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アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）1
１．入学者受け入れの基本方針
　�　岡山商科大学では、「教育理念」に示す社会事象を的確に捉え、分析し、創造的に問題を解
決することができ、かつ、心豊かさ（文化的知性）を有する人材を育成することと定めており、
これを具現化するために、高大連携アドバイザーによるきめ細かな情報伝達、各種特待生制
度を設け、以下の入学試験により、意欲を持つと共に、多様な能力や目的を持った入学生を
募集しています。

２．学科別求める学生像

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性を持って多様な人々と協働
して学ぶ態度（主体性・態度）

法
学
科

①�法学、政治学を学ぼうとする意
欲のある人。
②�一般的な広い知識を学ぼうとす
る意欲のある人。

①�法律上の問題や紛争を解決する
力を養おうとする意欲のある人。

①�高い志をもって社会に貢献した
いという意欲のある人。

経
済
学
科

①�本学部の教育を受けるのに必要
な基礎学力を備えている人。
②�高等学校での正課・課外に主体
的に取り組み、優れた実績をあ
げた人。

①�地域社会や国際社会の活性化に
取り組む意欲のある人。
②�社会が培った文化や社会の将来
に関心を持っている人。

①�チャレンジ精神を持ち、困難な
ことに取り組む意欲のある人。
②�他者を尊重し、豊かな人間関係
を作る意志のある人。

経
営
学
科

①�経営学、会計学、情報・メディ
ア学に加え、それらを活用し社
会に貢献できる人。

①�社会変化、とりわけビジネス現
象に関心を持ち、経営的視点か
ら洞察しようとする意欲のある
人。
②�できるだけ早く将来の進路を決
定し、仕事を通じて自分が成長
するだけではなく、社会に貢献
しようとする強い意志を持つ人。
③�コミュニケーション能力の向上
に努める人。

①�自発的、創造的かつ、リーダー
シップを発揮できる人材として
成長しようとする強い意志を持
つ人。

商
学
科

①�マーケティング、観光、企画開発・
デザインに関する知識・技能を
学ぶ意欲のある人。

①�情報革新とグローバル化に対応
したビジネスエキスパートに必
要な思考力・判断力・表現力を
養う意欲のある人。

①�高い目標意識と将来の志望を持
ち続け学ぶ意志のある人。

商
学
科
Ｆ
Ｐ

①�パーソナルファイナンスを中心
として金融諸理論を勉強し、２
級FP技能士・AFP等の資格取得
を目指す人。

①�金融に関する諸問題、特に個人
の資産形成に対して的確なアド
バイスができる思考力・判断力・
表現力を養う意欲のある人。

①�高い目標意識と将来の志望を持
ち続け学ぶ意志のある人。

３．高等学校段階で習得・経験しておくことが望ましい事項
　　（1）�知識・技能
� ①高等学校の主要教科科目の教科書レベルの知識を習得している。
� ②スポーツ、音楽等の技能、特定分野の資格を習得している。
　　（2）�思考力・判断力・表現力
� ①物事を多面的に思考し、判断し、まとめて自己表現をした経験を有する。
　　（3）�主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
� ①�社会の諸問題に関心を持ち、主体的に他者とかかわり、対話を通して相互理解をす

る活動に参加した経験を有する。
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Web出願の流れ2
⑴　Web出願トップページへアクセス
　�　Web出願のページには、岡山商科大学のホームページ、スタディサプリからアクセスでき
ます。

　●岡山商科大学ホームページ
　　https://www.osu.ac.jp

⑵　志望情報を入力
　　�志望する入試制度、学部、学科等を選択してください。
入学検定料も確認できます。

⑶　個人情報を入力
　　画面の案内にそって、入力してください。

　　��

氏名や住所など入力は慎重に行ってください。
間違えると受験票が届かない場合があります。

⑷　出願内容の確認
　　入力した志望情報と個人情報について、確認してください。

⑸　必要書類の確認
　　必要書類の内容を確認してください。

⑹　決済情報を入力
　�　支払方法として、コンビニエンスストア・ATM・ネットバンキング、またはクレジットカー
ドのいずれかを選択してください。

コンビニエンスストア
（セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート）
金融機関ATM【Pay-easy】
ネットバンキング

クレジットカード
（VISＡ・MasterCard・JCＢ・ＡMERICＡN�EXPRESS・Diners�Club）

　�　詳しい支払方法については、Web出願トップページの「入学検定料の支払方法について」
を確認してください。

●スタディサプリ
　https://studysapuri.jp

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
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⑺　出願登録の完了
　�　出願番号（受験番号ではありません）が発行されるので、メモするか、画面を印刷してください。
　�　出願番号は、後で出願情報を確認する場合と、出願書類を郵送する際に必要です。
　�　また、コンビニ・ATM【Pay-easy】・ネットバンキングを選択した場合は、入学検定料の
支払いに必要な決済番号もメモしてください。

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

電話番号①

出願番号

（自宅・本人携帯・保護者携帯）

　　また、出願の内容に応じた必要書類が表示されますので、確認し、準備してください。
　※入力した情報の変更
　�　入学検定料支払い前であればWeb出願ページの「出願内容を確認・変更する（ログイン）」
ボタンから変更が可能です。入学検定料を支払い済みの場合は、変更はできません。

　�　（クレジットカード決済の場合、出願登録完了と同時に支払い済みになりますのでご注意く
ださい。）

⑻　出願書類のダウンロード
　�本学ホームページの「入試情報」からダウンロード、印刷してご利用ください。
　�●岡山商科大学ホームページ
　　https://www.osu.ac.jp

⑼　出願書類の郵送
　�　登録完了画面から宛名ラベルを開き、印刷し、市販の封筒に貼付してください。
　�　その封筒に、出願書類を封入し、以下の送付先に簡易書留・速達で郵送してください。

「プリンタを所有していない」「スマートフォン・タブレットから操
作する」「印刷できない」のいずれかに該当する方は、封筒に宛
名ラベルの内容を転記してください。

〒700−8601
岡山市北区津島京町２丁目10−１
　岡山商科大学　入試課　御中

※画像はイメージです。
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⑽　入学検定料の支払い
　�　入学検定料の支払いは、以下のいずれかの方法で行ってください。
　�　詳しい支払方法については、Web出願トップページの「入学検定料の支払方法について」
を確認してください。

　■入学検定料支払手数料について
　　入学検定料の他に、１回の出願ごとに支払手数料が必要となります。

【コンビニ・金融機関ATM・ネットバンキング】� 【クレジットカード】

入学検定料：５万円未満 440円 検定料金額に関わらず一律 440円
入学検定料：５万円以上 660円

　※一旦支払われた入学検定料は返金いたしません。ご注意ください。

　①コンビニエンスストア
　　�現金での支払いとなります。１回の出願につき30万円以上の支払いはできません。
　　〈支払手順〉

⼊学検定料の支払いは、以下のいずれかの方法で⾏ってください。
詳しい支払い方法については、Web出願サイトの「⼊学検定料の支払方法について」
ページを確認してください。

■⼊学検定料支払い⼿数料について
⼊学検定料の他に、１回の出願ごとに支払い⼿数料が必要となります。
コンビニ・⾦融機関ATM・ネットバンキング クレジットカード

⼀旦支払われた⼊学検定料は返⾦致しません。ご注意ください。

現⾦での支払いとなります。１回の出願につき３０万円以上の支払いはできません。
＜支払⼿順＞

※上記画⾯は変更される場合があります。

検定料⾦額に関わらず⼀律 440円

⼊学検定料︓5万円以上 660円

９ ⼊学検定料の支払い

①コンビニエンスストア

⼊学検定料︓5万円未満 440円

セブン‐イレブン

レジにて「インター
ネット支払い」と
店員に伝え、プリン
トアウトした【払込
票】を渡すか、
【払込票番号】を伝
えお支払ください。

※プリントしなかっ
た場合は、番号を伝
えるのみでOKです。

マルチコピー機は使
用しません

ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ
ﾛｰｿﾝ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ
(Loppi)

ｾｲｺｰﾏｰﾄ

出願情報が正しければ

「確認」「印刷」ボタンを押す

端末より申込券が出るので30分以内に

レジにて⼊学検定料を現⾦にて支払う

「オンライン決済番号」を⼊⼒

レジで店員に

「オンライン決済」

と伝える

レジにて

⼊学検定料を

現⾦にて支払う

各種サービス

メニュー

マルチペイメント

サービス

「お客様番号」を⼊⼒

各種代⾦・

インターネット受付・

スマートピットの

お支払い

各種代⾦お支払い

「確認番号」を⼊⼒

代⾦支払い

(コンビニでお支払い)

番号⼊⼒画⾯に進む

「お客様番号」を⼊⼒

「確認番号」を⼊⼒

同意して利用する

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
(Famiﾎﾟｰﾄ)

レジで店員に

「インターネットの

支払」

と伝える

※上記画面は変更される場合があります。
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②金融機関ATM【Pay-easy】
　以下の支払い可能金融機関でPay-easyマークの付いているATMで支払うことができます。�
１回の出願につき、現金では10万円未満、キャッシュカードでは100万円未満の支払いが可能
です。

（利用可能な金融機関の一例）
・ゆうちょ銀行� ・三菱UFJ銀行
・みずほ銀行� ・三井住友銀行
・りそな銀行/埼玉りそな銀行

●支払い可能金融機関は下記ページの「ATM利用可能一覧」を確認してください。
　http://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html

〈支払手順〉
　　１　「税金・料金払込み」又は「Pay-easy」を選択
　　２　「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力
　　３　現金またはキャッシュカードを選択して、入学検定料を支払う

③ネットバンキング
　都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協などのネットバンキング
を利用することができます。事前に金融機関にて申し込みが必要です。
　また、楽天銀行、auじぶん銀行、PayPay銀行、住信SBIネット銀行でも支払うことができます。
事前に金融機関にて口座の開設が必要です。

〈支払手順〉
　　１　出願登録完了画面を開く
　　２　［ネットバンキングでの支払いに進む］ボタンを押す
　　３　ネットバンキングの契約をしている金融機関を選択し、ログインする

④クレジットカード
　以下のロゴマークがあるクレジットカードで支払うことができます。

　本人確認のため、クレジットカードに記載されている情報を入力しますので、出願前にクレ
ジットカードを準備してください。支払い方法は一括払いのみです。
　クレジットカードの利用限度額を確認した上で利用してください。

〈支払手順〉
　　１　出願登録完了画面を開く
　　２　［クレジットカードでの支払いに進む］ボタンを押す
　　３　画面の案内にしたがい、クレジットカードの情報を入力する
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トピックス3
～ 2022年度入試から「第２志望制度」スタート～
下記の対象入試にて、Web出願時に第２志望を選択した場合、もし第１志望の学部学科が不合
格であっても、第２志望の学科にて合否判定を行う制度です。詳細は、P29をご確認ください。
【対象入試】
学校推薦型選抜
　一般公募制推薦入試�前期Ａ・Ｂ日程、後期日程
一般選抜
　一般入試�前期Ａ・Ｂ日程、中期日程、後期日程
　大学入学共通テスト利用入試�前期日程、中期日程、後期日程
【対象学部学科】
　法学部法学科、経済学部経済学科、経営学部経営学科、経営学部商学科

（例）
　一般入試前期Ａ日程
　　第１志望　経営学部経営学科　第２志望　経済学部経済学科
　
　　第１志望が不合格の場合　⇒　第２志望　で合否判定　
　　第２志望で合格の判定となった場合　経済学部経済学科で合格！！

～検定料割引について～
検定料
　　30,000円・・・総合型選抜：AO型・自己推薦型
　　　　　　�　　　学校推薦型選抜：専門能力推薦入試Ａ・Ｂ、一般公募制推薦入試
　　　　　　�　　　一般選抜：一般入試
　　15,000円・・・一般選抜：大学入学共通テスト利用入試

併願同時出願割引
　　●学校推薦型選抜：一般公募制推薦入試（前期Ａ日程）と（前期Ｂ日程）を併願
　　　一　般　選　抜：一般入試（前期Ａ日程）と（前期Ｂ日程）を併願
　　　　前期Ａ日程＋前期Ｂ日程＝60,000円　→　30,000円
　　●一　般　選　抜：大学入学共通テスト利用入試の同一日程で複数学科を併願
　　　　学科①＋学科②＝30,000円　→　20,000円
　　　　※２学科目以降、１学科あたり5,000円
　　　　　商学科（FPコース）と（その他のコース）の併願不可
　　●一　般　選　抜：一般入試と大学入学共通テスト利用入試の同一日程を併願
　　　　一般入試＋大学入学共通テスト利用入試＝45,000円　→　35,000円
　　　　※大学入学共通テスト利用入試において、２学科目以降、１学科あたり5,000円
　　　　　商学科（FPコース）と（その他のコース）の併願不可
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2022年度入試における入試区分別募集人員（学部１年次）４
入試区分別募集人員

学部 学科 総合型
選抜

学校推薦型選抜 一般選抜 私費留学生
国内入試
Ⅰ期 ･Ⅱ期
社会人�
特別入試
（別科生対象）

合計指定校
推薦入試

専門能力
推薦入試Ａ・B

一般公募制
推薦入試 一般入試 大学入学共通テスト

利用入試

前期 後期 前期 後期 前期 中期 後期 前期 中期 後期

法学部 法学科 4 12 11 3 10 5 15 8 2 8 4 2 1 85

経済学部経済学科 3 11 6 3 13 5 16 3 3 10 3 3 1 80

経営学部
経営学科 10 26 16 6 20 5 25 12 4 14 7 3 2 150

250
商学科 4 20 10 3 14 3 20 5 2 10 5 2 2 100

計 21 69 43 15 57 18 76 28 11 42 19 10 6 415

入試区分計 21 202 186 6 415

※�出願状況及び選考の結果、学力等が本学の求める水準に満たさないと判断される場合においては、合格者数が入試区分別募集人
員を下回ることがあります。

学部・学科、入試区分・試験名称５
学　　部 学　　科 入試区分・試験名称

法　学　部 法 学 科（公務員コース
　企業コース　）

・【総合型選抜】
AO型・自己推薦型入試〔専願入試〕
第１回・第２回

・【学校推薦型選抜】
（専願入試特待生制度対象）
指定校推薦入試〔専願入試〕
特別指定校推薦入試〔専願入試〕
（専願入試特待生制度対象）
専門能力推薦入試Ａ・Ｂ〔専願入試〕
　前期日程　後期日程
（特待生特別奨学制度対象）（資格取得特待生制度対象）
一般公募制推薦入試
　前期Ａ日程　前期Ｂ日程　後期日程

・【一般選抜】
（特待生特別奨学制度対象）（資格取得特待生制度対象）
一般入試
　前期Ａ日程　前期Ｂ日程
　中期日程　後期日程
（特待生特別奨学制度対象）（資格取得特待生制度対象）
大学入学共通テスト利用入試
　前期日程　中期日程　後期日程

経済学部 経済学科
　経済理論・政策コース（金融コース　　　　　）　経済データサイエンスコース

経営学部

経営学科
　経営コース（情報・メディアコース）　会計コース

商 学 科
　マーケティングコース（企画開発・デザインコース）　観光コース

商 学 科（ファイナンシャルプランニングコース）

※�経営学部商学科ファイナンシャルプランニングコースのみ、出願時にコースを選択のう
え、出願する必要があります。

※�指定校推薦入試及び特別指定校推薦入試の学生募集要項は、所属する高校または入試課
にお問い合わせください。
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総合型選抜：AO型・自己推薦型入学試験要項６
　AO型・自己推薦型入試の事前選考に関する詳しい情報は、本学ホームページより「総合型選
抜：AO型・自己推薦型入試エントリーガイド2022」をご参照ください。

⑴　出 願 資 格
　①　�高等学校もしくは中等教育学校を2022年３月卒業見込みの者。
　②　�本学を専願し、法学部法学科、経済学部経済学科、経営学部経営学科、経営学部商学科、

経営学部商学科ファイナンシャルプランニングコースのAO型・自己推薦型入試の事前
選考を通過した者。

⑵　本選考出願受付期間
出　願　受　付　期　間

第１回
【出願期間】2021年
10月８日（金）０：00～
10月15日（金）23：00

【入金期限】
10月15日（金）
23：59

【書類郵送期限】
10月16日（土）
消印有効

Web出願のみ

第２回
【出願期間】2022年
１月28日（金）０：00～
２月４日（金）23：00

【入金期限】
２月４日（金）
23：59

【書類郵送期限】
２月５日（土）
消印有効

⑶　試験日と合格発表日
試　験　日 合格発表日

第１回 2021年10月23日 （土） 2021年11月１日 （月）

第２回 2022年２月12日（土） 2022年２月18日（金）

⑷　試 験 会 場
岡　 山　 商　 科　 大　 学 岡山市北区津島京町２丁目10−１
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⑸　選 考 方 法
試験名称 試験時間 試験科目 試験内容

ＡＯ型 ９：30～ 面接・口頭試問�
個別選考�約15分間

●�事前選考時の面接・口頭試問の
際に提示された「課題」につい
て回答する。

自己推薦型 ９：30～

プレゼンテーション・面接

個別選考�約15分間�
��⌈プレゼンテーション：
⎹　　　　　　　約５分間
��⌊面接：約10分間

●�事前選考時に提示された「発表
内容」を基に自由な形式で発表
する。

（例）�作成した資料を配布して発表。
　��　�パワーポイントを使用して発

表。
※�PC・プロジェクター等を使用希
望の場合は、出願時に提出する
選考方法選択申請書にチェック
すること。また、本選考当日には、
USB等のメモリーを持参するこ
と。
※�パワーポイント使用及び資料配
布の場合は、面接官用に配布資
料を印刷の上、４部を本選考当
日に持参すること。
※�PC・プロジェクター以外で、必
要な機材等がある場合は、出願
時に提出する選考方法選択申請
書に必要事項を記入すること。
機材等の内容によっては、受験
者本人に持参いただく場合があ
る。

⑹　出 願 手 続
　●出願書類
　　�　Web出願後、検定料を支払い、下記の必要書類をそろえて市販の角２封筒（角形２号）

に入れ、書類郵送期限内に入試課へ簡易書留・速達で郵送してください。封筒には、Web
出願完了画面から印刷できる宛名ラベルを貼ってください。

　　①出身高等学校の調査書
　　②志望理由書（様式２）
　　③選考方法選択申請書（様式４）
　　　※�②、③の書類は本学ホームページ上の「学生募集要項」のページからダウンロードで

きますので、A４普通紙に印刷して使用してください。
　　　【送付先】〒700−8601
　　　　　　��　岡山市北区津島京町２丁目10−１
　　　　　　　　��岡山商科大学　入試課　行
　　　【書類郵送期限】第１回：2021年10月16日（土）消印有効
　　　　　　　　　　�第２回：2022年２月５日（土）消印有効
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　●検定料について
　　検定料　30,000円
　　以下の①～③の方法でお支払いください。
　　①クレジットカード
　　②コンビニエンスストア
　　③ネットバンキング、金融機関ATM（Pay-easy）
　●AO型・自己推薦型の選択について
　　�本選考出願時に、選考方法（AO型・自己推薦型）を選考方法選択申請書にて提出してくだ
さい。原則、事前選考エントリー時に登録した選考方法としてください。

　●その他
　��①　AO型・自己推薦型入学試験は、専願入試です。合格後の入学辞退は不可です。
　��②　合格者には、本人宛に合格通知書とともに入学手続に必要な書類を郵送します。
　��③　�経営学部商学科ファイナンシャルプランニングコース受験者が不合格の場合、経営学部

商学科（マーケティングコース、企画開発・デザインコース、観光コース）で合格する
ことがあります。



12

学校推薦型選抜：専門能力推薦入学試験A（一般型）要項７
⑴　出 願 資 格
　�　高等学校もしくは中等教育学校を2022年３月卒業見込みの者で、次に示す特定資格、ス
ポーツ、文化・芸術、社会的活動およびリーダーシップのいずれかの分野において実績を有し、
本学を専願する者。

　 特定資格分野
　　次のうちいずれか１つ以上の資格を取得している者。
　　①　�外国語〔実用英語技能検定準２級以上、全商英語検定１級、TOEIC（L&R）430点以上、

GTEC（４技能）840点以上（OFFICIAL�SCORE�CERTIFICATE）、中国語検定３級以上〕
　　②　簿記〔全商簿記実務検定２級または日商簿記検定３級以上〕
　　③　�情報処理〔基本情報技術者以上、ITパスポート、全商情報処理検定１級、全工情報技

術検定１級〕
　　④　�その他〔統計検定３級、実用数学技能検定２級、国内旅行業務取扱管理者、全商珠算・

電卓実務検定１級、日本漢字能力検定２級、乙種危険物取扱者（全類）、全工計算技術
検定１級、ファイナンシャル・プランニング技能士３級または、これらの資格と同等
以上と認められる資格〕

　 スポーツ分野
　�　高等学校での戦績が、都道府県単位以上の競技大会で上位８位以内を占めた者。

　 文化・芸術分野
　�　高等学校等で組織する文化関係連盟、団体等（全文連、全商協、全工協等）の主催する原
則として都道府県単位以上の大会、コンクール等に出場した者。

　 社会的活動分野
　�　地域活動、ボランティア活動、文化的活動等の社会的分野で顕著な貢献をした者。

　 リーダーシップ分野
　　①　高等学校公認の部活動において、部長または主将を務めた者。
　　②　高等学校において、生徒会の会長または副会長を務めた者。

　　備考：�上記に記載している資格や実績以外であっても、同等以上と判断される場
合は、出願期間開始日前までに入試課へご相談ください。



13

⑵　出願受付期間
日　程 出　願　受　付　期　間

前期日程
【出願期間】2021年
11月１日（月）０：00～
11月10日（水）23：00

【入金期限】
11月10日（水）
23：59

【書類郵送期限】
11月11日（木）
消印有効 Web出願

のみ
後期日程

【出願期間】2022年
１月14日（金）０：00～
１月25日（火）23：00

【入金期限】
１月25日（火）
23：59

【書類郵送期限】
１月26日（水）
消印有効

⑶　試験日と合格発表日
日　程 試　験　日 合格発表日
前期日程 2021年11月27日（土） 2021年12月３日（金）�午前10時
後期日程 2022年２月６日（日） 2022年２月11日（金・祝）�午前10時

⑷　試 験 会 場
日　程 地　区 試　験　場 所　在　地
前期日程 岡　山 岡 山 商 科 大 学 岡山市北区津島京町２丁目10−１後期日程

⑸　選 考 方 法
　�　基礎学力テスト（国語総合（現代文のみ））、面接・口頭試問、志望理由書、推薦書、調査
書等により専門能力及び基礎学力を中心に総合的に評価します。

日　程 試　験　時　間　割
試験時間 試験内容

前期日程 10：00～ 11：00 基礎学力テスト〔国語総合（現代文のみ）〕
11：15～ 面接・口頭試問

後期日程
10：00～ 10：45 基礎学力テスト〔国語総合（現代文のみ）〕
11：00～ 面接・口頭試問

⑹　出 願 手 続
　●出願書類
　　�　Web出願後、検定料を支払い、下記必要書類をそろえて市販の角２封筒（角形２号）に
入れ、書類郵送期限内に入試課へ簡易書留・速達で郵送してください。封筒には、Web出
願完了画面から印刷できる宛名ラベルを貼ってください。

　　①出身高等学校の調査書
　　②出身高等学校長の推薦書（様式１）
　　③志望理由書（様式２）
　　④出身高等学校長の出願資格確認書（様式３-１）
　　　※�②、③、④の書類は本学ホームページ上の「学生募集要項」のページからダウンロー

ドできますので、A４普通紙に印刷して使用してください。
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　　　【送付先】〒700−8601
　　　　　　��　岡山市北区津島京町２丁目10−１
　　　　　　　��　岡山商科大学　入試課　行
　　　【書類郵送期限】前期日程：2021年11月11日（木）消印有効
　　　　　　　　　　�後期日程：2022年１月26日（水）消印有効

　●検定料について
　　検定料　30,000円
　　以下の①～③の方法でお支払いください。
　　①クレジットカード
　　②コンビニエンスストア
　　③ネットバンキング・金融機関ATM（Pay-easy）

　〔注意〕
　　①　専門能力推薦入学試験は、専願入試です。合格後の入学辞退は不可です。
　　②　�経営学部商学科ファイナンシャルプランニングコース受験者が不合格の場合、経営学

部商学科（マーケティングコース、企画開発・デザインコース、観光コース）で合格
することがあります。

⑺　専願入試特待生制度
　�　専門能力推薦入学試験Ａは、専願入試特待生制度対象入試です。受験者で以下の学習成績
の状況（旧：評定平均値）を満たしていれば専願入試特待生として授業料の減免制度の適用
対象となります。特待生適用候補者の選考に当たっては、専願入試特待生制度Ａ、Ｂのそれ
ぞれの選考条件を満たす受験者について、本学の学修奨励制度規程に従い、総合的に判断し
て決定します。なお、学修奨励制度規程における他の授業料減免制度との併用はできません。

　①　専願入試特待生制度Ａ（学習成績の状況4.8～5.0）　
　　　授業料半額（370,000円）４年間免除
　②　専願入試特待生制度Ｂ（学習成績の状況4.5～4.7）
　　　授業料１/４（185,000円）４年間免除

　〔備考〕�１）��上記①、②の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査
を行います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、
特待生資格の継続は認められません。

　　　　２）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。
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学校推薦型選抜：専門能力推薦入学試験B（部活動スポーツ推薦型）要項８
⑴　出 願 資 格
　�　次の①に該当し、且つ②～⑤のいずれかに該当する者。
　①　�高等学校の当該部活動顧問等からスポーツ調査書の提出があり、本学の部活動顧問等が

学内スポーツ選手入学選抜審査委員会へ推薦し、同委員会で承認の上、本学から専門能
力推薦入試Ｂ（部活動スポーツ推薦型）への出願が認められた者。

　②　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022年３月卒業見込みの者。
　③　通常の課程により12年の学校教育を修了した者及び2022年３月卒業見込みの者。
　④　�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及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　⑤　�その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められた者。

⑵　出願受付期間
日　程 出　願　受　付　期　間

前期日程
【出願期間】2021年
11月１日（月）０：00～
11月10日（水）23：00

【入金期限】
11月10日（水）
23：59

【書類郵送期限】
11月11日（木）
消印有効 Web出願

のみ
後期日程

【出願期間】2022年
１月14日（金）０：00～
１月25日（火）23：00

【入金期限】
１月25日（火）
23：59

【書類郵送期限】
１月26日（水）
消印有効

⑶　試験日と合格発表日
日　程 試　験　日 合格発表日

前期日程（岡山） 2021年11月20日（土）
2021年12月１日（水）�午前10時

前期日程（沖縄） 2021年11月23日（火・祝）
後期日程 2022年２月７日（月） 2022年２月11日（金・祝）�午前10時

⑷　試 験 会 場
日　程 地　区 試　験　場 所　在　地

前期日程 岡　山 岡 山 商 科 大 学 岡山市北区津島京町２丁目10−１
沖　縄 沖縄県青年会館 沖縄県那覇市久米２−15−23

後期日程 岡　山 岡 山 商 科 大 学 岡山市北区津島京町２丁目10−１

⑸　選 考 方 法
　�　面接・口頭試問、志望理由書、推薦書、調査書等により専門能力を中心に総合的に評価します。

日　程 試　験　時　間　割
試験時間 試験内容

前期日程 ９：30～ 面接・口頭試問後期日程
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⑹　出 願 手 続
　●出願書類
　　�　Web出願後、検定料を支払い、下記必要書類をそろえて市販の角２封筒（角形２号）に

入れ、書類郵送期限内に入試課へ簡易書留・速達で郵送してください。封筒には、Web出
願完了画面から印刷できる宛名ラベルを貼ってください。

　　①出身高等学校の調査書
　　②出身高等学校長の推薦書（様式１）
　　③志望理由書（様式２）
　　④出身高等学校長の出願資格確認書（様式３-２）
　　　※�②、③、④の書類は本学ホームページ上の「学生募集要項」のページからダウンロー

ドできますので、A４普通紙に印刷して使用してください。
　　　【送付先】〒700−8601
　　　　　　��　岡山市北区津島京町２丁目10−１
　　　　　　　��　岡山商科大学　入試課　行
　　　【書類郵送期限】前期日程：2021年11月11日（木）消印有効
　　　　　　　　　　�後期日程：2022年１月26日（水）消印有効
　　【出願にあたっての注意事項】
　　�　専門能力推薦入試B（部活動スポーツ推薦型）への出願には、出願資格に記載のとおり、

本学が出願を認めた者のみ出願可となります。なお、対象となる競技は、本学の特別強化
種目とします。つきましては、同入試にて出願を希望される場合は、まずは高等学校の部
活動顧問等にご相談いただくか、入試課までお問合せください。

　　�　正式に出願可となりましたら、出願期間開始前に該当者へ出願方法のご案内をお送りし
ます。

　　※�特別強化種目：柔道部、剣道部、弓道部、男子バスケットボール部、サッカー部、ボウ
リング部、卓球部、ゴルフ部、陸上競技部、硬式野球部

　●検定料について
　　検定料　30,000円
　　以下の①～③の方法でお支払いください。
　　①クレジットカード
　　②コンビニエンスストア
　　③ネットバンキング・金融機関ATM（Pay-easy）

　〔注意〕
　　①　専門能力推薦入学試験は、専願入試です。合格後の入学辞退は不可です。
　　②　�経営学部商学科ファイナンシャルプランニングコース受験者が不合格の場合、経営学

部商学科（マーケティングコース、企画開発・デザインコース、観光コース）で合格
することがあります。
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⑺　専願入試特待生制度
　�　専門能力推薦入学試験Ｂ（部活動スポーツ推薦型）は、専願入試特待生制度対象入試です。
高等学校もしくは中等教育学校を2022年３月卒業見込みの受験者で以下の学習成績の状況
（旧：評定平均値）を満たしていれば専願入試特待生として授業料の減免制度の適用対象とな
ります。特待生適用候補者の選考に当たっては、専願入試特待生制度Ａ、Ｂのそれぞれの選
考条件を満たす受験者について、本学の学修奨励制度規程に従い、総合的に判断して決定し
ます。なお、学修奨励制度規程における他の授業料減免制度との併用はできません。

　①　専願入試特待生制度Ａ（学習成績の状況4.8～5.0）
　　　授業料半額（370,000円）４年間免除
　②　専願入試特待生制度Ｂ（学習成績の状況4.5～4.7）
　　　授業料１/４（185,000円）４年間免除

　〔備考〕�１）�上記①、②の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査
を行います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、
特待生資格の継続は認められません。

　　　　２）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。
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学校推薦型選抜：一般公募制推薦入学試験要項 第２志望制度対象９
⑴　出 願 資 格
　　学業成績、人物ともに優れているものであって、次の各号に該当する者。
　①　�高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022年３月卒業見込みの者。
　②　出身学校長の推薦のある者。

⑵　出願受付期間
日　程 出　願　受　付　期　間

前期Ａ日程
前期Ｂ日程

【出願期間】2021年
11月１日（月）０：00～
11月16日（火）23：00

【入金期限】
11月16日（火）
23：59

【書類郵送期限】
11月17日（水）
消印有効 Web出願

のみ
後 期 日 程

【出願期間】2021年
11月29日（月）０：00～
12月７日（火）23：00

【入金期限】
12月７日（火）
23：59

【書類郵送期限】
12月８日（水）
消印有効

⑶　試験日と合格発表日
日　程 試　験　日 合格発表日
前期Ａ日程 2021年11月27日（土）

2021年12月３日（金）�午前10時
前期Ｂ日程 2021年11月28日（日）
後 期 日 程 2021年12月18日（土） 2021年12月24日（金）�午前10時

⑷　試 験 会 場
日　程 地区 試　験　場 所　在　地

前期Ａ日程
前期Ｂ日程

岡山 岡山商科大学 岡山市北区津島京町２丁目10−１
大阪 大阪コロナホテル 大阪府大阪市東淀川区西淡路１−３−21
鳥取 鳥取ワシントンホテルプラザ 鳥取県鳥取市東品治町102
松江 松江テルサ 島根県松江市朝日町478−18
広島 広島YMCA国際文化センター 広島県広島市中区八丁堀７−11
福山 リッチモンドホテル福山駅前 広島県福山市東桜町１−１
徳島 ホテルサンシャイン徳島 徳島県徳島市南出来島町２−９
高松 ホテルマリンパレスさぬき 香川県高松市福岡町２丁目３−４
松山 ピュアフル松山 愛媛県松山市宮田町132
高知 高知会館 高知県高知市本町５−６−42
小倉 毎日西部会館 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13−１

後 期 日 程 岡山 岡山商科大学 岡山市北区津島京町２丁目10−１
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⑸　選 考 方 法
　　前期Ａ日程� ◆学習成績の状況とは、旧評定平均値です。

※　基礎学力テスト（国語）100点、調査書（学習成績の状況×４）20点、推薦書（参考程度）により総合評価
試験時間 試　験　内　容

10：00～11：00 基礎学力テスト〔国語総合（現代文のみ）〕

　　前期Ｂ日程
※　基礎学力テスト　選択１科目100点、調査書（学習成績の状況×４）20点、推薦書（参考程度）により総合評価

試験時間 試　験　内　容

10：00～11：00 基礎学力テスト（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、数学Ⅰ・Ａ）の
うち１科目を試験当日、会場で選択します。

　　後期日程

※　基礎学力テスト　選択１科目100点、調査書（学習成績の状況×４）20点、推薦書（参考程度）により総合評価
試験時間 試　験　内　容

10：00～11：00
基礎学力テスト〔コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、国語総合（現代
文のみ）、数学Ⅰ・Ａ、小論文〕のうち１科目を試験当日、会場で
選択します。

　●外部英語試験の活用について
　　�　一般公募制推薦入試前期Ｂ日程・後期日程にて、基礎学力テスト（コミュニケーション

英語Ⅰ・Ⅱ）を選択の場合、下記の外部英語試験のスコアにより、CEFRに基づき段階的に
基礎学力テスト（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）の得点に加点します。

　　【対象とする外部英語試験】

実用英語技能検定（CSEスコア）※方式は問わない
TOEIC（L＆R）
GTEC（４技能版）OFFICIAL�SCORE�CERTIFICATE

　　【申請方法】
　　�　申請希望者は、対象の外部英語試験のスコア・合格証明書等（コピー可）を下記
（６）出願手続により提出してください。なお、GTECのスコアは、OFFICIAL�SCORE�
CERTIFICATEで、かつ受検日から２年間までを有効とします。また、TOEICは、公式認
定書によるものとします。

⑹　出 願 手 続
　●出願書類
　　�　Web出願後、検定料を支払い、下記必要書類をそろえて市販の角２封筒（角形２号）に

入れ、書類郵送期限内に入試課へ簡易書留・速達で郵送してください。封筒には、Web出
願完了画面から印刷できる宛名ラベルを貼ってください。

　　①出身高等学校の調査書
　　②出身高等学校長の推薦書（様式１）
　　③外部英語試験のスコア・合格証明書等（コピー可）
　　④資格取得特待生制度の指定する資格取得の証明書（合格証明書等も可・コピー不可）
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　　　〈③・④は同制度の申請希望者のみ〉
　　　※�②の書類は本学ホームページ上の「学生募集要項」のページからダウンロードできま

すので、A４普通紙に印刷して使用してください。
　　　【送付先】〒700−8601
　　　　　　��　岡山市北区津島京町２丁目10−１
　　　　　　　��　岡山商科大学　入試課　行
　　　【書類郵送期限】前期Ａ・Ｂ日程：2021年11月17日（水）消印有効
　　　　　　　　　　�後　期　日　程：2021年12月８日（水）消印有効

　〔注意〕　�一般公募制推薦入試前期Ａ日程と前期Ｂ日程を併願し同時に出願する場合、上記①、
②、③、④の出願書類は各１通でかまいません。なお、Ａ日程とＢ日程で異なる学
科を同時に出願する場合、①出身高等学校長の推薦書（様式１）の志望学科欄には、
出願するそれぞれの学科にチェックを入れてください。

　●第２志望制度
　　�　一般公募制推薦入試前期Ａ・Ｂ日程・後期日程では第２志望制度を設定しています。本

制度は、第１志望の学科で不合格となった場合でも、第２志望学科の選択があれば、当該
学科で合否判定を実施するものです。なお、出願時に第２志望の選択がない場合は、第１
志望のみで合否判定を行います。

　　１）Web出願後の第２志望の変更及び追加はできません。
　　２）第１志望で不合格であった場合に限り、第２志望での判定を行います。
　　３）�経営学部商学科は、異なるコースを第１志望及び第２志望として選択することはでき

ません。

　●検定料について
　　検定料　30,000円
　　以下の①～③の方法でお支払いください。
　　①クレジットカード
　　②コンビニエンスストア
　　③ネットバンキング・金融機関ATM（Pay-easy）

　〔併願入試同時出願割引〕
　　�一般公募制推薦入試前期Ａ日程と前期Ｂ日程を併願し同時に出願する場合は、検定料

30,000円で受験できます。

　●その他
　　一般公募制推薦入学試験は、専願入試ではありません。
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⑺　特待生特別奨学制度
　�　一般公募制推薦入学試験は、特待生特別奨学制度対象入試です。入学試験の成績が適用基
準を満たせば、１年次前期授業料（370,000円）を免除とする特待生特別奨学制度適用候補
者となります。なお、学修奨励制度規程における他の授業料減免制度との併用はできません。

　〔選考基準〕�学部学科ごとの定員枠は設定せず、各試験の得点水準で本学の学修奨励制度に従
い、特待生特別奨学制度適用候補者として決定します。

　〔備考〕�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。

⑻　資格取得特待生制度
　�　一般公募制推薦入学試験は、資格取得特待生制度対象入試です。本学が指定する資格を取
得の場合、資格取得特待生として授業料の減免制度の適用対象となります。特待生の選考に
当たっては、資格取得特待生制度Ａ、Ｂのそれぞれの選考条件を満たす受験者について、本
学の学修奨励制度規程に従い、総合的に判断して決定します。なお、学修奨励制度規程にお
ける他の授業料減免制度との併用はできません。

　※本学が指定する資格一覧はP35参照。

　①　資格取得特待生制度Ａ（本学が指定する資格を取得の場合）
　　　授業料半額（370,000円）４年間免除
　②　資格取得特待生制度Ｂ（本学が指定する資格を取得の場合）
　　　１年次前期授業料（370,000円）を免除

　〔備考〕１）�上記①、②とも、出願時に同制度の指定する資格取得の証明書（合格証明書等も
可・コピー不可）を他の出願書類とあわせて郵送してください。なお、同制度の
証明書等の提出は出願時に限ります。

　　　　２）�上記①の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査を行
います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、特
待生資格の継続は認められません。

　　　　３）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。
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一般選抜：一般入学試験要項 第２志望制度対象10
⑴　出 願 資 格
　　次の①～④のうちいずれかに該当する者。
　①　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022年３月卒業見込みの者。
　②　通常の課程により12年の学校教育を修了した者及び2022年３月卒業見込みの者。
　③　�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及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　④　�その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められた者。

⑵　出願受付期間
日　程 出　願　受　付　期　間

前期Ａ日程
前期Ｂ日程

【出願期間】2022年
１月４日（火）０：00～
１月21日（金）23：00

【入金期限】
１月21日（金）
23：59

【書類郵送期限】
１月22日（土）
消印有効

Web出願
のみ中 期 日 程

【出願期間】2022年
２月１日（火）０：00～
２月12日（土）23：00

【入金期限】
２月12日（土）
23：59

【書類郵送期限】
２月13日（日）
消印有効

後 期 日 程
【出願期間】2022年
２月19日（土）０：00～
３月６日（日）23：00

【入金期限】
３月６日（日）
23：59

【書類郵送期限】
３月７日（月）
消印有効

⑶　試験日と合格発表日
日　程 試　験　日 合格発表日

前期Ａ日程 2022年２月６日（日） 2022年２月11日（金・祝）�午前10時前期Ｂ日程 2022年２月７日（月）
中 期 日 程 2022年２月20日（日） 2022年２月28日（月）�午前10時
後 期 日 程 2022年３月15日（火） 2022年３月18日（金）�午前10時

⑷　試 験 会 場
日　程 地区 試　験　場 所　在　地

前期Ａ日程
前期Ｂ日程

岡山 岡山商科大学 岡山市北区津島京町２丁目10−１
大阪 大阪コロナホテル 大阪府大阪市東淀川区西淡路１−３−21
鳥取 白兎会館 鳥取県鳥取市末広温泉町556
松江 松江テルサ 島根県松江市朝日町478−18
広島 広島YMCA国際文化センター 広島県広島市中区八丁堀７−11
福山 リッチモンドホテル福山駅前 広島県福山市東桜町１−１
徳島 ホテルサンシャイン徳島 徳島県徳島市南出来島町２−９
高松 ホテルマリンパレスさぬき 香川県高松市福岡町２丁目３−４
松山 ひめぎんホール 愛媛県松山市道後町２丁目５−１
高知 高知会館 高知県高知市本町５−６−42
小倉 毎日西部会館 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13−１

中期・後期日程 岡山 岡山商科大学 岡山市北区津島京町２丁目10−１
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⑸　選 考 方 法
　　前期Ａ日程・Ｂ日程

※　選択２科目　200点
試験時間 試　験　内　容

10：00～11：30
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、国語総合（現代文のみ）、世界史Ｂ、
日本史Ｂ、現代社会、数学Ⅰ・Ａ、簿記のうち２科目を試験当日、
会場で選択します。

　　中期日程
※　選択２科目　200点

試験時間 試　験　内　容

10：00～11：30
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、国語総合（現代文のみ）、世界史Ｂ、
日本史Ｂ、現代社会、数学Ⅰ・Ａのうち２科目を試験当日、会場で
選択します。

　　後期日程
※　選択２科目　200点、面接・口頭試問

試験時間 試　験　内　容

９：30～11：00 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、国語総合（現代文のみ）、数学Ⅰ・
Ａ、小論文のうち２科目を試験当日、会場で選択します。

11：15～ 面接・口頭試問

　●外部英語試験の活用について
　　�　一般入試前期・中期・後期日程にて、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱを選択の場合、下
記の外部英語試験のスコアにより、CEFRに基づき段階的にコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
の得点に加点します。

　　【対象とする外部英語試験】

実用英語技能検定（CSEスコア）※方式は問わない
TOEIC（L＆R）
GTEC（４技能版）OFFICIAL�SCORE�CERTIFICATE

　　【申請方法】
　　�　申請希望者は、対象の外部英語試験のスコア・合格証明書等（コピー可）を次頁
（６）出願手続により提出してください。なお、GTECのスコアは、OFFICIAL�SCORE�
CERTIFICATEで、かつ受験日から２年間までを有効とします。また、TOEICは、公式認
定書によるものとします。

　●一般選抜：一般入試における記述式問題の出題について
　　�　一般入試（全学部・学科）において、アドミッション・ポリシーに基づき、「思考力・判

断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現するなどの記述式問題
を出題します。

　　対象入試日程・科目：一般入試中期日程（数学Ⅰ・Ａ）
　　　　　　　　　　　　一般入試後期日程（小論文）
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　●一般選抜：一般入試における多面的・総合的な評価について
　　�　一般入試後期日程（全学部・学科）において、学力試験に加えて、調査書や志望理由書

を活用した面接・口頭試問を実施し、アドミッション・ポリシーに基づいた学力の３要素
を多面的・総合的に評価します。

　　※�学力の３要素：「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度」

⑹　出 願 手 続
　●出願書類
　　�　Web出願後、検定料を支払い、下記必要書類をそろえて市販の角２封筒（角形２号）に

入れ、書類郵送期限内に入試課へ簡易書留・速達で郵送してください。封筒には、Web出
願完了画面から印刷できる宛名ラベルを貼ってください。

　　①出身高等学校の調査書
　　　※高等学校卒業程度認定試験の合格者は「合格成績証明書」を提出してください。
　　②志望理由書（様式２）〈後期日程出願者のみ必要〉
　　③外部英語試験のスコア・合格証明書等（コピー可）
　　④�資格取得特待生制度の指定する資格取得の証明書（合格証明書等も可・コピー不可）
　　　〈③・④は同制度の申請希望者のみ〉
　　　※�②の書類は本学ホームページ上の「学生募集要項」のページからダウンロードできま

すので、A４普通紙に印刷して使用してください。
　　　【送付先】〒700−8601
　　　　　　��　岡山市北区津島京町２丁目10−１
　　　　　　　��　岡山商科大学　入試課　行
　　　【書類郵送期限】前期Ａ・Ｂ日程：2022年１月22日（土）消印有効
　　　　　　　　　　�中 期 日 程：2022年２月13日（日）消印有効
　　　　　　　　　　�後 期 日 程：2022年３月７日（月）消印有効

　〔注意〕　�一般入試前期Ａ日程と前期Ｂ日程を併願し同時に出願する場合、上記①、③の出願
書類は各１通でかまいません。

　●第２志望制度
　　�　一般入試前期日程・中期日程・後期日程では第２志望制度を設定しています。本制度は、

第１志望の学科で不合格となった場合でも、第２志望学科の選択があれば、当該学科で合
否判定を実施するものです。なお、出願時に第２志望の選択がない場合は、第１志望のみ
で合否判定を行います。

　　１）Web出願後の第２志望の変更及び追加はできません。
　　２）第１志望で不合格であった場合に限り、第２志望での判定を行います。
　　３）�経営学部商学科は、異なるコースを第１志望及び第２志望として選択することはでき

ません。
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　●検定料について
　　検定料　30,000円
　　以下の①～③の方法でお支払いください。
　　①クレジットカード
　　②コンビニエンスストア
　　③ネットバンキング、金融機関ATM（Pay-easy）

　〔併願入試同時出願割引〕
　　�一般入試前期Ａ日程と前期Ｂ日程を併願し同時に出願する場合は、検定料30,000円で受験
できます。

⑺　特待生特別奨学制度
　�　一般入学試験は、特待生特別奨学制度対象入試です。入学試験の成績が適用基準を満たせ
ば、１年次前期授業料（370,000円）を免除とする特待生特別奨学制度適用候補者となります。
なお、学修奨励制度規程における他の授業料減免制度との併用はできません。

　〔選考基準〕�学部学科ごとの定員枠は設定せず、各試験の得点水準で本学の学修奨励制度に従
い、特待生特別奨学制度適用候補者として決定します。

　〔備考〕学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。

⑻　資格取得特待生制度
　�　一般入学試験は、資格取得特待生制度対象入試です。本学が指定する資格を取得の場合、
資格取得特待生として授業料の減免制度の適用対象となります。特待生の選考に当たっては、
資格取得特待生制度Ａ、Ｂのそれぞれの選考条件を満たす受験者について、本学の学修奨励
制度規程に従い、総合的に判断して決定します。なお、学修奨励制度規程における他の授業
料減免制度との併用はできません。

　※本学が指定する資格一覧はP35参照。

　①　資格取得特待生制度Ａ（本学が指定する資格を取得の場合）
　　　授業料半額（370,000円）４年間免除
　②　資格取得特待生制度Ｂ（本学が指定する資格を取得の場合）
　　　１年次前期授業料（370,000円）を免除

　〔備考〕１）�上記①、②とも、出願時に同制度の指定する資格取得の証明書（合格証明書等も
可・コピー不可）を他の出願書類とあわせて郵送してください。なお、同制度の
証明書等の提出は出願時に限ります。

　　　　２）�上記①の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査を行
います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、特
待生資格の継続は認められません。

　　　　３）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。
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一般選抜：大学入学共通テスト利用入学試験要項 第２志望制度対象11
　この試験は、令和４年度大学入学共通テストを利用する入学試験です。事前に大学入試セン
ターへ出願し、大学入学共通テストを２教科以上受験してください。

⑴　出 願 資 格
　　�令和４年度大学入学共通テストにおいて、下記の出題教科・科目のうち、２教科以上を受
験している者

出題教科 科　　　　目
国　　語
地理歴史
・公　民
数　　学

理　　科

外 国 語

「国語」
「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」
「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から第１解答科目
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情
報関係基礎」から１科目
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目、又は「物理」「化
学」「生物」「地学」から第１解答科目
「英語」（リスニングを含む）「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」
から１科目

　　（注）理科において「基礎」を付した科目は、２科目を選択する必要があります。

⑵　出願受付期間
日　程 出　願　受　付　期　間

前期日程
【出願期間】2022年
１月４日（火）０：00～
１月21日（金）23：00

【入金期限】
１月21日（金）
23：59

【書類郵送期限】
１月22日（土）
消印有効

Web出願
のみ中 期 日 程

【出願期間】2022年
２月１日（火）０：00～
２月16日（水）23：00

【入金期限】
２月16日（水）
23：59

【書類郵送期限】
２月17日（木）
消印有効

後 期 日 程
【出願期間】2022年
２月19日（土）０：00～
３月10日（木）23：00

【入金期限】
３月10日（木）
23：59

【書類郵送期限】
３月11日（金）
消印有効

⑶　合格発表日
日　程 合格発表日

前 期 日 程 2022年２月18日（金）�午前10時

中 期 日 程 2022年２月28日（月）�午前10時

後 期 日 程 2022年３月18日（金）�午前10時
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⑷　選 考 方 法
　①　本学独自の個別試験は実施しません。
　②　�国語、地理歴史・公民、数学、理科、外国語について、３教科・科目以上受験した場合は、

高得点の２教科を合否判定に使用します。
　　　（400点満点。大学入学共通テストでの配点が100点の科目は200点に換算します。）

⑸　出 願 手 続
　●出願書類
　　�　Web出願後、検定料を支払い、下記必要書類をそろえて市販の角２封筒（角形２号）に
入れ、書類郵送期限内に入試課へ簡易書留・速達で郵送してください。封筒には、Web出
願完了画面から印刷できる宛名ラベルを貼ってください。

　　①出身高等学校の調査書
　　　※高等学校卒業程度認定試験の合格者は「合格成績証明書」を提出してください。
　　②�大学入試センターから交付された「令和４年度大学入学共通テスト成績請求票私立大学・

公私立短期大学用」
　　③資格取得特待生制度の指定する資格取得の証明書（合格証明書等も可・コピー不可）
　　　〈同制度の申請者のみ〉　
　　　【送付先】〒700−8601
　　　　　　��　岡山市北区津島京町２丁目10−１
　　　　　　　��　岡山商科大学　入試課　行
　　　【書類郵送期限】前期日程：2022年１月22日（土）　消印有効
　　　　　　　　　　�中期日程：2022年２月17日（木）　消印有効
　　　　　　　　　　�後期日程：2022年３月11日（金）　消印有効

　〔注意〕　�同一日程の一般入試と併願し同時に出願する場合、同一日程の大学入学共通テスト
利用入試を複数志願（商学科は異なるコースの両方への志願は不可）し同時に出願
する場合、①、②、③の出願書類は各１通でかまいません。

　●第２志望制度
　　�　大学入学共通テスト利用入試前期日程・中期日程・後期日程では第２志望制度を設定し

ています。本制度は、第１志望の学科で不合格となった場合でも、第２志望学科の選択が
あれば、当該学科で合否判定を実施するものです。なお、出願時に第２志望の選択がない
場合は、第１志望のみで合否判定を行います。

　　１）Web出願後の第２志望の変更及び追加はできません。
　　２）第１志望で不合格であった場合に限り、第２志望での判定を行います。
　　３）�経営学部商学科は、異なるコースを第１志望及び第２志望として選択することはでき

ません。

　●検定料について
　　検定料　15,000円
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　　以下の①～③の方法でお支払いください。
　　①クレジットカード
　　②コンビニエンスストア
　　③ネットバンキング・金融機関ATM（Pay-easy）

　〔併願入試同時出願割引〕
　　�同一日程の一般入試と併願し、大学入学共通テスト利用入試を同時に出願する場合の検定

料は5,000円。また、同一日程の大学入学共通テスト利用入試を複数志願し同時に出願す
る場合、２つ目からの検定料は5,000円で受験できます。

⑹　特待生特別奨学制度
　�　大学入学共通テスト利用入学試験は、特待生特別奨学制度対象入試です。入学試験の成績
が適用基準を満たせば、１年次前期授業料（370,000円）を免除とする特待生特別奨学制度
適用候補者となります。なお、学修奨励制度規程における他の授業料減免制度との併用はで
きません。

　〔選考基準〕�学部学科ごとの定員枠は設定せず、各試験の得点水準で本学の学修奨励制度に従
い、特待生特別奨学制度適用候補者として決定します。

　〔備考〕学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。

⑺　資格取得特待生制度
　�　大学入学共通テスト利用入学試験は、資格取得特待生制度対象入試です。本学が指定する
資格を取得の場合、資格取得特待生として授業料の減免制度の適用対象となります。特待生
の選考に当たっては、資格取得特待生制度Ａ、Ｂのそれぞれの選考条件を満たす受験者につ
いて、本学の学修奨励制度規程に従い、総合的に判断して決定します。なお、他の授業料減
免制度との併用はできません。

　※本学が指定する資格一覧はP35参照。

　①　資格取得特待生制度Ａ（本学が指定する資格を取得の場合）
　　　授業料半額（370,000円）４年間免除
　②　資格取得特待生制度Ｂ（本学が指定する資格を取得の場合）
　　　１年次前期授業料（370,000円）を免除

　〔備考〕１）�上記①、②とも、出願時に同制度の指定する資格取得の証明書（合格証明書等も
可・コピー不可）を他の出願書類とあわせて郵送してください。なお、同制度の
証明書等の提出は出願時に限ります。

　　　　２）�上記①の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査を行
います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、特
待生資格の継続は認められません。

　　　　３）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。
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第２志望制度について12
　一般公募制推薦入試前期Ａ・Ｂ日程・後期日程、一般入試前期日程・中期日程・後期日程、
大学入学共通テスト利用入試前期日程・中期日程・後期日程では第２志望制度を設定しています。
本制度は、第１志望の学科で不合格となった場合でも、第２志望学科の選択があれば、当該学
科で合否判定を実施するものです。なお、出願時に第２志望の選択がない場合は、第１志望の
みで合否判定を行います。
１）Web出願後の第２志望の変更及び追加はできません。
２）第１志望で不合格であった場合に限り、第２志望での判定を行います。
３）�経営学部商学科は、異なるコースを第１志望及び第２志望として選択することはできません。

受験票について13
　（１）�受験票は出願書類及び検定料入金を確認後、出願時に登録した住所に普通郵便で本人宛

に郵送します。なお、受験される入試の試験日３日前になっても到着しない場合は、入
試課へお問合せください。

　（２）試験日当日、受験票を忘れた場合は、入試本部へ申し出てください。

受験上の注意事項14
⑴　所持品の取扱い
　◦受験票のほかに試験時間中、机の上に置けるものは、次のとおりです。　
　　・黒鉛筆
　　・シャープペンシル
　　・消しゴム
　　・鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類は不可）
　　・�時計（辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの・

秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものは不可）
　　・眼鏡、ハンカチ、目薬、ティッシュペーパー（袋等から中身だけ取り出したもの）
　◦試験時間中に、次のものは使用してはいけません。
　　・�定規及びコンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具。
　　・�携帯電話及びスマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機

器類
　　・耳せん（監督者の指示等が聞き取れないことがありますので使用できません）
　　�　なお、上記の補助具や電子機器類をかばん等にしまわず、身に付けていたり手に持って
いると不正行為となることがあります。また、試験時間中に使用してはいけない電子機器
類は、試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を切っておいてください。
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⑵　試験室への入室・退室等　
　◦試験室への入室時間等について
　　・試験開始後30分を経過しての試験室への入室は認めません。
　◦試験時間中の途中退室について
　　・�試験時間中の途中退室は認めません。ただし、試験時間中の発病又はトイレ等やむを得

ない場合には、挙手の上、試験監督者の指示に従ってください。
　　・��受験中、病気などにより受験にたえられなくなった場合は、試験監督者に申し出てください。
　◦試験当日の開室時間等について
　　（総合型選抜・専門能力推薦入試B）
　　・�試験当日、試験室は８時30分開室です。なお、受験者控室は８時00分から開室します。
　　（専門能力推薦入試A・一般公募制推薦入試・一般入試）
　　・�試験当日、試験室は９時15分開室です（※一般入試後期日程のみ８時45分開室）。なお、

受験者控室は８時30分から開室します。
　　※受験者控室は本学試験場のみ設置となります。
　　※新型コロナウイルス感染症予防のため、保護者の控室は設置しません。

⑶　自家用車送迎　
　�　送迎による本学試験場への自動車の一時的な乗り入れは可能です。

⑷　障がい等を有する入学志願者の事前相談　
　◦��障がい等がある場合または病気療養中の場合は、受験上及び修学上特別な配慮・検討を必

要とすることがありますので、必ず出願する試験の出願開始日の１か月前までに入試課へ
ご相談ください。ただし、受験者への配慮が可能な試験場は本学試験場に限ります。

　�　なお、補聴器、松葉杖、車椅子等を使用している場合もご相談ください。
　　�（注）�障がい等とは、学校教育法施行令第22条の３の規定に準拠した「視覚障がい」、「聴

覚障がい」、「肢体不自由」、「病弱」、「その他」、及び「発達障がい者支援法施行令（平
成17年政令第150号）」に準拠した「発達障がい」です。

⑸　新型コロナウイルス感染症等防止に係る取扱いについて
　�　試験実施前及び当日において、新型コロナウイルス感染症等の感染防止に際しては、次の
とおりです。

　　【試験実施前・当日】
　　・�試験日の７日程度前から、朝などに体温測定を行い、体調の変化の有無を確認してくだ

さい。
　　・�試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験者は、あらかじめ医療機関での

受診を行ってください。
　　・�学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、インフルエ

ンザ、ノロウイルス、麻疹、風疹等）に罹患し、治癒していない場合は受験できません。
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　　・�試験日直前に保健所等から新型コロナウイルスの濃厚接触者に該当するとされた受験者
で、発熱等の症状がある場合は受験できません。ただし、無症状の場合は、受験可能で
すが、その場合、当該試験日前日の正午までに本学へ電話連絡するとともに、公共の交
通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場にお越しください。なお、
当該試験日前日の正午までに本学へ連絡が無い場合は、受験できません。また、あらか
じめ初期スクリーニング(自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するPCR等の
検査（行政検査））の結果、陰性であり、受験当日も無症状であることが必要です。

　　・�学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、インフルエ
ンザ、ノロウイルス、麻疹、風疹等）に罹患し、受験できない場合は、後日実施する入
学試験への追試又は振替が可能です。該当者は、当該試験日の正午までに本学へ電話連
絡を行ってください。今後の手続き等について説明します。なお、本学へ電話連絡が無
い場合は、対応できません。

　　【試験当日】
　　・試験場では各自マスク着用の上、他者との接触、会話を極力控えるようにしてください。
　　・発熱・咳等の症状がある方は、その旨を入試本部や試験監督者へ申し出てください。
　　・試験場に入退場する際には、手指消毒をお願いします。
　　・�試験室の換気のため窓の開放を行いますので、暖かい服装やカイロ等を持参するなどの

寒さ対策を各自で行ってください。

　　【本学の対応】
　　・試験実施に際して、教職員全員にマスク着用を義務付けます。
　　・試験場内の座席間の距離を確保します。
　　・試験場内に、速乾性アルコール製剤を配置します。
　　・�文部科学省「令和４年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試

験実施のガイドライン」に基づき入学試験を実施します。
　　　※�今後、同ガイドライン等の改正の場合は、上記の内容が変更する場合があります。そ

の場合は、本学ホームページにて公表します。

⑹　選考方法の変更について
　�　新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、学生募集要項に記載されている選考方法と
は異なる方法で選考を実施する場合があります。その場合は、本学ホームページにて公表します。

合 格 発 表15
⑴　発 表 方 法
　　・�各試験要項に記載の合格発表日より行います。なお、合格発表日が変更となる可能性が

あります。詳しくは、本学ホームページをご確認ください。
　　・�正式な合格発表は、郵送にて行います。ただし、本学ホームページ上でも受験者の便宜
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を考慮し、補助的手段として合格発表を行います。
　　　※新型コロナウイルス感染症予防のため、本学掲示板での合格発表は行いません。
　　・�総合型選抜及び学校推薦型選抜については、所属高等学校へも書面にて通知させていた

だきます。

⑵　補欠合格制度　
　　・�入学手続者が本学の定める人数に達しなかった場合、補欠合格を発表することがあります。
　　・�補欠合格を実施予定とする入試制度は、一般選抜：一般入試（前期日程・中期日程・後

期日程）、大学入学共通テスト利用入試（前期日程・中期日程・後期日程）です。
　　・�受験した当該入試の合格発表日に、不合格通知書とともに補欠合格候補者通知書をお送

りします。その後、補欠合格発表日に、当該候補者の中から補欠合格者を決定し、合格
通知書をお送りします。

　　・�補欠合格者には合格通知書及び入学手続書類等の郵送をもって発表とします。送付日は
補欠合格発表日です。

　　・�第一次発表とする補欠合格発表日は、目安であり、当該日程以外に発表する可能性があ
ります。

　　・�一般入試前期日程及び中期日程の第二次発表、一般入試後期日程、大学入学共通テスト
利用入試後期日程に限り、補欠合格発表日の15：00 ～ 17：00迄の間に当該候補者本
人に電話連絡を行い、入学の意思を確認することがあります。当該入試で受験し、補欠
合格候補者通知書を受け取っている候補者は、当該補欠合格発表日に電話連絡が確実に
受けられるよう所在を明らかにしておいてください。なお、電話連絡先は、出願時に登
録した電話番号となります。

　　・�補欠合格候補者の方で、出願時に登録した電話番号から変更となっている場合は、速や
かに入試課までご連絡ください。

　　・�本人の不在や電話連絡先の変更の連絡がないなどの理由により、電話連絡ができなかっ
た場合は、補欠合格者としての取り扱いが無かったものとすることがあります。

　　・補欠合格者は学修奨励制度の適用対象外となります。

試験名称 補欠合格発表日

一
般
選
抜

一般入試前期日程 第一次
2022年３月９日（水）

第二次
2022年３月25日（金）

大学入学共通テスト利用入試前期日程

一般入試中期日程 第一次
2022年３月16日（水）

第二次
2022年３月25日（金）

大学入学共通テスト利用入試中期日程

一般入試後期日程 2022年３月25日（金）大学入学共通テスト利用入試後期日程

⑶　補欠合格者の入学手続について　
　　・�合格通知書とあわせて、入学手続方法をお知らせします。なお、入学手続期限等は、同
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封する「入学手続等について」（冊子）で確認してください。また、所定の期限に入学手
続書類を提出されないとき、納付金を納付されないときは、合格を取り消し、入学を許
可いたしません。

⑷　問合せについて
　　・合格発表についての電話、郵便等による問い合わせは一切受け付けません。

入試問題について16
　①�　�本学のアドミッションポリシーを実現するため、必要と認める範囲で「入試過去問題活

用宣言」に参加している大学の入試過去問題を使用して出題することがあります。
　②　�入試過去問題を使用する際は、そのまま使用することも、一部改変することもあります。
　③�　�「入試過去問題活用宣言」についての詳細及び参加大学の一覧については、次のURLにて

公表しております。https://www.nyushikakomon.jp

学修奨励制度について17
１．制度の目的と趣旨
　�　「学修奨励制度」は、入学試験の成績又は学業成績、並びに人物が優れている学生に対して、
授業料等の減免による経済的支援を行うことを目的としています。また、決定については、
本学の学修奨励制度規程に従い、総合的に判断します。なお、学修奨励制度規程における他
の授業料減免制度との併用はできません。

　※補欠合格者は学修奨励制度の適用対象外となります。

２．対象となる試験
　（1）専願入試（指定校推薦入試、特別指定校推薦入試、専門能力推薦入試Ａ・Ｂ）　
　　�　専願入試においては高等学校もしくは中等教育学校を2022年３月卒業見込みの者で、学
習成績の状況により以下の各種授業料減免制度の適用対象となります。

　　①�専願入試特待生制度Ａ　
　　　�学習成績の状況4.8 ～ 5.0の場合、授業料半額（370,000円）を４年間免除
　　②�専願入試特待生制度Ｂ
　　　�学習成績の状況4.5 ～ 4.7の場合、授業料１/４（185,000円）を４年間免除
　〔備考〕１）�上記①、②の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査

を行います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、
特待生資格の継続は認められません。

　　　　２）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。

　（2）併願入試（一般公募制推薦入試、一般入試、大学入学共通テスト利用入試）
　　�　併願入試においては、次頁の①は入学試験の成績により、②、③は本学が指定する資格
試験の基準により、以下の授業料減免制度の適用対象となります。
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　　①�特待生特別奨学制度
　　　��入学試験で優秀な成績を収めた場合、１年次前期授業料（370,000円）を免除
　　②�資格取得特待生制度Ａ
　　　�本学が指定する資格を取得の場合、授業料半額（370,000円）を４年間免除
　　③�資格取得特待生制度Ｂ
　　　�本学が指定する資格を取得の場合、１年次前期授業料（370,000円）を免除
　〔備考〕�１）�上記の②、③における本学が指定する資格は次頁の一覧表を参照。なお、出願時

には該当する資格の証明書（コピー不可）の提出が必要です。
　　　　�２）�上記②の減免を受ける入学者は、２年次以降は特待生資格について継続審査を行

います。前年度の学業成績が所属学科全体の上位１/４以内に満たない場合、特
待生資格の継続は認められません。

　　　　�３）�学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。

　（3）合格者の学修奨励制度（特待生特別奨学制度）対象試験へのチャレンジについて
　�　総合型選抜（第２回を除く）、学校推薦型選抜（専門能力推薦入試後期日程及び特別指定校
推薦入試を除く）で合格され、入学手続を完了された方（他の授業料減免制度適用候補者は
除く）は、学修奨励制度対象試験を特待生（１年次前期授業料370,000円を免除）の適用目
的で受験することが可能です（検定料は不要。調査書等の提出も必要ありません）。

　�　ただし、大学入学共通テスト利用入試に学修奨励制度対象試験として出願される方は、令
和４年度大学入学共通テストを受験される方のみ出願可能となります。もちろん、特待生基
準に達しなかった場合でも入学の権利が取り消されることはありません。

　�　上記の学修奨励制度対象試験の成績により、以下の授業料減免制度の適用対象となります。

　●特待生特別奨学制度　１年次前期授業料（370,000円）を免除します。
　　〔選考基準〕同制度対象試験で優秀な成績を収めた方
　　　　　　　�学部学科ごとの定員枠は設定せず、各試験の得点水準で本学の学修奨励制度に

従い、特待生特別奨学制度適用候補者として決定します。
　　〔対象試験〕一般選抜：一般入試（前期日程・中期日程）
　　　　　　　一般選抜：大学入学共通テスト利用入試（前期日程・中期日程・後期日程）

　　〔備考〕�１）学則（休学・退学等）により適用資格を喪失・取り消すことがあります。
　　　　　２）�詳しくは、合格通知書に同封の「学修奨励制度対象試験のご案内」をご覧くだ

さい。

３．授業料減免の取り扱いについて
　�　岡山商科大学では、「日本学生支援機構（JASSO）修学支援新制度」（以下「修学支援新制度」
という。）の適用を受ける学生が、「岡山商科大学�学修奨励制度」の適用を受けることになっ
た場合、授業料から修学支援新制度の減免額を引いた額に対して、「岡山商科大学�学修奨励
制度」を適用して減免を行います。
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資格取得特待生制度　対象資格一覧
種　　別 対象資格

【資格取得特待生制度Ａ】
４年間授業料半額免除

※�ただし、２年次以降は毎年、
前年度の学業成績による特
待生資格の継続審査あり。

実用英語技能検定準１級以上
TOEIC（L&R）700点以上
GTEC（４技能）1190点以上
日商簿記検定１級
応用情報技術者
日本語検定１級認定

【資格取得特待生制度Ｂ】
１年次前期授業料免除

実用英語技能検定２級
TOEIC（L&R）550点以上
GTEC（４技能）960点以上
日商簿記検定２級
基本情報技術者
日本語検定２級認定

※GTECのスコアは、OFFICIAL�SCORE�CERTIFICATEで、かつ、受検日から２年間までを対象とする。
※TOEICは、公式認定書によるものとする。

資格取得特待生制度Ａ

①日本英語検定協会主催の実用英語技能検定試験準１級以上に合格した者。
②国際ビジネスコミュニケーション協会主催のTOEIC（L&R）700点以上を取得した者。
③ベネッセコーポレーション主催のGTEC（４技能）1190点以上を取得した者。
④日本商工会議所主催の簿記検定試験１級に合格した者。
⑤情報処理推進機構主催の応用情報技術者試験に合格した者。
⑥日本語検定委員会主催の日本語検定試験１級に認定された者。

資格取得特待生制度Ｂ

①日本英語検定協会主催の実用英語技能検定試験２級以上に合格した者。
②国際ビジネスコミュニケーション協会主催のTOEIC（L&R）550点以上を取得した者。
③ベネッセコーポレーション主催のGTEC（４技能）960点以上を取得した者。
④日本商工会議所主催の簿記検定試験２級に合格した者。
⑤情報処理推進機構主催の基本情報技術者試験に合格した者。
⑥日本語検定委員会主催の日本語検定試験２級に認定された者。

入 学 手 続18
　①　�所定の期限に、合格通知書に同封された提出書類を提出するとともに振込用紙に提示し

てある入学手続納付金を納付してください。なお、入学手続期限は、合格された試験に
より異なります。

　　　�所定の期限に入学手続書類を提出されないとき、納付金を納付されないときは、合格を
取り消し、入学を許可いたしません。誤りのないように注意してください。

　②　�卒業等が見込みの者で、2022年３月31日（木）までに出願資格を満たすことができなかっ
た者は、合格を取り消し、入学を許可いたしません。
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⑴　提出書類及び提出期限
種　　類 提出先 合格試験名称 提　出　期　限

※
身上調書（誓約書） 入試課

第１回AO型・自己推薦型入試 2021年11月12日（金）まで
専門能力推薦入試Ａ・Ｂ前期日程 2021年12月17日（金）まで
一般公募制推薦入試前期日程 2022年１月７日（金）まで
一般公募制推薦入試後期日程 2022年１月21日（金）まで
専門能力推薦入試Ａ・Ｂ後期日程 2022年２月25日（金）まで
第２回AO型・自己推薦型入試 2022年２月25日（金）まで
一般入試前期日程
大学入学共通テスト利用入試前期日程 2022年３月４日（金）まで

一般入試中期日程
大学入学共通テスト利用入試中期日程 2022年３月23日（水）まで

一般入試後期日程
大学入学共通テスト利用入試後期日程 2022年３月24日（木）まで

卒業証明書または
高等学校卒業程度
認 定 試 験 証 明 書 入学式

受　付

入学式当日持参

※
学 生 現 況 届 入学式当日持参

※身上調書（誓約書）及び学生現況届は「入学手続等について」（冊子）に綴じ込んでいます。

⑵　入学手続納付金納付期限

合格試験名称 第１次入学手続
期限（入学金）

第２次入学手続期限
（授業料、教育充実
費等の前期分）

一括入学手続期限
（入学金、授業料、教育�
充実費等の前期分）

第１回AO型・自己推
薦型入試 ― ― 2021年11月12日（金）

専門能力推薦入試A・B
前期日程 ― ― 2021年12月17日（金）

一般公募制推薦入試
前期日程 2021年12月10日（金）2022年１月７日（金）

―一般公募制推薦入試
後期日程 2022年１月７日（金）2022年１月21日（金）

一般入試前期日程 2022年２月18日（金）
2022年３月４日（金） ―大学入学共通テスト

利用入試前期日程 2022年２月25日（金）

専門能力推薦入試A・B
後期日程 ― ― 2022年２月25日（金）

第２回AO型・自己推
薦型入試 ― ― 2022年２月25日（金）

一般入試中期日程
大学入学共通テスト利
用入試中期日程

2022年３月11日（金）2022年３月23日（水） ―

一般入試後期日程
大学入学共通テスト利
用入試後期日程

― ― 2022年３月24日（木）

※第１次入学手続時に、同時に第２次入学手続を行うことも可能です。
※第１次入学手続を行っていない場合は、第２次入学手続を行うことができません。
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⑶　年次別、前・後期別納付金（2022年度）
� （単位：円）

年次及び
納入期日

費目

１ 年 次 ２ 年 次 以 降

前期（入学手続時） 後期（10月） 前期（４月） 後期（10月）

入 学 金 100,000 − − −
授 業 料 370,000 370,000 370,000 370,000
教育充実費 160,000 160,000 160,000 160,000

合 計 630,000 530,000 530,000 530,000
年 間 合 計 1,160,000 1,060,000

　　※�このほか、代理徴収諸会費等として、半期ごとに、後援会費：6,000円（入学時のみ＋2,000
円）、学友会費：5,000円（入学時のみ＋3,000円）、学会費：1,000円が必要となります。

　　※�また、同窓会費として、入学後３年目と４年目には、半期ごとに7,000円が必要となります。

入 学 辞 退19
　入学を辞退する場合は、入学手続（書類の提出・納付金の納付）に関係なく入学辞退届（本
学所定で合格通知書送付の際同封）を本学入試課に必ず郵送してください。
　［納付金等の返還について］
　①　AO型・自己推薦型入試、専門能力推薦入試Ａ・Ｂ
　　　いったん提出された書類および納付された納付金は返還いたしません。
　②　一般公募制推薦入試、一般入試、大学入学共通テスト利用入試
　　　�入学手続を完了した者が、2022年３月31日（木）【当日必着】までに所定の入学辞退届

及び納付金返還請求手続を完了した場合に限り、入学金を除く、授業料その他の納付金
を2022年４月下旬以降に、指定された口座に返還いたします。ただし、締切日を過ぎて
辞退した場合には返還いたしません。

　　　なお、返還にかかる振込手数料は申請者の負担になります。
　　　書類の提出については簡易書留でお願いいたします。

注 意 事 項20
　本学での受付時間は８時30分から16時30分までです。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、
大学休業日は受け付けいたしません。

個人情報について21
　岡山商科大学の各入学試験への出願に際しての提出書類（調査書、推薦書、志望理由書、資
格取得証明書等）記載の個人情報については、入学試験及び入学後の学生指導のためのみに使
用します。また、出願及び入試の結果については、Web出願時の登録内容に基づき、高等学校
等で実施する進路調査支援の一環として受験者本人の受験情報を提供する場合があります。
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試験場案内図22
①　�入学試験に関するお問い合わせは、本学以外で受験する場合でもすべて、本学入試課あて
にしてください。

②　付き添いの方は、試験室内へは入れません。

【一般公募制推薦入試　前期日程・後期日程※】
※後期日程は、本学試験場のみ

試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図

本　
　
　
学

岡山商科大学
岡山県岡山市北区
津島京町２丁目10−
１
TEL：086−252−
0642

JR「岡山駅」後楽園口（東口）
バスターミナルより岡電バ
ス・中鉄バス「津高台団地」
「国立病院」「免許センター」
方面行き岡山商大前下車～
徒歩約２分（所要時間約20
分）。
山陽自動車道岡山I.Cより車
で約５分。

大　
　
　
阪

大阪コロナホテル
大阪府大阪市東淀川区
西淡路１−３−21
TEL：06−6323−
3151

JR「新大阪駅」東口より徒歩�
約２分。

鳥　
　
　
取

鳥取ワシントン
ホテルプラザ
鳥取県鳥取市東品
治町102
TEL：0857−27−
8111

JR「鳥取駅」より徒歩約２分。

松　
　
　
江

松江テルサ
島根県松江市朝日町�
478−18
TEL：0852−31−
5550

JR「松江駅」北口より徒歩
約１分。

広　
　
　
島

広島YMCA国際
文化センター
広島県広島市中区八
丁堀7−11
TEL：082−227−
6816

JR「広島駅」より車で約10
分。広島電鉄（５番以外）
「立町」電停下車徒歩約３分。
広島バスセンターより徒歩
約５分。

至岡山I.C.
商大前 岡山大学

総合グラウンド
（スポーツ公園）

済生会病院

電車

N

岡山商科大学

OSK岡山

ビックカメラ
J
R
岡
山
駅

●

●鳥取大丸

鳥取駅前交番

JR鳥取駅

●鳥取中央郵便局

●鳥取生協
病院

●すなば珈琲
　鳥取駅前店

●鳥取シネマ
●みずほ銀行

鳥取ワシントン
ホテルプラザ

N

N

JR松江駅

●

●

●

●

●

ホテル

松江
アルファーワン

大橋川

東急
松江エクセルホテル

一畑百貨店

鳥取銀行
松江駅前支店鳥取銀行

松江支店
鳥取銀行
松江支店

松江テルサ

JR広島駅

広島YMCA

●

国際文化センター

●

●

●

●

広島市民病院

広島城

広島県庁 音楽大
エリザベト

八丁堀

広電広島

立町

広島PARCO

紙屋町東
紙屋町西

広電本線●

●

●
●

●

広島バス
センター

N

N

●

●

●

●

大阪市立東淀川体育館

東口ステーションビル

大阪回生病院

新大阪
丸ビル本館

JR新
大阪
駅

大阪
コロナホテル
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N

JR福山駅

天満屋

福山市役所

福山ニュー
キャッスル
ホテル

福山郵便局

県立歴史博物館

福山城

リッチモンドホテル
福山駅前

国道2号線

試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図

福　
　
　
山

リッチモンド
ホテル福山駅前
広島県福山市東桜町
１−１
TEL：084−973−
8030

JR「福山駅」南口より徒歩
約３分。
「広島空港」行きシャトルバ
ス停留所より徒歩約２分。

徳　
　
　
島

ホテルサンシャ
イン徳島
徳島県徳島市南出来
島町２−９
TEL：088−622−
2333

JR「徳島駅」より徒歩約10分。
徳島自動車道徳島I.Cより車
で約15分。

高　
　
　
松

ホテルマリンパレ
スさぬき
香川県高松市福岡町
２−３−４
TEL：087−851−
6677

ことでんバス朝日町線「県立
武道館前」より徒歩約３分。
ことでん志度線「松島二丁
目駅」より徒歩約15分。
JR「高松駅」より車で約８分。
高松自動車道高松中央I.Cよ
り約15分。
高松自動車道高松西I.Cより
約25分。

松　
　
　
山

ピュアフル松山
（愛媛県勤労会館）
愛媛県松山市富田町
132
TEL：089−945−
6011

JR「松山駅」より徒歩約３分。
松山自動車道松山I.Cより車
で約20分。

高　
　
　
知

高知会館
高知県高知市本町
５−６−42
TEL：088−823−
7123

JR「高知駅」より路面電車
で「県庁前」電停下車徒歩
約１分。
高知自動車道高知 I.Cより車
で約12分。

小　
　
　
倉

毎日西部会館
福岡県北九州市小倉
北区紺屋町13−１
TEL：093−541−
3031

JR「小倉駅」より徒歩約９分。
都市モノレール線「平和通
駅」より徒歩約５分。

●

●

●

●市立体育館

徳島城跡

N

三菱UFJ
信託銀行
三菱UFJ
信託銀行

●四国銀行四国銀行

徳島中央郵便局

JR徳島駅

徳島県郷土文化会館
（あわぎんホール）

ホテル
サンシャイン徳島

県立体育館

セトラ

玉藻公園

JR
高松駅

県立武道館

高松競輪場

マリンパレス
さぬき

高松
築港駅

三越

法務局

県立中央病院

N

駅
山
松
R
J

●

●

●

●

伊予の湯治場
喜助の湯
JR松山駅前店

松山ビジネスカレッジ
MBCビジネス校

愛媛県

エディオン松山本店

勤労会館

ホテルサンルート松山

N

至南国市

至高松至中村

JR土讃線

至高知
龍馬空港

至桂浜至春野

とさでん交通

県民文化
ホール
県民文化
ホール

鏡川

山内神社

N

高知市役所
坂本龍馬
生誕地

上町2丁目
至松山

城西
公園 高知城

江ノ口川
追手筋

高知県庁

はりまや橋

至
円
行
寺

高知大丸
県庁前

龍馬の生まれたまち記念館

高知会館

龍馬の生まれたまち記念館

JR入明駅 JR高知駅

N

●

●

●

●

●
医療センター●

ホテル

小倉
クラウンヒルズ

古船場公園
北九州市立
医療センター

通
和
平

過
旦

ＪＲ小倉駅

チャチャタウン小倉

東横INN小倉駅南口

〒小倉堺町局

●

川
紫

小倉城
庭園

毎日西部会館
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【一般入試　前期日程・中期日程※・後期日程※】
※中期日程・後期日程は、本学試験場のみ

試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図

本　
　
　
学

岡山商科大学
岡山県岡山市北区
津島京町２丁目10−
１
TEL：086−252−
0642

JR「岡山駅」後楽園口（東口）
バスターミナルより岡電バ
ス・中鉄バス「津高台団地」
「国立病院」「免許センター」
方面行き岡山商大前下車～
徒歩約２分（所要時間約20
分）。
山陽自動車道岡山I.Cより車
で約５分。

大　
　
　
阪

大阪コロナホテル
大阪府大阪市東淀川区
西淡路１−３−21
TEL：06−6323−
3151

JR「新大阪駅」東口より徒歩�
約２分。

鳥　
　
　
取

白兎会館
鳥取県鳥取市末広
温泉町556
TEL：0857−23−
1021

JR「鳥取駅」より徒歩約10
分。
JR「鳥取駅」よりバス「生
協病院前」下車徒歩約２分。
鳥取自動車道鳥取I.Cより車
で約15分。

松　
　
　
江

松江テルサ
島根県松江市朝日町�
478−18
TEL：0852−31−
5550

JR「松江駅」北口より徒歩
約１分。

広　
　
　
島

広島YMCA国際
文化センター
広島県広島市中区八
丁堀7−11
TEL：082−227−
6816

JR「広島駅」より車で約10
分。広島電鉄（５番以外）
「立町」電停下車徒歩約３分。
広島バスセンターより徒歩
約５分。

福　
　
　
山

リッチモンド
ホテル福山駅前
広島県福山市東桜町
１−１
TEL：084−973−
8030

JR「福山駅」南口より徒歩
約３分。
「広島空港」行きシャトルバ
ス停留所より徒歩約２分。

N
白兎会館

JR鳥取駅
鳥取郵便局●

鳥取銀行
 ●

山
陰
合
銀
●

物
産
観
光

セ
ン
タ
ー
●

弥
生
橋
通
り

鳥
取
生
協
病
院
●

●
みずほ銀行

鳥取大丸
●

至米子
至津山

至京都バスターミナル●

駅
前
通
り

末　広　通　り

生協病院前バス停

至岡山I.C.
商大前 岡山大学

総合グラウンド
（スポーツ公園）

済生会病院

電車

N

岡山商科大学

OSK岡山

ビックカメラ
J
R
岡
山
駅

N

JR福山駅

天満屋

福山市役所

福山ニュー
キャッスル
ホテル

福山郵便局

県立歴史博物館

福山城

リッチモンドホテル
福山駅前

国道2号線

N

●

●

●

●

大阪市立東淀川体育館

東口ステーションビル

大阪回生病院

新大阪
丸ビル本館

JR新
大阪
駅

大阪
コロナホテル

N

JR松江駅

●

●

●

●

●

ホテル

松江
アルファーワン

大橋川

東急
松江エクセルホテル

一畑百貨店

鳥取銀行
松江駅前支店鳥取銀行

松江支店
鳥取銀行
松江支店

松江テルサ

JR広島駅

広島YMCA

●

国際文化センター

●

●

●

●

広島市民病院

広島城

広島県庁 音楽大
エリザベト

八丁堀

広電広島

立町

広島PARCO

紙屋町東
紙屋町西

広電本線●

●

●
●

●

広島バス
センター

N
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試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図

徳　
　
　
島

ホテルサンシャ
イン徳島
徳島県徳島市南出来
島町２−９
TEL：088−622−
2333

JR「徳島駅」より徒歩約10分。
徳島自動車道徳島I.Cより車
で約15分。

高　
　
　
松

ホテルマリンパレ
スさぬき
香川県高松市福岡町
２−３−４
TEL：087−851−
6677

ことでんバス朝日町線「県立
武道館前」より徒歩約３分。
ことでん志度線「松島二丁
目駅」より徒歩約15分。
JR「高松駅」より車で約８分。
高松自動車道高松中央I.Cよ
り約15分。
高松自動車道高松西I.Cより
約25分。

松　
　
　
山

ひめぎんホール
愛媛県松山市道後町
2−5−1
TEL：089−923−
5111

JR「松山駅」より、伊予鉄
市内電車「道後温泉行」で
約21分。「南町県民文化会館
前」で下車。伊予鉄バス「道
後温泉駅前行」で約20分。
「松山市駅」より、伊予鉄
市内電車「道後温泉行」で
約17分。「南町県民文化会館
前」で下車。伊予鉄バス「道
後温泉駅前行」で約15分。

高　
　
　
知

高知会館
高知県高知市本町
５−６−42
TEL：088−823−
7123

JR「高知駅」より路面電車
で「県庁前」電停下車徒歩
約１分。
高知自動車道高知 I.Cより車
で約12分。

小　
　
　
倉

毎日西部会館
福岡県北九州市小倉
北区紺屋町13−１
TEL：093−541−
3031

JR「小倉駅」より徒歩約９分。
都市モノレール線「平和通
駅」より徒歩約５分。

県立体育館

セトラ

玉藻公園

JR
高松駅

県立武道館

高松競輪場

マリンパレス
さぬき

高松
築港駅

三越

法務局

県立中央病院

N

至今治（R196)

至松山空港 至高知・高松

駅
山
松
R
J

城山公園
●
松山
市役所

市駅

松山城
●
松山東警察署
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【専門能力推薦入試Ａ�前期日程・後期日程】

試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図
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学

岡山商科大学
岡山県岡山市北区
津島京町２丁目10−
１
TEL：086−252−
0642

JR「岡山駅」後楽園口（東口）
バスターミナルより岡電バ
ス・中鉄バス「津高台団地」
「国立病院」「免許センター」
方面行き岡山商大前下車～
徒歩約２分（所要時間約20
分）。
山陽自動車道岡山I.Cより車
で約５分。

至岡山I.C.
商大前 岡山大学

総合グラウンド
（スポーツ公園）

済生会病院
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【専門能力推薦入試Ｂ�前期日程・後期日程※】
※後期日程は、本学試験場のみ

試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図
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岡山商科大学
岡山県岡山市北区
津島京町２丁目10−
１
TEL：086−252−
0642

JR「岡山駅」後楽園口（東口）
バスターミナルより岡電バ
ス・中鉄バス「津高台団地」
「国立病院」「免許センター」
方面行き岡山商大前下車～
徒歩約２分（所要時間約20
分）。
山陽自動車道岡山I.Cより車
で約５分。

至岡山I.C.
商大前 岡山大学
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沖縄県那覇市久米�
２−15−23
TEL：098−864−
1780
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歩約10分。
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【AO型・自己推薦型入試�第１回・第２回】

試験場 試験会場・所在地 交　通　機　関 地　　　　　　　　　図
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岡山商科大学
岡山県岡山市北区
津島京町２丁目10−
１
TEL：086−252−
0642

JR「岡山駅」後楽園口（東口）
バスターミナルより岡電バ
ス・中鉄バス「津高台団地」
「国立病院」「免許センター」
方面行き岡山商大前下車～
徒歩約２分（所要時間約20
分）。
山陽自動車道岡山I.Cより車
で約５分。

至岡山I.C.
商大前 岡山大学
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入試部入試課（直通）
����������������
TEL.086-252-0642（代表）
FAX.086-256-6646
URL  https://www.osu.ac.jp/
E-mail  nyusi@po.osu.ac.jp

〒700-8601　岡山市北区津島京町2丁目10-1
 TEL.086-252-0642（代）

入試についてのお問い合わせは

やりたいことを見つける幸せ。


