総合型選抜

AO型入試・自己推薦型入試

エントリーガイド
2022

何を学べるのか
何を学びたいのか
確認してみませんか。

やりたいことを見つける幸せ。

岡山商科大学

A O 型 入 試
総合型選抜：自己推薦型入試

岡山商科大学は、学部学科のアドミッション・ポリシー（求める学生像）を公開し、それに適する学
生を受け入れるため、総合型選抜（AO型入試・自己推薦型入試）を実施します。
事前選考では、本学で何を学べるのか、あなたは何を学びたいのかをお互いに確認します。

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
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 ①法 律上の問題や紛争を解決する力を ①高 い志をもって社会に貢献し
意欲のある人。
養おうとする意欲のある人。
たいという意欲のある人。
②一 般的な広い知識を学ぼうと
する意欲のある人。

経済学科

①本 学部の教育を受けるのに必 ①地 域社会や国際社会の活性化に取り ①チ ャレンジ精神を持ち、困難
組む意欲のある人。
なことに取り組む意欲のある
要な基礎学力を備えている人。
人。
②高 等学校での正課・課外に主 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。
②他 者を尊重し、豊かな人間関
体的に取り組み、優れた実績
係を作る意志のある人。
をあげた人。

経営学科

①経営学、会計学、情報・メディ ①社 会変化、とりわけビジネス現象に 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
ア学に加え、それらを活用し
関心を持ち、経営的視点から洞察し
て成長しようとする強い意志
社会に貢献できる人。
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、 を持つ人。
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。

商学科
商学科ＦＰ

①マ ーケティング、観光、企画 ①情 報革新とグローバル化に対応した ①高 い目標意識と将来の志望を
開発・デザインに関する知識・ ビジネスエキスパートに必要な思考
持ち続け学ぶ意志のある人。
力・判断力・表現力を養う意欲のあ
技能を学ぶ意欲のある人。
る人。
①パーソナルファイナンスを中心 ①金 融に関する諸問題、特に個人の資 ①高 い目標意識と将来の志望を
として金融諸理論を勉強し、２
産形成に対して的確なアドバイスが
持ち続け学ぶ意志のある人。
級FP技能士・AFP等の資格取
できる思考力・判断力・表現力を養
得を目指す人。
う意欲のある人。

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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学部・学科
法 学 部

法 学 科（公務員コース、企業コース）

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）
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エントリー資格
本学の学部学科を専願し、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。
 事前選考エントリー前に、総合型選抜説明会を受講することが、エントリーの要件となります。
総合型選抜説明会の受講方法等については、６月下旬から本学HPで公開します。
（https://www.osu.ac.jp/admissions/）
 なお、本学の定める期間中に総合型選抜説明会を受講できない場合は、エントリー締切日の
3日前までに入試課へご相談ください。

エントリーしていただくにあたってのお願い
 原則として所属する高等学校の先生・進路指導部の先生等とご相談のうえ、エントリーしてく
ださい。
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エントリー期間
第１回：2021年 ９ 月 ６ 日（月）〜 ９ 月17日（金）
第２回：2021年12月23日（木）〜 2022年 １ 月 ７ 日（金）
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選考方法

試験名称

事前選考
試験科目

面接・口頭試問
個別選考約15分間

ＡＯ型

小論文、
面接・
口頭試問

プレゼンテーション・面接
個別選考約15分間


自己推薦型

本選考試験科目

プレゼンテーション：約５分間
面接：約10分間

本選考試験内容
●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。
●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。
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総合型選抜の流れ
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① エ
 ントリーする志望学科、総合型選抜の受験回（第１回・第２回）及び選考方法（AO型・
自己推薦型）を決める。

□

事前選考日、出願締切日、本選考日が決まっています。詳しくは３ページ「 ７ 総合型選抜入試日
程」をご覧ください。
エントリー後、事前選考日までに事前課題レポート提出があります。


②

エントリー
事前選考エントリー時に、本選考での選考方法（AO型または自己推薦型）を選択してください。
なお、それぞれの内容については、総合型選抜説明会にて詳しく説明を行います。

□

※１ページ「 ２ エントリー資格」参照
※本選考出願時に、改めて選考方法選択申請書の提出が必要となりますが、原則として、事前選
考エントリー時に登録した選考方法での受験となります。
エントリー方法は次の２つから選択できます。
１）Webエントリー
本学ホームページの入試情報から直接エントリーできます。下記URLへアクセスしてください。
⇒ https://www.osu.ac.jp/admissions/faculty/
エントリーには、証明写真データ（携帯電話のカメラ、デジタルカメラで撮影したもので可）が
必要です。データがない場合は、登録後のエントリーフォームを印刷し、証明写真を貼って郵送
してください。
２）エントリーカードを郵送または窓口持参
本学ホームページから「総合型選抜エントリーカード」をダウンロードまたは、巻末のエントリー
カードを使用し、必要事項を記入した後提出してください。


郵送の場合
  

  下記宛先へ簡易書留・速達で郵送してください。（エントリー期間必着）
〒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

 窓口持参の場合   入試課窓口へ直接持参してください。
   （受付時間８：30～16：30 ただし土・日・祝日、大学休業日を除く）

③

事前選考のご案内・事前課題レポートの送付

④

事前課題レポート提出
事前課題レポートは指定する期日までに提出してください。
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⑤

事前選考（小論文、面接・口頭試問）

⑥

事前選考受験者に事前選考結果通知を送付

⑦

本選考Web出願（検定料30,000円が必要）
総合型選抜（AO型入試・自己推薦型入試）は本学を第一志望とする者を対象に実施する専願制
の入試です。

⑧ 本
 選考（AO型：面接・口頭試問、自己推薦型：プレゼンテーション・面接）



提出書類：調査書、志望理由書、選考方法選択申請書

⑨

合格発表・合否通知送付

⑩

入学手続
□

締切日は受験回によって異なります。（下記「 ７ 総合型選抜入試日程」参照）
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選考会場
岡山商科大学
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岡山市北区津島京町２丁目10－１

総合型選抜入試日程
エントリー期間

事前選考

事前選考通過発表

本選考出願期間
【出願期間】
2021年

9月 ６ 日（月）
〜

第 １ 回

2021年

9月17日（金）

2021年
10月 ２ 日（土）
9：30〜
小論文

10月 8 日（金） 0：00〜

2021年

10月15日（金）23：00
【入金期限】

10月 ８ 日（金） 2021年

10月15日（金）23：59

面接・口頭試問

【書類郵送期限】
2021年
10月16日（土）消印有効
【出願期間】
2022年

2022年

〜

第 ２ 回

2021年

12月23日（木） １月22日（土）
9：30〜

2022年

小論文

１月 ７ 日（金） 面接・口頭試問

１月28日（金） 0：00〜

2022年

２月 ４ 日（金）23：00
【入金期限】

１月28日（金） 2022年

２月 ４ 日（金）23：59

【書類郵送期限】
2022年
２月 ５ 日（土）消印有効

本選考

合格発表

2021年

10月23日（土） 2021年
11月1日（月）
9：30〜
◦AO型：面接・ 合 格 者 は11月
口頭試問
12日（金）まで
◦自己推薦型：
プレゼンテー
ション・面接

に入学手続を完
了してください。

2022年
２月12日（土） 2022年
２月18日（金）
9：30〜
◦AO型：面接・ 合格者は２月25
口頭試問
日（金）までに
◦自己推薦型：
プレゼンテー
ション・面接

入学手続を完了
してください。
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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）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。
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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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10 納付金（2022年度）


（単位：円）



年次及び
納入期日

費

1

年

前期（入学手続時）

目

次

2年次以降

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

630,000

530,000

530,000

530,000

計

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。

11 「障がい等を有する入学志願者」について
障がい等がある場合または病気療養中の場合は、受験上およ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、必ずエントリー前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
試験会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」、および「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。
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12 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。
・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定さ
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。
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岡山商科大学
総合型選抜にエントリーをしよう！！
下記エントリーカードを切り取りエントリー期間内（第１回：2021年９月６日（月）〜
９月17日（金）必着、第２回：2021年12月23日（木）〜2022年１月7日（金）必着）に
岡山商科大学入試課まで簡易書留・速達で郵送またはご持参ください。提出後、一週間経過しても事前
選考の案内及び課題レポートが届かない場合は、入試課（086−256−6652）
までご連絡ください。

エントリーカード提出先
〒700−8601

岡山市北区津島京町２丁目10−1

2022年度

岡山商科大学

岡山商科大学

入試課

あて

総合型選抜エントリーカード

エントリーする学科に○をつけてください。

顔

法 学 科（公務員コース、企業コース）
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）

写

真

欄

タテ４cm×ヨコ３cm

経営学科（経営コース、情報・メディアコース、会計コース）

写真ウラ面にエントリー
学部学科と氏名を書い
て全面のりづけすること

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）
総合型選抜の選考方法に関する説明を受けましたか。

□ はい

□ いいえ

希望する選考方法に○をつけてください。

自己推薦型（プレゼンテーション・面接）

AO型（面接・口頭試問）

年
ふりがな

氏

名

住

所

生年月日

月

日

西暦
年

月

日

〒

電話番号
携帯電話番号（所有する場合）
高等学校

全日制・通信制・定時制

エントリーアンケート
１．あなたは志望した学科でどんなことを学びたいですか？

２．高校での得意科目は？

３．高校時代に取得した資格、または、がんばったことがあれば教えてください。

科

問い合わせ先
〒700−8601 岡山市北区津島京町２丁目10−１
電話 086−256−6652（直通）
086−252−0642（代表）
FAX 086−256−6646

岡山商科大学

入試部入試課

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

