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入試制度の紹介
入試制度 実施回数

総 合 型 選 抜 ： AO入試（専願制） 第１回・第２回

学 校 推 薦 型 選 抜 ：

指定校推薦入試（専願制） 前期

専門能力推薦入試Ａ・Ｂ
（専願制） 前期・後期

一般公募制推薦入試（併願制） 前期Ａ・前期Ｂ・後期

一 般 選 抜 ：
一般入試（併願制） 前期Ａ・前期Ｂ・中期・後期

大学入学共通テスト（併願制） 前期・中期・後期



★2021年度入試から入学定員を増加！

法学科10名、経済学科10名、経営学科10名

総計30名の入学定員が増えました。



入試区分別募集人数

総合選抜型

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 23 9 1 7 2 15 7 2 12 5 2 若干名 85

経済学部 経済学科 15 4 1 15 4 18 6 2 10 3 2 若干名 80

経営学科 30 9 1 8 2 40 18 3 23 13 3 若干名 150

商学科 24 29 1 16 4 10 3 2 6 3 2 若干名 100

92 51 4 46 12 83 34 9 51 24 9 若干名 415

学校推薦型 一般選抜

専門能力推薦入試 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

経営学部

合計

AO入試
指定校

推薦入試

学部 学科

私費留学生

国内入試

Ⅰ・Ⅱ期

社会人

特別入試(別科生対象)

合計

上限設けず

※詳細は「学生募集要項」「入試ガイド」でご確認ください。

※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ないと判断される場合、合格者が募集人員を
下回る場合があります。



総合型選抜：ＡＯ入試
●出願資格
高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者で本学を専願する者。

●入試の流れ
①エントリー（事前課題レポート）

↓
②事前選考（小論文、面接・口頭試問）

↓ 事前選考通過者
③本選考（面接・口頭試問）

★入試のポイント
①エントリー後、事前課題レポートを送付します。期日までに提出。
②事前選考では、志望する学部学科に関するテーマの小論文が出題。
③本選考出願時には、志望理由書を提出。志望理由書や事前選考時の小論文等も踏まえ、
面接・口頭試問を実施します。

④検定料は、本選考出願時までは不要。



学校推薦型選抜：指定校推薦入試
●出願資格
高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者で、次の事項に該当する者。

①本学が指定する高等学校が対象で、学校⾧から推薦があった者。
②学習成績の状況(旧：評定平均値）3.5以上。
③３年間の欠席日数が原則として20日以内であること。

●試験内容
面接・口頭試問

●試験会場
本学、沖縄

※詳細は、各高等学校の進路指導部等にご相談ください。



学校推薦型選抜：専門能力推薦入試
●試験の種類

①専門能力推薦入試Ａ（一般型）
②専門能力推薦入試Ｂ（部活動スポーツ推薦型）

●試験内容
①一般型･･･基礎学力テスト（国語）
①一般型･･･面接・口頭試問
②部活動スポーツ推薦型･･･面接・口頭試問

●試験会場
①一般型･･･前期日程：本学
①一般型･･･後期日程：本学
②部活動スポーツ推薦型･･･前期日程：本学、沖縄
②部活動スポーツ推薦型･･･後期日程：本学

★専門能力推薦入試ＡとＢで日程が異なります。



学校推薦型選抜：専門能力推薦入試Ａ（一般型）

●出願資格
高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者で、
次の各分野において実績を有し本学を専願する者。
①一般型 ５つの分野

※詳細は学生募集要項、入試ガイドでご確認ください。

特定資格分野

所定の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
前にご相談ください。

スポーツ分野 文化・芸術分野

社会的活動分野
リーダーシップ分

野



学校推薦型選抜：専門能力推薦入試Ｂ
（部活動スポーツ推薦型）

●出願資格（現浪可）
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒業見込、
通常の課程により12年の学校教育を修了した者及び2021年3月卒見込など

高等学校の部活動等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、同入試への出願が認められた者。

【出願にあたっての注意事項】
上記のとおり出願は、本学が出願を認めた者のみ出願可となります。同入試にて出
願を希望の場合は、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。

スポーツ分野



学校推薦型選抜：一般公募制推薦入試

●試験区分
①一般公募制推薦入試前期Ａ日程・Ｂ日程
②一般公募制推薦入試後期日程

●出願資格
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒業見込みの者。
②出身学校⾧の推薦のある者。

●試験会場
①前期Ａ・Ｂ日程
本学、鳥取、松江、広島、福山、徳島、高松、松山、高知、小倉、大阪

②後期日程
本学



学校推薦型選抜：一般公募制推薦入試

●試験内容
①一般公募制推薦入試前期Ａ日程

②一般公募制推薦入試前期Ｂ日程

③一般公募制推薦入試後期日程

基礎学力テスト（国語）
【100点】

学習成績の状況(旧評定平均値）
×4【20点】

基礎学力テスト【100点】
英語、数学Ⅰ・Ａ
（選択1科目）

学習成績の状況(旧評定平均値）
×4【20点】

基礎学力テスト【100点】
英語、国語、

数学Ⅰ・Ａ、小論文
（選択1科目）

学習成績の状況（旧評定平均値）
×4【20点】



一般選抜：一般入試
●試験区分
①一般入試前期Ａ日程・Ｂ日程
②一般入試中期日程
③一般入試後期日程
●出願資格
現浪可 ※詳細は「入試ガイド」「学生募集要項」にてご確認ください。

●試験会場
①前期Ａ・Ｂ日程
本学、鳥取、松江、広島、福山、徳島、高松、松山、高知、小倉、大阪
②中期・後期日程
本学



一般選抜：一般入試

●試験内容
①一般入試前期Ａ日程 英語+選択1科目：200点

②一般入試前期Ｂ日程 選択２科目：200点

必須：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
選択：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、簿記から1科目選択

選択2科目
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
簿記から2科目選択



一般選抜：一般入試

●試験内容
①一般入試中期日程 選択２科目：200点

②一般入試後期日程 選択2科目：200点と面接・口頭試問の総合評価

選択2科目
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

選択2科目
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

面接・口頭試問



一般選抜：大学入学共通テスト利用入試

●試験区分
①大学入学共通テスト利用入試前期日程
②大学入学共通テスト利用入試中期日程
③大学入学共通テスト利用入試後期日程

●出願資格
現浪可
※詳細は「入試ガイド」や「学生募集要項」にてご確認ください。



一般選抜：大学入学共通テスト利用入試

教科 科目
国語 「国語」

地理歴史・公民 「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 「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

理科 「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

外国語 「英語」(リスニング含む）「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。

本学独自の個別試験は実施しません。
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）



外部英語試験の活用について
対象入試：一般公募制推薦入試前期Ｂ日程、後期日程

一般入試前期日程、中期日程、後期日程

内 容：当該入試の英語を選択した場合、下記の外部英語試験のスコア
により、ＣＥＦＲに基づき段階的に当該入試の英語の得点に加
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）
ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）
ＧＴＥＣ（4技能版）オフィシャルスコア

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）を出願手続により
提出してください。
※ＧＴＥＣスコア：オフィシャルスコアで、かつ受験日から2年間までを有効。
※ＴＯＥＩＣ：公式認定書によるものとする。



学修奨励制度について
１）専願入試特待生制度

対象入試【指定校推薦入試、専門能力推薦入試、第2回ＡＯ入試】
現役生で所定の学習成績の状況（旧評定平均値）を収めた場合

２）特待生特別奨学制度
対象入試【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】
入学試験で優秀な成績を収めた場合

３）資格取得特待生制度
対象入試【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】
本学指定する資格を取得している場合

1）・２）・３）共に、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。

※詳細は学生募集要項や入試ガイドでご確認ください。



注意事項

本年度の入試日程等や入試制度等の詳細は、
学生募集要項や入試ガイドで必ずご確認ください。

岡山商科大学入試課
ＴＥＬ:086-256-6652

E-mail:nyusi@po.osu.ac.jp


