本学独自の 

個別学力試験
は課さない

3教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から3教科3科目 300点

2教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から2教科2科目 200点

選択

選択

選択

英語外部試験利用制度

共通テスト利用入試、公募制推薦試験において、英検やGTEC 
など英語外部試験を活用できます。英語外部試験の成績を得点
換算（みなし得点）し、英語の試験と高い方の得点で判定を行い
ます。

P.10へ

Sコース入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を見据えた法科 
大学院進学、公認会計士や税理士、司法書士や行政書士などの難
関試験合格をめざす課外講座です。学内Wスクールで受講料は
4年間無料です。合格者のうち、出願時にSコースを希望した全
員を入学時採用します。

４年間受講料無料
英語外部試験利用制度対象   詳細はＰ.10をご覧ください。



35 36

共通テスト利用入試（Ⅲ期） 第4志望学部
まで選択可

令和4年度大学入学共通テストにおいて本学が指定している教科・科目の得点により選考します（本学の個別学力試験は課し
ません）。

（１） 募集人員・出願期間・試験日程
学部 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

法学部 若干名

2月10日（木）〜 3月  9日（水）

本学の個別学力
試験は課さない

大学入学共通テスト

1月15日（土）
1月16日（日）

3月1８日（金） 3月23日（水）
国際学部 若干名

経済学部 若干名

経営学部 若干名

（４） 出願書類

（1） 顔写真

以下の条件を満たす顔写真を提出してください。
＊上半身、無帽、正面、無背景の出願前3ヵ月以内に撮影したもの。　　　
＊タテ4センチ×ヨコ3センチ
＊裏面に氏名を記入してください。
＊カラー写真に限ります。（スナップ写真不可）

（2） 調査書

出願前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。厳封のうえ、提出してください。
併願受験の場合でも、1通の提出で結構です。

●高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格証明書と合格成績証明書を提出してください。
●高等学校卒業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験の合格（見込）者または大学入学資格検定合格者で、高等学校で取得した科目（免除科目）
がある場合、高等学校の調査書もしくは成績証明書も併せて提出してください。

（3）
共通テスト
成績請求票

大学入試センター発行の「令和4年度共通テスト成績請求票（私立大学、公私立短期大学用）」を提
出してください。

（4）
英語外部試験の

スコアを証明する書類 英語外部試験を利用する場合は、スコアを証明する書類（コピー可）を提出してください。

（５） 出願方法  インターネット出願

出願登録期間 入学検定料払込期限 出願書類郵送期限

2月10日（木）〜 ３月  9日（水） 22:00まで ３月  9日（水） 23:59まで ３月  9日（水）（消印有効）

※入学検定料の払い込み、出願書類の郵送は時間に余裕を持っておこなってください。

英語外部試験
利用制度
対象試験

（６） 入学検定料
　10,000円 （学部・試験日・型式、どれを併願しても一律10,000円） ※詳細は、P.5をご覧ください。

※一般試験・後期と併願する場合は無料

※私費外国人留学生の方は、在留カードのコピーを併せて提出してください。

第4志望学部選択制とは、第1志望学部から順に合否判定を行う制度です。（合格となった場合は、それ以下の志望順位の学部では判定
されません。）
第1志望から第４志望まで、学部を選択することで、いずれかの学部で合格する可能性が高まります。

第4志望学部選択制

注1） 上記の教科・科目を解答してください。本学指定の教科や科目を指定数を超えて受験した場合は、高得点の2～3科目を合否判定に使用します。
注2） 大学入学共通テストの本学指定科目の配点が、大学入学共通テストの満点と異なっているものは、換算して得点化します。

①外国語（「英語」）について、リーディングは100点満点を80点満点に、リスニングは100点満点を20点満点に換算します。
②外国語（「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」）について、200点満点を100点満点に換算します。

注3） 外国語（「英語」）について、重度難聴者等で、大学入試センターが審査のうえ、リスニングテストの受験を『免除』された場合、リーディングのみ
を合否判定に使用します。

注4） 理科について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として扱います。

教科 科目
国語 「国語（近代以降の文章）」

外国語 「英語」※ 「ドイツ語」 「フランス語」 「中国語」 「韓国語」
地理歴史 「世界史A」 「世界史B」 「日本史A」 「日本史B」 「地理A」 「地理B」

公民 「現代社会」 「倫理」 「政治・経済」 「倫理、政治・経済」
数学 「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」 「簿記・会計」 「情報関係基礎」
理科 「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」 「物理」 「化学」 「生物」 「地学」

（３） 試験科目
＜大学入学共通テスト＞

● 受験型にかかわらず地理歴史と公民の組み合わせは不可。
● 各受験型を併願する場合は、同一学部への出願となります。

教科・科目 配点 満点 試験時間

3教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から3教科3科目
各100点

300点 本学独自の 
個別学力試験
は課さない2教科型 国語、外国語、地理歴史、公民、数学、理科から2教科2科目 200点

選択

選択

（２） 選考方法　各教科型を併願可能

（８） 出願上の注意・入学試験実施に際しての対応
P.42、43をご覧ください。

（７） 出願資格
P.41をご覧ください。

（10） 入学手続・学費その他納付金
P.44をご覧ください。

（９） 合格発表
P.44をご覧ください。

英語外部試験利用制度

共通テスト利用入試、公募制推薦試験において、英検やGTEC 
など英語外部試験を活用できます。英語外部試験の成績を得点
換算（みなし得点）し、英語の試験と高い方の得点で判定を行い
ます。

P.10へ

Sコース入学時採用

Sコースとは、公務員採用試験、司法試験合格を見据えた法科 
大学院進学、公認会計士や税理士、司法書士や行政書士などの難
関試験合格をめざす課外講座です。学内Wスクールで受講料は
4年間無料です。合格者のうち、出願時にSコースを希望した全
員を入学時採用します。

４年間受講料無料

英語外部試験利用制度対象   詳細はＰ.10をご覧ください。
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インターネット出願の流れ

■出願の流れ

Step 1
インターネット出願サイ
トへアクセス。出願情報

を登録する。

Step 2
入学検定料を

納入する。

Step 3
出願書類を
郵送する。

出
願
完
了

Step 1Step 1

1  受験ポータルサイト「UCARO」へ登録
本学のインターネット出願は、「受験ポータルサイトUCARO」への登録が必須です。
スマートフォン、パソコンから下記URLまたは右記QRコードより登録できます。
https://www.ucaro.net

3  志望情報を入力

5  出願内容の確認

7  決済情報を入力 

4  個人情報を入力 

6  必要書類の確認

8  出願登録の完了 

志望する入試制度、試験日、志望学部、試験会場
等を選択してください。
任意で、受験型、Sコース（特修講座）、英語外部
試験利用制度等も選択してください。
再出願の方は、「再出願する」のチェックを忘れな
いでください。

入力した情報に誤りがないか、もう一度確認して
ください。
また、合否とは全く関係ありませんので、アンケー
トの回答にご協力をお願いします。

支払方法は、クレジットカードもしくはコンビニ、
金融機関ATM、ネットバンキングのいずれかを選
択してください。
詳細については、次ページを確認してください。画面の案内に沿って、氏名、住所、メールアドレ

ス等を入力してください。
本ページ内容に誤りがあると、受験票が届かない
場合がありますので慎重に入力してください。

皆さん一人ひとりの必要な提出書類が表示される
ので、表示内容を確認してください。

出願番号（受験番号とは異なります）が発行され
るので、メモ、または画面を印刷し、出願番号を
控えておいてください。
出願番号は、後で出願情報を確認する場合と、出
願書類を郵送する際に必要です。
また、コンビニ・ATM【Pay-easy】・ネットバン
キングを選択した場合は、入学検定料のお支払い
時に必要な決済番号も控えておいてください。
また、出願内容に応じた必要書類が表示されるの
で、確認し、準備してください。

2  インターネット出願サイトへアクセス 
インターネット出願サイトには、本学のホームページからアクセスできます。
UCAROの本学タブの記載URLからも、本学のホームページにアクセスできます。

●大阪経済法科大学入試ナビトップページ��������������
�� �https://keihonavi.jp

コ
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い
。
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インターネット出願の流れ

Step 2Step 2 Step 3Step 3
9  入学検定料の支払い
入学検定料の支払いは、以下のいずれかの方法で行ってください。
詳しい支払い方法については、以下の図、またはインターネット出願サイトの「入学検定料の支払方法について」
のページを確認してください。

10  出願書類の郵送
登録完了画面から宛名ラベルを開き、印刷のうえ、市販の封
筒に貼付してください。
宛名ラベルを貼付した封筒に、出願書類を封入し、簡易書留
速達で郵送してください。
国外からの郵送はEMSに限ります。

〒530-8090
日本郵便株式会社  大阪北郵便局留
大阪経済法科大学  出願受付係

「プリンタを所有していない」「スマートフォン・タブレットから操作
する」「印刷できない」のいずれかに該当する方は同封の封筒をご利用
いただくか、市販の封筒に宛名ラベルの内容を転記してください。

今年度入試（2022年度入試）に出願したことがある場合、一度提出した書類の再提出は不要です。
ただし、インターネット出願サイトの、ユーザー登録済の受験生用画面から出願する必要があります。

受験ポータルサイト「UCARO」へアクセスし、下記の手順にしたがって照会してください。

「UCARO」のトップページより
「受験一覧」をクリックします。

確認したい出願情報の右側の
「 」をクリックし、表示され
る「受験票・受験番号照会」
をクリックします。

受験番号、入試制度、試験日、
志望学部・学科が表示されます。
（注）こちらは受験票ではあり
ませんので、注意してください。

出願完了

受験番号照会手順

コンビニエンスストア（現金での支払い）1

3 4

POSレジ液晶タッチパネル画面
［オンライン決済番号を入力］

デイリーヤマザキ

レジにて［オンライン決済］
と伝える

［払込票番号］を伝える

レジにて［インターネット代金支払い］
と伝える

セブン-イレブン

端末から出力された申込券を
持ち、レジにてお支払い

［お支払い受付番号］を入力

［お客様番号］を入力

［マルチペイメントサービス］
を選択

［各種代金お支払い］を選択

［各種代金・インターネット受付
スマートビットのお支払い］を選択

［各種サービスメニュー］を選択

ローソン・ミニストップ

端末から出力された申込券を
持ち、レジにてお支払い

［印刷］を押す

［次のページ］を押す

［オンライン決済番号］を入力

［インターネット受付
各種代金お支払い］を選択

セイコーマート

クラブステーション

端末から出力された申込券を
持ち、レジにてお支払い

［同意して利用する］を押す

［確認番号］を入力

［お客様番号］を入力

［番号入力画面に進む］を選択

［各種番号をお持ちの方はこちら］
を選択

［代金支払い］を選択

Famiポート

ファミリーマート

支払い方法を選択して支払う

金融機関ATM
 [Pay-easy]

［税金・料金払込み］を入力

［Pay-easy］を選択

Pay-easy対応ATM

ネットバンキング

ネットバンキングの契約をしている
金融機関を選択し、ログインする

［ネットバンキングでの支払いに進む］
ボタンを押す

出願登録完了画面を開く

都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働
金庫、農協、漁協等のネットバンキングを利用する
ことができます。また、楽天銀行、ジャパンネット銀
行、じぶん銀行、住信SBIネット銀行等のネット銀行
でも支払うことができます、事前に金融機関にて、
口座の開設、申し込みが必要です。

クレジットカード

画面の案内に従い、
クレジットカードの情報を入力する

［クレジットカードでの支払いに進む］
ボタンを押す

出願登録完了画面を開く

VISA、master card、JCB等の以下のロゴ
マークがあるクレジットカードで支払うことができ
ます。

2

以下URLの「ATM利用可能一覧」に記載され
ている金融機関で、Pay-easyマークの付いて
いるATMで支払うことができます。

https://www.well-net.jp/multi/financial_
list/index.html

1 2 3
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出願資格
■公募制推薦試験（前期・後期）・資格利用入試（併願制）
以下のいずれかに該当する者。

（1）2020年3月以降高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2022年3月卒業見込みの者。

（2）2020年3月以降通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または2022年3月修了見込みの者。

（3）�2020年3月以降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、または2022年3月修了見込みの者。

（4）�2020年3月以降文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程において、修業年限3年以上の課程を修了した者、ま

たは2022年3月修了見込みの者。

（5）�2020年3月以降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、または2022年3月

までに合格見込みの者。

（6）その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者。

※専門学科・総合学科推薦試験の出願資格についてはP.20を参照。

■一般試験・前期（3教科型・2教科型）、一般前期プラス資格試験、一般試験・前期（共通テストプラス型）、
　一般試験・中期（3教科型・2教科型）、一般中期小論文試験、一般試験・後期、共通テスト利用入試（Ⅰ期～Ⅲ期）
以下のいずれかに該当する者。

（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2022年3月卒業見込みの者。

（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または2022年3月修了見込みの者。

（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、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

（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、

または2022年3月修了見込みの者。

（5）�文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程において、修業年限3年以上の課程を修了した者、または2022年3月

修了見込みの者。

（6）�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、または2022年3月までに合格見込

みの者。

（7）文部科学大臣の指定した者。

（8）その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者。

出願上の注意
（1）一度提出した書類および入学検定料は一切返還しません。

(2)出願完了後の試験種別、試験日、志願学部、受験科目等の変更は認めません。

(3)各出願書類には、住民票に記載されている氏名を記入してください。また、外国籍で通称名を使用を希望する場合は、

通称名を記入してください。（本名の使用を希望する場合は、本名を記入してください。）

(4)出願書類に不備のあるもの、および出願締切日以降の消印のものは受理できません。

(5)記載事項が事実と異なる場合や、その他不正がある場合は受験および入学の資格を取り消す場合があります。

(6)受験票は出願完了後、郵送します。受験票が試験前日までに届かない場合は、入試課までご連絡ください。

(7)志願者数が各試験会場の定員に達した場合、ご希望の試験会場で受験いただけない場合があります。受験票に記載

された試験会場をご確認ください。

(8)身体に障がいのある志願者で、試験時に配慮を必要とする場合は、出願の前に入試課にご相談ください。

入学試験実施に際しての対応
（1）試験当日は、受験票を必ず携行してください。忘れた場合は受験できない場合があります。

(2)試験場を間違った場合、受験できない場合があるため、十分注意してください。

(3)各時限とも、試験開始後30分以上遅刻した場合は受験することができません。

(4)雪害等の交通機関への影響に十分留意し、試験開始時刻に遅れないように注意してください。

(5)自然災害、感染症の感染拡大、その他本学の責によらない不可抗力による事故などが発生した場合、試験時間の繰

下げ、試験や合格発表の延期などの措置をとる場合や入学試験の選考方法や日程等に変更が生じる場合があります。

この場合、本学ホームページにて周知します。ただし、措置によって生じた受験生の負担費用、その他個人的損害に

ついては一切責任を負いません。

(6)試験当日、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症に罹患し、治癒していない場合は、他の受験者等への

感染の恐れがあるため、受験はご遠慮ください。その場合の振替措置については、P.43をご覧ください。

(7)生活騒音に対して、特別な対応はしません。

(8)試験教室の設備の違いなどは、合否判定の際、考慮は一切行いません。

(9)試験時間中に、試験監督者が試験実施上必要な指示・説明・巡回を行うことによって生じる音に対する申し出には

応じられません。

(10)隣席の受験生の用便や、体調不良による入退室等のため、監督者の指示により、席を立っていただく場合があります。

(11)他の受験生に迷惑と判断される行為がある場合は、不正行為とみなすことや別室受験を指示するなどの措置を講

じる場合があります。

(12)物品を紛失した場合には、各試験場の監督者または係員に申し出てください。なお、試験終了後は、入試課にご連

絡ください。一定期間保管した後、本学の規定により処分します。

共通項目（出願資格） 共通項目（出願上の注意・入学試験実施に際しての対応）
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学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項
試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に罹患し治癒していない場合は、他の受験者等への感
染の恐れがありますので、原則として受験をご遠慮ください。
ただし、病状により学校医もしくはその他の医師において、伝染の恐れがないと認められた場合は、この限りではあり
ません。
なお、上記により受験をご遠慮いただいた場合の対応は、下記のとおりです。

＜お問い合わせ先＞
　大阪経済法科大学�入試課
　フリーダイヤル：0120-24-3729
　メールアドレス：nyuushi@keiho-u.ac.jp

共通項目（入学試験実施に際しての対応） 共通項目（合格発表・入学手続・学費その他納付金）

対象試験 振替措置

公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）
専門学科・総合学科推薦試験

公募制推薦試験（後期）へ振替

公募制推薦試験（後期） 一般試験・前期へ振替

一般試験・前期
一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

一般試験・中期、一般中期小論文試験へ振替

一般試験・中期
一般中期小論文試験

一般試験・後期へ振替

一般試験・後期 入試課にお問い合わせください

試　験　名 入学手続期限

公募制推薦試験（前期）

［一次］12月17日（金）
［二次］2月18日（金）

専門学科・総合学科推薦試験

資格利用入試（併願制）

公募制推薦試験（後期）
［一次］ 1月28日（金）
［二次］ 2月18日（金）

区　　　分
初年次（ 1 年 次 ）

入学手続時（春学期） 秋　学　期 年　　　間
入学金（入学年度のみ） 200,000円 ― � �200,000円

授　業　料 498,000円 498,000円 � �996,000円
計 698,000円 498,000円 1,196,000円

区　　　分 2　年　次 3　年　次 4　年　次
授業料（年額） 1,016,000円 1,036,000円 1,056,000円

注1）�上記のほかに、学会費4,000円（年額）、学友会費6,000円（年額）、教育後援会費4,000円（年額）、校友会費5,000円（年額）の委託徴収金が必要です。
［これらは、春学期、秋学期に各々 1/2（9,500円）を徴収します。］

注2）学債、協力金、寄付金は一切徴収していません。
注3）2年次から4年次の学費は下記のとおりです。

2022年度入学生の学費は次のとおりです。

学費等の返還について（入学辞退）
下記期限内に本学所定の「入学辞退届」を提出された場合、授業料および委託徴収金を返還します。

期　限 　2022年3月31日（木）　午後5時まで（必着）
（注1）期限を過ぎた場合は、返還できません。（注2）必ず簡易書留でご送付ください。

合格発表
合格発表日に、合否通知をレターパックで受験生本人宛に発送します。
出願後、住所などを変更した場合もしくは変更する予定がある場合は、必ずご連絡ください。
合格発表日の午前10時に受験ポータルサイト「UCARO」にも掲載します。
電話等による個別の問い合わせには一切応じられません。

入学手続・学費その他納付金
入学手続は下記の（1）または（2）のいずれかの方法で行ってください。
（ 1）学費その他納付金を一括納付する方法
①�入学手続期限（入学手続期限が［一次］と［二次］に分かれている入学試験の合格者は入学手続期限［一次］）までに、学費（入学金と春学期
授業料）および春学期委託徴収金を納付してください。同時に、入学手続書類を提出してください。
※①の手続で、入学手続は完了します。

（ 2）学費その他納付金を一次と二次で分割納付する方法
①�入学手続期限が［一次］と［二次］に分かれている入学試験の合格者は、入学手続期限［一次］までに入学金を納付してください。同時に入
学手続書類を提出してください。
　この手続で、「一次入学手続」を終えたことになりますが、次の「二次入学手続」を行わない場合は、入学資格を失います。
②入学手続期限［二次］までに春学期授業料および春学期委託徴収金を納付してください。
※①および②の手続で、入学手続は完了します。

試　験　名 入学手続期限
一般試験・前期（3教科型・2教科型）

［一次］
 2月28日（月）
［二次］
 3月14日（月）

一般前期プラス資格試験

一般試験・前期（共通テストプラス型）

共通テスト利用入試（Ⅰ期）

一般試験・中期（3教科型・2教科型）

 3月14日（月）一般中期小論文試験

共通テスト利用入試（Ⅱ期）

一般試験・後期
 3月23日（水）

共通テスト利用入試（Ⅲ期）
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試験会場の案内

●試験に関するお問い合わせは必ず本学（入試課フリーダイヤル�0120-24-3729）にお願いします。地方会場へ
のお問い合わせはできません。

●大阪（本学）会場を除き、各会場とも定員となり次第、受付を終了しますのでお早めにご出願ください。
●同一都市でも日程によって会場が異なる場合があります。十分に注意してください。
●試験会場へは必ず公共の交通機関を利用し、時間のゆとりをもって、早めに到着するようにしてください。
●試験会場には食堂等の設備はありません。
●天災の発生、感染症の流行など不測の事態により、やむを得ず試験会場を変更する場合があります。その場合
は本学ホームページ等でお知らせします。

高
松
①

サンポートホール
高松

試験種別
公募制推薦試験（前期） 
資格利用入試（併願制） 

専門学科・総合学科推薦試験 
一般試験・前期 

一般前期プラス資格試験 
一般試験・前期（共通テストプラス型）

高松市サンポート2-1�
高松シンボルタワー・ホール棟�
JR「高松」駅より徒歩3分

高
松
②

サン・イレブン高松

試験種別
一般試験・中期

一般中期小論文試験

香川県高松市松福町2-15-24
琴電「松島二丁目」駅より徒歩1分

京
都

TKP京都四条駅前
カンファレンスセンター

試験種別
公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）

専門学科・総合学科推薦試験
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

一般試験・中期
一般中期小論文試験

京都市下京区立売中之町100-1
四条KMビル8階
「烏丸」駅、「四条」駅直結

岡
山

TKPガーデンシティ
岡山

試験種別
公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）

専門学科・総合学科推薦試験
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

一般試験・中期
一般中期小論文試験

岡山県岡山市北区中山下1-8-45
NTTクレド岡山ビル
JR「岡山」駅東改札口より徒歩15分

広
島

広島
オフィスセンター

試験種別
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

広島県広島市南区東荒神町3-35
JR「広島」駅より徒歩7分

高
知

高知城ホール

試験種別
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

高知県高知市丸ノ内2-1-10
土佐電鉄「高知城前」より徒歩約10分

那
覇

ビジネスセンター
KEEP FRONT

試験種別
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

沖縄県那覇市泊2-1-18
T＆C泊ビル4・5F
ゆいレール「美栄橋」駅より徒歩8分

大
阪（
梅
田
）①

大阪・梅田 貸会議室
ティーオージー

試験種別
一般試験・前期【A・B日程】

一般前期プラス資格試験【A・B日程】
一般試験・前期（共通テストプラス型）【A・B日程】

大阪市北区梅田1-1-3-1700
大阪駅前第3ビル�17階
JR「大阪」駅、大阪メトロ「梅田」駅よ
り徒歩8分

JR高
松駅

バスターミナル
玉藻公園

JRホテル
クレメント高松

高松港旅客
ターミナルビル

フェリー乗り場

高松港

高松
サンポート
合同庁舎

サンポートホール高松 N

こ
と
で
ん
高
松
築
港
駅

N

高松刑務所

高松市立高松
第一小学校

松島コミュニティ
センター

昭和シェル石油

ラウンドワン
スタジアム高松店

松島二丁目駅

琴電志度線

御
坊
川

サン・イレブン高松

N

綾小路通

四条通

COCON
烏丸

三井
住友
銀行

三井住友海上
京都ビル

大丸
京都店

スター
バックス
コーヒー

京都
恒和ビル

京都
野村證券
ビル

三菱
UFJ
銀行

四条
SET
ビル

ニッセイ
四条
柳馬場
ビル

みずほ
銀行

東横INN

TKP京都四条駅前
カンファレンスセンター

東
洞
院
通

高
倉
通

堺
町
通

柳
馬
場
通

地
下
鉄
烏
丸
線
四
条
駅

岡山駅前 柳川西川緑道公園

郵
便
局
前

田
町

イオンモール
岡山

イオンモール
岡山

ビックカメラビックカメラ

下石井公園下石井公園

岡山中央
郵便局
岡山中央
郵便局

桃太郎大通り桃太郎大通り

ホテル
グランヴィア岡山
ホテル
グランヴィア岡山

東口東口

岡山
髙島屋
岡山
髙島屋

TKPガーデンシティ
岡山

TKPガーデンシティ
岡山N

JR岡山駅

NTTコム
岡山中山下ビル
NTTコム
岡山中山下ビル

広島オフィスセンター

JR広島駅
南口

広
電
本
線

猿猴橋町駅

広島駅

BIG 
FRONT
ひろしま

広島
銀行

あけぼ
の通り

大州通り
浄光寺

広島
インテリジェント
ホテル

グランクロスタワー広島

愛宕踏切

N

高知駅前

県庁

城西公園

高知城
高知公園

江の口川

はりまや橋

中
の
橋
通
り

高知城ホール

JR入明駅 JR高知駅

県庁前 高知城前 大橋通

土佐電鉄

N

高知県立文学館

高知県立
高知城歴史博物館

高知県
警察本部

海邦銀行

沖縄銀行

泊ふ頭旅客ターミナルビル
「とまりん」

泊緑地 泊港
至糸満 至名護

国道58号線

沖
映
大
通
り

琉球銀行

泊郵便局

那覇久茂地
郵便局

ローソン
那覇前島一丁目店 ビジネスセンター

KEEP FRONT
（T&C泊ビル内）

N

美栄橋駅

ゆ
い
レ
ー
ル

崇
元
寺
通
り

曽根崎警察署

阪急
うめだ本店

阪神梅田本店

新
御
堂
筋

大阪・梅田
貸会議室
ティーオージー
（大阪駅前 第3ビル内）

JR大
阪駅

大阪メトロ
梅田駅

大阪メトロ
東梅田駅

大阪メトロ
西梅田駅

JR北新地駅

N

N

こうべ花時計

三井住友銀行
そごう

神戸市役所

新神戸駅

JR三ノ宮駅

東遊園地

三宮駅

山陽新幹線 至新大阪

阪神神戸三宮駅

神戸三宮駅
三宮駅

至大阪
三宮駅

至元町

阪急電鉄

地下鉄湾岸線

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー
線

貿
易
セ
ン
タ
ー
駅

三宮研修センター

N

近鉄百貨店
和歌山店
近鉄百貨店
和歌山店

紀陽銀行紀陽銀行

和歌山県
JAビル
和歌山県
JAビル

中央口中央口

わかちか広場わかちか広場

J
R
和
歌
山
駅

J
R
和
歌
山
駅

シェアオフィス和歌山駅前
（ヤマウエビル内）

シェアオフィス和歌山駅前
（ヤマウエビル内）

北
大
通
り

北
大
通
り

コンフォートホテル
和歌山

コンフォートホテル
和歌山

N

こうべ花時計

三井住友銀行
そごう

神戸市役所

新神戸駅

JR三ノ宮駅

東遊園地

三宮駅

山陽新幹線 至新大阪

阪神神戸三宮駅

神戸三宮駅
三宮駅

至大阪
三宮駅

至元町

阪急電鉄

地下鉄湾岸線

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー
線

三宮
コンベンションセンター

貿
易
セ
ン
タ
ー
駅

兼六園

近江町市場

金沢・エムザ

南町・尾山神社
バス停

県道17号線

国
道
157
号
線

県
道
146
号
線

石川文教会館

JR金沢駅

N

北鉄金沢駅

ミッドランド
スクエア

東
洋

ビ
ル

地
下
鉄
名
古
屋
駅

 

JR
ゲ
ー
ト

タ
ワ
ー

名
古
屋

中
央

郵
便
局

桜
通
口

至
大
阪

地
下
鉄
東
山
線

ロ
ー

タ
リ
ー

至東京

地下鉄桜通線

N

大名古屋
ビルヂング

名
古
屋
駅

JR
名鉄
近鉄

TKPガーデンシティ
PREMIUM
名古屋新幹線口

ビックカメラ 噴水

河合塾
信用組合会館

ダイワロイネット
ホテル
名古屋

名古屋ダイヤ
ビルディング

地
下
鉄
名
古
屋
駅

タ
ー
ミ
ナ
ル

ビ
ル

名
古
屋

中
央

郵
便
局

桜
通
口

至
大
阪

地
下
鉄
東
山
線

ロ
ー

タ
リ
ー

堀内
ビル

至東京

桜通り 地下鉄桜通線

N

安保ホール

名
古
屋
駅

JR
名鉄
近鉄

大名古屋
ビルヂング

新
幹
線

鹿児島本線

博多マルイ

博多郵便局
（博多北郵便局博多駅前分室）

ホテル
博多中央

JR九州ホテル
ブラッサム博多中央

西日本
シティ銀行

ヨドバシカメラ
マルチメディア
博多

明治公園

地下鉄空港線

エイムアテイン
博多駅前貸会議室 Ｊ

Ｒ
博
多
駅

N

筑紫通り

はかた駅前通り

住
吉
通
り

八尾駅前
キャンパス

N

みずほ
銀行
みずほ
銀行

コノミヤコノミヤ

東朋八尾病院東朋八尾病院

アリオ
八尾
アリオ
八尾

ファミリーマートファミリーマート

近鉄八尾駅

●●

●●

●●
●● りそな銀行りそな銀行●●

三井住友銀行三井住友銀行●●

マツモト
キヨシ
マツモト
キヨシ

●●

スクールバス
乗り場
スクールバス
乗り場

駐輪場駐輪場

神
戸
①

三宮研修センター

試験種別
公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）

専門学科・総合学科推薦試験
一般試験・前期【A・B日程】

一般前期プラス資格試験【A・B日程】
一般試験・前期（共通テストプラス型）【A・B日程】

一般試験・中期
一般中期小論文試験

神戸市中央区八幡通4-2-12
JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神「神戸
三宮」駅より徒歩5分

和
歌
山

シェアオフィス
和歌山駅前

試験種別
公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）

専門学科・総合学科推薦試験
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

一般試験・中期
一般中期小論文試験

和歌山県和歌山市友田町5-43
ヤマウエビル3階・4階
JR「和歌山」駅より徒歩1分

神
戸
②

三宮コンベンション
センター

試験種別
一般試験・前期【C日程】

一般前期プラス資格試験【C日程】
一般試験・前期（共通テストプラス型）【C日程】

神戸市中央区磯辺通2-2-10
ワンノットトレーズビル5階
JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神「神戸三宮」駅より徒歩8分

金
沢

石川県文教会館

試験種別
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

石川県金沢市尾山町10-5
バス「南町・尾山神社」下車、徒歩2分

名
古
屋
①

TKPガーデンシティ
PREMIUM名古屋新幹線口

試験種別
公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）

専門学科・総合学科推薦試験

名古屋市中村区椿町1-16�
井門名古屋ビル2階～ 9階
JR「名古屋」駅より徒歩3分

名
古
屋
②

安保ホール

試験種別
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

一般試験・中期
一般中期小論文試験

名古屋市中村区名駅3-15-9
JR「名古屋」駅より徒歩3分

福
岡

エイムアテイン
博多駅前貸会議室

試験種別
公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）

専門学科・総合学科推薦試験
一般試験・前期

一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

一般試験・中期
一般中期小論文試験

福岡市博多区博多駅前3-25-24
八百治ビル5F
JR「博多」駅博多口より徒歩2分

大
阪（
本
学
）

八尾駅前キャンパス

試験種別
公募制推薦試験（前期・後期）

資格利用入試（併願制）
専門学科・総合学科推薦試験

一般試験・前期
一般前期プラス資格試験

一般試験・前期（共通テストプラス型）
一般試験・中期

一般中期小論文試験
一般試験・後期

八尾市北本町2-10-45
「近鉄八尾」駅中央北出口から徒歩5分

大阪
（本学）

大阪
（梅田） 金沢 名古屋 京都 神戸 和歌山 岡山 広島 高松 高知 福岡 那覇

公募制推薦試験（前期）
資格利用入試（併願制）
専門学科・総合学科推薦試験

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公募制推薦試験（後期） ○

一般試験・前期
一般前期プラス資格試験
一般試験・前期（共通テストプラス型）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般試験・中期
一般中期小論文試験 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般試験・後期 ○

試験会場
試験区分

大
阪（
梅
田
）②

TKPガーデンシティ
PREMIUM大阪駅前

試験種別
一般試験・前期【C日程】

一般前期プラス資格試験【C日程】
一般試験・前期（共通テストプラス型）【C日程】

大阪市北区曽根崎新地2-3-21
axビル�4階/10階
JR「大阪」駅より徒歩5分、
大阪メトロ「西梅田」駅より徒歩3分

TKPガーデンシティ
PREMIUM大阪駅前

曽根崎警察署

阪急
うめだ本店

阪神梅田本店

新
御
堂
筋

JR大
阪駅

大阪メトロ
梅田駅

大阪メトロ
東梅田駅

大阪メトロ
西梅田駅

JR北新地駅

N

※面接試験は、大阪（本学：八尾駅前キャンパス）でのみ実施。
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入試Q&A

入試に関する「よくある質問」をまとめました。
その他にも気になる点・ご不明点がございましたら、お気軽に入試課までお問い合わせください。

［入試課フリーダイヤル　0120-24-3729］

入試制度について

出願・合否判定・入学手続について

その他

試験日自由選択制について教えてください。

複数日設定された試験日から1日を選んで受験できる制度
ですが、複数日受験することも可能です。その場合、一部の
入試を除き、各日で4学部併願をすることもできます。

同じ入学試験を複数日受験することのメリッ
トを教えてください。
出題傾向が試験日によって変わることはありません。その
ため複数日受験すると徐々に試験に慣れると同時に出題
傾向をつかむことができます。合格の可能性を高める方策
として、複数日受験することをお勧めします。（複数日受験
しても併願料は不要です。）

「2科目連続受験」について、具体的に教えてく
ださい。
選択した2科目を試験時間内で連続解答します。解答の時
間配分を自由にできます。

一般試験では、出願の際に受験科目を決めて
おかないといけませんか？
一般試験の2教科型は、出願時に受験教科を2教科選択
する必要がありますが、選択科目の受験科目は、試験当日
に問題を見てから決めることができます。

受験科目によって、有利・不利がありますか？

本学では科目間により問題の難易度に差が生じない
よう出題段階で慎重に検討し、どの科目も同レベルの
問題になるようにしています。したがって、有利・不利
はありません。

「志望理由書」を作成する際の注意点を教えて
ください。
なぜ本学を志望するのかということを具体的な理由をま
じえて800字程度で作成してください。また、入学後の学
修内容について、志望する学部・学科・コースでどのよう
な分野について学びたいか、その学修を通じて、どのよう
な知識・技能を身につけ、どのような人になりたいかなど
を具体的に書くとよいでしょう。誤字・脱字等に注意しな
がら下書きし、人に読んでもらうことを意識して丁寧に清
書することが大切です。

公募制推薦試験の出願には推薦書は必要ですか？

公募制推薦試験は総合型選抜のため、推薦書は必要あり
ません。

大学入学共通テストの成績だけで選考する入
学試験を教えてください。
共通テスト利用入試の名称で、Ⅰ期～Ⅲ期の３回に分けて
実施します。

大学入学共通テストで「解答すべき教科・科目」
のうち、選択科目を所定の科目数以上受験し
ている場合の合否判定はどうなりますか？
得点の高い順に教科・科目を採用し、合否判定を行います。

パソコンやスマートフォン、インターネット環
境の無い場合は、どうすればよいでしょうか。
図書館など公共施設のパソコンでもインターネット環境が
あれば、出願は可能です。また、出願期間内であれば、花岡
キャンパス入試課に出願用パソコンを用意しております。
インターネット環境がない場合はご活用ください。

出願した後でも学部や受験日などの変更や追
加はできますか。
インターネット出願登録後、入学検定料の払い込み前であ
れば、志望学部、併願の追加、個人情報の変更が可能です。
インターネット出願トップページの「出願内容を確認・変
更する」からログインし、「出願内容を変更する」を選択して
ください。払い込んだ後であれば、出願内容の変更はでき
ません。あとで困らないように、よく考えて間違いのないよ
うに出願してください。

再度出願する場合、あらためて出願書類を提
出する必要はありますか。
前回のものと同じ出願書類であれば前回出願時に提出済
みの出願書類を再利用しますので、あらためて提出する必
要はありません。

受験票はいつ発送されますか？

出願登録後、入学検定料の払い込み及び出願書類の到着
をもって出願が完了しますので、それらを確認次第、随時
発行・発送します。そのため、期限間近に出願された場合、
受験票の発送が遅くなる可能性があります。万が一、受験
票が試験前日までに届かない場合は、入試課までご連絡く
ださい。

志望理由書を書き間違えてしまったのですが、
追加で送ってもらうことはできますか？
本学の入試情報サイト「入試要項」内にアップロードされ
ている志望理由書のPDFを印刷してご使用ください。

出願状況を公開していますか？

専願制の試験などを除き、本学の入試情報サイト内で随時
公開します。

合否判定の際、基準点を設けていますか？

基準点は設けていません。総合点の成績順位で合否判定
を行います。

追加合格がありますか？

入学者数が、入学予定者数に達しない場合に、一般試験や
共通テスト利用入試で追加合格を行うことがあります。

身体に障がいがある場合の受験について教え
てください。
試験時に配慮が必要な場合については、可能な限り対応を
させていただきますので、事前に入試課までお気軽にお問
い合わせください。
（入試課フリーダイヤル　0120-24-3729）

複数日ある試験のうち1日を欠席してしまっ
た場合、他の日の合否に影響がありますか。欠
席する可能性のある日は出願をしないほうが
よいでしょうか。
合否判定は日ごとに行いますので、影響はありません。た
だし、合格の可能性を高めるためには、複数日の受験をお
すすめします。

経済学部に合格し入学手続をしたのですが、
その後、もう一度受験し、法学部に合格しまし
た。法学部の入学手続をしたいのですが、学費
はどうなりますか。
経済学部の入学辞退届を提出のうえ、法学部の入学手続
を行ってください。学費については、経済学部の学費を法
学部の学費に振り替えます。
その場合、必ず入試課までご一報ください。

試験日の前日に下見はできますか？

本学会場については、キャンパス1階の見学はできます
が、教室への立ち入りはできません。また、地方会場につい
ては、所在地や所要時間の確認にとどめてください。なお、
地方会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

特別奨学生に採用されたかどうかは、どのよう
に分かりますか？
採用された方にのみ、合否通知と一緒に採用通知を発送し
ます。また、チャレンジの場合は採用結果通知を合格発表
日に発送します。いずれもインターネットやお電話での確
認はできません。

入試対策講座は行っていますか？

10月以降随時実施いたします。詳細はホームページをご
覧ください。

入試の種類が多く、自分に合った入試制度が
分かりません。
オープンキャンパス等にて、進学アドバイザーによる個別
相談を行っておりますので、お気軽にご参加・ご相談くだ
さい。

感染症が拡大した場合、入試はどうなりますか？

試験日程や選考方法を変更する場合があります。その場合
は本学ホームページ等でお知らせします。
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2021年度 入学試験結果
公募制推薦試験 ［前期：11月7日・8日・9日　後期：12月13日］

区分 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 合格最低点 競争倍率

前期

国際学部 国際学科 35名 352名 348名 165名 185.0 2.1
法学部 法律学科 50名 720名 710名 330名 181.0 2.2
経済学部 経済学科 40名 642名 638名 311名 180.0 2.1
経営学部 経営学科 40名 664名 655名 237名 185.0 2.8

計 165名 2,378名 2,351名 1,043名 － 2.3

後期

国際学部 国際学科 5名 81名 81名 41名 205 2.0
法学部 法律学科 10名 85名 85名 38名 165 2.2
経済学部 経済学科 10名 121名 121名 73名 169 1.7
経営学部 経営学科 10名 108名 108名 51名 181 2.1

計 35名 395名 395名 203名 － 1.9
※前期の募集人員は公募制推薦試験（前期）、専門学科・総合学科推薦試験の合計
※前期合格最低点は11月7日のA方式（300点満点）のものです。

専門学科・総合学科推薦試験［11月7日］
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争倍率

国際学部 国際学科 35名 7名 7名 7名 1.0
法学部 法律学科 50名 9名 9名 7名 1.3
経済学部 経済学科 40名 12名 12名 8名 1.5
経営学部 経営学科 40名 9名 9名 3名 3.0

計 165名 37名 37名 25名 1.5
※募集人員は公募制推薦試験（前期）、専門学科・総合学科推薦試験の合計

一般試験・前期［1月21日・22日・25日・26日］
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 合格最低点 競争倍率

国際学部 国際学科 80名 371名 358名 166名 3教科型 176.0　2教科型 120.0 2.2
法学部 法律学科 115名 823名 766名 338名 3教科型 185.0　2教科型 109.0 2.3
経済学部 経済学科 80名 887名 844名 228名 3教科型 181.0　2教科型 124.0 3.7
経営学部 経営学科 80名 890名 849名 233名 3教科型 191.0　2教科型 129.0 3.6

計 355名 2,971名 2,817名 965名 － 2.9
※募集人員は一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、共通テスト利用入試（Ⅰ期）の合計
※合格最低点は1月21日のⅠ型（3教科型：300点満点、2教科型：200点満点）のものです。

一般前期プラス資格試験［1月21日・22日・25日・26日］
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 合格最低点 競争倍率

国際学部 国際学科 80名 29名 29名 13名 208 2.2
法学部 法律学科 115名 31名 30名 13名 216 2.3
経済学部 経済学科 80名 29名 28名 9名 212 3.1
経営学部 経営学科 80名 38名 38名 16名 195 2.4

計 355名 127名 125名 51名 － 2.5
※募集人員は一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、共通テスト利用入試（Ⅰ期）の合計
※合格最低点は1月21日（300点満点）のものです。

一般試験・中期［2月26日・27日］
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 合格最低点 競争倍率

国際学部 国際学科 15名 185名 145名 76名 129 1.9
法学部 法律学科 20名 288名 234名 125名 136 1.9
経済学部 経済学科 20名 343名 293名 77名 134 3.8
経営学部 経営学科 20名 299名 247名 79名 129 3.1

計 75名 1,115名 919名 357名 － 2.6
※募集人員は一般試験・中期、一般試験・後期、共通テスト利用入試（Ⅱ期・Ⅲ期）の合計
※合格最低点は2月26日のⅠ型（200点満点）のものです。

一般中期小論文試験［2月26日］
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争倍率

国際学部 国際学科 若干名 5名 3名 2名 1.5
法学部 法律学科 若干名 10名 8名 7名 1.1
経済学部 経済学科 若干名 12名 10名 1名 10.0
経営学部 経営学科 若干名 11名 8名 5名 1.6

計 若干名 38名 29名 15名 1.9

一般試験・後期［3月13日］
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 合格最低点 競争倍率

国際学部 国際学科 15名 11名 9名 7名 98 1.3第二志望以下合格 ― ― 1名
法学部 法律学科 20名 22名 12名 8名 91 1.3第二志望以下合格 ― ― 5名
経済学部 経済学科 20名 42名 36名 17名 131 2.1
経営学部 経営学科 20名 35名 29名 21名 119 1.3第二志望以下合格 ― ― 2名

計 75名 110名 86名 61名 － 1.4
※募集人員は一般試験・中期、一般試験・後期、共通テスト利用入試（Ⅱ期・Ⅲ期）の合計
※合格最低点はⅠ型（200点満点）のものです。

共通テスト利用入試（Ⅰ期）
区分 学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争倍率

4教科型

国際学部 国際学科 80名 7名 7名 5名 1.4
法学部 法律学科 115名 20名 20名 13名 1.5
経済学部 経済学科 80名 13名 12名 7名 1.7
経営学部 経営学科 80名 9名 9名 6名 1.5

計 355名 49名 48名 31名 1.5

3教科型

国際学部 国際学科 80名 18名 18名 8名 2.3
法学部 法律学科 115名 39名 39名 26名 1.5
経済学部 経済学科 80名 41名 41名 19名 2.2
経営学部 経営学科 80名 33名 33名 14名 2.4

計 355名 131名 131名 67名 2.0

2教科型

国際学部 国際学科 80名 27名 25名 15名 1.7
法学部 法律学科 115名 51名 51名 39名 1.3
経済学部 経済学科 80名 46名 46名 22名 2.1
経営学部 経営学科 80名 44名 44名 18名 2.4

計 355名 168名 166名 94名 1.8
※募集人員は一般試験・前期、一般前期プラス資格試験、共通テスト利用入試（Ⅰ期）の合計

共通テスト利用入試（Ⅱ期）
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争倍率

国際学部 国際学科 15名 26名 26名 13名 2.0
法学部 法律学科 20名 30名 30名 21名 1.4
経済学部 経済学科 20名 44名 44名 14名 3.1
経営学部 経営学科 20名 43名 43名 20名 2.2

計 75名 143名 143名 68名 2.1
※募集人員は一般試験・中期、一般試験・後期、共通テスト利用入試（Ⅱ期・Ⅲ期）の合計

共通テスト利用入試（Ⅲ期）
学部 学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 競争倍率
法学部 法律学科 20名 6名 6名 4名 1.3第二志望以下合格 ― ― 3名
経済学部 経済学科 20名 3名 3名 1名 3.0
経営学部 経営学科 20名 2名 2名 0名 ―

計 60名 11名 11名 8名 1.4
※募集人員は一般試験・中期、一般試験・後期、共通テスト利用入試（Ⅱ期・Ⅲ期）の合計
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