大阪国際大学

一般編入学選抜（併願）
１.募集学部・学科 ／ 募集人員 ／ 編入学年次
学部

学科

募集人員

経営学科

若干名

経済学科

若干名

心理コミュニケーション学科

若干名

人間健康科学科

若干名

スポーツ行動学科

若干名

国際コミュニケーション学科

若干名

国際観光学科

若干名

編入学年次

経営経済学部

人間科学部

原則として3年次

国際教養学部

・上記には、指定校・内部・留学生・留学生内部の各編入学選抜募集人員を含みます。

２.選抜種別 ／ 日程
選抜種別

出願期間
（締切日消印有効）

選抜日

合格通知発送日

Web合否発表日

Ⅰ期

2022年
10月 1日(土)～10月 7日(金)

2022年
10月23日(日)

2022年
11月 1日(火)

2022年
11月 2日(水)

Ⅱ期

2023年
1月23日(月)～ 2月 3日(金)

2023年
2月11日(土)

2023年
2月17日(金)

2023年
2月18日(土)

・一般編入学選抜Ⅰ期において予定している募集人員に達した場合、Ⅱ期の選抜を実施しない
可能性があります。ご不明な点は入試・広報部までお問い合わせください。
Tel：0120 -585-160（入試相談フリーダイヤル）平日9:30～17:30

３.出願要件
次の❶～❺のいずれかに該当する者。

❶ 短期大学（部）または高等専門学校を卒業した者および2023年3月までに卒業見込みの者。
❷ 4年制大学を卒業した者および2023年3月までに卒業見込みの者。
❸ 4年制大学に2年間以上在学（休学期間を除く）し、60単位以上修得した者および2023年3月ま
でに修得見込みの者。
❹ 専修学校の専門課程または高等学校の専攻科課程（修業年限が2年以上であること、その他文
部科学大臣の定める基準を満たすものに限る）を修了した者および2023年3月までに修了見込
みの者。
❺ その他相当の年齢に達し、上記と同等以上の学力があると本学が認めた者。
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４.出願書類
❶ 志願票：印刷したインターネット入学志願票（アップロードした顔写真が印刷されたもの）
❷ 志望理由書（本学所定用紙：ダウンロード）：本学や受験学科の志望理由を400字程度で記入
し、提出してください。
❸ 卒業（見込）証明書：所属（出身）学校長が作成したもの。なお、2023年3月時点で大学2年次
以上に在学中の場合は、在学期間の証明書を提出してください。
❹ 成績証明書：所属（出身）学校長が作成し、厳封したもの（修得した全科目の成績および単位
数を明記したもの）。なお、出願時点で最終成績および単位数が記載されていない場合は、最
終成績証明書の提出予定日を記入したメモを同封し、期日までに送付してください。また履修
状況等により、追加書類の提出を求める場合があります。
❺ 入学検定料免除届（本学所定用紙：ダウンロード）詳細は以下「６.入学検定料」の項目参
照：入学検定料免除の対象者は、必要な証明書類を添えて提出してください。

５.出願方法
❶ 本学ホームページの入試情報サイト(OIU VOICE)の「インターネット出願」から出願登録を完
了し、志願票および必要書類と封筒貼付用宛名シートを印刷して用い、必ず簡易書留速達郵便

で郵送してください。
❷ 出願は郵送(出願締切日消印有効)に限りますが、各出願期間最終日の翌業務日に限り、
9:00～15:00に本学(守口キャンパス)で出願窓口受付を実施します。
なお、窓口受付の場合も、必ずコンビニエンスストアで入学検定料の支払い手続を完了した後、
出願書類を持参してください。

６.入学検定料
入学検定料：３０,０００円

（いったん納入した入学検定料は返還しません。）

❶ 入学検定料は、「受験生向けポータルサイトPost@net(ポスタネット)」にログイン後、「はじ
めに」をクリックし、「入学検定料のお支払方法について」を読んで、事前に希望するコンビ
ニエンスストアの支払い方法を確認のうえ、コンビニエンスストアの端末を操作し、レジでお
支払いください。（入学検定料の他に別途払込手数料649円が必要です。）

❷ 以下の①～④のいずれかに該当する者は、入学検定料を免除します。対象者はPost@net(ポス
タネット)での出願登録の際、「検定料免除者」にチェックし、出願時に「入学検定料免除
届」（ダウンロード）および証明書類❶および❷の原本を志願票とともに提出してください。
① 大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部・大阪国際女子大学・大阪国際女子短期大学・
帝国女子大学・帝国女子短期大学卒業生および卒業生の兄弟姉妹、親または子
② 大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部在学生の兄弟姉妹、親または子
③ 上記以外の本学園（高等学校・中学校・幼稚園）卒業(園)生の女、兄弟姉妹または孫
④ 本学園の幼稚園を卒園した者並びに中学校を卒業した者
◆必要な証明書類（必ず原本を提出してください。）
❶ 本人と該当者（祖父母・父母・兄弟姉妹・女）との続柄を証明する公的書類（住民票な

ど）〔受験生本人の場合は不要〕
❷ 該当者に在学(園)時から改姓・改名があった場合、それを証明する公的書類（「戸籍個人
事項証明書（戸籍抄本）」など）
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７.選抜方法
❶ 小論文（50点満点）／試験時間

10:00～11:00（60分）

❷ 志望理由書・面接（50点満点）
上記❶、❷および出願書類を参考に総合判定し、合否を決定します。

８.選抜会場

大阪国際大学（守口キャンパス）
〒570-8555 大阪府守口市藤田町6-21-57
Tel：0120-585-160（入試相談フリーダイヤル）

平日9:30～17:30

●京阪本線「大和田駅」または「萱島駅（西口）」下車、徒歩約8分
◆大和田駅：「普通」・「区間急行」 停車
◆萱 島 駅：「普通」・「区間急行」・「準急」・「通勤準急」 停車

●アクセスマップはこちら →

９.出願上の注意事項
❶ 出願書類に1つでも不足・不備がある場合は受け付けませんので、必ず書類を確認の上、出願

してください。
❷ 入学検定料納入後および出願書類提出後において、選抜種別・出願学部・学科・選抜日等の変
更は認めません。
❸ 著しい機能障害または疾病等により通常の受験が困難な場合や、入学後に修学上特別な配慮が
必要な場合は、各出願期間開始日の1ヶ月前までに必ず入試・広報部に相談してください。

１０.受験票のダウンロード・印刷
本学では「受験票」を郵送していません。以下の手順に従い、各自で「受験票」を印刷し、選抜日
当日は必ず持参してください。
❶ 出願書類の受付および入学検定料の納入を確認した後、出願登録したメールアドレス宛てに
「出願受付完了メール」を送信します。

❷ 「出願受付完了メール」が届いたら、「受験生向けポータルサイトPost@net(ポスタネット)」
にログイン後、「出願内容一覧」をクリックし、「出願内容の確認」から、「受験票」をダウ
ンロードし、ページの拡大や縮小はせずに印刷してください。（モノクロでも可）
❸ 受験票には受験番号のほか、選抜日当日の集合時間や注意事項などを記載していますので、必
ず内容を確認してください。
※選抜日の3日前になっても「出願受付完了メール」が届かない場合は、入試・広報部まで
お問い合わせください。Tel：0120-585-160（入試相談フリーダイヤル）平日9:30～17:30
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１１.受験上の注意事項
❶ 受験票に記載された集合時間までに、各自指定された試験室に入室してください。
❷ 試験開始時間は本要項の「選抜方法」の項目および受験票に記載していますので、確認してく
ださい。
❸ 受験票は必ず携行し、受験中は受験票を各自の座席の受験番号札の横においてください。
❹ 試験開始後20分以上遅刻した者には受験を許可しません。ただし、公共交通機関の遅延等本人
の責によらない遅刻の場合は、発生後ただちに本学(受験票に記載している電話番号)まで連絡
してください。
❺ 試験時間が終了するまで、途中で試験室から退室することはできません。
❻ 下敷、定規、コンパスや通信機能、翻訳機能、電卓機能、辞書機能など情報機器端末の機能を
有する物品および携帯電話、スマートフォン、音の出る電子機器等は使用できません。また、
これらを時計として使用することもできません。携帯電話・スマートフォンの電源は、必ず

切っておいてください。
❼ 不正行為者には試験室から退室を命じ、その選抜種別で受験したそれ以外の科目も含め、選抜
を無効とします。
❽ 解答用紙は持ち帰らず、必ず提出してください。その他試験室においては、すべて監督者の指
示に従ってください。
❾ 本学会場の下見は前日の午前まで許可しますが、試験室への立ち入りはできません。
❿ 本学には受験のための駐車場は設けていません。公共交通機関をご利用ください。
⓫ 諸般の事情により、選抜日・選抜会場が変更になる可能性があります。その場合、詳細は大学
ホームページ

(https://www.oiu.ac.jp/)にてお知らせしますので、ご留意ください。

≪「学校保健安全法」および「学校保健安全法施行規則」で
出席の停止が定められている感染症に関する注意事項 ≫
選抜日当日、学校保健安全法および学校保健安全法施行規則で出席の停止が定められている感
染症(インフルエンザ、はしか、新型コロナウイルス等 )に罹患し治癒していない場合は、他
の受験者等への感染のおそれがありますので、原則として受験はお控えください。ただし、症
状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められた場合は、この限りでは
ありません。なお、これにともなう選抜日の振替・追試験等の特別措置および入学検定料の返
還については、選抜日までに入試・広報部までお問い合わせください。
Tel：0120-585-160（入試相談フリーダイヤル）平日9:30～17:30
選抜日当日の体調管理については、十分にご注意ください。
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１２.個人情報の取り扱い
出願時に入力された住所や氏名、その他の個人情報は以下の目的に使用します。
❶ 選抜の実施および合否判定
❷ 個人情報を含まない形での統計のための集計
❸ 出願された書類に不備がある場合の連絡
❹ 合否発表の発送
❺ 合格に際し手続書類や学納金納付に関する連絡
❻ 入学に関するその他の連絡
❼ 学生生活を始めるにあたり必要となる情報の提供
❽ 入学後の学生生活・学生指導に関する利用
❾ 新型コロナ感染症に関する連絡
なお、本学関係団体である株式会社インターナショナルトラスト※からの損害保険に関する案内や
大学・短期大学部についてのアンケート用紙を、「合格通知書」とともに同封することがあります
ので、あらかじめご了承ください。もし不都合があれば、受験時までにお申し出ください。
※株式会社インターナショナルトラスト

損害保険のご案内など、学生生活を支援する目的で大阪国際学園が出資し設立した株式会社です。

１３.合否結果の発表
合否結果は「合格通知発送日」に、志願者本人が出願登録時に受験生向けポータルサイト
Post@net(ポスタネット)に入力した「志願者住所」へ簡易書留速達郵便で郵送します。
また、「Web合否発表日」の午前9時から、受験生向けポータルサイトPost@net(ポスタネット)で
発表します。Post@net(ポスタネット)にログイン後、「出願内容一覧」から「出願内容を確認」
を選択し、「合否結果照会」で確認してください。

合格者には「合格通知書」および「入学手続案内」を郵送します。
不合格者、欠席者には書面での通知は行いません。
なお、地域や郵便事情などにより、「合格通知発送日」から到着までには1日～3日程度かかるこ
ともありますので、ご了承ください。
また、電話等による合否結果のお問い合わせには応じません。

１４.入学手続
❶ 合格通知を受けた者は、選抜ごとの入学手続期間内（締切日厳守）に本学所定の振込用紙を用
いて、最寄りの金融機関から入学金を納入すると同時に、同封の「入学手続案内」に従って、
受験生向けポータルサイトPost@net(ポスタネット)から入学手続登録を完了してください。
❷ 入学手続期間（入学金納入と入学手続登録の期間）
選抜種別

入学手続期間（締切日厳守）

Ⅰ期

2022年11月 1日(火)～11月 9日(水)

Ⅱ期

2023年 2月17日(金)～ 2月24日(金)

❸ 入学手続期間内に手続を完了しない者には、入学を許可しません。
❹ いったん納入した入学金は返還しません。
❺ 前期学納金等納入期間
選抜種別

前期学納金等納入期間（締切日厳守）

Ⅰ期

2022年11月 1日(火)～11月30日(水)

Ⅱ期

2023年 2月17日(金)～ 3月10日(金)

なお、出願要件の「見込み」で出願し、手続した者が、2023年3月末日までに要件を達成できな
かった場合は入学を許可しません。
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１５.学納金等
❶ 入学金・授業料等
内訳

前期

後期

年額

入学金

280,000

280,000

授業料

415,000

415,000

830,000

施設設備費

105,000

105,000

210,000

諸会費

45,000

合 計

845,000

45,000
520,000

1,365,000

① 入学金および諸会費（学友会費・同窓会費）は入学時のみ徴収します。
② 上記のほか、期ごとに以下の教育充実費の納入が必要です。
学部

学科

経営経済学部

経営学科／経済学科

12,500

心理コミュニケーション学科

9,000

人間健康科学科

6,500

スポーツ行動学科

15,500

国際コミュニケーション学科／国際観光学科

5,500

人間科学部

国際教養学部

教育充実費

③ 授業料、施設設備費、教育充実費等は前期・後期に分けて、指定する期日までにそれぞれ
一括納入してください。
❷ 本学では入学前の寄付金制度はありません。入学後、寄付金を募集するときは全て任意の取り
扱いです。

１６.入学辞退および前期学納金等の返還
各選抜に合格した者が入学を辞退する場合、以下のサイトから入学辞退登録の手続をしてくださ
さい。
なお、入学辞退手続の有無にかかわらず、所定の期間内に学納金の納付および入学手続登録を完
了していない場合は入学辞退とします。
また、一旦入学辞退登録の手続を完了した後に取り消すことはできませんので、十分ご注意くだ
さい。

2023年3月21日（火・祝）までに入学辞退登録手続を完了し、「授業料等返還申請書」を提出した
場合、納入済みの前期学納金 （授業料・施設設備費・教育充実費・諸会費）から、返還に要す
る振込手数料を差し引いた金額の返還に応じます。
なお、返還申請書の本学到着から返還金の振込みまでに約4週間要しますので予めご了承ください。
ご不明な点は入試・広報部までお問い合わせください。
Tel：0120-585-160（入試相談フリーダイヤル）平日9:30～17:30

入学辞退登録手続：【入試情報サイト】https://oiuvoice.com/examination/

【入試情報サイト】
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１７.単位認定
卒業した短期大学（部）等の専攻分野を問わず、各学部とも62単位を上限（卒業要件単位数は124
単位）として認定します。
また、必要に応じて読み替え認定をすることがあります。認定内容は入学後に各学部・学科から
通知します。

１８.宿泊案内
本学（守口キャンパス）周辺には、沿線に以下のホテルがあります。利用される方は早めに各自
でお申し込みください。
また★印のホテルは、別紙｢受験生宿泊申込書｣（ダウンロード）に記載の旅行代理店にて手配も
可能ですので、早めにお申し込みください。
施設名・電話番号
門真パブリックホテル

06-6906-1151
スーパーホテル門真

06-6904-9000
★ホテルアゴーラ大阪守口

06-6994-1111
★ホテル京阪京橋グランデ

06-6353-0321
★ホテルＮ Ｃ Ｂ

06-6443-2255
ホテル京阪天満橋

06-6945-0321
大阪キャッスルホテル

06-6942-2401
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

06-6223-1131
ハートンホテル西梅田

06-6342-1111

所在地

最寄り駅

大阪府門真市新橋町2-8

京阪門真市駅徒歩3分

大阪府門真市新橋町15-20

京阪門真市駅徒歩2分

大阪府守口市河原町10-5

京阪守口市駅徒歩1分

大阪市都島区東野田町2-1-38

京阪･JR京橋駅徒歩1分

大阪市北区中之島6-2-27

京阪中之島駅徒歩3分

大阪市中央区谷町1-2-10

地下鉄･京阪天満橋駅徒歩1分

大阪市中央区天満橋京町1-1

地下鉄･京阪天満橋駅上

大阪市中央区高麗橋2-5-7

地下鉄･京阪淀屋橋駅徒歩5分

大阪市北区梅田3-3-55

JR大阪駅徒歩3分
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