
募集学部・募集人員・選抜方法 出願資格

募集学部・募集人員・選抜方法

出願資格

その他の入試

12/24（土） 12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

「入学試験要項」は本学公式Webサイトからダウンロードしてください

11/7（月）～11/18（金）

募集学部・募集人員・選抜方法 出願資格 募集学部・募集人員・選抜方法 出願資格

選抜方法

学科試験

小論文

面接

募集人員（人）

若干名

募集学部

選抜方法募集人員（人）募集学部

①外国において、高等学校に原則として2年以上継続して在学し、2023年3月31日までに通常
の課程による12年以上の学校教育を修了見込みの者または修了してのち2年以内の者。た
だし、日本の高等学校の在学期間が原則として1年半以内の者
②外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局より国際バカロ
レア資格を取得した者
③ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有す
る者
④フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
⑤上記①～④に準ずると本学において認めた者

〈注意〉
1. 高等学校の教育課程に相当する課程を有する在外教育施設は出願を認めます。
2. 本入試は保護者の海外在留に伴う「帰国生徒」に限らず、単身留学者にも適用します。

学科試験

小論文（法学部のみ）

面接

若干名

法学部

国際学部

経済学部

経営学部

理工学部
薬学部

看護学部

農学部

①外国籍を有する者

②外国において、学校教育における12年以上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者（2023年3月修了見込みの者を含む）

③入学後の在留資格が原則として「留学」である者

〈注意〉
1. 出願後、出願資格に該当しないことが判明した場合は出願または合格を取り消すことがあります。
2. 大学での講義は日本語で行われるため、受講に差し支えない程度の日本語能力を有することが必要
です。
3. 志願者本人に連絡がとれない場合などのために、本学からの連絡事項を確実に伝達できる代理連
絡人が必要です。代理連絡人は日本国内（京阪神が望ましい）に在住し、独立した生計を営む成年者
とします。

法学部

国際学部
経済学部

経営学部

理工学部

看護学部

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、2023年4月

1日現在において、つぎの各項のいずれかに該当し、社会人としての経験を有する者とします。

ただし、職業経験（正社員、アルバイト、家事等）は問いません。

①高等学校または中等教育学校を卒業し、4年以上経過した者

②通常の課程による12年の学校教育を修了し、4年以上経過した者

③学校教育法施行規則第150条第1号から6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、4年以上経過した者

④学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、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者と同等以上の学力があると認められる者

〈注意〉1. 入学年次は1年次とします。　
　　　2. 現代社会学部、薬学部は募集しません。

※面接では、志望理由書・学修計画書に関して質問します。
※看護学部は、医療人を目指す者としての資質・能力などを評価します。

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解し、つぎの各項のいず
れかに該当する者とします。
①大学を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者
②大学において2年以上の課程を履修して退学した者、または2023年3月履修を終える見込みの者
③短期大学、高等専門学校を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者
④外国において、学校教育における14年の課程を修了した者、または2023年3月修了見込みの者※1

⑤専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基
準を満たすものに限る)を修了した者、または2023年3月修了見込みの者
⑥高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定め
る基準を満たすものに限る)を修了した者、または2023年3月修了見込みの者
⑦その他、上記と同等以上の学力があると本学が特に認めた者※2

英語、小論文
面接※1 、出身学校成績

学科試験※2
面接※1、出身学校成績

若干名

法学部

外国語学部
国際学部

経済学部
経営学部

理工学部

選抜方法募集人員（人）
２年次・３年次募集学部

選抜方法募集人員（人）募集学部

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

2022年12/10（土） 12/24（土）11/7（月）～11/18（金）

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

※入学手続は「一括手続」または「分割手続」のいずれかを選択できます。

12/24（土）
12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

1次手続 12/24（土）～2023年1/16（月）

2次手続 12/24（土）～2023年1/27（金）

分割手続11/7（月）～11/18（金）

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

2022年12/10（土）

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

法学部

国際学部

経済学部

経営学部

理工学部

薬学部

看護学部

農学部

農学部

小論文
面接

学科試験
面接

若干名

※面接では、志望理由書・学修計画書・卒業後の進路目標に関して質問します。
※薬学部・看護学部は、医療人を目指す者としての資質・能力などを評価します。

※面接では、志望理由書・学修計画書・卒業後の進路目標に関して質問します。
※薬学部・看護学部は、医療人を目指す者としての資質・能力などを評価します。

※1 外国の高等教育機関から出願する場合は、事前に入学資格審査を受けなければなりません。
※2  事前に入学資格審査を受けなければなりません。

   英語、専門外国語、小論文、
面接※1 、出身学校成績

※1 面接では、志望理由書・学修計画書・卒業後の進路目標に関して質問します。
※2

1. 現代社会学部、薬学部、看護学部および農学部は募集しません。
2. 事前相談期間を設け、出身学校における修得単位(当該年度末までの修得見込単位を含む)を当該学
部の基準により仮認定します。また、仮認定の結果、出願学部・学科の3年次進級要件に満たない場
合は、3年次編入の出願を認めません。なお、期間中に事前相談を行わない者は出願を認めません。
　※事前相談期間　≪2022年10月6日（木）～10月19日（水）≫
3. 編入年次は、学科試験等の結果に加えて、上記の事前相談結果に基づいて決定します。
4. 最終的な単位認定数は、出身学校における当該年度末までの修得単位の結果に基づいて決定します。

〈注意〉 

生 命 科 学 科 数学・英語・生物

数学・英語・描画

数学・英語・専門基礎

数学・英語・専門基礎住環境デザイン学科

都市環境工学科

電気電子工学科

機 械 工 学 科

建  築  学  科

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、日本の国籍

を有し、つぎの各項のいずれかに該当する者とします。

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解し、つぎの各項に該当する

者とします。

2022年12/10（土）
大阪（本学：寝屋川キャンパス）

12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

11/7（月）～11/18（金） 12/24（土） 12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

大阪（本学：寝屋川キャンパス）

大阪（本学：寝屋川キャンパス）

2022年12/10（土）
大阪（本学：寝屋川キャンパス） ※事前相談期間　

〈10/6（木）～10/19（水）〉

インターネット出願

〈注意〉現代社会学部は募集しません。

〈注意〉現代社会学部は募集しません。

（3年次）

（2年次）

帰国生徒入試 社会人入試

編入学試験外国人留学生入試

そ
の
他
の
入
試

そ
の
他
の
入
試
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募集学部・募集人員・選抜方法 出願資格

募集学部・募集人員・選抜方法

出願資格

その他の入試

12/24（土） 12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

「入学試験要項」は本学公式Webサイトからダウンロードしてください

11/7（月）～11/18（金）

募集学部・募集人員・選抜方法 出願資格 募集学部・募集人員・選抜方法 出願資格

選抜方法

学科試験

小論文

面接

募集人員（人）

若干名

募集学部

選抜方法募集人員（人）募集学部

①外国において、高等学校に原則として2年以上継続して在学し、2023年3月31日までに通常
の課程による12年以上の学校教育を修了見込みの者または修了してのち2年以内の者。た
だし、日本の高等学校の在学期間が原則として1年半以内の者
②外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局より国際バカロ
レア資格を取得した者
③ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有す
る者
④フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
⑤上記①～④に準ずると本学において認めた者

〈注意〉
1. 高等学校の教育課程に相当する課程を有する在外教育施設は出願を認めます。
2. 本入試は保護者の海外在留に伴う「帰国生徒」に限らず、単身留学者にも適用します。

学科試験

小論文（法学部のみ）

面接

若干名

法学部

国際学部

経済学部

経営学部

理工学部
薬学部

看護学部

農学部

①外国籍を有する者

②外国において、学校教育における12年以上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者（2023年3月修了見込みの者を含む）

③入学後の在留資格が原則として「留学」である者

〈注意〉
1. 出願後、出願資格に該当しないことが判明した場合は出願または合格を取り消すことがあります。
2. 大学での講義は日本語で行われるため、受講に差し支えない程度の日本語能力を有することが必要
です。
3. 志願者本人に連絡がとれない場合などのために、本学からの連絡事項を確実に伝達できる代理連
絡人が必要です。代理連絡人は日本国内（京阪神が望ましい）に在住し、独立した生計を営む成年者
とします。

法学部

国際学部
経済学部

経営学部

理工学部

看護学部

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、2023年4月

1日現在において、つぎの各項のいずれかに該当し、社会人としての経験を有する者とします。

ただし、職業経験（正社員、アルバイト、家事等）は問いません。

①高等学校または中等教育学校を卒業し、4年以上経過した者

②通常の課程による12年の学校教育を修了し、4年以上経過した者

③学校教育法施行規則第150条第1号から6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、4年以上経過した者

④学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、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者と同等以上の学力があると認められる者

〈注意〉1. 入学年次は1年次とします。　
　　　2. 現代社会学部、薬学部は募集しません。

※面接では、志望理由書・学修計画書に関して質問します。
※看護学部は、医療人を目指す者としての資質・能力などを評価します。

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解し、つぎの各項のいず
れかに該当する者とします。
①大学を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者
②大学において2年以上の課程を履修して退学した者、または2023年3月履修を終える見込みの者
③短期大学、高等専門学校を卒業した者、または2023年3月卒業見込みの者
④外国において、学校教育における14年の課程を修了した者、または2023年3月修了見込みの者※1

⑤専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基
準を満たすものに限る)を修了した者、または2023年3月修了見込みの者
⑥高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定め
る基準を満たすものに限る)を修了した者、または2023年3月修了見込みの者
⑦その他、上記と同等以上の学力があると本学が特に認めた者※2

英語、小論文
面接※1 、出身学校成績

学科試験※2
面接※1、出身学校成績

若干名

法学部

外国語学部
国際学部

経済学部
経営学部

理工学部

選抜方法募集人員（人）
２年次・３年次募集学部

選抜方法募集人員（人）募集学部

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

2022年12/10（土） 12/24（土）11/7（月）～11/18（金）

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

※入学手続は「一括手続」または「分割手続」のいずれかを選択できます。

12/24（土）
12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

1次手続 12/24（土）～2023年1/16（月）

2次手続 12/24（土）～2023年1/27（金）

分割手続11/7（月）～11/18（金）

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

2022年12/10（土）

試験日・試験地 出願期間 合否発表日 入学手続期間

日　程

法学部

国際学部

経済学部

経営学部

理工学部

薬学部

看護学部

農学部

農学部

小論文
面接

学科試験
面接

若干名

※面接では、志望理由書・学修計画書・卒業後の進路目標に関して質問します。
※薬学部・看護学部は、医療人を目指す者としての資質・能力などを評価します。

※面接では、志望理由書・学修計画書・卒業後の進路目標に関して質問します。
※薬学部・看護学部は、医療人を目指す者としての資質・能力などを評価します。

※1 外国の高等教育機関から出願する場合は、事前に入学資格審査を受けなければなりません。
※2  事前に入学資格審査を受けなければなりません。

   英語、専門外国語、小論文、
面接※1 、出身学校成績

※1 面接では、志望理由書・学修計画書・卒業後の進路目標に関して質問します。
※2

1. 現代社会学部、薬学部、看護学部および農学部は募集しません。
2. 事前相談期間を設け、出身学校における修得単位(当該年度末までの修得見込単位を含む)を当該学
部の基準により仮認定します。また、仮認定の結果、出願学部・学科の3年次進級要件に満たない場
合は、3年次編入の出願を認めません。なお、期間中に事前相談を行わない者は出願を認めません。
　※事前相談期間　≪2022年10月6日（木）～10月19日（水）≫
3. 編入年次は、学科試験等の結果に加えて、上記の事前相談結果に基づいて決定します。
4. 最終的な単位認定数は、出身学校における当該年度末までの修得単位の結果に基づいて決定します。

〈注意〉 

生 命 科 学 科 数学・英語・生物

数学・英語・描画

数学・英語・専門基礎

数学・英語・専門基礎住環境デザイン学科

都市環境工学科

電気電子工学科

機 械 工 学 科

建  築  学  科

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解するとともに、日本の国籍

を有し、つぎの各項のいずれかに該当する者とします。

本学の教育理念および各学部・学科の3つのポリシーを十分に理解し、つぎの各項に該当する

者とします。

2022年12/10（土）
大阪（本学：寝屋川キャンパス）

12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

11/7（月）～11/18（金） 12/24（土） 12/24（土）～2023年1/16（月）一括手続

大阪（本学：寝屋川キャンパス）

大阪（本学：寝屋川キャンパス）

2022年12/10（土）
大阪（本学：寝屋川キャンパス） ※事前相談期間　

〈10/6（木）～10/19（水）〉

インターネット出願

〈注意〉現代社会学部は募集しません。

〈注意〉現代社会学部は募集しません。

（3年次）

（2年次）

帰国生徒入試 社会人入試

編入学試験外国人留学生入試

そ
の
他
の
入
試

そ
の
他
の
入
試
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