
大手前大学 2017年度（平成29年度）入学試験概要

●入試日程
入　試　種　別 試験会場

推 薦

一 般

大学入試センター
試験利用

特 別

試験日・適性検査日・
面接日

※試験会場“本学”は、すべてさくら夙川キャンパスをさします。
※合否結果は合格発表当日、受験生本人宛に通知書を投函します。ただし、推薦入試の合否結果は出身学校長にも通知します。

指定校制推薦入試

公募制推薦入試（A日程）

公募制推薦入試（B日程）

一般入試（A日程）

一般入試（Ｂ日程）

大学入試センター試験利用入試（A日程）
大学入試センター試験利用入試（Ｂ日程）

社会人特別入試（A日程）
社会人特別入試（Ｂ日程）

海外帰国生徒特別入試
外国人留学生特別入試

2016年 9月23日（金）～10月 6日（木）

2016年11月24日（木）～12月 8日（木）

2017年 1月 5日（木）～ 1月16日（月）

2017年 2月 9日（木）～ 2月20日（月）

2017年 1月23日（月）～ 1月30日（月）
2017年 2月 9日（木）～ 2月20日（月）

2017年 1月 5日（木）～ 1月16日（月）
2017年 2月 9日（木）～ 2月20日（月）

2017年 1月 5日（木）～ 1月16日（月）

10月24日（月）

11月21日（月）

12月22日（木）

2月 8日（水）

3月15日（水）

2月16日（木）
3月15日（水）
2月 8日（水）

10月15日（土）

12月18日（日）

11月 8日（火）
11月 9日（水）

1月25日（水）
1月26日（木）

3月 7日（火）

1月26日（木）

本学※

2016年10月13日（木）～10月26日（水）
本学※・京都・岡山・なんば
本学※・なんば
本学※

2月 8日（水）1月26日（木） 本学※

3月15日（水）3月 7日（火） 本学※

本学※・京都・岡山・なんば
本学※・なんば

3月 6日（月）
本学※・なんば

本学※

2017年 1月 5日（木）～ 1月16日（月） 2月 8日（水）1月26日（木） 本学※

個別学力試験などは課さない

※推薦入試A日程には、指定校制推薦入試および公募制推薦入試（A日程）の募集人員が含まれます。なお、指定校制推薦入試については出身学校で確認してください。

●入学定員・募集人員

学部・学科 入学定員

健康栄養学部管理栄養学科 80名 10名 30名 5名 15名 10名 4名6名 若干名

AO入試
A日程 公募制Ｂ日程 A日程 Ｂ日程 A日程 Ｂ日程

推薦入試 特別入試一般入試
社会人・海外帰国生徒・
外国人留学生

大学入試センター試験利用入試
募　集　人　員

出願期間（消印有効） 合格発表
（通知書投函日）

健康栄養学部

※受験科目の事前登録は不要です。それぞれの科目の試験時間に受験をしてください。解答は国語の一部を除きマークシート方式です。

［選考方法］2科目選択（200点満点）受験者、3科目選択（300点満点）受験者をそれぞれ別々に判定します。

□両日受験者のうち、両日とも同一学部・同一科目数を受験した場合は、得点の高い試験日で合否を判定します。
□両日受験者入学検定料減免制度：両日受験者は2日目の入学検定料を10，000円に減免します。
□インターネット出願対応。入学検定料を一律5,000円割引します。
□2学部併願が可能。両日受験者は、両日同一学部、同一選考方法（科目数）で、受験する場合、追加検定料なしで
　健康栄養学部以外の1学部を併願することができます。ただし、併願する学部についても、両日同一学部とします。

□「数学A」は、「場合の数と確率」「図形の性質」を出題範囲とします。
□「化学」は「合成高分子化合物」を除きます。
□「生物」は「生態と環境」「生物の進化と系統」を除いたものを出題範囲とします。

【一般入試（A・B日程）】 

教　科 試験科目

外 国 語
国　　語
地理歴史
数　　学
理　　科

試験時間

10：00～11：00
11：40～12：40

14：00～15：00

『国語総合(古文・漢文を除く)・現代文Ｂ』
「世界史B」または「日本史B」
『数学Ⅰ・数学A』
『化学基礎・化学』または『生物基礎・生物』

『英語（コミュニケーション英語Ⅰ･コミュニケーション英語Ⅱ・
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』 必 須

必 須 100点

100点

100点
必 須

必須・選択
2科目選択（200点） 3科目選択（300点） 配 点

外国語、地理歴史、数学、
理科より1教科1出題科目選択

外国語、地理歴史、数学、理科より
1教科1出題科目選択

3教科5出題科目より
1教科1出題科目選択

●入試種別

※受験科目の事前登録は不要です。それぞれの科目の適性検査時間に受験をしてください。解答は国語の一部を除きマークシート方式です。
□両日受験者のうち、両日とも同一学部・同一科目数を受験した場合は、得点の高い適性検査日で
　合否を判定します（A日程）。
□評定平均値の推薦基準点は設けていません。
□専願・併願の選択可能です。専願者は合否ボーダー付近で優先的配慮をします。ただし、出願後の
　「専願・併願」の変更は認めません。
□両日受験者入学検定料減免制度：両日受験者は2日目の入学検定料を10，000円に減免します（A日程）。
□インターネット出願対応。入学検定料を一律5,000円割引します。

□2学部併願が可能。両日受験者は、両日同一学部、同一選考方法（科目数）で、受験する場合、
　追加検定料なしで健康栄養学部以外の1学部を併願することができます。
　ただし、併願する学部についても、両日同一学部とします（A日程）。
□「数学A」は、「場合の数と確率」「図形の性質」を出題範囲とします。
□「化学」は「物質の状態」「物質の変化」「無機物質」を出題範囲とします。
□「生物」は「生態と環境」「生物の進化と系統」を除いたものを出題範囲とします。

［選考方法］調査書（全体評定平均値、欠席日数）/面接（詳細は、出身学校の進路指導部にお問い合わせください）
【指定校制推薦入試（専願のみ）】※本学指定校のみ。

［選考方法］2科目選択[調査書（配点50点）＋適性検査（配点200点）]受験者、3科目選択[調査書（配点50点）＋適性検査（配点300点）]受験者、それぞれ別々に判定します。
【公募制推薦入試（A・B日程）】

教　科 出題科目

外 国 語

適性検査時間調査書

10：00～11：00

地理歴史
数　　学
理　　科

国　　語11：40～12：40全体評定
平均値×10

14：00～15：00

『国語総合(古文・漢文を除く)・現代文Ｂ』
「世界史B」または「日本史B」
『数学Ⅰ・数学A』
『化学基礎・化学』または『生物基礎・生物』

『英語（コミュニケーション英語Ⅰ･コミュニケーション英語Ⅱ・
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』 必 須

必 須 100点

100点

100点
必 須

必須・選択
2科目選択（200点） 3科目選択（300点） 配 点

外国語、地理歴史、数学、
理科より1教科1出題科目選択

外国語、地理歴史、数学、理科より
1教科1出題科目選択

3教科5出題科目より
1教科1出題科目選択

「世界史B」、「日本史B」

［選考方法］大学入試センター試験の出題教科・科目で、受験した教科・科目のうち2教科2出題科目あるいは3教科3出題科目の合計点で判定します。個別学力試験などは課しません。
【大学入試センター試験利用入試（A・Ｂ日程）】

　□インターネット出願対応。入学検定料を一律5,000円割引します。
　※国語は『古典（古文・漢文）』を除きます。　
　※英語（リスニングを含む）は、250点満点を100点満点に換算します。　

教 科 科 目

国　語
外国語
数　学
理　科
地　歴

『国語』
『英語』
｢数学Ⅰ｣､『数学Ⅰ･数学A』､｢数学Ⅱ｣､『数学Ⅱ･数学B』
｢物理｣､｢化学｣､｢生物｣

必 須
必 須

100点

100点

100点必 須

必須・選択
2科目選択（200点） 3科目選択（300点）

配 点

4教科より高得点の
1教科1出題科目 3教科より高得点の

1教科1出題科目



【大手前学園入試特別奨学金制度】
◆優秀な成績で合格し、本学が認めた者（合格発表時に通知します。申し込みの必要はありません）

※学費が免除となる奨学金については、2年目以降は、前年度までの成績による見直しがあります。
※入試特別奨学金制度の併用不可。

【海外帰国生徒特別入試、外国人留学生特別入試】
［選考方法］小論文、面接、志望アンケートの結果により、総合的に合否を判定します。
　　　　   ※外国人留学生特別入試の場合は、日本留学試験「日本語」の成績または日本語能力試験の結果も参考にします。

面接時間試験時間筆記試験 面接

小論文（600字・100点）※日本語による記述 個人面接（段階評価） 約10分
筆記試験終了後～10：00～11：00

※出願資格・出願手続きの際の必要書類など、早めに確認してください。

公募制推薦入試
（A・B日程）

対象入試種別 対　象 金　額

２科目選択 合格者のうち学部の成績上位者10％ 最大4年間の学費（入学金は除く）半額［年間625,000円］免除

3科目選択 合格者のうち学部の成績上位者10％ 最大4年間の学費（入学金は除く）全額［年間1,250,000円］免除

一般入試（A・B日程）

大学入試センター試験
利用入試（A•B日程）

社会人特別入試（A・B日程）

２科目選択 合格者のうち学部の成績上位者10％ 最大4年間の学費（入学金は除く）半額［年間625,000円］免除

3科目選択 合格者のうち学部の成績上位者10％ 最大4年間の学費（入学金は除く）全額［年間1,250,000円］免除

２科目選択 合格者のうち学部の成績上位者10％ 最大4年間の学費（入学金は除く）全額［年間1,250,000円］免除

3科目選択 合格者のうち学部の成績上位者20％ 最大4年間の学費（入学金は除く）全額［年間1,250,000円］免除

合格者のうち優秀な者

合格者のうち国語、個人面接および出願書類による
審査の結果が特に優秀な1名 最大4年間の学費（入学金は除く）全額［年間1,250,000円］免除

合格者のうち国語、個人面接および出願書類による
審査の結果が特に優秀な1名 最大4年間の学費（入学金は除く）半額［年間625,000円］免除

〈いたみ稲野キャンパス（1年生）〉

すべての入試の詳細・入試結果は、2017年度入試ガイド・学生募集要項でご確認ください。
インターネット出願受け付けます！ネット割引あります。

〒664-0861 兵庫県伊丹市稲野町2-2-2
〈大阪大手前キャンパス（2年生～4年生）〉
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-88

アドミッションズ オフィス TEL .0798-32-7541
URL: http://www.otemae.ac.jp/special/nutrition/

入試に関する
お問い合わせ先

外国人留学生特別入試

□注意事項：第二次選考で出願時における調査書の全体評定平均値が3.5以上かつ欠席日数原則20日以内等の調査書記載内容により書類審査を行います。
□出願は、インターネットに限ります。入学検定料を一律5,000円割引します。

エントリー･課題提出期間（必着） 面談日
出願期間
（消印有効）

第1回

第2回

2016年 8月19日（金）～ 9月13日（火）

2017年 1月 5 日（木）～ 1月24日（火） 2017年 2月17日（金）～ 2月23日（木）

2016年 10月13日（木）～10月26日（水）

3月15日（水）

11月21日（月）10月 1日（土）

2月13日（月）

10月 4日（火）

2月15日（水）

出願可否通知日
（通知書投函日）

合格発表日
（通知書投函日）

オープンキャンパス2016日程

※ランチサービスを7月・8月のみ実施します。

会場/
いたみ稲野キャンパス
ACCESS

阪急伊丹線「稲野」駅より徒歩約1分
ＪＲ宝塚線「猪名寺」駅より徒歩約5分

いなの

いなでら

4/24（日）
10：00～13：00

3/27（日）
10：00～13：00

8/20（土）
10：00～15：00

8/21（日）
10：00～15：00

9/25（日）
10：00～13：00

10/23（日）
10：00～13：00

8/ 7（日）
10：00～15：00

8/ 6（土）
10：00～15：00

5/15（日）
10：00～13：00

6/ 5（日）
10：00～13：00

6/19（日）
10：00～13：00

7/16（土）
10：00～15：00

7/17（日）
10：00～15：00

進学相談会
11/12㈯11/13㈰
大手前祭と同時開催

【社会人特別入試（A・B日程）】
［選考方法］小論文、個人面接および書類審査（志望アンケート）の結果により、総合的に合否を判定します。
　　　　   入試特別奨学金制度を希望する者は、国語、個人面接および出願書類による審査の結果により、総合的に合否を判定します。（「小論文」はありません）

面 接
時 間

筆記試験 面接 筆記試験
小論文（800字・100点） 小論文：80分

10：00～11：20
国語：60分

10：00～11：00

個人面接
（段階評価）選択

20分
筆記試験終了後～国語『国語総合(古文・漢文を除く)・現代文Ｂ』

※入試特別奨学金制度希望者のみ

【健康栄養学部AO入試】科目試験を行わず、面談で自分を“アピール”できる入試です。

最大4年間の授業料（施設設備費・実習費など除く）
100％[年間860,000円]・50％［年間430,000円］・
30％［年間258,000円］免除
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