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Q.1
公募制推薦入試で同一日または複数日で
併願することはできますか？

A. 可能です。「総合評価型」「2 教科基礎学力型」は
同じ試験問題なので、1度の受験で併願することができます。
また、同日に実施している「数学基礎学力型」も併願可能です。
複数併願による検定料割引制度があります。
詳細については P9・P10 をご確認ください。

Q.2 同一日で他学科・専攻に併願することはできますか？

A. 【公募制推薦入試】
別の型で受験する場合は他の学科・専攻への出願が可能です。
また、検定料を追加することなく、複数の学科・専攻に併願
できる「第 2・第 3 志望制」があります。
学科・専攻により併願できる組み合わせが異なります。

【一般入試・大学入学共通テスト利用入試】
可能です。一般入試では検定料を追加することなく、複数の
学科・専攻に併願ができる「第 2・第 3 志望制」や複数併願に
よる検定料割引制度があります。
詳細については P9・P10 をご確認ください。

Q.3 第2・第 3志望制とは何ですか？

A. 1回の試験で検定料の追加なしに、第1志望だけでなく
その他の学科・専攻にもチャレンジすることができる制度です。
詳細については各入試ページをご確認ください。

Q.4
調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）は
高くありませんが、公募制推薦入試で
合格することはできますか？

A. 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）を点数化せず
試験当日の得点のみで受験できる「２教科基礎学力型」
「数学基礎学力型」の入試があります。
詳細については各入試ページをご確認ください。

Q.5
公募制推薦入試は、高等学校卒業程度
認定試験合格者および大検合格者でも
受験できますか？

A. 試験当日の得点のみで判定する「2 教科基礎学力型」「数学
基礎学力型」は受験できます。出願時に「合格証明書」「合
格成績証明書」を提出してください。
詳細は募集要項（9月発行予定）をご確認ください。
調査書の全体の学習成績の状況を点数化する「総合評価型」
には受験できません。

Q.6 英語に関する資格を活かせる入試はありますか？

A. 英語資格等保持者には、取得している資格のレベルに応じて
英語の点数に換算される「みなし得点制度」があります。
試験当日の英語の得点と、「みなし得点制度」で換算された
得点のうち、高い方の得点を採用します。
ただし、当日の英語の試験は受験必須です。
詳細については P4 をご確認ください。

Q.7 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？

A. 公募制推薦入試では、桜みらい奨学金の対象にはなりません。
ただし、公募制推薦入試で合格し、入学手続を完了された方
が、改めて桜みらい奨学金対象入試を受験し、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。
対象入試
 • 一般入試 前期日程 3 教科型 スタンダード方式
 • 一般入試 前期日程 英数型
　  ※心理学部 人工知能・認知科学専攻のみ対象
 • 大学入学共通テスト利用入試 前期日程 3 教科型
詳細については P12 をご確認ください。

Q.8
試験日、選択科目、試験会場で
有利・不利はありますか？

A. 試験日・試験会場の違いによる有利・不利はありません。
試験日、選択科目間での入試問題の難易度による不公平を
なくすため、標準得点換算による点数調整を行います。
※一般入試最終日程 英・国総合型は点数調整を行いません。

Q.9
学外試験会場を希望した場合、
必ず希望が通りますか？

A. 学外試験会場希望であっても、収容人数を超過した場合、本学
試験場で受験していただく可能性があります。受験票で必ず確認
してください。なお、本学会場は全て「茨木総持寺キャンパス」　
となります。「茨木安威キャンパス」ではありませんので、ご注意
ください。

Q.10
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提出する必要がありますか？

A. 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、今年度既に上記
入試での出願が完了している場合、写真・調査書等の
再提出は不要です。

特別入試など、その他の入試については、インターネット
出願の際に写真データをアップロードした方は、写真のみ流
用が可能ですが、調査書は再提出する必要があります。

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。その他、【公募制推薦入試  よくあるご質問】は P21 を、【大学入学共通テスト利用入試  よくあるご質問】は P35 をご確認ください。

試験日 試験会場 出願期間 合格発表日 入学手続締切日

10/22（土） 本学（茨木総持寺キャンパス）のみ 9/30（金）～10/7（金）［当日消印有効］ 10/31（月） 11/14（月）

入試日程・試験会場

経済学部 経営学部 地域創造
学部 社会学部 心理学部 国際教養学部

経済
学科

経営・
マーケティング

専攻

法務
専攻

ビジネス
心理専攻

情報
システム
専攻

地域創造
学科

社会学
専攻

スポーツ
文化学
専攻

心理学専攻
人工知能･
認知科学
専攻

国際教養学科 国際日本学科

学部・学科・専攻 選考方法 入学
定員

経済学部 経済学科 学科指定科目「経済学」（６０分） ＋ 面接 10 名

経営学部 経営学科

経営・マーケティング専攻

学科指定科目「経営学」（６０分） ＋ 面接 7名
法務専攻

ビジネス心理専攻

情報システム専攻

学部・学科・専攻 選考方法 入学
定員

社会学部 社会学科
社会学専攻

学科指定科目「社会学」（６０分） ＋ 面接 7名
スポーツ文化学専攻

心理学部 心理学科 心理学専攻 学科指定科目「心理学」（６０分） ＋ 面接 10 名

国際教養学部
国際教養学科 学科指定科目「異文化コミュニケーション」（６０分） 

＋ 面接 5 名

国際日本学科 学科指定科目「世界の中の日本」（６０分） 
 ＋ 面接 5 名

選考方法・入学定員

出願資格

次の各号のいずれかに該当する者。
（1） 日本の大学に2年以上在学し（休学期間を除く）、次に掲げる出願学部学科ごとの単位を
      修得した者、または2023年3月修得見込みの者（通信教育課程を含む）。

経済学部（経済学科）･････････････････････････56単位以上
経営学部（経営学科）･････････････････････････54単位以上　　
社会学部（社会学科）･････････････････････････58単位以上
心理学部（心理学科）･････････････････････････50単位以上
国際教養学部（国際教養学科／国際日本学科）･･･58単位以上

（2） 日本の短期大学を卒業した者（高等専門学校卒業者を含む）、および2023年3月卒業見込みの者。
（3） 日本の専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者、
      および2023年3月修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。
（4） 日本の高等学校の専攻科のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者、
      および2023年3月修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。
（5） 前号までの各号と同等以上の資格があると認められる者。

提出書類

❶写真　タテ4cm×ヨコ3cm　※出願の際に画像データをアップロードした場合は郵送不要。
❷成績証明書、在学中の者は成績証明書および2022年度単位修得見込証明書もしくは履修科目確
認書

❸卒業（修了）証明書、在学中の者は卒業（修了）見込証明書、出願資格（1）に該当する場合は在学
期間証明書または在籍証明書

❹出願資格（3）に該当する場合は、高等学校の卒業証明書、あるいはそれと同等の資格を有すること
を証明する書類
❺パスポートの写し、在留カードの写し…外国人留学生のみ
❻外国人留学生入学志願調書…外国人留学生のみ（本学所定の様式）
❼証明書…出願資格（3）および（4）に該当する者（本学所定の様式）

編入後の単位認定 編入学外国人留学生に対する修学支援
① 大学、短期大学、専修学校等での修得単位を58単位まで （経済学科 56単位まで、経営学部は54単位まで、
心理学部は50単位まで）本学基盤教育科目として一括認定します。

② 一括認定に加えて、大学、短期大学、専修学校等で修得した単位のうち、新たに入学する本学の学部学科で
　 開講している科目（学科科目）に相当する科目がある場合は、読み替えにより単位認定を行ないます。

入学後「留学」の在留資格で在籍する者に対して、
修学支援を行なっています。
詳細については、国際連携企画課にお問い合わせください。
shihi@otemon.ac.jp

特別入試

編入学（3年次）型
併願可

募集学部・学科・専攻

検定料

35,000円

募集学部・学科・専攻

試験日 試験会場 出願期間 合格発表日 入学手続締切日

10/22（土） 本学（茨木総持寺キャンパス）のみ 9/30（金）～10/7（金）［当日消印有効］ 10/31（月） 11/14（月）

入試日程・試験会場

検定料 35,000円

選考方法
筆記試験「論文」
60 分 /800 字 ＋ 面接

特別入試

社会人型
併願可

法学部 文学部 国際学部 心理学部 社会学部 経済
学部 経営学部 地域創造

学部

法律
学科

日本文学
専攻

歴史文化
専攻

美学・建築
文化専攻

グローバル
スタディーズ
専攻

国際文化
専攻

心理学
専攻

人工知能･
認知科学
専攻

社会学
専攻

スポーツ
文化学
専攻

経済
学科

経営・
マーケティング
専攻

ビジネス
法務専攻

ビジネス
心理専攻

情報
システム
専攻

地域創造
学科

既修得単位の認定について

出願資格

次の（1）、（2）、（3）のいずれかの条件に該当する、2023年4月1日の時点で、社会経験（主婦を含む）を有する23歳以上の者。
（1）高等学校を卒業した者。
（2）通常の課程により12年の学校教育を修了した者。
（3）高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。
[注] 社会経験には、大学、短期大学、高等専門学校などの在学年数は含みません。ただし、勤労学生等については、その就労期間は社会経験に含みます。学校教育法施行規則第150条第7号の規定により出願を希望
する者は出願期間開始日1週間前までに入試課にお問い合わせください。

本学に入学する以前に、他の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程、その他の文部科学大臣が別に定める学修において修得した単位のうち、本学教育に相当する水準であると
本学が認め、本学の科目と読み替えることができると判断した場合は、60単位を上限として、科目と単位を認定する制度があります。

提出書類
❶写真　タテ4cm×ヨコ3cm　※出願の際に画像データをアップロードした場合は郵送不要。
❷入学志願調書　本学所定の様式
❸卒業証明書　

※法学部の情報は全て予定であり、変更される可能性があります。
　最新の情報は大学ホームページ・募集要項をご確認ください。

※法学部の情報は全て予定であり、変更される可能性があります。
　最新の情報は大学ホームページ・募集要項をご確認ください。
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さらに深く、最新の入試情報にアクセス！
追手門学院大学 入試ナビ　https://nyushi.otemon.ac.jp/ 

過去の入試結果データや気になる最新の入試関連情報、そして追手門学院大学の魅力や特色などが
たっぷりつまった「OIDAI入試ナビ」。志望する学部・学科・専攻の入試について、いち早く知って備えよう。

OIDAI入試ナビ【必見コンテンツ】

過去の入試結果データ

https://nyushi.otemon.ac.jp/shiryo/各種資料請求は「OIDAI入試ナビ」から！

過去のデータから
今年の入試対策を考えよう。

■学部学科専攻別
　志願者数・受験者数・合格者数・合格ライン（得点率）
■合格者出身高校名一覧
　都道府県別志願者数・合格者数

主要入試の出願状況

「入試速報」画面で出願状況が確認できます。
（出願時期のみ）

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。

各学部・学科紹介

CAREER SUPPORT

4年間を通して受けられる
手厚いキャリアサポート。

学びの特色、カリキュラム、ゼミ・コース紹介、
取得できる資格、先輩の声、教員紹介等を掲載。

難関国家公務員対策や資格取得対策・就職試験対策講座等を実施。
教員志望者への支援も充実！

https://nyushi.otemon.ac.jp/
admission/data.html　

学生募集要項入試問題集大学案内

追手門学院大学

2022学生募集要項

▪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
　　後期日程
　　最終日程
　　　　　　　　　　・・▪大学入学共通テスト併用入試（共通テストプラス）
　　前期Ａ日程
　　前期Ｂ日程
　　後期日程
　　　　　　　　　　・・▪大学入学共通テスト利用入試
　　前期Ａ日程
　　前期Ｂ日程
　　後期日程
　　最終日程

ー 目  次 ー
募集人員............................................................................1

アドミッション・ポリシー .....................................................2

入試日程 ............................................................................4

■ 公募制推薦入試 前期日程 
   ＜総合評価型＞ ＜２教科基礎学力型＞ ＜数学基礎学力型＞ ...........6

■ 公募制推薦入試 後期日程 
   ＜総合評価型＞ ＜２教科基礎学力型＞..................................8

■ 一般入試 前期A日程・後期日程
   ＜２教科型（英・国）＞........................................................ 10

■ 一般入試 前期A日程・前期B日程 
   ＜２教科型（英・数）＞........................................................... 12

■ 一般入試 前期A日程 
   ＜地歴公民重視型＞ ＜英語重視型＞................................. 14

■ 一般入試 前期B日程 
   ＜３教科型＞................................................................... 16

■ 一般入試 後期日程 
   ＜２教科型（英・数）＞........................................................ 18

■ 一般入試 最終日程 
   ＜英・国総合型＞.............................................................. 20

■ 大学入学共通テスト併用入試（共通テストプラス）
   ＜２教科型（英・国）＞ ＜3教科型＞..................................... 22

■ 大学入学共通テスト併用入試（共通テストプラス）
   ＜２教科型（英・数）＞........................................................ 24

■ 大学入学共通テスト利用入試 前期A日程・後期日程・最終日程
   ＜２教科型＞................................................................... 26

■ 大学入学共通テスト利用入試 前期B日程 
   ＜３教科型＞................................................................... 28

インターネット出願から入学手続までの流れ ............... 30

出願資格 ........................................................................ 31

英語資格保持者「みなし得点制度」............................... 33

第２・第３志望制 ............................................................. 33

障がいのある人、不慮の事故による負傷者、疾病者の
受験について ................................................................ 33

出願要領 ........................................................................ 34

入学検定料/ 検定料割引例.......................................... 38

受験票の取得 ................................................................ 40

受験上の注意 ................................................................ 42

合格発表 ........................................................................ 43

入学手続 ........................................................................ 44

入学金・学費・諸費 ......................................................... 45

奨学金制度 .................................................................... 46

入学辞退 ........................................................................ 46

個人情報の取扱い ........................................................ 46

入学試験成績の開示 ..................................................... 47

試験場案内 .................................................................... 47

（公募制推薦入試 推薦書） .........................................巻末

インターネット出願サイト

パソコン、スマートフォン、タブレット
からアクセス

https://sak-sak.net/app/ogus

2023年度版
9月発行予定

近いぞ！OIDAI
※「JR総持寺」駅から徒歩約10分
　阪急「総持寺」駅から徒歩約19分

※駅名に付記した時間は、「JR総持寺」駅、阪急「総持寺」駅までの最短乗車時間の目安です。乗り換え等にかかる時間は含んでいません。
　また、時間帯によって変わることがありますのでご注意ください。

大阪方面 大阪・梅田

茨木総持寺キャンパス
最寄駅から徒歩10分！※

20分
京橋

27分

京都方面 京都

18分
山科

25分
烏丸

28分 滋賀方面 大津

32分
草津

43分
近江八幡

59分

鶴橋

36分
なんば

29分
天王寺

36分

兵庫方面西宮北口

30分
尼崎

29分
宝塚

49分
三ノ宮

44分
明石

56分

※法学部の情報は全て予定であり、変更される可能性があります。
　最新の情報は大学ホームページ・募集要項をご確認ください。

Q.11 推薦書の様式はどこでもらえますか？

A. 推薦書の様式は学生募集要項（9月発行予定）巻末に
あります。 出願用封筒も同封しています。
本学ホームページ「OIDAI 入試ナビ」より資料請求が可能です。
また「OIDAI 入試ナビ デジタルパンフレットページ」内から
ダウンロードした「公募制推薦入試 推薦書様式」を使用する
ことも可能です。

Q.12 受験票は発行されますか？

A. 受験票は郵送していません。出願登録ページで表示される
受験票を自身で印刷し、試験当日に必ず持参してください。
（白黒可）
プリンターが自宅にない場合、学校やコンビニエンスストアの
マルチコピー機等で印刷してください。

Q.13 追加合格はありますか？

A. 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
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
通知書と入学手続書類を速達で郵送します。なお、追加合格
については電話やメール等でのお問合せに一切応じません。

Q.14
入学金と、授業料等の費用を
分割して支払うことはできますか？

A. 下記の入試で可能です。
 • 公募制推薦入試 前期日程・後期日程
 • 一般入試 前期日程
 • 大学入学共通テスト併用入試 前期日程
 • 大学入学共通テスト利用入試 前期日程
分割での支払を希望される場合、申込が必要です。
詳細は「合格者入学手続要領」でご確認ください。

Q.15 入学手続完了後、他の学科・専攻に
チャレンジすることはできますか？

A. 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・専攻に変更できます。当初合格した学科・
専攻で納入した入学金・学費・諸費は、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、国際学部グローバル
スタディーズ専攻のみ別途、 語学実習費の差額が発生します。

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

入試ガイド 2023 入試ガイド 202365 66


