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大阪商業大学のAO入学試験は

自己アピール型 総合探究型

部活動や生徒会、学級委員でがんばった、資格・検定試験や

コンテストに挑戦した、大阪商業大学で学びたいという強い

理由がある人などが対象。

AO入試は「大阪商業大学と受験生とのマッチング」を重視した入試。

学力試験では十分に伝わらない、本学で学びたいという強い意志をもち、

それを自分の言葉で表現できる受験生を評価します。本学で学び「世に

役立つ人物の養成」という建学の理念を具現化できる受験生を求めます。

もっとも大きな違いは「学力試験」による評価があるか

ないかです。AO入試は、受験生の意欲や目的意識など

を多面的に評価するため、学力試験は実施せず課題

作成や個別面談をおこないます。あなたのこれまでの

努力や将来への可能性、本学建学の理念やアドミッ

ションポリシーとの整合性を重視します。

AO入学試験ってどんな入試?AO入学試験ってどんな入試?

どこが違う？どこが違う？

2つの種別（型）があります。2つの種別（型）があります。

AO入学試験 一般選抜（一般入試）と

「これまで何をがんばってきたか」、そのことによって
「どんな未来を実現したいか」を評価する入試です。

「○○を学びたい！」
というあなたの意志と

大学が求める学生像との
マッチングが
ポイント

▼

専願制

▼

大商大が第一志望だ
　という人にオススメ

AO入試

▼

併願制

▼

学力試験（教科・科目）の成績を
　評価して欲しい人にオススメ

一般選抜
（一般入試）

対象はこんな人

本学が提示する複数の課題から選択し、自分の学習や課外活

動、社会体験をもとに意見を述べてアピールしてください。

選考では

高校の「総合的な探究（学習）の時間」を通して学んだこと

や興味をもったことをベースに、大阪商業大学で自らが取り

組みたいことを表現できる人が対象。

対象はこんな人

「総合的な探究（学習）の時間」での学びを飛躍させて、本学

のどの学科で、何を学びたいかを具体的に話してください。

選考では

A

A
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あなたは、どのタイプ?

タイプ別 AO入試チェック!  タイプ別 AO入試チェック!  

自己アピール型

オープンキャンパスに
参加して大商大が
第一志望になった!

資格や検定試験の
合格へ向けて
頑張った!

学級委員や
生徒会活動で
中心的な役割を
果たした!

クラブ活動や
コンテスト等を
頑張った!

大阪商業大学で
フィールドワークゼミナールに参加し、
身近な地域の課題を解決したい！

タイプ例

1
タイプ例

1

タイプ例

2

タイプ例

3

タイプ例

4

高校でSDGsの
調査をしていく中で、
河川環境や地域福祉、

少子高齢化などの問題に
興味をもった。

大阪商業大学でマーケティングや
商品企画の勉強がしたい！

将来は、人の役に立つ商品やサービスを
自分でつくってみたい！

タイプ例

2
高校で商品開発に取り組み、
実際にオリジナル商品を

販売した。

あなたが熱中したことは何？大商大のＡＯ入試はあなたの頑張りをしっかり評価します。
自分にあった種別（型）でＡＯ入試にチャレンジしてください。

模擬授業で興味をもった公共学を
大阪商業大学で学んでみたい!

大阪商業大学で経済や会計の勉強をして
税理士をめざしたい!

大阪商業大学で組織を引っ張るリーダー
になる勉強がしたい!

大阪商業大学で
スポーツビジネスやマネジメントを学びたい!

総合探究型
たとえばこんな方にオススメ！ たとえばこんな方にオススメ！



試験会場

入学検定料 35,000円 （事前審査は無料です）

本学／〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10

提出書類と個別面談による事前審査を行い、出願可否を判定します。
出願許可者は期間内に出願してください。試験では書類審査及び面接・口頭試問を実施します。

出願資格

選考について

本学のアドミッションオフィスによる事前審査で出願が許可され、本学を専願とする者。

事前審査申込について

入学試験の詳細は、
本学公式Webサイトで
ご確認ください。

AO入学試験は、事前審査で出願許可された方のみ出願が可能です。
本学公式WEBサイト上で公開する必要書類を作成し、申込期間内に事前審査書類を提出してください。

事前審査申込資格

以下の①および②に該当する者。
①次のいずれかに該当する者。
● 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または、2023年3月卒業見込みの者。
● 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または、2023年3月修了見込みの者。
● 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、または、2023年3月までにこれに該当する見込みの者。
②建学の理念「世に役立つ人物の養成」に共感し、本学の求める学生像（アドミッションポリシー）を理解する者。

■ 総合型選抜 AO入学試験概要

審査書類や面談・面接で、自分をアピールするポイント

Close
up!

「自分はこういう人物でこんな考えを持っています！」ということを伝えるために、

あなた自身が経験してきたことを以下の例を参考にまとめてみましょう！

志望動機

アドミッションポリシーだけでなく、カリキュラムポリシー/ディプロマポリシーも自分

なりに理解を深めて、学科への志望動機をまとめることがポイント。

高校までの学びや活動が、どの学科なら活かせるかを考えながら整理しましょう。「どの

学科でもOK」では、高い評価を得ることはできません。「なぜその学科で4年間学びたい

のか」を自分の中でクリアにすることが大切です。

自分の考えを自分の言葉で表現すること
大阪商業大学の○○学科で学びたい理由を
自分のエピソードに関連づけること

大切なことは

活動実績や
高校生活で
がんばったこと

がんばって得た実績はもちろん重要。加えて、「がんばった理由」や「努力のプロセス」、それに

かけた思いに焦点をあてて、あなたの「意欲や情熱」が伝わるように心がけましょう。

また、部活動であれば、「何に価値を感じてがんばったのか」、探究学習であれば「どん

な点に興味をもったのか」や「探究成果が社会でどのように役に立つと思ったのか」など、

具体的に述べられるように準備しましょう。

将来の夢や
大学で

挑戦したいこと

「将来は起業したい」など夢がある人は、その夢を実現するために、大学で何を学びたいか

をアピールしましょう。夢なんてまだ決まっていない…という方でも、まったく問題ありま

せん。自分が興味のあることを思い浮かべ、その興味を未来へと広げるためには、どの学科

で学ぶべきか、どの活動に取り組むべきかをアピールしましょう。



入試スケジュールをCheck！ 総合型選抜

出願時
から専願

その他の
総合型選抜

Ａ日程 Ｂ日程

7/10（日）

公開 公開

9/9（金）

10/15（土）

11/1（火）

8月下旬

8/1（月）～21（日）
※必着

9/20（火）～30（金）
※消印有効

9/26（月）

11/14（月）

12/3（土）

12/9（金）

11月上旬

11/12（土）

10/11（火）～27（木）
※必着

11/15（火）～25（金）
※消印有効

課題などの
公開日

事前審査
申込期間

事前審査日

事前審査日
のお知らせ

事前審査
結果通知日

出願期間

試験日

合否発表日

出願許可者は、出願書類を準備・作成し、
提出してください。(注)出願時から専願となります。
自己申告書（本学所定様式）の作成が必要です。

書類審査及び面接・口頭試問を実施します。

受験者に合否通知を郵送します。

本学公式Ｗｅｂサイトから必要書類をダウンロードし、
作成してください。

作成した書類をアドミッションオフィス宛に
提出してください。

事前審査日を本学から通知します。

事前審査として
個別面談（約30分程度）を実施します。

本学公式Ｗｅｂサイトで事前審査結果を発表します。

AO入学試験  A日程・B日程AO入学試験  A日程・B日程

※総合型選抜では、
　学校長による推薦は
　必要ありません。

GETコース希望者のための入試制度です。基礎学力テストもしくは
資格等取得状況に加えて、面接・口頭試問による総合選考を行います。海外留学公募制入学試験（GETコース選抜）

基礎学力テスト（高得点1科目）と、資格等取得状況及び調査書を点数化し
選考します。資格点は取得資格に応じて70点～100点まで加点します。資格公募制入学試験

基礎学力テスト（2科目）により選考します。選考方法は「基礎テスト型／
調査書型」を自分で選択。調査書型は、調査書を点数化して選考します。

公募制入学試験

スポーツ活動で優れた成績を残している方を対象とする入試制度です。
学業とスポーツ活動の両立に積極的に取り組んでいただける方を求めています。

スポーツ活動実績利用入学試験 前期・後期

全国商業高等学校協会による推薦者を対象とする入試制度です。
本制度による入学者は、学費を4年間半額免除します。

全商協会資格利用入学試験

資格取得への取り組みを高く評価する入試制度です。
出願資格として、本学が指定する資格・検定の取得実績が必要です。

資格利用入学試験

自己アピール型 ● 事前審査シート ● 事前審査課題

総合探究型 ● 事前審査シート ● 活動シート

9/3（土） または 4（日）
※どちらか1日になります。



事前申込制／人数限定（先着順）

学長からの応援メッセージをCheck！

学長 谷岡 一郎

6/19 日

10/2 日

10：00～14：00

10：00～14：00

AO入試対策講座 模擬面接や など役立つプログラムが満載！

AO入試対策オープンキャンパス

経済学部 経済学科

◆ 世の中の経済の動きについて
　理解を深めたい。

◆ 貧困の克服や格差の是正について
　学びたい。

◆ 地域経済について学びたい。

◆ 国や地方自治体の財政に
　関心がある。

◆ 不動産資産の有効活用に
　関心がある。

◆ 金融や証券の仕組みに関心がある。

◆ 安心で安全な食や住まいに
　関心がある。

◆ 環境問題について学びたい。

◆ 中小企業の課題について学びたい。

◆ 特色あるものづくりに関心がある。

［企業経営分野］

［簿記・会計および情報処理分野］

◆ 企業の仕組みや組織・運営に
　関心がある。

◆ 企業の海外進出や輸出入など
　国際的に活動する仕事に
　関心がある。

◆ 簿記・会計に興味・関心がある。

◆ 自ら事業を起こして、
　経営者になりたい。

◆ 企業経営に必要な法律を学びたい。

◆ 産業や企業経営の歴史を学びたい。

◆ 社会において企業が果たすべき
　責任について関心がある。

◆ 企業における売上や利益の
　管理・分析に関心がある。

◆ 情報処理の知識や技術を
　生かせる仕事につきたい。

◆ 情報産業やコンピュータに
　興味・関心がある。

◆ 簿記・会計の知識や技能を
　さらに伸ばしたい。

［スポーツと社会参加コース］

［地域と社会参加コース］

［公共とビジネスコース］

◆ スポーツに関わる仕事につきたい。

◆ 公務員などの仕事につきたい。

◆ 企業などの仕事を通して
　地域社会に貢献したい。

◆ NPOやボランティアなどによる
　社会貢献活動や地域の活性化に
　関心がある。

◆ NPOやボランティアなどによる
　社会貢献活動や地域の活性化に
　関心がある。

◆ 企業などの仕事を通して
　地域社会に貢献したい。

◆ 地域の観光に関わる
　仕事につきたい。

◆ 企業などの仕事を通して
　地域社会に貢献したい。

◆ 公務員などの仕事につきたい。

◆ 環境や福祉・文化に関心をもち、
　その事業化や運営に携わりたい。

◆ 公務員などの仕事につきたい。

◆ NPOやボランティアなどによる
　社会貢献活動や地域の活性化に
　関心がある。

［流通分野］

［マーケティング分野］

◆ 小売業や卸売業の歴史、現在の
　状況、将来の姿について学びたい。

◆ ヒット商品が生まれるまでに、
　どのような工夫がなされたのかに
　興味がある。

◆ 商業について教える教員や、
　小売業や卸売業の経営について
　アドバイスする仕事につきたい。

◆ 商品の仕入れや販売などビジネス
　に必要な法律について学びたい。

◆ 生産者から消費者に商品が
　届くまでに必要とされる情報や
　情報処理技術について学びたい。

◆ 商品が生産されてから、卸売業や
　小売業を経て消費者が購入し、
　廃棄されるまでに関心がある。
◆ 商品の輸入や輸出に関心がある。

◆ 小売業、外食産業、サービス業
　など自分の店を持ちたい。

◆ 販売や営業など人と接する
　仕事につきたい。

◆ 新しい商品の開発や仕入れの
　仕事につきたい。

◆ 商品の製造原価、仕入れ価格や
　販売価格などに興味がある。

◆ 消費者の買物行動や
　消費者心理について学びたい。

総合経営学部 経営学科 総合経営学部 商学科 公共学部 公共学科

アドミッションポリシー（求める学生像）

建学の理念

建学の理念を支える4つの柱

7/10 日・17日・31日 8/6 土・21日・27 土
5/15 日・29 日 各日10：00～14：00学びまるわかり

オープンキャンパス

夏の
オープンキャンパス

秋の
オープンキャンパス

キャンパスを
感じる
チャンスが
 いっぱい！ 各日10：00～15：00

詳しくはコチラ！

学生一人ひとりに寄り添い、共に考えながら支援することで、何事にもプラス思考で取り組める、
前向きな心を持った魅力ある人物を養成しています。

世に役立つ人物の養成

思いやりと礼節
国際社会に通用する

「思いやりと礼節」をわきまえた
責任感の強い立派な人間

基礎的実学
学習活動に真面目に取り組み

「基礎的実学」を
修得した人間

柔軟な思考力
いかなる状況の変化にも対応できる

「柔軟な思考力」を
保持する人間

楽しい生き方
困難な状況下でも

つねにプラス思考で取り組み
「楽しい生き方」のできる人間

■ 経済学部／経済学科　 ■ 総合経営学部／経営学科・商学科　 ■ 公共学部／公共学科
〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10

06-6787-2424（広報入試課直通） PC・スマートフォン https://ouc.daishodai.ac.jpTEL

あなたが大きく成長できる環境、
楽しい人生を送るための出会いがあります。


