
総合型選抜

入学試験要項
●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〉

※公募制推薦試験は、別冊の入学試験要項をご覧ください。

●特別活動PR入試

●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）

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

創立50周年記念事業

2022年度

法学部法律学科 国際学部国際学科
2022年4月 収容定員増※
経済学部経済学科

※認可申請中。予定であり
　変更される場合があります。

経営学部経営学科

2022年度入試の入学検定料すべてが１万円（併願検定料は無料）
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2022年度　大阪経済法科大学

募集人員 

①Sコース（特修講座）講座生を選考のうえ入学時採用します。

②一般試験・前期等での特別奨学生チャレンジが可能です（選考料10,000円）。
※詳細はP.16をご覧ください。

「資格取得奨学金」の対象入試です。
※詳細はP.16をご覧ください。

①Sコース「公務員講座」に選考のうえ入学時採用します。

② 試験日と高卒程度公務員試験が重複する場合、10月23日（土）か10月24日（日）の、いずれかの試験日で
受験可能です（出願時に申し出が必要）。

特　典

 学　部・学　科
試　験 

法 学 部 国 際 学 部 経 済 学 部 経 営 学 部
法 律 学 科 国 際 学 科 経 済 学 科 経 営 学 科

AO入試
公務員AO入試
探究学習AO入試

20 名 15 名 15 名
15 名

資格利用入試〈専願制〉 若干名

特別活動PR入試 若干名

スポーツ推薦試験（前期・後期） 5名 5名 5名 5名

囲碁・将棋推薦試験（前期・後期） 若干名

文化活動推薦試験（前期・後期） 若干名

※公務員AO入試
　は募集しない

上記全ての入試に共通のポイント

公務員AO入試のポイント
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1. 出願期間・試験日程・試験会場

AO入試・公務員AO入試・探究学習AO入試 専願制

出願期間 試験日時 試験会場 合格発表日 入学手続期限

インターネット出願

9月27日（月）～10月18日（月）

国際学部
10月23日（土）10：00～

法学部
10月23日（土）13：00～

経済学部
10月24日（日）10：00～

経営学部
10月24日（日）13：00～

本学
八尾駅前キャンパス

11月 2日（火）
2022年

1月28日（金）

2. 出願資格
次の（1）～（2）のすべてに該当する者。
（1）本学を専願する者。
（2）次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。

出願はインターネット出願です。〈詳細は p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。〉

3. 出願方法

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。
また、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。
なお、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。
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2022年度　大阪経済法科大学

（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ヶ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）
エントリーシート
（AO入試・公務員
AO入試のみ）

本学所定のエントリーシートに「これまでの学習や課外活動を通じて得たことを学んだこ
と」および「本学理解」の２カ所に各々300～350字で記載してください。

（3）
活動実績レポート・

添付資料
（探究学習AO入試のみ）

活動実績レポートには「活動内容（要旨）」「当該活動を通じて得たこと、学んだこと」を記載
して、提出してください。各々300字以上（字数制限なし）書くようにしてください。添付資料
には、活動実績を示す資料を提出してください。様式は問いません。

（4） 志望理由書

 本学所定の「志望理由書」に800字程度で、本学を志望する理由を述べてください。これまで
のさまざまな経験（学校での学修や取得資格、スポーツ・文化活動、ボランティア活動などに
取り組んだ経験など）について記載するとともに、希望する学部・学科でどのような学修を
行い、卒業までにどのような知識・能力を身につけたいか（希望する進路がある場合はそれ
と関連付けて）がわかるように記載してください。
※ 志望理由書は、本学入試情報サイトよりダウンロードすることもできます。

（5） 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通のみの提出で結構です。
●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。

5. 選考方法

80点
面接（口頭試問含む）

20点
調査書 = 100点+

※アドミッション・ポリシーに基づき、面接（口頭試問含む）や調査書等により、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 と々協働して学
　ぶ態度」）を多面的・総合的に評価します。

10,000 円
インターネット出願の完了後、クレジットカードまたは取扱いコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）、Pay-easy（ペイジー）
マークの付いた金融機関ATMおよびインターネットバンキングで入学検定料を払い込んでください（入
学検定料の他に振込手数料がかかります）。
※詳細は、p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。
•入学検定料払込期限　2021 年 10 月 18 日（月）23：59 まで

6. 入学検定料

7. 入学手続・学費その他納付金
　P.15をご覧ください。

4. 出願書類　出願書類に記入の際は、黒ボールペン・万年筆を使用してください。
インターネット出願の完了後、下記の書類を郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。
（10 月 18 日（月）消印有効）
〈郵送先〉〒 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」

※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。
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1. 出願期間・試験日程・試験会場

資格利用入試〈専願制〉 専願制

出願期間 試験日時 試験会場 合格発表日 入学手続期限

インターネット出願

9月27日（月）～10月18日（月）

国際学部
10月23日（土）10：00～

法学部
10月23日（土）13：00～

経済学部
10月24日（日）10：00～

経営学部
10月24日（日）13：00～

本学
八尾駅前キャンパス

11月 2日（火）
2022年

1月28日（金）

2. 出願資格
次の（1）～（2）のすべてに該当する者。
（1）本学を専願する者。
（2）次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。

出願はインターネット出願です。〈詳細は p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。〉

3. 出願方法

4. 選考方法

80点
面接（口頭試問含む）

20点
調査書 = 200点+ 100点

取得資格+
※アドミッション・ポリシーに基づき、面接（口頭試問含む）や調査書等により、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 と々協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価します。

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。
また、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。
なお、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。
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2022年度　大阪経済法科大学

（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ヶ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） 志望理由書

 本学所定の「志望理由書」に800字程度で、本学を志望する理由を述べてください。これまで
のさまざまな経験（学校での学修や取得資格、スポーツ・文化活動、ボランティア活動などに
取り組んだ経験など）について記載するとともに、希望する学部・学科でどのような学修を
行い、卒業までにどのような知識・能力を身につけたいか（希望する進路がある場合はそれ
と関連付けて）がわかるように記載してください。
※ 志望理由書は、本学入試情報サイトよりダウンロードすることもできます。

（3） 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通のみの提出で結構です。
●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。

（4） 取得資格を
証明する書類

８．資格利用入試の対象資格と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。

10,000 円
インターネット出願の完了後、クレジットカードまたは取扱いコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）、Pay-easy（ペイジー）
マークの付いた金融機関ATMおよびインターネットバンキングで入学検定料を払い込んでください（入
学検定料の他に振込手数料がかかります）。
※詳細は、p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。
•入学検定料払込期限　2021 年 10 月 18 日（月）23：59 まで

6. 入学検定料

7. 入学手続・学費その他納付金

8. 資格利用入試の対象資格と評価基準

　P.15をご覧ください。

5. 出願書類 出願書類に記入の際は、黒ボールペン・万年筆を使用してください。

インターネット出願の完了後、下記の書類を郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。
（10 月 18 日（月）消印有効）
〈郵送先〉〒 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」

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。

※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。

実用英語技能検定
GTEC
ケンブリッジ英語検定
IELTS
TEAP
TOEFL® iBT
TOEIC®（L&R+S&W）

日商簿記検定
簿記実務検定（全商）
会計実務検定（全商）
商業経済検定（全商）
簿記能力検定（全経）

Microsoft Office Specialist
ICTプロフィシエンシー検定
基本情報技術者試験
ITパスポート
情報処理検定（全商）
情報技術検定（全工）
宅地建物取引士
総合旅行業務取扱管理者
国内旅行業務取扱管理者
日本漢字能力検定
リテールマーケティング（販売士）
秘書技能検定
実用数学技能検定
ニュース時事能力検定
ビジネス文書実務検定（全商）
日本語ワープロ検定

※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。
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1. 出願期間・試験日程・試験会場

特別活動PR入試 併願制

出願期間 試験日時 試験会場 合格発表日 入学手続期限

インターネット出願

9月27日（月）～10月18日（月）

国際学部
10月23日（土）10：00～

法学部
10月23日（土）13：00～

経済学部
10月24日（日）10：00～

経営学部
10月24日（日）13：00～

本学
八尾駅前キャンパス

11月 2日（火）

［一次］
11月15日（月）
［二次］
2022年

1月28日（金）

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。
また、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。
なお、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。

2. 出願資格
　次のいずれかに該当する者。
　⑴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。
　⑵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。
　⑶ 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。

　⑷ 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。

　⑸ 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。

　⑹ 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。

　⑺文部科学大臣の指定した者。
　⑻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。

出願はインターネット出願です。〈詳細は p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。〉

3. 出願方法
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（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ヶ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） 志望理由書

 本学所定の「志望理由書」に800字程度で、本学を志望する理由を述べてください。これまで
のさまざまな経験（学校での学修や取得資格、スポーツ・文化活動、ボランティア活動などに
取り組んだ経験など）について記載するとともに、希望する学部・学科でどのような学修を
行い、卒業までにどのような知識・能力を身につけたいか（希望する進路がある場合はそれ
と関連付けて）がわかるように記載してください。
※ 志望理由書は、本学入試情報サイトよりダウンロードすることもできます。

（3） 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通のみの提出で結構です。
●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。

（4）
活動実績
レポート・
添付資料

活動実績レポートには「活動内容（要旨）」「当該活動を通じて得たこと、学んだこと」を記載
して、提出してください。各々300字以上（字数制限なし）書くようにしてください。添付資料
には、活動実績を示す資料を提出してください。様式は問いません。

2022年度　大阪経済法科大学

4. 出願書類　出願書類に記入の際は、黒ボールペン・万年筆を使用してください。
インターネット出願の完了後、下記の書類を郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。
（10 月 18 日（月）消印有効）
〈郵送先〉〒 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」

5. 選考方法

80点
面接（口頭試問含む）

20点
調査書 = 100点+

※アドミッション・ポリシーに基づき、面接（口頭試問含む）や調査書等により、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 と々協働して学
　ぶ態度」）を多面的・総合的に評価します。

10,000 円
インターネット出願の完了後、クレジットカードまたは取扱いコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）、Pay-easy（ペイジー）
マークの付いた金融機関ATMおよびインターネットバンキングで入学検定料を払い込んでください（入
学検定料の他に振込手数料がかかります）。
※詳細は、p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。
•入学検定料払込期限　2021 年 10 月 18 日（月）23：59 まで

6. 入学検定料

7. 入学手続・学費その他納付金
　P.15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。
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　本学への入学を熱望し、かつ高等学校3年間において特にスポーツ活動で活躍した者又は活動を継続
した者について、その優れた特技・技能を各々の分野で適正に評価することによって、本学スポーツ活
動の振興と個性豊かな人材の育成を図ることを目的とします。

1. 趣　旨

以上の 19 種目を募集します。
※軟式野球は、硬式野球経験者からの出願が可能です。
※アメリカンフットボールは、他のスポーツ経験者からの出願が可能です。
※ソフトボールは、軟式野球・硬式野球経験者からの出願が可能です。

スポーツ推薦試験（前期・後期） 専願制

区分 出願期間 試験日時 試験会場 合格発表日 入学手続期限

前期
インターネット出願

9月27日（月）～10月18日（月）
10月24日（日）
10：00～

本学
八尾駅前キャンパス

11月 2日（火）
2022年

1月28日（金）
後期

インターネット出願

11月19日（金）～12月7日（火）
12月11日（土）
13：30～

12月17日（金）

3. 出願期間・試験日程・試験会場

2. 募集種目および出願実績

バドミントン
弓道
少林寺拳法

（前期・後期合計）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

3

6
12

1

1

28

2
1

2

1
1

3

6
8

1

24

4

3
6
1

1

1

43

13
3
7

3
5

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。
また、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。
なお、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。
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次の（1）～（4）のすべてに該当する者。
（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）本学を専願する者。
（3）高等学校もしくは中等教育学校所属クラブ指導者あるいは当該スポーツ関係者の推薦する者。
（4） 本学入学後、当該スポーツ活動を本学体育会クラブに所属して継続する意志のある者。

4. 出願資格

2022年度　大阪経済法科大学

出願はインターネット出願です。〈詳細は p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。〉

5. 出願方法

6. 出願書類　出願書類に記入の際は、黒ボールペン・万年筆を使用してください。

7. 選考方法

試 験 科 目 配　点

書類審査（競技成績） 競技成績・活動実績報告書を評価いたします。 30 点
100 点調査書 学習成績の状況（評定平均値）×4 20 点

面接（口頭試問含む） 50 点
※アドミッション・ポリシーに基づき、面接（口頭試問含む）や調査書等により、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 と々協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価します。

9. 入学手続・学費その他納付金
　P.15をご覧ください。

10,000 円
インターネット出願の完了後、クレジットカードまたは取扱いコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）、Pay-easy（ペイジー）
マークの付いた金融機関ATMおよびインターネットバンキングで入学検定料を払い込んでください（入
学検定料の他に振込手数料がかかります）。
※詳細は、p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。
•入学検定料払込期限　2021 年 10 月 18 日（月）23：59 まで

8. 入学検定料

インターネット出願の完了後、下記の書類を郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。
（10 月 18 日（月）消印有効）
〈郵送先〉〒 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」

（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ヶ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通のみの提出で結構です。
●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
高等学校のクラブ活動を通じて得たことや本学への志望動機、また、将来の目標やその目標を
実現するために大学で取り組みたいことなどを、600字程度で述べてください。
※ 志望理由書は、本学入試情報サイトよりダウンロードすることもできます。

（4）
競技成績・活動
実績報告書

当該スポーツ指導者が記入し、押印を行ってください。あわせて、競技成績を証明するもの、
本人の出場を証明するもの〈新聞記事・表彰状・資料等、コピー可・A4サイズに統一〉をホ
ッチキスなどでとめて、提出してください（提出した書類は一切返却できません）。

※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。

下記により総合的に合否を判定します。なお、競技成績がない場合でも、高校3年間の努力や入学後の意欲を評価します。
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囲碁・将棋推薦試験（前期・後期）／文化活動推薦試験（前期・後期） 専願制

区分 出願期間 試験日時 試験会場 合格発表日 入学手続期限

前期
インターネット出願

9月27日（月）～10月18日（月）
10月24日（日）
10：00～ 本学

八尾駅前キャンパス

11月 2日（火）
2022年

1月28日（金）
後期

インターネット出願

11月19日（金）～12月7日（火）
12月11日（土）
13：30～

12月17日（金）

1. 出願期間・試験日程・試験会場

2. 出願資格

出願はインターネット出願です。〈詳細は p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。〉

3. 出願方法

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ヶ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通のみの提出で結構です。
●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）
競技成績・活動実績
を証明する書類

競技成績・活動実績を証明する書類（コピー可）を市販の封筒に厳封のうえ、競技成績・活動実
績を証明する書類在中 と朱書して提出してください。（提出した書類は一切返却できません）
•評価基準表に記載のない事項（例-クラブ在籍期間）の場合は、A4用紙にその内容を
記載のうえ、証明する書類（コピー可）とともに提出してください。

（4） 志望理由書

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。
※志望理由書は面接時の資料として利用します。
※志望理由書は、本学入試情報サイトよりダウンロードすることもできます。

次の（1）～（2）のすべてに該当する者。
（1）本学を専願する者。
（2）次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。

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。
また、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。
なお、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。

インターネット出願の完了後、下記の書類を郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。
（10 月 18 日（月）消印有効）
〈郵送先〉〒 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」
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2022年度　大阪経済法科大学

5. 選考方法

6. 競技成績・活動実績の評価基準

8. 入学手続・学費その他納付金

下記により総合的に合否を判定します。なお、競技成績がない場合でも、高校3年間の努力や入学後の意欲を評価します。

試験科目 配点 満点
書類審査（競技成績・活動実績） 30点

100点調査書　［学習成績の状況×4］ 20点
面接（口頭試問含む） 50点

※アドミッション・ポリシーに基づき、面接（口頭試問含む）や調査書等により、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 と々協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価します。

　P.15をご覧ください。

10,000 円
インターネット出願の完了後、クレジットカードまたは取扱いコンビニエンスストア（セブンイレブン、
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）、Pay-easy（ペイジー）
マークの付いた金融機関ATMおよびインターネットバンキングで入学検定料を払い込んでください（入
学検定料の他に振込手数料がかかります）。
※詳細は、p.19 ～ 20 の「インターネット出願の流れ」をご確認ください。
•入学検定料払込期限　2021 年 10 月 18 日（月）23：59 まで

7. 入学検定料

評価対象 30点 20点 10点
全国大会 出場

地方ブロック大会 参加者数（団体数）の上位1/2 出場
都道府県大会 参加者数（団体数）の上位1/8 参加者数（団体数）の上位1/4 出場

段級位
囲碁 3段以上 2段 2級
将棋 2段以上 初段 3級

（1） 囲碁・将棋

注）日本棋院、関西棋院もしくは日本将棋連盟の正規の段位免状を保持しない場合は、各種大会における出場段級位を評価対象とします。

評価対象 30点 20点 10点
全国大会 出場

地方ブロック大会
または都道府県大会 出場

地区ブロック大会 出場

（2） 吹奏楽

注）地区ブロック大会とは都道府県大会に出場するための大会。

評価対象 30点 20点 10点
全国大会 出場

地方ブロック大会
または都道府県大会 出場

地区ブロック大会 出場
各種写真コンテスト グランプリ 入賞 入選

（3） 写真

注）地区ブロック大会とは都道府県大会に出場するための大会。

注）地区ブロック大会とは都道府県大会に出場するための大会。

評価対象 30点 20点 10点
全国大会 出場

地方ブロック大会
または都道府県大会 出場

地区ブロック大会 出場
各種ダンスコンテスト 優勝 入賞 出場

（4） ストリートダンス
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選考の詳細とアドバイス

本学理解・志望理由を深めるためのアドバイス

出願の際のアドバイスエントリーシート（これまでの学習や課
外活動を通じて得たこと学んだこと）
高等学校での学習や、これまでのさまざまな経験（取
得資格、スポーツ・文化活動、ボランティア活動など
に取り組んだ経験など）についてエピソードを選び、
積極的にPRしてください。その過程で大事にしたこ
と、工夫したこと、学んだことがあれば併せて記載し
てください。

面接（口頭試問含む）
本学への入学後の勉学や学生生活に対する明確な志向
と意欲を確認します。志望理由の内容を改めて復習し
ておきましょう。また、志望学部との関連で基礎学力
を問う口頭試問もあわせて行います。

AO入試と公務員AO入試の違い
AO入試では、あなたのこれまでの経験と、学修意欲・
本学志望度を主に重視します。公務員AO入試では、
上記と併せて公務員への志望度を評価します。そのた
め、現時点で明確に公務員を志望する方にお勧めです。
なお、多様な進路目標のひとつとして公務員を考えて
いる方は、AO入試をお勧めします。

オープンキャンパスを活用しよう
オープンキャンパスへは、ただ参加するだけではなく、
教職員や先輩学生との面談コーナーで、「〇〇の分野
に興味があるのですが、どんな勉強ができますか」
「〇〇をめざしているのですが、入学後、どのように
学修していけば良いでしょうか」など、学部・学科・
コースの学修内容についての質問をしてみましょう。
同じ質問でも、相手によって聞けるアドバイスは異な
ると思いますので、できる限り多くの人に質問し、本
学での学修のイメージをつかんでください。
　今年度は参加型オープンキャンパスをはじめ、
WEBオープンキャンパスも開催しておりますので、
自分の都合に合わせて活用してみましょう。

エントリーシート（本学理解）
オープンキャンパスや大学案内、ホームページ等で得
た本学の教育特色や進路実績を踏まえ、自分が考える
大阪経済法科大学の特徴について記載してください。

志望理由書
なぜ本学を志望するのかについて、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、などを具体的に記載して
ください。将来の進路目標が決まっている方は、それ
と関連付けて記載すると良いでしょう。

活動実績レポート
◆探求学習AO入試
探究学習の内容（課題設定・情報収集・分析の方法、
協働作業の過程等）について記載するとともに、そ
の学習を通じて得たこと学んだことについて記載し
てください。
◆特別活動PR入試
生徒会活動やクラス活動、ボランティア活動等の特
別活動の内容とともにそれらの活動を通じて学んだ
内容や得た力について記載してください。

公募制推薦試験同時出願のすすめ
総合型選抜の各入試は、公募制推薦試験（前期）と同
時出願することができ、合格の可能性を広げることが
できます。その場合の併願検定料は無料です。

自分と向き合おう
なぜ大学へ行きたいのか、やりたいことは何か、どん
な人物になりたいのかなどを改めて考え、深める時間
を設けてください。それが明確であればあるほど、自
信を持って語れる、力強い自己PRと志望理由につな
がるはずです。
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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。

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。

学部を併願することは可能ですか？

AO入試では、その学部での勉学を強く志望する受験生を対
象にしています。したがって、学部を併願受験することはで
きません。ただし、公募制推薦試験との併願は可能で、併願検
定料は無料です。

受験生にとってAO入試のメリットを教えてく
ださい。
偏差値や受験テクニックに振り回されるのではなく、オープン
キャンパス等で十分検討して、希望する学部がどのような能
力・適性を求めているかをよく理解し、自分自身がそれに適合
しているか否かを見極めてから出願する、という自然な流れに
沿って進路決定をすることができます。

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］
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種目別に募集人数枠が決まっていますか？

種目別の募集人数枠はありません。したがって、種目によって
有利不利は生じません。

囲碁・将棋・文化活動推薦試験はどのような人
が受験できますか？
出願に際して特段の条件はありません。したがって、自ら「囲碁」
「将棋」「吹奏楽」「写真」「ストリートダンス」の活動において、能力
が優れていると認める方であれば誰でも出願できます。なお、
「競技成績・活動実績」を選考方法に含めていますので、当該分
野の競技会・演奏会・コンクールなどの大会に出場し、入賞ある
いは表彰を受けた経験を持つ方など、当該分野における実力が
優れていることの客観的証明が可能な方に適していると言える
でしょう。また、この試験は併願可能なので、本学の公募制推薦
試験（前期・後期）や他大学とあわせて受験することもできます。

競技成績・活動実績に関する書類審査は、どの
ように点数化しますか？
各種目別に都道府県毎の競技レベル等を勘案しながら、30
点満点で総合的に評価します。
また、競技成績にかかわらず、選手もしくはマネージャーとし
ての活動実績も評価します。
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AO入試Q＆A

スポーツ推薦試験Q＆A

囲碁・将棋推薦試験／文化活動推薦試験Q＆A

〈出願・合否判定・入学手続について〉
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入学手続は下記の方法で行ってください。
Ⅰの入試の場合
　 入学手続期限までに学費（入学金と春学期授業料）および春学期委託徴収金（9,500円）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。
　※上記の手続きで、入学手続は完了します。

Ⅱの入試の場合
　（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［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［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。
　　　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。

2022 年度入学手続期限は次のとおりです。

2022 年度入学生の学費は次のとおりです。

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 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）  専願制の入試の場合、一旦納付された学費および委託徴収金は返還しません。
注 4）  2 年次から 4年次の学費（年間）は下記のとおりです。

1. 入学手続・学費その他納付金

区　　分 入学手続期限［一次］ 入学手続期限［二次］

Ⅰ

AO入試
公務員AO入試
探究学習AO入試

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）

2022 年 1 月 28 日（金） ―

Ⅱ 特別活動PR入試 11 月 15 日（月） 2022 年 1 月 28 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

共通項目



－ 1 6 －

2022年度　大阪経済法科大学

合格・入学手続き後、特別奨学生にチャレンジできます。早期に入学を決めた後、受験科目を絞って勉
強できるため、採用される可能性が高まります。
採用されれば入学金・授業料または授業料を免除します。

本学入学前に下記の資格を取得した受験生には、入学後、10万円～ 20万円の奨学金を給付します。

2. 資格取得奨学金

3. 特別奨学生（初年度学費全額免除）チャレンジ制度

対象試験 チャレンジ試験 免除額 選考料
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）

一般試験・前期（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型）
一般前期プラス資格試験

1,196,000 円
入学金・授業料を返還

（免除）
10,000 円

特別活動PR入試
一般試験・前期（Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ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 4教科型・3教科型）

996,000 円
授業料を返還
（免除）

法学部 法律学科
特別奨学生 70名

国際学部 国際学科
特別奨学生 60名

経済学部 経済学科
特別奨学生 60名

経営学部 経営学科
特別奨学生 60名

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（英検）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（英検）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（全科目）　■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。

■申請方法  対象資格の合格またはスコアを証明する書類（合格証書、合格証明書、認定証、成績証明書等。
いずれも原本）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（必着）
　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。
※特別奨学生となった受験生は申請することができません。

対象資格取得者には入学後必ず給付いたします。
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（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。出願にあたっては、書類を十分確認のうえ、
できるだけ早期に取り組んでください。

（2）  入学検定料入金後の試験種別、試験日、志願学部・学科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、外国籍で通称名の使用

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）  受験票は出願完了後、郵送します。試験前日までに受験票が届かない場合は、入試課までご連絡く

ださい。
（6）  身体に障害のある志願者で、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。
（7）   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。なお、変更が生じる際の本学から受験生への連絡は本学ホームページ上
で行います。

課外活動奨励奨学金（入学時採用）は、高校在学時にスポーツ活動又は文化活動において顕著な活躍が
認められ、本学のスポーツ推薦試験又は囲碁・将棋推薦試験、文化活動推薦試験に出願・合格し、入学
手続を行う方を対象としています。

5. 出願上の注意

4. 課外活動奨励奨学金（入学時採用） 高校でのクラブ活動における顕著な成績を評価し、選考の上、入学金を免除（20万円）

種目成績基準

1 団体種目・個人種目において、公式の都道府県大会ベスト4以
上の成績をあげ、客観的に実力があると認められる者

2 上記1と同等の実力があると認められる者で、本学クラブ指
導者から推薦のあった者

以上の1又は2の種目成績基準を充たした者の中から、競技成績・
活動実績を統合的に勘案し、採用者を選考する。

●採用実績（2021 年度入学生）

卓球 5名

少林寺拳法 3名

空手道 1名
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（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、
入試課にお問い合わせください。

（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。

6. 入学試験実施に際しての対応

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、試験日の振替や入学検定料については、入試課にお問い合
わせください。
＜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

7. 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

　本学では、個人情報の保護の重要性を深く認識し、2005 年 4 月から施行された「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を出身学校（予備校等含む）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。

8. 個人情報の取扱いについて
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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」への登録が必須となります。  
スマートフォン、パソコンから下記URLまたはQRコードにアクセスしてください。
http://www.ucaro.net

2インターネット出願トップページへアクセス 
Web出願のページには、大阪経済法科大学のホームページからアクセスできます。

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

3志望情報を入力 
志望する入試制度、学部、学科等を選択してください。
入学検定料も確認できます。

4個人情報を入力 
画面の案内に沿って、入力してください。

氏名や住所など入力は慎重に行ってください。
間違うと受験票が届かない場合があります。

5出願内容の確認 
入力した志望情報と個人情報について、確認してください。

6必要書類の確認 
必要書類の内容を確認してください。

7決済情報を入力 
支払方法として、コンビニエンスストア・ATM・ネットバンキング、またはクレジットカードのいずれかを選択
してください。
詳しい支払い方法については、Web出願サイトの「入学検定料の支払方法について」ページを確認してください。

8出願登録の完了 
出願番号（受験番号ではありません）が発行されるので、メモを取るか、画面を印刷してください。
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、入学検定料の支払いに必要な決済番
号もメモを取ってください。
また、出願の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。

インターネット出願の流れ

https://keihonavi.jp
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その封筒に、出願書類を封入し、以下の送付先に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。

10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、Web出願サイトの「入学検定料の支払方法について」ページを確認してください。

①コンビニエンスストア
現金での支払いとなります。
・セブン-イレブン
・ローソン（Loppi）、ミニストップ（MINISTOP Loppi）
・ファミリーマート（Famiポート）
・デイリーヤマザキ
・セイコーマート（クラブ ステーション）

②金融機関ATM 【Pay-easy】
以下の支払い可能金融機関でPay-easyマークの付いているATMで支払うことができます。
■支払い可能金融機関は下記ページの「ATM利用可能一覧」を確認してください。
http://www.well-net.jp/multi/fi nancial_list/index.html

③ネットバンキング
都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協などのネットバンキングを利用することが
できます。事前に金融機関にて申し込みが必要です。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が必要です。

④クレジットカード
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。

9出願書類の郵送 
登録完了画面から宛名ラベルを開き、印刷し、市販の封筒に貼付してください。

インターネットバンキング

同封の封筒をご利用いただくことも可能です。
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試験会場のご案内・交通アクセス

N

みずほ
銀行
みずほ
銀行
みずほ
銀行

コノミヤコノミヤコノミヤ

東朋八尾病院東朋八尾病院

アリオ
八尾
アリオ
八尾
アリオ
八尾

ファミリーマートファミリーマートファミリーマート

近鉄八尾駅
近鉄八尾駅

●●

●●

●●
●● りそな銀行りそな銀行りそな銀行●●

三井住友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
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
スクールバス
乗り場

駐輪場駐輪場駐輪場

八尾駅前
キャンパス
八尾駅前
キャンパス

本　学
八尾駅前キャンパス

大阪府八尾市北本町 2-10-45
近鉄「近鉄八尾」駅より徒歩 5分
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2021年度 主な入学試験結果　※（　）の数字は女子内数

AO入試［10月24日・25日］

囲碁・将棋推薦試験［前期：11月8日　後期：12月13日］

法律学科

国際学科

経済学科

経営学科

法律学科

国際学科

経済学科

経営学科

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

前期

後期

区　分

計

学　部 学　科 志願者募集人員 受験者 合格者

法律学科
若干名
国際学科
若干名
経済学科
若干名
経営学科
若干名

若干名

1名

0名

0名

0名

1名

計

0名

0名

0名

1（1）名

1（1）名

1名

0名

0名

0名

1名

0名

0名

0名

1（1）名

1（1）名

1名

0名

0名

0名

1名

0名

0名

0名

1（1）名

1（1）名

スポーツ推薦試験［前期：10月25日　後期：12月13日］

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

前期

後期

区　分

計

学　部 学　科 志願者募集人員 受験者 合格者

法律学科
5名

国際学科
5名

経済学科
5名

経営学科
5名

20名

10名

0名

7名

2名

19名

10名

0名

7名

2名

19名

10名

0名

7名

2名

19名

計

3名

0名

2名

0名

5名

3名

0名

2名

0名

5名

3名

0名

2名

0名

5名

公務員AO入試［10月24日・25日］

法 学 部
国際学部
経済学部

計

学　部 学　科 1次選考志願者募集人員 2次選考受験者 2次選考合格者

15名

10名

10名

35名

18（4）名

0名

0名

18（4）名

16（3）名

0名

0名

16（3）名

16（3）名

0名

0名

16（3）名

法 学 部
国際学部
経済学部

※募集人員はAO入試､公務員AO入試の合計

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

計

学　部 学　科 1次選考志願者募集人員 2次選考受験者 2次選考合格者

15名

10名

10名

10名

45名

22（7）名

17（11）名

15（1）名

26（6）名

80（25）名

18（5）名

16（10）名

13（1）名

23（5）名

70（21）名

17（5）名

16（10）名

12（1）名

19（5）名

64（21）名

法 学 部
国際学部
経済学部
経営学部

※募集人員はAO入試､公務員AO入試の合計



創立者金澤尚淑博士は、｢経済と法律が社会の両輪であり、この二つの学問を修
めることによって無類の人格を形成することができる。｣との信念に従い、万人
に開かれた高等教育の実現を目指し、幾多の苦難を乗り越えて、一九七一年（昭
和四十六年）に学校法人大阪経済法律学園を設立した。本学園は、創立者の建学
の理念に基づき、広く知識を教授し、実践の中から真理を探究する実学の精神を
持った人材の育成を行うとともに、教育研究を通じて人権の伸長と国際平和に
貢献することを使命とする。

建学の理念
本大学は、教育基本法及び学校教育法に則
り、建学の理念に基づいて、広く知識を授
け、深く専門の学芸を教授研究するととも
に、豊かな人間性と国際感覚にあふれた独
創的で実践力に富む人材を育成し、もって
社会の発展と平和に貢献することを使命と
する。

教育目的

【八尾駅前キャンパス】
〒581-8522　大阪府八尾市北本町2丁目10番45号　TEL. （072）920-4711（代表）

【花岡キャンパス】
〒581-8511　大阪府八尾市楽音寺6丁目10番地　TEL. （072）943-7760 （入試課）　FAX. （072）943-7035 （入試課）

0120-24-3729（入試課フリーダイヤル）
http://www.keiho-u.ac.jp/ 　E-mail:nyuushi@keiho-u.ac.jp

❶ 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。

❷ 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。
❸ 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。
❹ 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。
❺ 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

❶ 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。

❷ 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。
❸ 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。
❹ 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。
❺ 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

❶ 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。

❷ 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。
❸ 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。
❹ 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。
❺ 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

❶ 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。

❷ 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。
❸ 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。
❹ 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。
❺ 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


