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2023年度　大阪経済法科大学

帰国生入試

前期・後期とも
国際学部 国際学科　若干名
経営学部 経営学科　若干名
経済学部 経済学科　若干名
法 学 部 法律学科　若干名

1. 募集人員

日本国籍を有する者あるいは日本に永住する外国人で、以下のいずれかに該当する者。
1）外国の高等学校を卒業（修了）した者、または2023年3月卒業（修了）見込みの者。
2） 日本の高等学校もしくは中等教育学校を卒業して（高等学校卒業程度認定試験の合格を含む）3年
以内の者または2023年3月卒業見込みの者で、外国の高等学校に継続して1年以上在学した者。

3） 日本の高等学校もしくは中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者で、通算6年以上または継続4年
以上、外国で教育を受け、帰国後の日本の高等学校等での在籍期間が3年以内の者。

4） 帰国生徒の受け入れを主たる目的とする課程を有する日本の高等学校等を卒業した者、または2023
年3月卒業見込みの者で、当該学校長が帰国生徒として認定した者。

5） 日本の高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者で、当該学
校長が中国引揚者等子女として認定した者。

6） 日本国外において国際バカロレア資格を取得した者、またはドイツ連邦共和国の各州において大学
入学資格として認められているアビトゥア資格を取得した者。

7）上記以外の者で、1）～ 6）と同等以上の学力があると本学が認定した者。

2. 出願資格

出願資格  7）にて出願を希望する場合、経歴等を証明する資料を用意した上で、必ず
出願期間までに入試課（ 0120-24-3729）に相談してください。

3. 試験日程・試験場

区分 学部・学科 出願期間 試  験  日 試験会場 合格発表日 入学手続期限

前期 国際学部
・

経営学部
・

経済学部
・
法学部

2022年
10月 7 日（金）～
 10月31日（月）
（締切日消印有効）

11月 6 日（日）
本 学

（八 尾 駅 前キャンパス）

11月19日（土）

［一次］
12月16日（金）

［二次］
2023年

2 月17日（金）

後期
2023年
1 月 5 日（木）～
 1 月17日（火）
（締切日消印有効）

1 月23日（月） 2 月 3 日（金）

［一次］
2 月27日（月）

［二次］
3 月13日（月）

（出願時提出の）志望理由書・面接による総合点で評価します。

※Sコースを希望する場合は選考のうえ、入学時採用を行います。

4. 選考方法

試験科目 配 点 集合時間 試験時間

志望理由書  ［600字］ 50点
100点 12：30

面　接
　13：00～

面　接 50点
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5. 出願書類

1）
入学志願票
（A票）

本学所定の「入学志願票（A票）」に必要事項を記入し、入学検定料を納付
のうえ、写真（タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・志望学部学科を記入）
を所定の箇所に貼付してください。
※ 記入にあたっては、入学志願票記入上の注意（P.10、11）をご覧くださ
い。
※ 入学検定料の納付にあたっては共通項目3. 入学検定料（P.8）をご覧く
ださい。

2） 卒業証明書

○出願資格が 1）の場合
　（外国の）高等学校が発行する卒業（見込）証明書を提出してください。
○出願資格が 2）、3）、4）、5）の場合
　提出する必要はありません。
○出願資格が 6）の場合
　各実施機関が発行する資格取得証明書類を提出してください。

3） 成績証明書

○出願資格が 1）の場合
　（外国の）高等学校が発行する成績証明書を提出してください。
○出願資格が 2）、3）、4）、5）の場合
　高等学校または中等教育学校が発行する調査書を提出してください。【厳封】
　※高等学校卒業程度認定試験合格者は、共通項目2．出願上の注意 5）（P.8）
　　を参照してください。
○出願資格が 6）の場合
　各実施機関が発行する成績証明書類を提出してください。

4） 志望理由書 本学所定の「志望理由書」に600字程度で、本学を志望する理由を述べ
てください。

5） 経歴書

A4版の用紙（様式任意）に、氏名・志願学部学科・経歴（居住した国名・期
間・在籍学校名・課程・在籍期間等）を記入してください。

［記  入   例］

経歴書

 志望学部学科　：　経済学部経済学科

 受験者氏名　：　経法太郎

＜海外における学習経験＞　   2016 年3月～2021 年6月（5年3ヶ月間）、□□□国に在

住現地の小学校・中学校を卒業、高校2年まで在学

2004 年6月10日 日本・大阪府大阪市にて出生

2016 年3月 □□□国△△州に転居

2016 年4月 □□□国△△州立○○○小学校に転入

2017 年3月 □□□国△△州立○○○小学校を卒業

2017 年4月 □□□国△△州立○○○中学校に入学

2020 年3月 □□□国△△州立○○○中学校を卒業

2020 年4月 □□□国立○○○高等学校に入学

2021 年6月 日本に帰国、大阪府立△△高等学校普通科に転入

2023 年3月 大阪府立△△高等学校普通科卒業見込

※ 1）・4）は本学所定用紙

P.1 の［帰国生入試の］出願資格 7）にて出願を希望する場合、経歴等を証明する資料を用意した上で、
必ず出願期間内に入試課に相談してください。
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2023年度　大阪経済法科大学

6. 資格取得奨学金（帰国生入試対象）
本学の資格取得奨学金は、以下の対象資格基準を満たすすべての方を対象としており、給付型と減免型
のいずれかを選択することができます。給付型は、本学に合格後、2023 年 3 月 31 日までに以下の対象
資格を取得された方に最大 20 万円を入学後に給付します。減免型は、出願時に以下の対象資格を取得さ
れている方に最大 20 万円を入学手続時納付金（授業料の一部）から減免します。

授業料の一部（20万円）を入学後に給付〔または入学前に減免〕
■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

授業料の一部（10万円）を入学後に給付〔または入学前に減免〕
■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原本書類（合格証書、合格証明書、認定証、成績証明
書等）を提出してください。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。

【給付型（入学後に最大20万円を給付）】
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と対象資格の原本書
類を同封し、下記いずれかの方法で提出すること。
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 9：00～17：00）

【減免型（入学手続時納付金から最大20万円を減免）】
出願時に、出願書類に加えて対象資格の原本書類を同封し、簡易書留郵便で郵送すること。

対象資格取得者全員利用できます。
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社会人試験

前期・後期とも
国際学部 国際学科　若干名
経営学部 経営学科　若干名
経済学部 経済学科　若干名
法 学 部 法律学科　若干名

（出願時提出の）志望理由書・面接による総合点で評価します。

1. 募集人員

2023年4月1日現在、23歳以上で下記のいずれかの条件を満たす者。
1）高等学校を卒業した者。
2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
3）大学入学資格検定規程により、大学入学資格検定に合格した者。
4）高等学校卒業程度認定試験規則により、高等学校卒業程度認定試験に合格した者。
5） 旧制諸学校の卒業者または中途退学者で、文部科学大臣の定めるところによる大学入学資格を有す
る者。

6）上記以外の者で、1）～ 5）と同等以上の学力があると本学が認定した者。

2. 出願資格

3. 試験日程・試験場

4. 選考方法

試験科目 配 点 集合時間 試験時間

志望理由書  ［1000字］ 50点

100点 12：30
面　接

　13：00～
面　接 50点

※Sコースを希望する場合は選考のうえ、入学時採用を行います。

区分 学部・学科 出願期間 試  験  日 試験会場 合格発表日 入学手続期限

前期 国際学部
・

経営学部
・

経済学部
・
法学部

2022年
10月 7 日（金）～
 10月31日（月）
（締切日消印有効）

11月 6 日（日）

本 学

（八 尾 駅 前キャンパス）

11月19日（土）

［一次］
12月16日（金）

［二次］
2023年

2 月17日（金）

後期
2023年
1 月 5 日（木）～
 1 月17日（火）
（締切日消印有効）

1 月23日（月） 2 月 3 日（金）

［一次］
2 月27日（月）

［二次］
3 月13日（月）
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5. 出願書類

1）
入学志願票
（A票）

本学所定の「入学志願票（A票）」に必要事項を記入し、入学検定料を納付
のうえ、写真（タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・志望学部学科を記入）
を所定の箇所に貼付してください。
※ 記入にあたっては、入学志願票記入上の注意（P.10、11）をご覧くださ
い。
※ 入学検定料の納付にあたっては、共通項目3. 入学検定料（P.8）をご覧
ください。

2） 卒業証明書
出身学校の卒業証明書（修了証明書）　【厳封】
※ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、共通項目2. 出願上の注意 5）（P.8）
を参照してください。

3） 成績証明書
出身学校の調査書もしくは成績証明書　【厳封】
※ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、共通項目2. 出願上の注意 5）（P.8）
を参照してください。

4） 志望理由書 本学所定の「志望理由書」に1000字程度で、本学を志望する理由を述
べてください。

5）経歴書（職歴も含む） 市販の履歴書を使用してください。

※ 1）・4）は本学所定用紙
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編入学試験（3年次編入）［転入学を含む］

前期・後期とも
国際学部 国際学科　若干名
経営学部 経営学科　若干名
経済学部 経済学科　若干名
法 学 部 法律学科　若干名

1. 募集人員

下記のいずれかに該当する者。（但し、外国人留学生を除く）
1）大学（外国の大学を含む）に2年以上在学し60単位を修得した者、または2023年3月修得見込みの者。
2）短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者。
3）高等専門学校を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者。
4） 専修学校の専門課程（修業年限が2年以上であること、その他文部科学大臣の定める基準を満たす
ものに限る）を修了した者、または2023年3月修了見込みの者。

5）上記以外の者で、1）～ 4）と同等以上の学力があると本学が認定した者。

2. 出願資格

※Sコースを希望する場合は選考のうえ、入学時採用を行います。

4. 選考方法

試験科目 配 点 集合時間 試験時間
小 論 文 50点

100点 10：30
11：00～12：00

面　　接 50点 　13：00～

単位認定について
出身校の修得科目の内容や単位数に応じて、60 単位を上限として単位を認定し、卒業に必要な単位
数のうちに算入します。

3. 試験日程・試験場

小論文・面接による総合点で評価します。

区分 学部・学科 出願期間 試  験  日 試験会場 合格発表日 入学手続期限

前期 国際学部
・

経営学部
・

経済学部
・
法学部

2022年
10月 7 日（金）～
 10月31日（月）
（締切日消印有効）

11月 5 日（土）

本 学

（八 尾 駅 前キャンパス）

11月19日（土）

［一次］
12月16日（金）

［二次］
2023年

2 月17日（金）

後期
2023年
1 月 5 日（木）～
 1 月17日（火）
（締切日消印有効）

1 月23日（月） 2 月 3 日（金）

［一次］
2 月27日（月）

［二次］
3 月13日（月）
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5. 出願書類

1）
入学志願票
（A票）

本学所定の「入学志願票（A票）」に必要事項を記入し、入学検定料を納付
のうえ、写真（タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・志望学部学科を記入）を
所定の箇所に貼付してください。
※ 記入にあたっては、入学志願票記入上の注意（P.10、11）をご覧くださ
い。
※ 入学検定料の納付にあたっては、共通項目3. 入学検定料（P.8）をご覧
ください。

2） 卒業証明書

■大学または短期大学・高等専門学校を卒業した者（見込みを含む）
　卒業（見込み）証明書を提出してください。 【厳封】
■大学に2年以上在籍し、60単位を取得した者（見込みを含む）
　2 年以上の在籍を証明する書類を提出してください。　【厳封】
■専修学校の専門課程を修了した者（見込みを含む）
　修了（見込み）証明書を提出してください。　【厳封】
なお、修了（見込み）証明書に「専門士の取得（見込み）を証明する」
文言がない場合は、当概文章が記載されている書類を併せてご提出して
下さい。

3） 成績証明書

■大学または短期大学・高等専門学校を卒業した者（見込みを含む）
　成績証明書を提出してください。【厳封】
■大学に2年以上在籍し、60単位を取得した者（見込みを含む）
　60単位以上の取得（見込み）を証明する書類を提出してください。【厳封】
■専修学校の専門課程を修了した者（見込みを含む）
　成績証明書を提出してください。　【厳封】

4） 志望理由書 本学所定の「志望理由書」に600字程度で、本学を志望する理由を述べて
ください。面接時の資料として活用します。

※ 1）・4）は本学所定用紙
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共通項目［帰国生入試・社会人試験・編入学試験］

出願は郵送（書留速達）に限ります。＜締切日消印有効＞

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）入学志願票提出後の志望学部・学科の変更は認めません。
３） 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）出願書類の不備や、出願締切日以降の消印のものは受理できません。
５） 高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定試験）の合格者は合格証明書と合格成績証明書を、
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
（  0120-24-3729 ）にご相談ください。

高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者または大学入学資格検定試験合格者で、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。

６）出願に際しては、郵便事情を考慮して、なるべく期間の前半に到着するよう郵送してください。

10,000円

１） 入学検定料は入学検定料振込依頼票（B）に必要事項を記入のうえ、金融機関取扱期間内に、最寄り
の銀行から本学指定銀行口座へ「電信扱」で振り込んでください。その際、入学志願票（A）・入学
検定料振込依頼票（B）・入学検定料領収書（C）に必ず取扱銀行収納印を受けてください。

２） 大学窓口では、入学検定料の取扱いは一切行いません。

1. 出願方法

2. 出願上の注意

3. 入学検定料

　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

【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。
前期：後期への振替措置を実施します。　後期：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。（入試課フリーダイヤル：0120－24－3729）
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5. 入学手続・学費その他納付金
　所定の入学手続期限までに、以下の入学手続時納付金を納めるとともに、入学手続書類を提出し、
入学手続を完了してください。

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。）

　　　 入学手続時納付金は、学費（入学金、春学期授業料）および春学期委託徴収金の合計707,500円を所定の期
日までに納めてください。

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（年額）は下記のとおりです。

　  下記期限までに本学所定の「入学辞退届」を提出された場合、授業料・委託徴収金を返還します。
2023年3月31日（金）午後5時まで（期限までに簡易書留で本学必着のこと）

※上記手続きの詳細については、合格通知送付の際にお知らせします。

2023年度入学生の学費は次のとおりです。

■帰国生入試・社会人試験

学費等の返還（入学辞退）

区分
初年度（1年次）

入学手続時
（春学期） 秋学期 年　間

入学金 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

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を徴収します。）

　　　 入学手続時納付金は、学費（入学金、春学期授業料）および春学期委託徴収金の合計727,500円を所定の期
日までに納めてください。

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

2023年度3年次編入学生（転入学生を含む）の学費は次のとおりです。

■編入学試験（転入学を含む）

区分
初年度（3年次）

入学手続時
（春学期） 秋学期 年　間

入学金 200,000円 －  200,000円

授業料 518,000円 518,000円 1,036,000円

計 718,000円 518,000円 1,236,000円

4年次
授業料
（年額） 1,056,000円

合格発表日に、合否通知を速達郵便で受験生本人宛に発送します。

電話による合否結果の問い合わせには一切応じません。

4. 合格発表
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2023年度

※三井住友銀行・三菱UFJ銀行の本支店窓口での取扱のみ、手数料不要です。

2023年度

2022年10月 7日（金） ～ 2022年10月31日（月）

2023年度 大阪経済法科大学

国際学部 国際学科
経営学部 経営学科
経済学部 経済学科
法　学　部 法律学科

※記入不要

年

帰国生入試･社会人試験･編入学試験

2023年 1月 5日（木） ～ 2023年 1月17日（火）

※記入不要

1. 普通  2. 商業
3. 工業  4. 農業
5. 総合  6. 国際
7. 情報  8. 高専
9. その他

¥  10,000

¥  10,000

1 0 0 0 0

¥  10,000

¥ 10,000

「入学志願票」は、A 票（入学志願票）、B 票（入学検定料振込依頼票）、

「入学志願票」記入上の注意

C 票（入学検定料領収書）で構成されています。
必要事項の記入は、黒のボールペン・万年筆を使用し、書き忘れのないようにしてください。
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　 ～ 　の記入については下記の試験別記入欄に
ついてを参照してください。

試験別記入欄

Sコース（特修講座） 出願資格区分

試験別の記入欄について

編入学試験の志願者記入欄 

社会人試験の志願者記入欄 

卒業（修了）

志願者必須記入欄

： ・ ・ ・（　 ）

帰国生入試の志願者記入欄 ： ・ ・ ・（　 ）・

： ・ ・ ・（　 ）

平成14年
平成15年
平成16年
平成17年

2002年
2003年
2004年
2005年

西暦早見表

写真貼付

志願するいずれかの試験に
○印を付けてください。

試験区分 志願学部・学科

志願するいずれかの学部・学科
に○印を付けてください。

氏名
［3ヵ所(A票・B票・C票)］

住民票記載の氏名あるいは
通名のいずれかを正確に記
入してください。

性別・生年月日

性別を○で囲み、生年月日を
西暦で記入してください。

住所（連絡先）
［2ヵ所(A票・B票)］

住所・電話番号は志願者本人と
連絡のとれる住所・電話番号を
正確に記入してください。

写真は以下の指示にしたがって貼り付けてください。
＊上半身、脱帽、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
＊写真がはがれても分かるように、裏面に志願学部・学科・氏名を
　記入し、貼付してください。
＊カラー写真に限ります（白黒写真・スナップ写真は不可）。

取扱銀行収納印
［3ヵ所(A票・B票・C票)］

入学検定料10,000 円を銀行
の指定口座に「電信扱」で振
り込んでください。その際、取引
銀行収納印を受けてください。

学校の所在地・名称等

［編入学試験］
所在地・学校名を記入してください。
※学校コードは記入不要です。

学校区分・課程・学部学科

卒業区分

高校の所在地・名称等
［1ヵ所(A票)］

［1ヵ所(A票)］［1ヵ所(A票)］

［1ヵ所(A票)］

［1ヵ所(A票)］ ［1ヵ所(A票)］ ［1ヵ所(A票)］

［編入学試験］
学校区分・課程欄の該当する番号に○印を入れてください。
学部学科欄には名称を記入してください。

［帰国生入試］・［社会人試験］
所在地・高校名を記入してください。
※高校コードは記入不要です。

［1ヵ所(A票)］ ［1ヵ所(A票)］
課程・学科

［帰国生入試］・［社会人試験］
課程・学科の該当する番号に○を付けてください。

［1ヵ所(A票)］ ［1ヵ所(A票)］

希望者のみ。
希望する講座の番号に○印を付けてください。

［1ヵ所(A票)］

［帰国生入試］
P.1の帰国生入試出願資格1）～7）から、
該当する出願資格を選んで、番号を記入し
てください。

［帰国生入試］・［社会人試験］
卒業（見込）の年月を記入してください。

［編入学試験］
卒業（修了）の年月を記入のうえ、該当する
番号に○印を付けてください。
※2に○を付けた場合は、（　）に学年を記
入してください。
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主要駅からの交通アクセス

主要駅からの所要時間

キャンパスへのアクセス
※試験会場は八尾駅前キャンパスです。

7

駅
宮
三
戸
神

乗車

アリオ八尾

駐輪場

三井住友銀行

みずほ銀行

ARIO

LINOAS

the Oval
八尾駅キャンパス

近鉄八尾駅

コノミヤ

ファミリーマート



http://www.keiho-u.ac.jp/　E-mail:nyuushi@keiho-u.ac.jp

【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）

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


