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出願資格 ※本学は、受験者の入試結果を出身高等学校長に通知します。

［公募制推薦入試 総合評価型］
次の各号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および2023年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程により12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第150条第3号の規定により文部科学大臣が定める基準を満たした専修学校の高等課程を修了した者および2023年3月修了見込みの者。
（4）学校教育法施行規則第150条第7号の規定により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および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
[注]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。
　　※卒業後5年経過する等し、調査書が得られない場合は出願できません。

［公募制推薦入試 2教科基礎学力型・数学基礎学力型］
次の各号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および2023年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程により12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第150条の規定により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および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
[注]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。

［公募制推薦入試 高得点科目重視方式］
2023年度公募制推薦入試 スタンダード方式を受験する者。
[注1]公募制推薦入試 高得点科目重視方式への出願はスタンダード方式と同一の学科・専攻に限ります。
[注2]公募制推薦入試 高得点科目重視方式に出願する場合、スタンダード方式を受験しなければ合否判定の対象になりません。

公募制推薦入試
［学校推薦型選抜］

２教科基礎学力型（英・国）
（スタンダード方式／高得点科目重視方式）

総合評価型（英・国・調査書）
（スタンダード方式／高得点科目重視方式）

数学基礎学力型

検定料 35,000円

出願資格

次の(1)、(2)いずれかの条件を満たし、かつ(3)、(4)の条件を満たす者。
｠(1) 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。
｠(2) 通常の課程により12年の学校教育を2023年3月修了見込みの者。
｠(3) 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）が3.0以上で、英語は3.5以上の者。
｠(4) 次のいずれかの資格を有する者。
　・実用英語技能検定(英検)2級以上
　・TOEFL iBT®45点以上｠
　　※TOEFL iBT®はTest Date スコアに限る(「My BestTM スコア」は利用できない)
　　※TOEFL iBT® Home Editionでの受験も利用できる

　・TOEIC® L&R+TOEIC® S&W 600点以上｠
　　※S&W (計400点)を含む4技能(1390点満点)とする 
　・IELTSTM 5.0以上｠
　　※IELTSTM におけるスコアは、4技能の総合評価である
　　「オーバーオール・バンド・スコア」とする
　・GTEC(CBT タイプ、検定版)4技能890点以上｠
　　※GTEC (CBT タイプ、検定版)は、「OFFICIAL SCORE」に限る
　・TEAP 4技能パターン 226点以上(400点満点)
　・国際連合公用語英語検定(国連英検) B級以上
　・ケンブリッジ英語検定142点以上

選考方法

グローバルスタディーズ入試

1 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。

2 調 査 書　

3 志望理由書　本学所定の様式

4 レポート　本学所定の様式

5 英語能力を証明する書類　（原本のコピー可。ただしスコア等が表示されたインターネット画面を印刷したものは不可）

提出書類

前期

日程

試験日 試験会場 出願期間 合格発表日 入学手続締切日

10/8（土） 本学
（茨木総持寺キャンパス）のみ

9/15（木）～
9/26（月）
［当日消印有効］

10/14（金） 10/31（月）

入試日程・試験会場

POINT

❶ 調査書の全体の学習成績の状況（評定平均値）３.０以上（英語は３.５以上）で、 
出願資格を有している人が対象。

❷ 国際学部グローバルスタディーズ専攻の教育内容を十分理解したうえで、 
積極的に勉学に励むことができる人を求めます。

❸ 「留学に係る奨励金制度」対象入試
　最大で425,000円の語学実習費用が減免されます。詳細は P12 をご確認ください。

総合型選抜

志望理由書
日本語1,000字程度 ＋

レポート
英語500words程度 
テーマ：「私の一番の関心事
（My primary concern 
about social issues）」

出願時の提出書類 プレゼンテーション（25分程度）

併願可 国際学部 グローバルスタディーズ専攻対象 留学
奨励金
対象入試
P.12

※グローバルスタディーズ
専攻のみ

募集学部・学科・専攻

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

後期

日程

試験日 試験会場 出願期間 合格発表日 入学手続締切日

12/17（土） 本学
（茨木総持寺キャンパス）のみ

11/25（金）～
12/6（火）
［当日消印有効］

12/24（土） 1/12（木）

※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。

1 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。

2 調 査 書　高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書と合格成績証明書（2 教科基礎学力型・数学基礎学力型のみ）

3 推 薦 書　本学所定の様式　※ 高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書をもって替えるため不要。（2 教科基礎学力型・数学基礎学力型のみ）

4 英語資格検定証明書（コピー可）　「みなし得点制度」希望者のみ（総合評価型・2 教科基礎学力型のみ）

提出書類 　※今年度、すでに本学の公募制推薦入試に出願した方は、一度提出した書類の再提出は不要です。  

出願書類（志望理由書、英語によるレポート）およびプレゼンテーションの評価により合否を判定します。

① 英語による自己紹介（5分程度）
② 英語による 「国際学部グローバルスタディーズ専攻で実現したいこと」（10分程度）
③ 英語と日本語による質疑応答（10分程度）
※①と②については、以下のサンプル質問を参考にプレゼンテーションを行います。
　（下記項目以外についても質問が出る場合があります。）
Q1: Tell us about yourself.
Q2: What makes you unique?
Q3: Tell us about something you’ve accomplished in high school 

that you are really proud of.
Q4: What strengths will you bring to the university?
Q5: Why are you interested in the Global Studies Course at Otemon 

Gakuin University?
Q6: Describe your life and what you are doing 10 years from now.

※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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