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大手前大学 | 現代社会学部 / 総合文化学部 / メディア・芸術学部

一般入試
（A日程）
出願手続

こ の 入 試 の ポ イ ン ト

Point 1 同日2学部併願が可能。両日同一学部、同一選考方法（科目数）で受験する者は、追加検定料なしで現代

下記の書類を取り揃え、市販の封筒に宛名ラベルを貼りつけ、簡易書留（速達）で郵送してください。
※インターネット環境のない方には出願を代行するコールセンターを案内いたします。

Point 4
Point 5 インターネット出願に限ります。入学検定料が一律5,000円割引されます。
Point 6 学園卒業生・在学生の親族への検定料優遇制度として、対象者は入学検定料を免除。

（9時〜15時。地図参照P99）

A
O

※提出した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。
※通知書類等は、インターネット出願時に入力された内容に基づいて処理します。

❶調

査

書：文部科学省所定の様式で、出身学校長が出願前３ヶ月以内に作成・厳封したもの。
（開封無効）
※高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者は「合格成績証明書」および「合格証明書」、合格見込
者は成績の記載された「合格見込証明書」を以て、調査書に代えます。

授業体験型
ＡＯ入試

780,000円］もしくは半額［年間390,000円］免除の可能性があります。
（P96「奨学金制度」、P52
「Q16」
「Q17」･P53「Q18」参照）
両日受験する場合、2日目の入学検定料を10,000円に減免します。

アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。この場合、入学検定料の割引はありません。
※出願は出願締切日消印有効。ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限り、窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。

入試

Point 2
Point 3 入試特別奨学金制度・英語特待生・数学特待生対象。成績上位者に最大４年間の授業料全額［年間

特別ＡＯ入試

※出願はインターネットに限ります。入学検定料が5,000円割引されます。

入 学 検 定 料：30,000円（両日受験者40,000円）
両日受験者の2日目の入学検定料は10,000円になります。

※詳細は、右ページ下部をご確認ください。

※納入した入学検定料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
公募制推薦入試

出願資格
次のいずれかに該当する者

注意事項

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2019年3月に卒業見込みの者
❸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もの

一般入試

●障 が い の ある方 は、P93注意事項❶を必ずご確認ください。
●日本 国 籍を有しない 方 は、P93注意事項❷を必ずご確認ください。

❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❹文部科学大臣が高等学校の課程に相当するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❺専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科

合格発表
【2019年2月14日㈭投函（到着日ではありません）】受験生本人宛に通知書を郵送します。

学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❻文部科学大臣の指定した者

※学内掲示、Web発表は行いません。また、合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
※一般入試（A日程）において、入学手続状況により追加合格者を発表する場合があります。

上記❽で出願を希望する場合は、出願前に個別の入学資格審査の手続きが必要ですので、アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせくだ
さい。
（P93注意事項❹参照）

募集日程

現代社会学部 220名 53名

2019年
1月 7 日㈪〜
1月18日㈮

学部

入学
定員

総合文化学部 190名 43名
メディア・芸術学部 180名 41名
※P9「入試種別募集人員」参照

入学手続
合格発表

窓口出願日

試験日･試験会場

1月21日㈪
（9:00〜15：00）

1月29日㈫
1月30日㈬
本学（さくら夙川キャン 本学（さくら夙川
パス）・京都・岡山・なんば キャンパス）
・なんば

※通知書投函日

合格通知書を受領した者は、所定の金額を納入期日までに納入してください。
※納入期日までに手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなします。

2月14日㈭

種別
入学金
授業料など（春学期分のみ）

納入額
270,000円
510,000円

納入期日
2019年2月25日㈪
2019年3月14日㈭

選考方法
2科目選択（200点満点）受験者、3科目選択（300点満点）受験者をそれぞれ別々に判定します。
試験時間

教科

試験科目

『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・
10：00〜11：00 外国語
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』
現代社会学部
・現代文B』
総合文化学部 11：40〜12：40 国 語 『国語総合（古文・漢文を除く）
メディア・芸術学部
地理歴史 「世界史B」または「日本史B」
14：00〜15：00
数 学 『数学Ⅰ
・数学A』

必須･選択
配点
2科目選択（200点） 3科目選択（300点）

4教科5出題科目より
2教科2出題科目選択

必須

100点

必須

100点

2教科3出題科目より
1教科1出題科目選択

100点
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入 試 特 別 奨 学金制度 （P96「奨学金制度」、P52「Ｑ16」参照）
英 語 特 待 生・数学特待生（P52「Ｑ17」・P53「Ｑ18」参照）
●合格者のうち各学部の成績上位者に対して、
❶3科目受験者は、最大4年間の授業料全額［年間780,000円］免除（各学部成績上位者20％（5人に１人））
❷2科目受験者は、最大4年間の授業料半額［年間390,000円］免除（各学部成績上位者10％）いたします。
●英語または数学80点以上の合格者全員、最大4年間の授業料全額［年間780,000円］免除いたします。

二・三年次
編入学試験

※両日受験者のうち、両日とも同一学部・同一科目数を受験した場合は、得点の高い試験日で合否を判定します。
（P51「Q8」参照）
※「地理歴史」および「数学」については試験当日、試験会場で問題を見た上で選択することができます。
（P52「Q14」参照）
※2科目、3科目および受験科目について事前の登録の必要はありません。それぞれの受験科目の試験時間に受験してください。
（P52「Q14」参照）
※２科目受験者は試験当日、次の①〜③のいずれかの科目の組み合わせを選択してください。
①「外国語」と「国語」②「外国語」と
（「日本史」
・
「世界史」
・
「数学」から１科目）③「国語」と
（「日本史」
・
「世界史」
・
「数学」から１科目）
※３科目受験者は試験当日、次の科目の組み合わせにより解答してください。
「外国語」と「国語」と
（「日本史」
・
「世界史」
・
「数学」から１科目）
「外国語」
・
「地理歴史」および「数学」は、すべてマークシート方式です。ただし、
「国語」はマークシート方式に加えて一部筆記による解答方式となっています。
※解答は、
※「数学Ａ」は、
「場合の数と確率」
「図形の性質」を出題範囲とします。
※本学が認める技能審査において、指定のスコアを取得した者は、本学実施の「英語」100点に換算します。詳しくはP93をご確認ください。
なお、英語特待生を希望する者は、本学実施の英語試験の受験が必要です。

学 園 卒 業 生・在学生の親族 への検定料優遇制度（P51「Ｑ1」参照）
受験生本人の親・子・きょうだい・祖父母・孫が、大手前学園もしくは大手前女子学園（通信教育課程を含む）の
卒業生または在学生である場合、すべての入試で入学検定料を免除いたします。

外国人留学生
特別入試

学部

海外帰国生徒
特別入試

※秋学期の学費（授業料など510,000円）の納入については、2019年10月初旬に改めて通知します。
詳細については、P95参照。

※試験会場の所在地はP99・100の地図を参照。 ※受験に関する注意事項（P94）
を参照。
（9時〜15時。地図参照P99）
※窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。
ただし、入学検定料を納入済の出願書類に限ります。

社会人特別入試

募集
人員

郵送出願期間(消印有効)・
入学検定料取扱期間

大学入試センター試験

❽本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められた者で2019年3月31日までに18歳に達するもの

利用入試

❼文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者および2019年3月までに合格見込みの者

募集人員

ベーシック型

社会学部、総合文化学部、メディア・芸術学部の中の1学部を同日に併願することができます。
但し、併願する学部についても、両日同一学部とします。
（P7参照）
（事前登録不要）
試験日当日に2科目受験・3科目受験が選択できます。

指定校制推薦入試

※アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）はP3をご覧ください。

※いずれの奨学金制度も2年目以降の奨学生資格は、前年度までの学業成績によって判定されます。
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OTEMAE UNIVERSITY 2019

大手前大学 | 現代社会学部 / 総合文化学部 / メディア・芸術学部

一般入試
（B日程）
出願手続

こ の 入 試 の ポ イ ン ト

Point 1 同日2学部併願が可能。両日同一学部で受験する者は、追加検定料なしで現代社会学部、総合文化学

下記の書類を取り揃え、市販の封筒に宛名ラベルを貼りつけ、簡易書留（速達）で郵送してください。
※出願はインターネットに限ります。入学検定料が5,000円割引されます。
アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。この場合、入学検定料の割引はありません。

Point 2 入試特別奨学金制度・英語特待生・数学特待生対象。成績上位者に最大4年間の授業料全額［年間
780,000円］もし くは 半額［年間390,000円］免除の可能性があります。

※出願は出願締切日消印有効。ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限り、窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。

特別ＡＯ入試

※インターネット環境のない方には出願を代行するコールセンターを案内いたします。

（9時〜15時。地図参照P99）

A
O

入試

※提出した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

（P96「奨学金制度」、P52「Q16」
「Q17」･P53「Q18」参照）

※通知書類等は、インターネット出願時に入力された内容に基づいて処理します。

❶調

査

書：文部科学省所定の様式で、出身学校長が出願前３ヶ月以内に作成・厳封したもの。
（開封無効）
※高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者は「合格成績証明書」および「合格証明書」、合格見込者
は成績の記載された「合格見込証明書」を以て、調査書に代えます。

Point 4 インターネット出願に限ります。入学検定料が一律5,000円割引されます。

授業体験型
ＡＯ入試

Point 3 両日受験する場合、2日目の入学検定料を10,000円に減免します。

入 学 検 定 料：30,000円（両日受験者40,000円）
両日受験者の2日目の入学検定料は10,000円になります。

Point 5 学園卒業生・在学生の親族への検定料優遇制度として、対象者は入学検定料を免除。

※納入した入学検定料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
公募制推薦入試

※詳細は、右ページ下部をご確認ください。

出願資格
注意事項

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2019年3月に卒業見込みの者

●障がいのある方は、P93注意事項❶を必ずご確認ください。
●日本国籍を有しない方は、P93注意事項❷を必ずご確認ください。

❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❸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もの
❹文部科学大臣が高等学校の課程に相当するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❺専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科
学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者および2019年3月に修了見込みの者

一般入試

次のいずれかに該当する者

合格発表
【2019年3月14日㈭投函（到着日ではありません）】受験生本人宛に通知書を郵送します。

❻文部科学大臣の指定した者

※学内掲示、Web発表は行いません。また、合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
※一般入試（B日程）において、入学手続状況により追加合格者を発表する場合があります。
※一般入試（B日程）において、合格点に達しなかった者のうちから、大手前短期大学との協定に基づき、大手前短期大学へ特別推薦を行う場合があります。

31日までに18歳に達するもの
上記❽で出願を希望する場合は、出願前に個別の入学資格審査の手続きが必要ですので、アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせくだ
さい。
（P93注意事項❹参照）

入学手続
合格通知書を受領した者は、所定の金額を納入期日までに納入してください。

郵送出願期間(消印有効)・
入学検定料取扱期間

窓口出願日

現代社会学部 220名 35名

2019年
２月 7 日㈭〜
2月18日㈪

2月19日㈫
（9:00〜15：00）

学部

総合文化学部 190名 30名
メディア・芸術学部 180名 31名
※P9「入試種別募集人員」参照。

試 験 日・試 験 会 場
3月5日㈫

3月6日㈬

合格発表
※通知書投函日

3月14日㈭

本学（さくら夙川キャンパス）
・なんば

※試験会場の所在地はP99・100の地図を参照。 ※受験に関する注意事項（P94）
を参照。
（9時〜15時。地図参照P99）
※窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。
ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限ります。

選考方法

納入期日
2019年3月20日㈬

授業料など（春学期分のみ）

510,000円

2019年3月20日㈬

学 園 卒 業 生・在学生の親族 への検定料優遇制度（P51「Ｑ1」参照）
試験科目

選択

『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』
『国語総合（古文・漢文を除く）
・現代文B』
4教科5出題科目より
2教科2出題科目選択
地理歴史 「世界史B」または「日本史B」
・数学A』
数 学 『数学Ⅰ

配点

200点

※両日受験者のうち、両日とも同一学部を受験した場合は、得点の高い試験日で合否を判定します。
（P51「Q8」参照）
※3科目を受験することはできません。2科目だけ受験してください。
※「地理歴史」および「数学」については試験当日、試験会場で問題を見た上で選択することができます。
（P52「Q14」参照）
※受験科目について事前の登録の必要はありません。それぞれの受験科目の試験時間に受験してください。
（P52「Q14」参照）
「外国語」
・
「地理歴史」および「数学」は、すべてマークシート方式です。ただし、
「国語」はマークシート方式に加えて一部筆記による解答方式となっています。
※解答は、
※「数学Ａ」は、
「場合の数と確率」
「図形の性質」を出題範囲とします。
※本学が認める技能審査において、指定のスコアを取得した者は、本学実施の「英語」100点に換算します。詳しくはP93をご確認ください。
なお、英語特待生を希望する者は、本学実施の英語試験の受験が必要です。

受験生本人の親・子・きょうだい・祖父母・孫が、大手前学園もしくは大手前女子学園（通信教育課程を含む）の卒業
生または在学生である場合、すべての入試で入学検定料を免除いたします。

入 試 特 別 奨 学金制度 （P96「奨学金制度」、P52「Ｑ16」参照）
英 語 特 待 生・数学特待生（P52「Ｑ17」・P53「Ｑ18」参照）
●合格者のうち各学部の成績上位者に対して、
最大4年間の授業料半額［年間390,000円］免除（各学部成績上位者20％（5人に１人））いたします。

二・三年次
編入学試験

31

14：00〜15：00

教科
外国語
国 語

納入額
270,000円

外国人留学生
特別入試

現代社会学部
総合文化学部
メディア・芸術学部

試験時間
10：00〜11：00
11：40〜12：40

種別
入学金

※秋学期の学費（授業料など510,000円）の納入については、2019年１0月初旬に改めて通知します。
詳細については、P95参照。

２科目選択（２00点満点）で判定します。
学部

※納入期日までに手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなします。

海外帰国生徒
特別入試

募集
人員

入学
定員

社会人特別入試

募集日程

大学入試センター試験

❽本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められた者で2019年3月

利用入試

❼文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者および2019年3月までに合格見込みの者

募集人員

ベーシック型

部、メディア・芸術学部の中の1学部を同日に併願することができます。
但し、併願する学部についても、両日同一学部とします。
（P7参照）

指定校制推薦入試

※アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）はP3をご覧ください。

●英語または数学80点以上の合格者全員、最大4年間の授業料全額［年間780,000円］免除いたします。
※いずれの奨学金制度も2年目以降の奨学生資格は、前年度までの学業成績によって判定されます。
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大手前大学 | 現代社会学部 / 総合文化学部 / メディア・芸術学部

一般入試
（ファイナルチャレンジ入試）
出願手続

こ の 入 試 の ポ イ ン ト

下記の書類を取り揃え、市販の封筒に宛名ラベルを貼りつけ、簡易書留（速達）で郵送してください。

Point 1 科目試験はありません。

指定校制推薦入試

※アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）はP3をご覧ください。

アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。この場合、入学検定料の割引はありません。
※出願は出願締切日消印有効。ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限り、窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。

Point 3 学園卒業生・在学生の親族への検定料優遇制度として、対象者は入学検定料を免除。

特別ＡＯ入試

※インターネット環境のない方には出願を代行するコールセンターを案内いたします。

Point 2 インターネット出願に限ります。入学検定料が一律5,000円割引されます。

（9時〜15時。地図参照P99）

A
O

入試

※提出した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

※詳細は、右ページ下部をご確認ください。

※通知書類等は、インターネット出願時に入力された内容に基づいて処理します。

査

書：文部科学省所定の様式で、出身学校長が出願前３ヶ月以内に作成・厳封したもの。
（開封無効）
※高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者は「合格成績証明書」および「合格証明書」、合格見込者
は成績の記載された「合格見込証明書」を以て、調査書に代えます。

次のいずれかに該当する者

入 学 検 定 料：30,000円
※納入した入学検定料は、理由の如何を問わず返金いたしません。

❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2019年3月に卒業見込みの者
❸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もの
❹文部科学大臣が高等学校の課程に相当するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❺専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科

注意事項

公募制推薦入試

❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019年3月に修了見込みの者

●障がいのある方は、P93注意事項❶を必ずご確認ください。
●日本国籍を有しない方は、P93注意事項❷を必ずご確認ください。

学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❻文部科学大臣の指定した者
❽本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められた者で2019年3月
31日までに18歳に達するもの
上記❽で出願を希望する場合は、出願前に個別の入学資格審査の手続きが必要ですので、本学アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせ
ください。
（P93注意事項❹参照）

※学内掲示、Web発表は行いません。また、合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
※一般入試（ファイナルチャレンジ入試）において、合格点に達しなかった者のうちから、大手前短期大学との協定に基づき、大手前短期大学へ特別推薦を行
う場合があります。

入学定員

社

会

学

部

220名

総 合

文

化

学

部

190名

メ デ ィ ア・芸 術 学 部

180名

※納入期日までに手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなします。

各学部
若干名

※P9「入試種別募集人員」参照。

種別

納入額

納入期日

入学金

270,000円

2019年3月28日㈭

授業料など（春学期分のみ）

510,000円

2019年3月28日㈭

社会人特別入試

代

合格通知書を受領した者は、所定の金額を納入期日までに納入してください。

募集人員

※秋学期の学費（授業料など510,000円）の納入については、2019年１0月初旬に改めて通知します。
詳細については、P95参照。

募集日程

試験会場

至伊丹

窓口出願日

試 験 日・試 験 会 場

合格発表

3月14日㈭
（9:00〜15：00）

3月22日㈮
いたみ稲野キャンパス ※右ページ参照

3月22日㈮

※通知書投函日

幹線

い な で ら

JR宝塚線「猪名寺」駅より徒歩5分
〒664-0861兵庫県伊丹市稲野町2-2-2
072-770-6334（代表）

猪名寺駅

現代社会学部
総合文化学部
小論文（800字程度・100点） 個人面接（段階評価）
メディア・芸術学部
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時間
筆記試験
80分
10：00〜11：20

面接
約10分
筆記試験終了後〜

集合時間

9：40

グンゼタウンセンター
つかしん

阪急神戸線

至尼崎

学 園 卒 業 生・在学生の親族 への検定料優遇制度（P51「Ｑ1」参照）

二・三年次
編入学試験

面接

外国人留学生
特別入試

筆記試験

尼崎
稲園高

至梅田

至神戸三宮
塚口駅

小論文と個人面接の結果により、総合的に合否を判定します。

稲野公園

塚線
ＪＲ宝

阪急伊丹線

選考方法

大手前大学
大手前短期大学

稲野駅

※受験に関する注意事項（P94）
を参照。
※窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。
（9時〜15時。地図参照P99）
ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限ります。

学部

至宝塚

JR新

阪急伊丹線「稲野」駅より徒歩1分

海外帰国生徒
特別入試

い なの

郵送出願期間(消印有効)・
入学検定料取扱期間
2019年
3月 1 日㈮〜
3月13日㈬

大学入試センター試験

利用入試

入学手続

募集人員
現

【2019年3月22日㈮投函（到着日ではありません）】受験生本人宛に通知書を郵送します。

一般入試

合格発表

❼文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者および2019年3月までに合格見込みの者

学部

授業体験型
ＡＯ入試

❶調

出願資格

ベーシック型

※出願はインターネットに限ります。入学検定料が5,000円割引されます。

小論文と個人面接の結果で合否を判定します。

受験生本人の親・子・きょうだい・祖父母・孫が、大手前学園もしくは大手前女子学園（通信教育課程を含む）の卒業
生または在学生である場合、すべての入試で入学検定料を免除いたします。
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大手前大学 | 健康栄養学部

一般入試
（A日程）
出願手続

こ の 入 試 の ポ イ ン ト

Point 1 同日2学部併願が可能。両日健康栄養学部、同一選考方法（科目数）で受験する者は、追加検定料なしで
現代社会学部、総合文化学部、メディア・芸術学部の中の1学部を同日に併願することができます。
但し、併願する学部についても、両日同一学部とします。(P55参照)

下記の書類を取り揃え、市販の封筒に宛名ラベルを貼りつけ、簡易書留（速達）で郵送してください。
※出願はインターネットに限ります。入学検定料が5,000円割引されます。
※インターネット環境のない方には出願を代行するコールセンターを案内いたします。
アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。この場合、入学検定料の割引はありません。
※出願は出願締切日消印有効。ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限り、窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。

Point 3 入試特別奨学金制度対象。成績上位者に最大4年間の授業料の全額［年間860,000円］

※提出した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

（9時〜15時。地図参照P99）

（P96「奨学金制度」、P86「Q13」参照）
もし くは 半額［年間430,000円］免除の可能性があります。

※通知書類等は、インターネット出願時に入力された内容に基づいて処理します。

❶調

査

書：文部科学省所定の様式で、出身学校長が出願前３ヶ月以内に作成・厳封したもの。
（開封無効）

入 学 検 定 料：30,000円（両日受験者40,000円）
両日受験者の2日目の入学検定料は10,000円になります。
※納入した入学検定料は、理由の如何を問わず返金いたしません。

公募制推薦入試

※高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者は「合格成績証明書」および「合格証明書」、合格見込
者は成績の記載された「合格見込証明書」を以て、調査書に代えます。

※詳細は、右ページ下部をご確認ください。

健康栄養学部
ＡＯ入試

（事前登録不要）
Point 2 試験日当日に2科目受験・3科目受験が選択できます。

Point 4 両日受験する場合、2日目の入学検定料を10,000円に減免します。
Point 5 インターネット出願に限ります。入学検定料が一律5,000円割引されます。
Point 6 学園卒業生・在学生の親族への検定料優遇制度として、対象者は入学検定料を免除。

指定校制推薦入試

※アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）はP3をご覧ください。

出願資格

入学 募集
定員 人員

健康栄養学部 80名 15名

試験日･試験会場

合格発表

1月21日㈪
（9:00〜15：00）

1月30日㈬
1月29日㈫
本学（さくら夙川キャン 本学（さくら夙川
パス）・京都・岡山・なんば キャンパス）・なんば

2月14日㈭

※通知書投函日

入学手続
合格通知書を受領した者は、所定の金額を納入期日までに納入してください。
※納入期日までに手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなします

※試験会場の所在地はP99・100の地図を参照。
※受験に関する注意事項（P94）
を参照。
（9時〜15時。地図参照P99）
※窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。
ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限ります。

種別
入学金
授業料など（春学期分のみ）

納入額
270,000円
625,000円

納入期日
2019年2月25日㈪
2019年3月14日㈭

※秋学期の学費（授業料など625,000円）の納入については、2019年10月初旬に改めて通知します。
詳細については、P95参照。

海外帰国生徒
特別入試

※P57 「入試種別募集人員」参照

2019年
1月 7 日㈪〜
1月18日㈮

窓口出願日

※学内掲示、Web発表は行いません。また、合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
※一般入試（A日程）において、入学手続状況により追加合格者を発表する場合があります。

社会人特別入試

学部

募集日程
郵送出願期間(消印有効)・
入学検定料取扱期間

合格発表
【2019年2月14日㈭投函（到着日ではありません）】受験生本人宛に通知書を郵送します。

大学入試センター試験

募集人員

●障がいのある方は、P93注意事項❶を必ずご確認ください。
●日本国籍を有しない方は、P93注意事項❷を必ずご確認ください。

利用入試

上記❽で出願を希望する場合は、出願前に個別の入学資格審査の手続きが必要ですので、アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。
（P93注意事項❹参照）

注意事項

一般入試

次のいずれかに該当する者
❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2019年3月に卒業見込みの者
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❸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もの
❹文部科学大臣が高等学校の課程に相当するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❺専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科
学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❻文部科学大臣の指定した者
❼文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者および2019年3月までに合格見込みの者
❽本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められた者で2019年3月31日までに18歳に達するもの

選考方法
教科

10：00〜11：00

外国語

11：40〜12：40

国
数
理

14：00〜15：00

語
学
科

必 須・選 択
2科目選択（200点）
3科目選択（300点）

試験科目
『英語(コミュニケーション英語Ⅰ･
コミュニケーション英語Ⅱ･
コミュニケーション英語Ⅲ･
英語表現Ⅰ･英語表現Ⅱ)』
『国語総合(古文･漢文を除く)･現代文Ｂ』
『数学Ⅰ
・数学A』
『化学基礎・化学』または『生物基礎・生物』

選択

選択

配点

外国語、数学、理科より
1教科1出題科目選択

必須

100点

必須
外国語、数学、理科より
1教科1出題科目選択

必須
2教科3出題科目より
1教科1出題科目選択

100点

受験生本人の親・子・きょうだい・祖父母・孫が、大手前学園もしくは大手前女子学園（通信教育課程を

100点

含む）の卒業生または在学生である場合、すべての入試で入学検定料を免除いたします。

※両日受験者のうち、両日とも同一学部・同一科目数を受験した場合は、得点の高い試験日で合否を判定します。
（P85「Q7」参照）
※｢数学｣､｢理科｣については試験当日､試験会場で問題を見た上で選択することができます。
（P86「Q11」参照）
※2科目、3科目および受験科目について事前の登録の必要はありません。それぞれの受験科目の試験時間に受験してください。
（P86「Q11」参照）
※2科目受験者は試験当日､次のいずれかの科目の組み合わせを選択してください。
①｢外国語｣と｢国語｣②｢国語｣と
（｢数学｣･「化学」･「生物」から1科目)
※3科目受験者は試験当日､次の科目の組み合わせを選択してください。
｢外国語｣と｢国語｣と(｢数学｣･「化学」･「生物」から1科目)
「外国語」
・
「数学」および｢理科｣は、すべてマークシート方式です。ただし、
「国語」はマークシート方式に加えて一部筆記による解答方式となっています。
※解答は、
※「数学A」は、
「場合の数と確率」
「図形の性質」を出題範囲とします。
※「化学」は、
「合成高分子化合物」を除きます。
※「生物」は、
「生態と環境」
「生物の進化と系統」を除いたものを出題範囲とします。
※本学が認める技能審査において、指定のスコアを取得した者は、本学実施の「英語」100点に換算します。詳しくはP93をご確認ください。
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学 園 卒 業 生・在学生の親族 への検定料優遇制度 (P85「Q1」参照)
三年次編入学試験

試験時間

外国人留学生
特別入試

2科目選択(200点満点)受験者､3科目選択(300点満点)受験者、それぞれ別々に判定します。

入 試 特 別 奨 学金制度 （P96「奨学金制度」、P86「Ｑ13」参照）
合格者のうち成績上位者（上位10％）に対して、
❶3科目受験者は、最大4年間の授業料全額［年間860,000円］免除いたします。
❷2科目受験者は、最大4年間の授業料半額［年間430,000円］免除いたします。
※いずれも2年目以降の奨学生資格は、前年度までの学業成績によって判定されます。
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OTEMAE UNIVERSITY 2019

大手前大学 | 健康栄養学部

一般入試
（B日程）
こ の 入 試 の ポ イ ン ト

Point 1 同日2学部併願が可能。両日健康栄養学部、同一選考方法（科目数）で受験する者は、追加検定料なしで
現代社会学部、総合文化学部、メディア・芸術学部の中の1学部を同日に併願することができます。
但し、併願する学部についても、両日同一学部とします。(P55参照)

出願手続
下記の書類を取り揃え、市販の封筒に宛名ラベルを貼りつけ、簡易書留（速達）で郵送してください。
※インターネット環境のない方には出願を代行するコールセンターを案内いたします。

Point 3 入試特別奨学金制度対象。成績上位者に最大4年間の授業料の全額［年間860,000円］

※出願は出願締切日消印有効。ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限り、窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。

アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。この場合、入学検定料の割引はありません。

（P96「奨学金制度」、P86「Q13」参照）
もし くは 半額［年間430,000円］免除の可能性があります。

（9時〜15時。地図参照P99）

Point 4 両日受験する場合、2日目の入学検定料を10,000円に減免します。

健康栄養学部
ＡＯ入試

※出願はインターネットに限ります。入学検定料が5,000円割引されます。

（事前登録不要）
Point 2 試験日当日に2科目受験・3科目受験が選択できます。

指定校制推薦入試

※アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）はP3をご覧ください。

※提出した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。
※通知書類等は、インターネット出願時に入力された内容に基づいて処理します。

❶調

査

書：文部科学省所定の様式で、出身学校長が出願前３ヶ月以内に作成・厳封したもの。
（開封無効）
※高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者は「合格成績証明書」および「合格証明書」、合格見込者
は成績の記載された「合格見込証明書」を以て、調査書に代えます。

※詳細は、右ページ下部をご確認ください。

❷ 入 学 検 定 料：30,000円（両日受験者40,000円）
両日受験者の2日目の入学検定料は10,000円になります。

出願資格

※納入した入学検定料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
一般入試

注意事項

上記❽で出願を希望する場合は、出願前に個別の入学資格審査の手続きが必要ですので、アドミッションズ オフィス TEL:0798-32-7541にお問い合わせください。
（P93注意事項❹参照）

入学 募集
定員 人員

健康栄養学部 80名 10名

【2019年3月14日㈭投函（到着日ではありません）】受験生本人宛に通知書を郵送します。

郵送出願期間(消印有効)・
入学検定料取扱期間

窓口出願日

2019年
２月 7 日㈭〜
2月18日㈪

2月19日㈫
（9:00〜15：00）

試 験 日・試 験 会 場
3月5日㈫

3月6日㈬

合格発表
※通知書投函日

3月14日㈭

本学（さくら夙川キャンパス）
・なんば

入学手続
合格通知書を受領した者は、所定の金額を納入期日までに納入してください。
※納入期日までに手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなします。

選考方法

10：00〜11：00

14：00〜15：00

外国語

国
数
理

語
学
科

必 須・選 択
2科目選択（200点）
3科目選択（300点）

試験科目
『英語(コミュニケーション英語Ⅰ･
コミュニケーション英語Ⅱ･
コミュニケーション英語Ⅲ･
英語表現Ⅰ･英語表現Ⅱ)』
『国語総合(古文･漢文を除く)･現代文Ｂ』
『数学Ⅰ
・数学A』
『化学基礎・化学』または『生物基礎・生物』

選択

選択

外国語、数学、理科より
1教科1出題科目選択
必須
外国語、数学、理科より
1教科1出題科目選択

必須

必須
2教科3出題科目より
1教科1出題科目選択

配点

授業料など（春学期分のみ）

625,000円

2019年3月20日㈬

※秋学期の学費（授業料など625,000円）の納入については、2019年１0月初旬に改めて通知します。
詳細については、P95参照。

100点

学 園 卒 業 生・在学生の親族 への検定料優遇制度 (P85「Q1」参照)

100点

受験生本人の親・子・きょうだい・祖父母・孫が、大手前学園もしくは大手前女子学園（通信教育課程を

100点

含む）の卒業生または在学生である場合、すべての入試で入学検定料を免除いたします。

※両日受験者のうち、両日とも同一学部・同一科目数を受験した場合は、得点の高い試験日で合否を判定します。
（P85「Q7」参照）
※｢数学｣､｢理科｣については試験当日､試験会場で問題を見た上で選択することができます。
（P86「Q11」参照）
※2科目、3科目および受験科目について事前の登録の必要はありません。それぞれの受験科目の試験時間に受験してください。
（P86「Q11」参照）
※2科目受験者は試験当日､次のいずれかの科目の組み合わせを選択してください。
①｢外国語｣と｢国語｣②｢国語｣と(｢数学｣･「化学」･「生物」から1科目)
※3科目受験者は試験当日､次の科目の組み合わせを選択してください。
｢外国語｣と｢国語｣と(｢数学｣･「化学」･「生物」から1科目)
「外国語」
・
「数学」および「理科」は、すべてマークシート方式です。ただし、
「国語」はマークシート方式に加えて一部筆記による解答方式となっています。
※解答は、
※「数学A」は、
「場合の数と確率」
「図形の性質」を出題範囲とします。
※「化学」は、
「合成高分子化合物」を除きます。
※「生物」は、
「生態と環境」
「生物の進化と系統」を除いたものを出題範囲とします。
※本学が認める技能審査において、指定のスコアを取得した者は、本学実施の「英語」100点に換算します。詳しくはP93をご確認ください。
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納入期日
2019年3月20日㈬

三年次編入学試験

11：40〜12：40

教科

納入額
270,000円

外国人留学生
特別入試

2科目選択(200点満点)受験者､3科目選択(300点満点)受験者、それぞれ別々に判定します。

種別
入学金

海外帰国生徒
特別入試

※P57「入試種別募集人員」参照。 ※試験会場の所在地はP99・100の地図を参照。
※受験に関する注意事項（P94）
を参照。
（9時〜15時。地図参照P99）
※窓口出願日のみ、さくら夙川キャンパスにて出願を受け付けます。
ただし、入学検定料を納入済みの出願書類に限ります。

試験時間

※学内掲示、Web発表は行いません。また、合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
※一般入試（B日程）において、入学手続状況により追加合格者を発表する場合があります。

社会人特別入試

学部

合格発表

募集日程

募集人員

大学入試センター試験

●障がいのある方は、P93注意事項❶を必ずご確認ください。
●日本国籍を有しない方は、P93注意事項❷を必ずご確認ください。

利用入試

次のいずれかに該当する者
❶高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2019年3月に卒業見込みの者
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❸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もの
❹文部科学大臣が高等学校の課程に相当するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❺専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科
学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者および2019年3月に修了見込みの者
❻文部科学大臣の指定した者
❼文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格した者および2019年3月までに合格見込みの者
❽本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められた者で2019年3月31日までに18歳に達するもの

公募制推薦入試

Point 5 インターネット出願に限ります。入学検定料が一律5,000円割引されます。
Point 6 学園卒業生・在学生の親族への検定料優遇制度として、対象者は入学検定料を免除。

入 試 特 別 奨 学金制度 （P96「奨学金制度」、P86「Ｑ13」参照）
合格者のうち成績上位者（上位10％）に対して、
❶3科目受験者は、最大4年間の授業料全額［年間860,000円］免除いたします。
❷2科目受験者は、最大4年間の授業料半額［年間430,000円］免除いたします。
※いずれも2年目以降の奨学生資格は、前年度までの学業成績によって判定されます。
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