平成30（2018）年度

AO入試
Admissions Office 2018

一人ひとりの個性と「学びたい」という意欲に応える
相互理解型の入試方式
ＡＯ入試は、従来の学力を重視する選抜方法とは異なり、
「学びたい」
という目的意識
と意欲を重視する
「相互理解」
を前提として行う、入試方式です。
書類選考や対話にじっくり時間をかけ、本学の教育方針・内容などについて理解し
ていただき、一人ひとりの個性、さまざまな能力や資質、適性、高校での諸活動等を
総合的に評価します。

■大阪青山大学
健康科学部（募集人員各学科 5 名）
健康栄養学科（管理栄養士養成課程）
子ども教育学科

■大阪青山大学短期大学部
調理製菓学科
（募集人員15 名）
● 調理コース
● 製菓コース

※看護学科は実施しません
〔奨学金チャレンジ制度〕
ＡＯ入試合格者は、奨学金対象試験に検定料不要でチャレンジすることができます。
詳しくは学生募集要項をご覧ください。

平成30
（2018）年度AO入試・日程
■ 大学
入試区分

エントリー期間※1

消印有効

出願認定

出願期間

消印有効

二次面談／書類審査

合否発表

学費納入

A日程

7/10（月）〜 7/28（金）

8/ 5（土）

8/ 9（水）

8/16（水）〜 9/ 8（金）

9/16（土）

9/22（金）

10/ 5（木）

B日程

8/16（水）〜 9/ 9（土）

9/16（土）

9/20（水）

9/21（木）〜 9/29（金）

10/ 7（土）

10/13（金）

10/26（木）

出願認定
可否決定通知

出願手続き
（インターネット出願）
※6

面談（自己PR含む20分）
と
書類審査により、合否判定

合否通知

入学金・授業料を納付

出願認定
可否決定通知
（レポート課題を同封）

出願手続き
（インターネット出願）
※6
（課題レポートを同封）

面談（25分）・課題レポートと
書類審査により、合否判定

合否通知

入学金・授業料を納付

（9/10 オープンキャンパスに持参可）

健康栄養学科

エントリーシートを送付※4

授業体験（50分）※5
(800字程度)
レポート作成（60分）
面談
（20分）

子ども教育学科

事前にオープンキャンパスに参加
オープンキャンパスのレポートを作成
エントリーシートとレポートを送付※4

面談（25分）

エントリーシートを送付※4

自己ＰＲ（5分程度）
面談（20分程度）

〔オープンキャンパス参加レポートコース〕※2

子ども教育学科

〔プレゼンテーションコース（自己PR型）〕※3

※1
※2
※3
※4
※5
※6

一次面談等

エントリー志願回数は１回とする。
5/14 〜 8/20開催のいずれかのオープンキャンパスに参加すること。「オープンキャンパスで行われるミニ講義（複数回参加した人は、最も印象に残った講義）を市販の400字詰め原稿用紙（横書き）に1,000字程度にまとめ、エントリーシートとともに提出します。
一次面談等では、将来、子どもとの関わりに生かせるような、これまで培ったきた特技（音楽演奏、創作絵本の読み聞かせなど）を披露し、あわせて面談を行います。
エントリーシート（子ども教育学科のオープンキャンパス参加レポートコースは、レポートも同封）は、各人で封筒をご用意の上、
〒562-8580 大阪府箕面市新稲2-11-1 大阪青山大学 入試部宛に、簡易書留速達便にて郵送してください。（大学ホームページから「エントリーシート」「宛て名ラベル」をダウンロードして使用することも可能。）
授業体験のテーマは「健康と栄養について」に基づいた授業内容です。
出願手続きについては、学生募集要項をご覧ください。

■ 短期大学部
入試区分

エントリー期間※1

消印有効

面談

出願認定

Ⅰ期

6/ 1（木）〜 6/30（金）

7/ 8（土）

7/12（水）

Ⅱ期

7/10

7/28（金）

8/ 5（土）

8/ 9（水）

Ⅲ期

8/16（水）〜 9/ 9（土）

9/16（土）

Ⅳ期

9/11（月）〜 9/29（金）

Ⅴ期

2/12（月）〜 3/ 2（金）

調理製菓学科

（月）〜

（9/10 オープンキャンパスに持参可）

エントリーシートを送付※2

出願期間

消印有効

合否発表

書類審査

学費納入

8/16（水）〜 9/ 4（月）

9/ 7（木）

9/15（金）

9/28（木）

9/20（水）

9/21（木）〜 9/29（金）

10/ 5（木）

10/13（金）

10/26（木）

10/ 7（土）

10/11（水）

10/12（木）〜10/25（水）

11/ 5（日）

11/10（金）

11/22（水）

3/ 9（金）

3/13（火）

3/14（水）〜 3/16（金）

3/20（火）

3/23（金）

3/28（水）

出願認定
可否決定通知

出願手続き
（インターネット出願）
※4

面談（15分）
※3

書類審査により、合否判定

合否通知

入学金・授業料を納付

※1 エントリー志願回数は１回とする。
※2 エントリーシートは、各人で封筒をご用意の上、
〒562-8580 大阪府箕面市新稲2-11-1 大阪青山大学短期大学部 入試部宛に、簡易書留速達便にて郵送してください。（大学ホームページから「エントリーシート」「宛て名ラベル」をダウンロードして使用することも可能。）
※3 必要であれば、複数回の面談を設定することがあります。
※4 出願手続きについては、学生募集要項をご覧ください。
★ グルメフェスタ参加者優遇制度
グルメフェスタ参加者は、エントリーシートの右側の「志望理由」「自己アピール」を「グルメフェスタ体験レポート」にかえることができます。この場合、エントリーシート左側の必要事項を記入し、グルメフェスタ体験レポート（400字程度：原稿用紙はグルメフェスタ当日に配付）を同封して提出してください。

出願資格

アドミッション・ポリシー（学科別 求める人材像）
大学が求める人

次の1〜3のいずれかに該当し、かつ4〜7を充たす者。
中等教育学校を平成30年3月に卒業見込みの者、及び平成29年3月に卒業した者。
1 高等学校もしくは、
2 通常の課程による12年の学校教育を平成30年3月に修了見込みの者、及び平成29年3月に修了した者。
3 学校教育法施行規則第150条の規程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、及び平成30年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
ただし、平成30年3月31日での年齢が19歳までの者とする。
（1）外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、及び平成30年3月31日 までに修了見込みの者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。
（2）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、及び平成30年3月31日までに修了見込みの者。
（3）専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを
文部科学大臣が定める日以後に修了した者、及び平成30年3月31日までに修了見込みの者。
（4）文部科学大臣の指定した者。
（5）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、及び平成30年3月31日までに合格見込みの者で、平成30年3月31日までに18歳に達する者。
（6）本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成30年3月31日までに18歳に達するもの。

4
5
6
7

大学は一次面談等を行い出願認定を受けた者、短期大学部は面談を行い出願認定を受けた者。
合格した場合、必ず本学に入学する者。
大学のみ出願時の
「欠席日数」
は合計30日以内とする。(特に理由のある場合は、事前に問い合わせること)
健康栄養学科は、化学基礎、生物基礎、物理基礎、化学、生物、物理のいずれか2科目を履修していること。

健康栄養学科
食
（食物と栄養）
と健康に興味を持ち、この分野の知識と技術を修得する
ための強い目的意識を持って学修をやり通せる人
管理栄養士の資格を取り、社会に貢献し、活躍したい人
学修に必要な化学および生物の基礎学力を持っている人

子ども教育学科

子どもの心身の成長・発達に関心のある人
保育・子ども福祉・教育のいずれかに専門職として従事しようと思う人
協調とチャレンジの精神があり、粘り強く学修に取り組める人

短期大学部が求める人

調理製菓学科
暮らしに楽しさや幸せをもたらす「食」に興味がある人〈関心・意欲〉
―具体的には、
①世界の料理とお菓子に関心がある人
②おいしいもの、美しいものを自ら創ってみたい人
③料理やお菓子・パン作りを楽しみながらその奥深さを知りたい人
「食」
に関する学びを深めるために必要な基礎学力を備えている人
〈知識・理解〉
ホスピタリティーを大切にし、人の気持ちを思いやることのできる人
〈態度〉

大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部の
AO入試の特色を教えてください。
一人ひとりの個性、さまざまな能力や資質、適性、高校
での諸活動、そして「学びたい」という目的意識と意
欲を対話等によって判定します。
面談においては、希望する学科の教員と十分に対話し、あなたの
「学びたいこと」を話し合ってください。一方本学は、本学の教
育方針やカリキュラムの内容、学生生活のことなどを説明します。
あなたが本学の説明内容を理解され、かつ本学があなたの「学
びたい意欲」に十分に応えられると判断した場合に「出願認定」
を行います。

「面談」の内容について教えてください。

あるか、③本学ではどんな勉強をしたいのか、また将来の希望などを
お聞きします。
①製菓コースを希望した理由について、②本学で特に学びたい知識・
技術は何か、③将来の夢、また学生生活の目標をお聞きします。

AO入試は専願ですか？また「出願認定」
されると必
ず出願しなければいけませんか？
エントリーまでは他大学との併願も可能です。また、
「出願認
定」は出願を強制するものではありません。ただし出願する
際には、専願を条件としています。よって出願し合格した後
に、入学を辞退することはできません。

食と栄養について学びたいというあなたの熱意や関心の
程度を書類審査、受講レポートや面談から判定します。

エントリーも検定料は必要ですか？
エントリーの時点では検定料は不要です。出願認定後の出願
から検定料が必要となります。

健康科学部 子ども教育学科

子どもに関する様々な問題に関心を持ち、修得した知識や技能を
その解決に役立てたいという熱意の程度を書類審査、レポート、
プレゼンテーションや課題提出・面談から判断します。

エントリーは何度でも出来るのですか？

大阪青山大学短期大学部

エントリーは1回のみです。
「面談」日の都合の良い日の入試
区分でエントリーをしてください。

①調理コースを希望した理由について、②どういう料理に興味が

第2回

オープン
キャンパス
2017

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

5
6
7
7
8
8
8
9
14(日) 11(日) 16(日) 23(日) 6 (日) 19(土) 20(日) 10(日)

●事前予約不要 ●参加無料 ●開催時間：10:00〜15:00（受付9:30〜）
●オープンキャンパス当日は、阪急「箕面」駅より無料送迎スクールバスを随時運行。駅で本学スタッフが乗り場までご案内します。
タイムスケジュールの詳細はHPをご覧ください。

イベント内容

お楽しみ特典

◎学科・コース別プログラム
（学科紹介、ミニ講義・体験実習、キャンパスツアー）
◎相談コーナー
（入試・学生生活相談、在学生とのフリートーク）
◎入試説明会 など

10
11
12
22(日) 19(日) 10(日)
（入試相談＆見学会）
ミニオープン
キャンパス 2017

学校見学

◎学校案内・願書セット、オリジナルグッズをもれなく進呈！
抽選でガンバ大阪グッズなどプレゼント
（大阪青山学園は2006年度よりオフィシャルパートナーとしてガンバ大阪を応援しています）

◎各回無料ランチサービス実施！
（学科によるランチサービスもあります）

※事前予約制（詳細は夏以降、HPでご確認ください）

オープンキャンパス開催日以外でも、個人・グループでのキャンパス見学を随時受け付けています。
（月〜金 9:00〜17:00 祝日を除く）
ご希望の方は入試部
（TEL.072-723-4480 直通）
までお気軽にお問い合わせください。

〒562-8580 大阪府箕面市新稲 2-11-1
入試部 TEL.072-723-4480 FAX.072-737-6517
【URL】http://www.osaka-aoyama.ac.jp
【E-mail】adm21@osaka-aoyama.ac.jp

交通案内
●阪急箕面線「箕面」駅下車、西へ1.3 ㎞（徒歩約 20 分）またはスクールバス約 5 分
●阪急宝塚線「池田」駅より阪急バス（東のりば 3）
「東畑」方面行き「東畑」バス停下車、東へ約 800m
●門真・千里中央方面からは、大阪モノレール「蛍池」駅経由で阪急「箕面」駅へ
●大阪空港より車で約10 分

