総合選抜型 AO 入試

先輩にインタビュー！
※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。

法学部・法律学科を選んだ理由は？
法学に興味を持った最初のきっかけは、検察官が主人公であるドラマを見たことでした。その後、困っている人
や悲しんでいる人を見過ごしたくないという思いから、法律を学びたいと思うようになりました。摂南大学の法学部
では、裁判見学などを通して現場を見て学ぶことができることに魅力を感じ、「世のため、人のため、地域のため」
という建学の精神が、自分が将来目指す人物像に合っていたということから、受験を決めました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考では、自分について１０分程度のプレゼンテーションをして質疑応答に入ります。私は、予め提出して
いた書類と内容が繋がるように、自分の志望理由や将来像も含め、高校時代に取り組んでいたボランティアをテ
ーマにしてプレゼンをしました。２次選考では、小論文と口頭試問を受けます。小論文は、社会問題に関する課題
文を読み、自分の意見を述べるというものでした。私は、自分の意見だけでなく、記憶に残っていたアメリカでの
裁判のニュース内容も比較して考えを述べました。口頭試問は、主に自分の考えをしっかりと相手に伝えることが
できるかというところを見られます。面接官の先生方の質問を理解して意見を相手に伝える姿勢が大事だと思い
ます。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
特に準備したことは、二つあります。一つは、「話し言葉と書き言葉をしっかり理解して使えるようにしておくこ
と」です。面接を受けるうえで、入室の仕方や退室の仕方はもちろん大切ですが、しっかり話すことができるという
ことは、面接を受ける場面だけでなく、常識としてとても大切なものだと思います。二つ目に、「摂南大学でなくて
はダメだ」という理由を用意することです。他の大学でも大丈夫じゃない？どうしてここなの？という疑問が浮かぶ
ことのないように、自分の志望理由を作るといいと思います。

さかい

りんか

酒井 梨杏さん
法学部／法律学科 1 年次
（名古屋経済大学市邨高等学校出身）

受験生へのアドバイスをお願いします！
口頭試問、面接、プレゼンテーションと聞くと、「どうしよう。」と不安に思っている方は多いと思います。緊張して
いなくても、いざその場になったら、震えてしまうこともあるかもしれません。ですが、面接官の先生方も、緊張して
いることは理解してくださっています。「自分はここまで頑張ってきた」という姿を見ていただくために、事前の準備
をしっかりとして生き生きと受験してください！「自分が面接官なら？」と考えてみて、イメージを作っていくのもい
いと思います。自分に合った方法で練習を重ねてみて本番に挑んでみてください！

国際学部・国際学科を選んだ理由は？
私は将来、バイヤーという職業に就き、日本にまだ流通していないものをより多くの人に知ってもらいた
いという夢をかなえるために、国際学部を志望しました。摂南大学では、今年度から「外国語学部」が「国
際学部」に変更になったことにより、カリキュラムが大きく変わりました。また、今までは語学中心だった授
業が、海外の文化や社会情勢、国際ビジネスなどを幅広く学べるようになったということも、魅力を感じた
理由です。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考は志望理由書などの書類審査で、２次選考は１０分間のプレゼンテーションでした。パソコン
の持ち込みが禁止だったので、パワーポイントで作った資料をプリントアウトして選考に臨みました。ま
た、プレゼンテーションの後には発表した事についてなどの質疑応答が１０分間行われました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
総合型選抜では、自分の考えをいかにわかりやすく伝えられるかが大切です。そのため、１次選
考の際には文章力を鍛えるために普段から小論文に取り組んでいました。また、先生にお願いし
て添削していただくことも大切です。２次選考のプレゼンテーションでは、緊張して早口になってしま
いがちになるので、１分間に２００文字を読むことを目標にストップウォッチで何度も計測を繰り返し
ました。さらに、プレゼンテーションでは試験官と対面での選考になるので、表情やボディランゲー
ジを意識して、相手に伝わりやすくするように工夫しました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
一番大切なことは、自信をもって自分の考えを伝えることです。そのために、高校の先生や塾の先生に
協力していただくなど、添削やプレゼンテーションの練習を何度もやりましょう。あとは本番で練習の成果
を出すだけです！

にしはら

しなり

西原 志成さん
国際学部／国際学科 1 年次
（興國高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

経済学部・経済学科を選んだ理由は？
高校で商業科に所属していたこともあり、これからの将来、経済学は必ずどこかで役に立つと思い、経済学を
学ぼうと考えました。オリックス・バファローズと連携した特徴的な科目があるという点に魅力を感じ、摂南大学の
経済学部を志望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
グループディスカッションと個人⾯接がありました。グループディスカッションでは、１つの議題に対して４～５人
で話し合い、約２０分間で議論を進めていくものでした。時事問題や今起きていることを頭に入れておくと、面接だ
けではなくグループディスカッションも上手くいくのではないかと思います。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
経済学部の受験内容に筆記試験などはありませんでしたが、1 次選考の書類選考では志望理由書などを⾃分
で書くことになります。また、調査書も選考対象になるため、普段からの頑張りが合否に繋がると思いました。2 次
選考では、自分と同じようにグループディスカッションの試験を受ける同級生と協力して、色々なテーマでディスカ
ッションをして選考に備えました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
さたけ

しんのすけ

佐竹 生乃介さん

ＡＯ入試は、勉強の知識だけでなくコミュニケーション能力も必要になる入試だと思います。グループディスカッ
ションでも面接でも、緊張して言葉が出てこなかったり、呂律が回らなくなったりして、実力が発揮できなくなると勿
体ないです。誰でも緊張はすると思いますが、自ら率先して動くと自然と消えていきます。自分の良さや個性をア
ピールして、摂南大学に入って⼀緒に楽しい学生ライフを送りましょう！お待ちしています！

経済学部／経済学科 1 年次
（宇和島東高等学校出身）

経営学部・経営学科を選んだ理由は？
私は、音楽に興味があり、音楽に関するソフトやアプリに関わるような仕事をしたいと考えています。
摂南大学の経営学部では、自分の目標の実現に必要となる、情報学、会計、マーケティングなどについ
て 1 年次からしっかりと学べ、一人一人に合った学びができるところに魅力を感じました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
受験内容は、志望理由書などの書類選考と、プレゼンテーション、面接でした。プレゼンテーションで
は、高校時代に所属していた軽音楽部での活動が大学の学びにどう活かせるかということについて、パ
ワーポイントを使って話しました。部活動の中で身についた「人をまとめる力」や「目標に向かって周囲を
巻きこむ力」が伝わるように意識していました。面接に関しては、面接官 2 名との個人面接で、緊張しま
したが、自分が伝えたいことについて、事前にしっかりと考え、準備を行っていたので乗り切ることがで
きました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
書類の書き方、プレゼンテーション・面接練習を沢山しました。書類に関しては、部活の合間や
休みの日に先生方に添削していただき、自分の考えを文章にする練習をしました。プレゼンテー
ションに関しては、自分の作ったスライドや台本を確認していただいたり、実際にプレゼンをして
疑問に思った部分を指摘していただいたりしました。面接は、毎回違う先生に見ていただき、より
多くの受け答えを練習しました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
総合選抜型ＡＯ入試は、どれだけ自分がこの大学に入りたいか、何をしたいか、どうなりたいかを考
え、自分の言葉で伝えられるようにしておきましょう。今までの経験を通して、自分の目指すものが明確
に存在し、その実現のために摂南大学を志望したい方には AO 入試を強くおすすめします。

つじい

と わ

辻井 壮和さん
経営学部／経営学科 1 年次
（大阪ビジネスフロンティア高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

理工学部・生命科学科を選んだ理由は？
中学校で興味を持てなかった理科が、高校の生物の授業を受けたことで「面白い」と感じられるようになったと
いう経験がありました。そこで、もし自分が中学時代から理科を面白いと感じられていれば、高校理科をさらに楽
しんで学ぶことができたのではないかと考えるようになり、中学校の理科教師を目指すようになりました。そのた
めに、様々な分野について知り、専門的な知識を身に着けながら教師を目指すことができる摂南大学の理工学
部生命科学科に魅力を感じ、志望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考は書類審査と、生物の基礎的な実験とこれに関する問題が出題されました。「タカヂアスターゼの酵
素実験」をしながら、並行して表やグラフを書き、問題を解いていくという内容でした。また、２次選考の口頭試問
は、１次選考の実験の内容から抜粋された質問や、生物の基礎的な内容、さらに高校時代のことなど色々な質問
をされました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
実験や、それに関する問題の対策では、生物の教科書に書いてある実験全てに目を通し、さらにその実験の
目的などについても教科書やワークを活用して対策しました。また、口頭試問は、一つの事柄について詳しく質問
されるので、その単語からどのような問題が来るのか連想して勉強するといいと思います。

こうもと

てると

河本 照人さん
理工学部／生命科学科 1 年次

受験生へのアドバイスをお願いします！
実験では、失敗してもすぐに申し出ればやり直すことができました。口頭試問では、焦らず今まで勉強してきた
知識をフル活用して答えてください。焦ると何も出来なくなってしまうので、詰まっても気持ちを切り替えて頑張っ
てください。応援しています。

（創志学園高等学校出身）

理工学部・住環境デザイン学科を選んだ理由は？
建築士やインテリアデザイナーに興味を持っていたからです。この学科では、卒業後に一級建築士の
試験を受験できることに加え、環境工学についても学べるという点が魅力的でした。住環境デザイン学
科で学ぶことで、環境に優しい建築やインテリアを作れるようになりたいと考えました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
面接では、志望理由に加えて、出願時に提出する学修計画書について質問されました。先生方が話
しやすい雰囲気を作ってくださるので、リラックスして面接に臨むことが出来ました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
小論文試験では、実際に書いてみて、先生に添削してもらうことが大切です。また、最近の建
築技術について調べておくことや、今後の建築について考えておくと、より良いと思います。実技
試験では、身の回りのものを立体的に描いてみるなどの対策を行っていました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
受験当日は緊張すると思いますが、しっかりと対策を行っていれば落ち着いて力を出し切ることがで
きると思います。面接では、自分の言いたいことをハキハキと伝えることが大事です。
頑張ってください。応援しています。

すずま

けんしん

鈴間 健心さん
理工学部／住環境デザイン学科 1 年次
（岡山学芸館高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

理工学部・建築学科を選んだ理由は？
建築を通して多くの人を笑顔にしたいからです。そのためには、建築に関する知識や技術だけでなく、コミュニ
ケーション力が大切だと考えました。摂南大学のオープンキャンパスに参加した際に、学生一人一人が生き生き
としていて、質問などもしやすい雰囲気があると感じました。普段から学生同士や先生方ともコミュニケーションが
とれていて、たくさん意見交換をしているからこそ、レベルの高い作品作りが行えているのだと思いました。そのた
め、私も摂南大学でコミュニケーション能力を伸ばし、建築に関する知識や技術を身につけ、魅力的な作品を作っ
て将来に活かしたいと思い、志望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考の小論文は、「水害」に関することを問われる問題でした。実技では、立方体・円錐・球を使ったモニュ
メントを考えて描き、どのような思いを込めて作ったのか説明しました。２次選考の口頭試問では、物理の力のつ
りあいなど、基礎的なことを問われる質問がありました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
私の通っていた高校では、美術の授業がなかったため、実技に関しては独自で勉強し、ひたすら描き続けまし
た。小論文や口頭試問は、インターネットを活用して建築に関する知識を深め、何を聞かれても大丈夫なように準
備しました。友人に毎日質問をしてもらい、受験当日、自信を持って答えられるようにしていました。

なかむら

受験生へのアドバイスをお願いします！

みゆう

中村 美結さん
理工学部／建築学科 1 年次

AO 入試は、答えに正解がなく、不安でいっぱいでしたが、母の「自分の思うようにやってきたらいい」というアド
バイスが胸に響きました。その言葉通り、自分の思うように自分だけの答えを導きだせたらいいと思います。そし
て、その答えに自信を持つことが大切です。最後まで諦めずに頑張ってください。絶対に後悔しない体験になると
思います。

（四天王寺東高等学校出身）

理工学部・機械工学科を選んだ理由は？
私はこれからの社会では、機械化がもっと進んで単純作業などは機械が人の代わりになると考え、その機械を
作る側になりたいと思ったからです。また、今までにない物を自分で作り、形にしたいと考えています。新しい物を
作るには技術はもちろん、考え方の幅を広げる必要があると思います。摂南大学は総合大学なので様々な意見
を取り入れる機会がたくさんあると感じ、入学を希望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
第 1 次選考では、事前に提出していた高校時代に行った物理の実験レポートの内容に関する質問や、実際にど
のように実験したのかを説明しました。初めに志望理由について話し、その後に物理の実験内容を図や公式など
をホワイトボードに書いて説明しました。第 2 次選考では、志望理由書、学修計画書、卒業後の進路目標で書い
た事を第 1 次選考より深く話しました。また高校で思い出に残っている事や頑張った事、どのような機械に注目し
ているかなどの質問もありました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
私は口頭試問の練習をたくさんしました。どんなに練習しても本番は緊張するので自然に言いたい事を言え
るようになるまで練習する事が大切だと思います。そして自分の好きな事、得意な事をもう一度考えてこれからど
う生かせるのかを伝える事が必要だと思います。AO 入試は学力試験では測れない魅力を伝えられる試験なの
で、自分の魅力をアピール出来るように工夫をしました。学部・学科のアドミッションポリシーや摂南大学の特色を
調べておくことで自分が取り組みたい事や学びたい事に絡めて伝ることができるので調べた方が良いと思いま
す。

受験生へのアドバイスをお願いします！
学校行事は積極的に参加した方がいいと思います。人前で話すことを体験できたり、集団で動く難しさや人に
伝える難しさを知ることができます。挑戦すれば誰でも経験できることですが、AO 入試に生かせるだけでなく、こ
の先の人生でも役立つと思います。AO 入試は他の入試よりも受験する人が少なく、時期も早いので不安だと思
います。より多くの情報を手に入れる為に学校や塾の先生、先輩などを頼りにどんどん行動して下さい。何をすべ
きかが見えてくると思います。頑張って下さい！

はた

なるみ

畑 成実さん
理工学部／機械工学科 2 年次
（吹田東高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

理工学部・電気電子工学科を選んだ理由は？
私は将来電力会社などの広範囲で人々の生活を支える企業で働きたいと思い、理工学部電気電子工学科
を志願しました。というのも、オープンキャンパス、web オープンキャンパスに参加して、4 年間にわたり情報系
技術者や電気系技術者を育成していると知って、将来希望する仕事に生かせると強く思ったからです。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
第 1 次選考では、志望理由書、学修計画書、卒業後の進路目標、実験がありました。実験では、LED の電
圧電流を測る内容でした。プリントが用意されていて、各問に沿って実験器具を使い問題を解いていきまし
た。電流、電圧をみて、グラフを書き、考察をしました。第 2 次選考では、なぜ志願したかなどといった質問が
あり、その後電気回路に関する問題が出ました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
試験内容に物理の実験があったため、何度も物理の教科書の電気の範囲を読みました。高校では、物理
の実験をさせてもらい、回路を繋ぐ確認や、電気系の知識を身につけ、電流とは何かと質問があっても答えら
れるように辞書でも意味を調べ、ノートにまとめて振り返れるようにしました。口頭試問の対策として、何度も練
習をして、物理に関する問題をスムーズに答えられるようにしっかりと準備しました。

ごとう

受験生へのアドバイスをお願いします！

こうき

午頭 光紀さん

私は AO 入試で受験しましたが、勉強法は自分にあったやり方を探して実践することがポイントです。私も
色んな方法を試しながら勉強していました。また、勉強はもちろん大切ですが、部活も精一杯取り組みました。
色々とすぐに切り替えは難しいと思うので徐々に慣らしていくのがベストだと思います。頑張ってください！

理工学部／電気電子工学科 2 年次
（枚方津田高等学校出身）

薬学部・薬学科を選んだ理由は？
私は、幼少期から花粉症やアレルギー性鼻炎などの薬を服用していました。そこで、薬を飲むとなぜ
症状が和らぐのだろうという疑問を持ち、薬について学びたいと思うようになりました。摂南大学では、1
年次から早期体験学習などの実習があり、実践的なスキルを学ぶことができます。他の大学にはない
魅力的なカリキュラムがたくさんあるため、自分のなりたい薬剤師像に近づくことができるのではないか
と思い、志望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考は、書類審査と適性検査でした。志望理由書などは夏休み前から何度も考え、書き直してい
ました。２次選考は化学実験、グループ討議、面接でした。化学実験では、実際に計算した数値をもと
に、グルコース水溶液を調製しました。グループ討議では、４～５人のグループになり、化学実験の解き
方や考え方などを共有しました。面接や口頭試問では、緊張して上手く言葉にできなかった私に、面接
官の先生方が優しく話しかけてくださったので、落ち着いて自分の気持ちを伝えることができました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
２次選考は、過去問が公開されていたので、高校の先生の立ち会いのもと、実際に実験をしていまし
た。面接や口頭試問もたくさんの先生に何度も練習に協力して頂いていました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
AO 入試では、自分の今までの経験が大切になってくると思います。委員会や係、学校行事など、全
力で楽しんで取り組んでください。入試の時にはそれらの経験が自分の強みになっているはずです！入
試当日は緊張すると思いますが、自分の出した答えに自信を持ち、笑顔で頑張ってください！！

なかじま

か ほ

中島 香歩さん
薬学部／薬学科 1 年次
（上野学園高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

看護学部・看護学科を選んだ理由は？
幼い頃から医療職に憧れがあり、高校時代に地域の病院で看護体験をしたことがきっかけで看護師になりた
いと思うようになりました。また、コロナ禍によってひっ迫する医療現場を支えたいと思い、看護学部を志望しまし
た。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
AO 入試では、協働作業、グループディスカッション、小論文の試験を行いました。協働作業ではグループ全員
で話し合って協力しながら作業を行いました。グループディスカッションは、資料をもとに討議を行いました。小論
文作成では、文章を読んだ上で６００文字程度の小論文を書きました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
新聞や本を読んで医療看護の知識を増やしました。グループディスカッションの対策としては、学校の先生や
友達に協力してもらって練習を重ねました。また、小論文は、夏休み頃から例題や過去問に毎日１つ以上挑戦
し、先生に添削をしてもらっていました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
さわ

あんさ

澤 杏沙さん

なぜ摂南大学で学んで看護師になりたいのか、どのような看護師になりたいかなど、自分の将来を明確にして
おくことが大事だと思います。初めて会う人と作業や討論をするのは緊張すると思いますが、対策をしておけば自
信を持って出来ると思います。頑張ってください！

看護学部／看護学科 1 年次
（鳥取東高等学校出身）

農学部・農業生産学科を選んだ理由は？
私は、幼い頃から植物や生物が好きでした。そして、高校で農業について学ぶなかで、農業を仕事に
する人が少なくなっているということを知り、「教員という立場で次の世代に農業の良さを教えていきた
い」という夢ができました。そのために、より深く農業を学べて、実際に体を動かして学ぶことができる摂
南大学を受験しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
1 次選考は、SDGs についてのグループワークでした。５人程度に分かれて、緊張をほぐすレクリエー
ションをしたあと、SDGs のテーマについて発表しました。 ２次選考は、口頭試問と、SDGs に関する４０
０字以内の論述問題がありました。口頭試問では、農学部を志望しようと思った理由や、SDGs、環境に
ついてどう思うかに関して質問がありました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
高校の先生にお題をもらい、それを時間内に論述する練習をしていました。その他にも、様々な先生
に面接の練習をお願いしました。口頭試問では、目を見てハキハキと話すことが大切です。もし話すこと
が苦手でも、苦手なりに頑張ることで、相手には伝わると思います。そして、質問されそうな内容を徹底
的に調べておくことで、自信を持って臨むことができました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
大事なことは様々ありますが、自分の強みを持っておくことが大切だと思います。例えば、バスケット
ボールをしていたのであれば、自分は何が得意で、それがどう活かされたのか、といった形で具体的に
話せるようにすることが大切です。そして、最も大切なことは、「なぜ摂南大学の農学部で学びたいの
か」ということをはっきりさせておくことです。熱意を持って、「何を聞かれてもいい」という自信を持って面
接に挑んでください。最後まで諦めずに、頑張ってください！また、専門学科・総合学科出身者入試も併
願で受けることができるので、生物と英語の勉強も余裕があればやっておくといいと思います。

いのうえ

はやと

井上 颯人さん
農学部／農業生産学科 1 年次
（磯城野高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

農学部・応用生物科学科を選んだ理由は？
私は、高校でカブを２種類育てた時に、品種ごとに生育や病気に対する強さなどに差があるということを自分の
目で直接見たことから、品種改良や遺伝子組み換えなどのバイオテクノロジーに興味を持ちました。そして、より
生育しやすい植物やより病気に強い植物を作るためにそれらの分野を学びたいと考えて受験しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考では、SDGs に関する内容のグループワークを行いました。５人程度のグループに分かれ、緊張をほ
ぐすためにレクリエーションを行いました。次に、SDGs に関する文章を読み、A４用紙４枚にまとめる作業を行い
ました。その後、１人ずつ発表し、質疑応答を行いました。最後に、感想や学んだことを紙に書きました。２次選考
では、SDGs に関する内容の４００字以内の論述問題と、口頭試問があります。口頭試問では、１次選考で提出し
た書類の内容に関することや、最近のニュース、なぜ農学部を志望したのかといった質問がありました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
AO 入試を受けると決めた日から、SDGs への学びを深めるために、インターネットで調べたり本を読み込んだ
りしました。また、友達と高校の先生に協力をお願いし、グループワークや文章をまとめる練習を行いました。口
頭試問の練習は、人の目を見てハキハキと話すことを意識しました。論述問題は、一朝一夕でできるものではな
いので、先生にテーマに沿ったお題をもらって練習をした方が良いと思います。

やなぎもと

はるき

柳 本 晴希さん

受験生へのアドバイスをお願いします！
将来やりたいことを明確にすることで、志望理由書や学修計画書、卒業後の進路が書きやすくなると思いま
す。自分が志望理由書で書いたことなどを中心に、何を聞かれても答えられるように準備しておくと、口頭試問に
対する心持ちも変わってくると思うので、最後まで諦めず頑張ってください。

農学部／応用生物科学科 1 年次
（農芸高等学校出身）

農学部・食品栄養学科を選んだ理由は？
私は、高校生のころ、部活中に体調を崩すことが度々ありました。その理由を考えたところ、食生活に
問題があるのではないかと思い、食事の習慣を変えました。すると、体調を崩すことが無くなりました。こ
の経験から、食べ物が身体に与える影響について興味を持つようになり、生活習慣病予防などに役立
つ食品の開発や研究をしたいと思い、この学科を選びました。また、薬学部や看護学部と連携した取り
組みがあるという点に魅力を感じ、摂南大学農学部の食品栄養学科を志望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考では、５人のグループで自己紹介をした後、ペーパータワーを作り、どのグループが一番高く
積み上げられるかというゲームをしました。その後のグループワークでは、文章を要約し、プレゼンテー
ションをして、それぞれのプレゼンテーションについて質疑応答を行いました。最後に、その日感じた事
などをまとめました。２次選考は、論述問題と口頭試問でした。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
グループワークのテーマである SDGs に関して、インターネットや本でしらみつぶしに調べまし
た。１次選考に文章の要約があったので、新聞や本などを使って、時間内に要約できるよう練習
しました。論述問題では、学校の先生にお題を出してもらい、練習しました。口頭試問では、どの
ようなことを聞かれても答えられるように、練習でされた質問や、聞かれそうな質問をまとめ、質
問とそれに対する回答をメモしていました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
SDGs についての調べ学習や文章の要約練習はしっかりしておいた方がいいと思います。プレゼンテ
ーションや面接では緊張すると思いますが、しっかり対策し、焦らず落ちつけば大丈夫です！笑顔は忘
れずに！

やまの

こうき

山野 貢生さん
農学部／食品栄養学科 1 年次
（大阪商業大学堺高等学校出身）

※選考方法は 2021 年度・2022 年度入試と 2023 年度入試で異なる場合があります。
今年度の選考方法等の情報は、「入学試験要項」をご確認ください。

農学部・食農ビジネス学科を選んだ理由は？
私は将来、有機農産物の魅力を伝えられる農家レストランを開きたいという夢があります。その夢を現実に
するためには、経営やマーケティングの知識だけでなく、実際に自ら農業を行って学ぶことで得る経験が必要
だと考えています。そして将来、消費者と生産者の間に立って有機農業の魅力を伝え、農業の発展に貢献し
ていきたいです。そんな私にとって、摂南大学の農学部食農ビジネス学科は、「食」と「農」の観点から経営学
も学ぶことができる理想的な学びの場であると考えたため、志望しました。

総合型選抜ＡＯ入試内容について
１次選考では、５人グループで自己紹介を行った後に、ペーパータワーを作るレクリエーションをしました。
その後、用意された資料を要約して紙にまとめ、プレゼンテーションを行いました。そして、お互いに質疑応答
を行い、最後に感想を書きました。２次選考では、SDGs に関する論述問題と、口頭試問を受けました。

勉強したこと・やっておいたほうが良いことは？
高校では、過去に同じ入試を受けられた先輩の受験資料を参考にして、面接練習をしていただきました。あ
えて今まで教わったことがない先生に面接練習をしていただいていたので、初めは緊張して話せませんでし
た。所作に関する練習も含めて、不安が無くなるまで１０回以上は練習しました。論述問題は、ホームページ
に過去問題が載っているので、SDGs の目標を⼀つずつ選んで書き、国語の先生に添削していただきました。

受験生へのアドバイスをお願いします！
しまづ

あ り さ

島津 明里沙さん
農学部／食農ビジネス学科 1 年次

私は、対策のために面接ノートを作りました。 面接練習で上手く答えられなかったことや、新しく教えていた
だいた農業に関する知識について調べ直して書き留めていました。面接で言いたいことも、そのノートにメモし
ていました。色々な先生に面接していただくと、私の夢に関する情報や知識が増えていきます。その中で興味
をもったことを調べていくと、将来の夢が更に明確になったり、新たな発見ができたりします。そして、受験前に
そのノートを⾒返すと、「今までしっかり練習してきたんだ」という自信にも繋がるので、おすすめです。

（今宮高等学校出身）

選考方法は、
２０２１年度・２０２２年度入試と
２０２３年度入試で
異なる場合があります。
今年度の選考に関する情報は、必ず
「入学試験要項」をご確認ください。

