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AO入試
Admissions Office 2020

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。
募集人員

健康科学部 健康栄養学科（管理栄養士養成課程） ……

5名

子ども教育学科

……

5名

看護学科

……

3名

〔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。

健康科学部 健康栄養学科

AO入試では、本学が求める人（アドミッション・ポリシー）とあなたの学びたいという
目的意識と意欲がマッチしているかを評価します。
健康栄養学科では、具体的に下記の選考内容で評価をします。

■ アドミッション・ポリシー（求める人材）

■ 出願資格

● 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

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、及び令和2年3月

■ 選考内容・評価方法

31日までにこれに該当する見込みの者。ただし、令和2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、及び令和2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。

◆授業体験（50分） ◆レポート（60分・800字） ◆面談（20分）

（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、及び令

「健康と栄養について」の講義を受講し、レポートを作成。
講義内容の理解度と「食と健康」に関わる分野の興味や関心度をレポートと面談で判断します。

■ 入学前教育

和2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、及び令和2年3月31日までに修了見込みの者。

◆面談（20分） ◆書類審査（調査書）

（4）文部科学大臣の指定した者。

面談では高校までの生活と大学での学びに対する考えを自己PRし、

二次選考

1. 高等学校もしくは、中等教育学校を令和2年3月に卒業見込みの者、及び平成31年3月に卒業した者。
2. 通常の課程による12年の学校教育を令和2年3月に修了見込みの者、及び平成31年3月に修了した者。

● 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

一次選考

次の1 ～ 3のいずれかに該当し、かつ4 ～ 6を充たす者。

（5）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、及び令和2年3月31日までに合格見込みの者で、令和2年3月31日までに18歳

書類審査（調査書）によって学修に対する目的意識を評価します。

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、令和2年3月31
日までに18歳に達するもの。

「化学」「生物」入学前講座

4. 一次面談を行い出願認定を受けた者。

管理栄養士の養成施設としての特性上、健康栄養学科の学びには理系の分野が多く、その基礎として化学と生物は

5. 合格した場合、必ず本学に入学する者。

とても大切です。入学後に苦手意識を持つことなく学修をすすめるために、集中講義などを用意しています。

6.「化学基礎」または「生物基礎」を履修していること（履修中含む）。

また、入学後には初年次教育として化学と生物の復習も行います。

■ スケジュール
一次選考

Ａ日程

B日程
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二次選考

※エントリー回数は1回のみです／エントリーは無料です

※出願からは専願 ／ 検定料が必要になります

エントリー（消印有効）

一次面談

出願認定

7/8（月）～7/27（土）

8/3（土）

8/7（水）

9/1（日）～9/7（土）

8/16（金）～9/7（土）

9/14（土）

9/18（水）

9/19（木）～9/28（土）

※9/8
（日）
オープンキャンパスに
持参可

エントリーシートに

◆授業体験（50分）

必要事項を記入の上

◆レポート（60分・800字）

提出

◆面談（20分）

出願期間（消印有効）

二次面談

合否発表

学費納入

9/14（土）

9/20（金）

10/3（木）

10/13（日）

10/18（金）

10/24（木）

合否結果を郵送にて通知

入学金・授業料を納付

出願可否通知を受験生
本人宛に郵送にて通知
※出願認定「可」の方には
二次選考の案内を同封
します。

出願手続き
（インターネット出願）

◆面談（20分）
◆書類審査（調査書）
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健康科学部 子ども教育学科

AO入試では、本学が求める人（アドミッション・ポリシー）とあなたの学びたいという
目的意識と意欲がマッチしているかを評価します。
子ども教育学科では、2つのコースを用意しています。具体的に下記の選考内容で評価をします。

■ アドミッション・ポリシー（求める人材）

■ 出願資格
次の1 ～ 3のいずれかに該当し、かつ4・５を充たす者。

● 子どもの心身の成長・発達に関心のある人

1. 高等学校もしくは、中等教育学校を令和2年3月に卒業見込みの者、及び平成31年3月に卒業した者。

● 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

2. 通常の課程による12年の学校教育を令和2年3月に修了見込みの者、及び平成31年3月に修了した者。

● 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

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、及び令和2年3月

■ 選考内容・評価方法

31日までにこれに該当する見込みの者。ただし、令和2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、及び令和2年3月31日 までに修了見込みの者、又はこれに

オープンキャンパス参加レポートコース

一次選考

プレゼンテーションコース（自己PR型）

◆模擬授業【オープンキャンパス】（30分）

◆特技披露（5分） ◆面談（20分）

◆レポート（1,000字） ◆面談（25分）

子どもとの関わりに活かせるような特技（音楽演奏、創作
絵本の読み聞かせなど）を披露し、将来どのように活かす
のかを面談でアピール。特技と面談の内容を学科の
アドミッション・ポリシーに照らして総合的に判断します。

OCで実施するミニ講義を受講しレポートを提出。面談では
レポート内容を基に、その理解度や関心度と学科の
アドミッション・ポリシーが適合するかを判断します。

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、及び令
和2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、及び令和2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、及び令和2年3月31日までに合格見込みの者で、令和2年3月31日までに18歳

◆面談（25分） ◆レポート（1,600字以上） ◆書類審査（調査書）

二次選考

に達する者。

「保育・教育」に関わる理解度と関心度をレポートと面談、書類審査（調査書）によって評価します。

（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、令和2年3月31
日までに18歳に達するもの。

■ オープンキャンパス参加レポートコース ミニ講義テーマ
日

程

講義テーマ（講義系）

４月 28日（日）

子どもの絵の発達

５月 26日（日）

子どもにとっての仲間とは

６月 23日（日）

保育者・教師の育ち合いと学び合い

７月 21日（日）

教えることと学ぶこと

８月 10日（土）
８月 18日（日）

4. 一次面談を行い出願認定を受けた者。
5. 合格した場合、必ず本学に入学する者。

※ミニ講義は各日程とも午前中に実施します。
詳しくは、本学ホームページでご確認ください。

子どもを巡る社会的諸問題
「私」の発達心理学

８月 25日（日）

子どもから学ぶこと

■ スケジュール
一次選考

二次選考

※エントリー回数は1回のみです／エントリーは無料です

※出願からは専願 ／ 検定料が必要になります

エントリー（消印有効）

一次面談

出願認定

Ａ日程

7/8（月）～7/27（土）

8/3（土）

8/7（水）

9/1（日）～9/7（土）

B日程

（金）
（土）
※9/8
（日）
オープンキャンパスに
持参可

9/14（土）

9/18（水）

9/19（木）～9/28（土）

オープンキャンパス
参加レポートコース
プレゼンテーション
コース（自己PR型）
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8/16

～9/7

オープンキャンパス（4/28～8/25）で実施する
ミニ講義を受講し、講義レポート（1,000字程度）
を作成。エントリーシートと共に提出

◆面談（25分）

一次面談で披露する特技の内容を

◆特技披露（5分）

エントリーシートに記入の上提出

◆面談（20分）

出願可否通知を受験生
本人宛に郵送にて通知
※出願認定「可」の方には
二次選考の案内・課題を
同封します。

出願期間（消印有効）

出願手続き
（インターネット出願）
出願書類と共に、課題レポート
（1,600字以上）も提出

二次面談

合否発表

学費納入

9/14（土）

9/20（金）

10/3（木）

10/13（日）

10/18（金）

10/24（木）

合否結果を郵送にて通知

入学金・授業料を納付

◆面談（25分）
◆書類審査（調査書）
◆レポート
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健康科学部 看護学科

AO入試では、本学が求める人（アドミッション・ポリシー）とあなたの学びたいという
目的意識と意欲がマッチしているかを評価します。
看護学科では、具体的に下記の選考内容で評価をします。

■ アドミッション・ポリシー（求める人材）

■ 出願資格
次の1 ～ 3のいずれかに該当し、かつ4・5を充たす者。

● 他者と誠実に関わることができる人

1. 高等学校もしくは、中等教育学校を令和2年3月に卒業見込みの者、及び平成31年3月に卒業した者。

● 人間関係を構築し、発展させることができる人

2. 通常の課程による12年の学校教育を令和2年3月に修了見込みの者、及び平成31年3月に修了した者。

● 社会の一員としての自覚と責任感のある人

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、及び令和2年3月

● 高等学校までの学習内容を理解しており、日々の学習習慣が身についている人

31日までにこれに該当する見込みの者。ただし、令和2年3月31日での年齢が19歳までの者とする。

● 将来、生涯にわたって自己の看護を発展させ、看護学の発展に寄与する熱意のある人

（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、及び令和2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。

■ 選考内容・評価方法

（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、及び令
和2年3月31日までに修了見込みの者。

◆小論文（60分）
看護・医療系に関する資料型小論文。資料（図・表・グラフ等）を読解、分析して結論など

一次選考

について論述する。800～1000字以内、60分。

（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、及び令和2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。

◆面談（20分）

（5）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、及び令和2年3月31日までに合格見込みの者で、令和2年3月31日までに18歳

看護に対する理解度や関心度と学科のアドミッション・ポリシーに適合するかを

に達する者。

判断します。

（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、令和2年3月31
日までに18歳に達するもの。

二次選考

4. 面談を行い出願認定を受けた者。

◆書類審査（調査書）

5.「調査書の全体の評定平均値」が3.5以上、かつ専門教育に必要な特定科目[化学基礎]及[生物基礎]を履修し、それぞれの評定

調査書にて、高等学校での学習内容を評価します。

が3.0以上であること。
6. 合格した場合、必ず本学に入学する者。

■ スケジュール

一次選考

エントリー（消印有効）

A日程

8/16

～9/7

（金）
（土）
※9/8
（日）
オープンキャンパスに
持参可

エントリーシートに
必要事項を記入の上
提出
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二次選考

※エントリー回数は1回のみです／エントリーは無料です

面談

9/14（土）

出願認定

9/18（水）

※出願からは専願 ／ 検定料が必要になります

出願期間（消印有効）

書類審査

合否発表

学費納入

9/19（木）～9/28（土）

10/1（火）

10/8（火）

10/24（木）

◆書類審査（調査書）

合否結果を郵送にて通知

入学金・授業料を納付

出願可否通知を受験生
◆小論文（60分）
◆面談（20分）

本人宛に郵送にて通知
※出願認定「可」の方には
二次選考の案内を同封し
ます。

出願手続き
（インターネット出願）
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エントリー・出願の手続きについて
提出方法

●郵送（簡易書留・速達） ●持参（エントリー・出願期間の土・日・祝日を除く 9:00 ～ 17:00）

提 出 先

〒562-8580 大阪府箕面市新稲 2-11-1

大阪青山大学 入試部 宛

【エントリー】 本学ホームページ「入試情報」内「各種出願書類ダウンロード」から「宛名ラベル」をダウンロードして使用も可能
【出

提出書類

市販の角 2 封筒をご用意ください
【エントリー】 健康栄養学科 ・エントリーシート
子ども教育学科 ・エントリーシート
・オープンキャンパスレポート［市販の 400 字詰め横書き原稿用紙（手書き）］
※オープンキャンパス参加レポートコースのみ
看護学科
・エントリーシート
【出

検 定 料

願】 入学志願票ダウンロード時に印刷した「宛名ラベル」を使用

願】 健康栄養学科 ・入学志願票 ・調査書
子ども教育学科 ・入学志願票 ・調査書 ・課題レポート
看護学科
・入学志願票 ・調査書

35,000 円 ※エントリー時は不要です

大阪青山大学のAO入試の特色を
教えてください。

看護学科

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。

看護について学びたいというあなたの熱意や関心の程度を小論
文、面談、書類審査から判定します。

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。

エントリーも検定料は必要ですか？

「面談」
の内容について教えてください。

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。
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、授業体験レポートや面談から判断します。

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。

オープン
キャンパス
2019

エントリーは何度でも出来るのですか？
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。

4
5
6
7
8
8
8
9
28(日) 26(日) 23(日) 21(日) 10(土) 18(日) 25(日) 8(日)

●開催時間：10:00～15:00（受付9:30～） ●参加無料

●申込不要

●阪急「箕面」駅から無料送迎バス運行

〒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

