入試に関する Q&A
受験生のみなさんから問い合わせの多い事柄について Q&A を作成しました。
特に出願 · 受験の際には学生募集要項をよく読み、間違いがないように十分注意してください。

Q.1

A.
入試に関する
Q
&
A

公募制推薦入試で同一日または複数日で

Q.6

併願することはできますか？
できます。各日とも「総合評価型」と「２教科型基礎学力型」

A.

は同じ問題で行うため、１度の受験で併願することができま
す。前期日程では「数学基礎学力型」も併願が可能です。

試験日自由選択制とは
どのような制度ですか？
志 望する学科・専 攻を都合のいい日に受験できる制度です。
公募制推薦入試前期日程、一般入試前期 A 日程・前期 B 日
程で実 施しています。試 験日が異 なれば、同一 学 科・専 攻、
異なる学科・専攻でも併願が可能です。

Q.2

A.

高校全体の学習成績の状況が高くないのですが、
公募制推薦入試で合格することはできますか？

Q.7

全体の学習成績の状況を点数化せず、試験当日の得点のみで

A.

合否を判定する２教科基礎学力型、数学基礎学力型の入試が
ありますので、チャレンジしてみてはどうでしょう。

第 2・第 3 志望制とは何ですか？
1 回の試験で第 1 志望だけでなくその他の学科・専攻にもチャ
レンジして合格のチャンスを広げることができる制度です。追
加で入学検定料はかからないため、追手門学院大学に合格し
たい受験生にお勧めです。

Q.3

A.

文学部、経営学部は第３志望制、その他の学部は第２志望制

公募制推薦入試は、高等学校卒業程度認定試験合格者

を採用しています。

および大検合格者でも受験できますか？

公 募制 推 薦入 試、一 般 入 試（前 期 A 日程・前 期 B 日程・後
期日程・最終日程）が対象で、第３志望制は自由に選択でき

２教科基礎学力型、数学基礎学力型は全体の学習成績の状況

ますが、第２志 望制の組み合わせは決まっているので、各入

を合否判定に採用しないため受験可能です。総合評価型は受験

試ページにて確認してください。また、同一の型で同一学科・

できません。

専攻に複数日出願する場合、第２・第３志望の組み合わせは
固定されます。詳細は各入試ページで確認してください。

Q.4

A.

公募制推薦入試を受験して、追手門学院大学
桜みらい奨学金の対象となることはできますか？

Q.8

追手門学院大学桜みらい奨学金の対象入試は以下の通りです。

A.

【全学部】
• 一般入試 前期Ｂ日程 3 教科型 スタンダード方式

試験日、選択科目、試験会場で
有利・不利はありますか？
試 験日、試 験会場の違いによる有利 · 不利はまったくありま
せん。どの試験会場も、同一日程 · 同一時間 · 同一試験問題
で実 施します。試 験日 · 選択科目間の入試問題の難易度によ

※心理学部 心理学科 人工知能・認知科学専攻を除く

る不公平をなくすため、標準得点換算による点数調整を行い

• 大学入学共通テスト利用入試 前期 B 日程 3 教科型

ます。ただし、一般入試 英・国総合型は点数調整を行いません。

【心理学部 心理学科 人工知能・認知科学専攻】
• 一般入試 前期 B 日程 2 教科型（英・数）スタンダード方式

Q.9

なお、公募制推薦入試で合格し、入学手続を完了された方が、
上記対象入試を受験し奨学金内定者として合格した場合、再
度の入学 手続に必要な入学金 · 学費 · 諸費は前回 ( 公募制推

A.

薦入試での入学手続時 ) に支 払った分を充当することができ
ます。

Q.5

A.

必ず希望が通りますか？
学外試験会場希望であっても、収容人数を超過した場合は本学
試験場に振り替えることがあります。よって希望通りの試験会
場にならない場合があります。受験票で必ず確認してください。

英語に関する資格を持っていますが、

Q.10

それを活かせる入試はありますか？
2022 年度入試より英語資格等保持者「みなし得点制度」を

A.

導入し、各 種 資格・スコアが、英 語 の点 数に換 算されます。
ただし、当日の英語の試験は受験必須とします。

複数の日程や入試制度に出願する場合、
毎回、写真や調査書を送る必要がありますか？
公募制推薦入試、一 般入試、大学入学共通テスト併用入試、
大学入学共通テスト利用入試においては今年度すでに本学の
他の入試に出願し、写真 · 調査書を送られた方は再度の提出
は不 要です。その他の入試では、インターネット出願の際に

［対象入試］

写真データをアップロードした方は、写真のみ流用が可能で

• 公募制推薦入試 総合評価型／ 2 教科基礎学力型

すが、調査書は再提出の必要があります。

• 一般入試 2 教科型（英・国）／ 2 教科型（英・数）／ 3 教科型
具体的基準は、P.2 を参照してください。
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Q.11

A.

出願できたかどうか

Q.15

確認する方法はありますか？
出願時に登録したメールアドレス宛に、出願 登録完了および
入学検定料の入金確認メールを送信します。また、出願 登録

A.

A.

Q.16

出願期間内で入学検定料の支払い前でしたら変更は可能です。

A.

Q
&
A

入学時納付金を分割納入できますか？
分割手続の対象入試は以下の通りです。
• 公募制推薦入試 前期日程 後期日程
• 一般入試 前期A日程 前期Ｂ日程

Q.13

A.

Q.14

A.

• 大学入学共通テスト併用入試 前期A日程 前期Ｂ日程

受験票はいつ届きますか？

• 大学入学共通テスト利用入試 前期A日程 前期Ｂ日程

受験票は郵送しません。出願登録ページで表示される受験票

分割手続を行うには申込みが必要になります。詳細は合格者

を自身で印刷して試験当日に必ず持参してください。

入学手続要項で確認してください。

合否発表は

Q.17

どのような方法で行われますか？
❶ インターネット合否照会→全入試

A.

❷ 郵送通知（合格者のみ）→全入試
❸ 学内掲示→行いません

出願状況について

自 分 に合 った 学 部・学 科 を
発見することができます。

他の学科・専攻にチャレンジすることはできますか？
併願 可能 な入 試 で 合格し、入学 手 続を行った場 合は、以 降
の入試で合格した学科・専 攻に変更することができます。当
新たに合格した学科・専攻での入学手続へ充当します。ただし、
国際学部国際学科グローバルスタディーズ 専攻のみ差額が発
生します。ご了承ください。

主要入試の出願状況は本学入試サイト「OIDAI 入試ナビ」内にある「入試速報」
画面で確認することができます。出願状況を確認して、受験計画に役立てましょう。

• その他にも「OIDAI 入試ナビ」には受験生必見のコンテンツが満載！
①学部・学科情報

既に入学手続を済ませたのですが、

初合格した学科・専攻で納入した入学金および学費 · 諸費は、

※電話等による合否に関するお問い合わせには一切応じません。
詳細については『2022 年度学生募集要項』で確認してください。

②入試の種類
追大のさまざまな入試の詳細
を紹介しています。

https://nyushi.otemon.ac.jp

③入学金・学費・入学検定料・奨学金
費用に関する情報を入手することができます。様々
な検定料割引制度などもチェックしてください。

④オープンキャンパス
学部・学科紹介や模擬授業など web オープン
キャンパスでも見ることができます。

入学試験・資料請求に関するお問い合わせ先
〒 567-8502

大阪府茨木市西安威 2-1-15

追手門学院大学 入試課

TEL.072-641-9644（入試内容）
TEL.072-641-9165（資料請求）
9:30 〜 17:00 土日祝除く
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入試に関する

せん。また電話等のお問い合わせにも一切応じません。

グインすると、確認することができます。

変更することはできますか？

追加合格者を発表する場合があります。追加合格者には、合
格については、ホームページや携帯サイトでの発 表は行いま

てインターネット出願トップページの「出願状況確認」からロ

出願後に受験日、志望学科・専攻などを

入学手続者が入学予定者数に達しない場合、入試成績により
格通知書と入学手続書類を速達で郵送します。なお、追加合

完了後に、出願時に登録したユーザＩＤとパスワードを利用し

Q.12

追加合格はありますか？
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