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近畿大学教育方針について

本学は、未来志向の「実学教育と人格の陶冶」を建学の精神とし、「人に愛される人、信頼される人、
尊敬される人の育成」を教育理念として掲げてきました。この「建学の精神」と「教育理念」は、知
識基盤社会へ転換しようとする21世紀の日本において、いっそう必要とされる理念であると自負しま
す。 
本学が、総合大学として各学部の特色を生かしながら、共に手を携えて目指そうとしているのは「実
学教育」と「人格の陶冶」の融合です。真の「実学」とは、必ずしも直接的な有用性を志向するだけ
ではなく、その事柄の意味を学び取ることを含みます。現実に立脚しつつも、歴史的展望をもち、地
に足をつけて、しなやかな批判精神やチャレンジ精神を発揮できる、創造性豊かな人格の陶冶を志向
するものです。「自主独往の気概に満ち」、生涯にわたって自己の向上に励み、社会を支える高い志を
もつことが「人に愛され、信頼され、尊敬される」ことにつながります。このような学生を社会に送
り出すことが、これからの時代に、本学が目指す社会的使命であります。 
近畿大学の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、上述の教育方針に基づいており、
本学の「建学の精神」と「教育理念」に共感する入学者を国内外から広く受入れます。 

１ 本学が求める基礎学力と倫理観を備える人。 
２ 謙虚に学ぶ姿勢を有するとともに、自ら課題を発見し解決していく意欲にあふれる人。 
３ 人に愛され、信頼され、尊敬される」前に、まず人を愛し、信頼し、尊敬することのできる人。 
４ 社会のニーズに対応できる実学や教養及び国際性を身につけたい人。 
５ 自分の得意分野を伸ばし、社会に貢献したいと考える人。 

を学生として受入れることを目指し、多様な選抜制度を用意しています。 

学部のアドミッション・ポリシー（入学受入れの方針）

【法学部】 

法学部は、近畿大学建学の精神に則り、法学部の教育目的を実現するため、その教育方針に則って 
法学部の授業を学び、法治社会の構成員である主体的・自律的に振る舞うことのできる市民に成長し 
て卒業していく学生を志すにふさわしいものとして、以下に掲げる法学部での履修に必要な基礎学力 
を有する入学生を求めています。 

 １ 社会の成り立ちと仕組みについて関心・知識を持ち、客観的に考察する意欲のある人。 
 ２ 社会の課題を客観的に考え、解決の道筋を探る意欲のある人。 
 ３ ものごとを論理的に考えることのできる人。 
 ４ 規律を理解しこれに従って行動することのできる人。 
 ５ 自然現象や環境について広く関心・知識を持つ人。 
 ６ 社会の中で他者を思いやり、共に成長する意欲のある人。 
 ７ 国際社会の一員として他国の文化を知りその人々と交流する意欲のある人。 

このような人材として、法学部に入学するまでに、次の教科・科目の内容の理解や素養・知識を有 
していることが望まれます。 
 高等学校主要教科：社会を形成する市民として求められる教養 
 地理・歴史：１）社会の成り立ち、仕組みや課題についての客観的・批判的な考察力 
       ２）公平・正義といった社会の指導的理念に基づいた論理的な思考力 
       ３）社会にある規律と理解の遵守 
 数学・理科：自然現象・環境についての客観的な観察ならびに論理的な思考力 
 国語：同じく社会に生きる他者への配慮と意思の疎通 
 英語：外国の人々・文化・社会に対する関心と交流 



【経済学部】

経済学部は、近畿大学建学の精神に則り、高度な分析力を有し、人間が生きる上での基本となる経済
活動と、そこから派生する様々な社会経済現象を通底する論理を的確に読み解き、現代社会を生き抜
く力を持った人材を育成します。このために、次のような入学者を受入れます。 

 １ 人間・社会・経済に対する強い関心を持つ人。 
２ 日本語・外国語の読解力や論理的思考能力を中心とした基礎学力を有する人。 

また、経済学部に入学するまでに、次のようなことを身につけていることが望まれます。 
国語：日本語の基礎的な読解力、表現力、論理的な思考力 
外国語：外国語文献の読解力、異文化への理解 
数学：論理的な思考力、数的な処理能力 
理科：科学的な物の見方、社会を支える科学技術への関心 
地歴・公民：歴史の大きな流れの理解、社会の基本的仕組みの理解 

【経営学部】  

経営学部は、近畿大学建学の精神に則り、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を持つ有為な人材を
育成します。このために、次のような人を幅広く受け入れます。 

 １ 未知の領域に挑戦し、知識や技能をビジネスに活かす高い意欲を持つ人。 
 ２ 学びの努力を惜しまず、社会へ貢献することを自分の喜びとして行動できる人。 
 ３ 活躍の場を広く求め、コミュニケーション能力の向上に積極的に取り組む人。 

また、経営学部に入学するまでに、次のようなことを身につけていることが望まれます。 
 国語：基礎的な日本語の読解力、論理的な思考に基づいた表現力 
 外国語：基礎的な語彙と構文を用いて比較的簡単な情報を理解し、考えを表現できる能力 
 地歴・公民：地理・歴史の観点から社会を理解する基礎的知識と社会の仕組みに対応していくため

の分析能力 
 数学：物事を数学的に捉えて、考える能力 
 理科：自然現象を観察する科学的態度と探求心 

 特別活動：自主的で協調的な態度と奉仕の心
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帰国生入学試験について 

この入学試験は、保護者の海外在住等により外国での生活を体験し、かつ、外国において正

規の教育制度に基づく学校教育や、国際バカロレアのカリキュラムに基づく国際学校で教育

を受けた者に対して行うものです。ただし、単身留学は対象外とします。

１．募集学部・学科および人員 

学部 学科 募集人員 

法学部 法律学科 若干名 

経済学部 経済学科 

国際経済学科 

総合経済政策学科 

若干名 

経営学部 経営学科 

商学科 

会計学科 

キャリア・マネジメント学科 

若干名 

２．出願資格 

日本国籍を有する者または日本に永住する外国人およびそれに準ずる者（在留資格が出入国

管理及び難民認定法に定める「永住者」）で、次のいずれかに該当し、令和 4 年 3 月 31 日ま

でに 18 歳に達する者。ただし、単身留学者は対象外とします。

(1)外国の教育制度に基づく教育機関において、12 年の課程（日本における通常の課程によ

る学校教育の期間を含む）を卒業（修了）した者、または令和 4年 3月までに卒業（修了）

見込みの者。ただし、外国において最終学年を含めて、2 年以上継続して学校教育を受け

ていること。既卒者の出願については、原則として卒業後 1年以内とする。 

(2)外国の教育課程に基づく学校に 2年以上継続して在籍したが、事情により日本の大学入学

資格を得られないため、帰国後 2 年以内に文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験

（大学入学資格検定）に合格した者、または令和 4年 3月 31 日までに合格見込みであるこ

とが証明される者。 

ただし、資格取得後の経過年数が 1年未満の者。 

(3) 外国の大学入学資格のうち、文部科学省が指定したもの※を取得できる学校に 2年以上継

続して在籍し、当該資格を取得した者。ただし、資格取得後の経過年数が 1年未満の者。 

※外国の大学入学資格のうち、文部科学省が指定したもの 

・国際バカロレア（ＩＢ）資格…スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事

務局が授与する資格 

・アビトゥア（Abitur）資格…ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認め

られている資格 

・バカロレア（Baccalaureate）資格…フランス共和国において大学入学資格として認めら

れている資格 
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・ジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル（Ｇ

ＣＥ Ａレベル）資格…グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大

学入学資格として認められる資格 

・その他資格…アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウ

ェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド

州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オブ・クリスチャン・スク

ールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ハ

ンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショ

ナル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる 12 年の課程を

修了した者 

(4)その他、本学において、上記と同等以上の資格があると認められた者 

３．事前審査（出願資格の審査）受付期間 

令和 3年 9月 27 日（月）～10 月 1 日（金）（必着） 

４．事前審査に必要な書類 

(1)入学志願調書（本学所定用紙） 

必ず写真を貼り付けてください。（タテ 4ｃｍ×ヨコ 3ｃｍ） 

(2) ア（前頁出願資格(1)の場合）最終出身学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

イ（前頁出願資格(2)の場合）合格成績証明書 

ウ（前頁出願資格(3)の場合）ＩＢ資格取得で出願する者はＩＢ最終試験 6科目の成績証

明書と資格調書（ＩＢＤ）の写し、アビトゥア資格取得者は一般的大学入学資格証明

書の写しと成績評価証明書、バカロレア資格取得者はバカロレア資格証書の写しとバ

カロレア資格試験成績証明書 

※出願書類が日本語または英語以外の場合は、日本国の在外公館の翻訳証明を付した日

本語訳または英語訳を添付すること。 

(3)在籍期間証明書 

(1)～(3)を出願封筒に入れ、書留速達で郵送してください。 

身体機能に障がいのある人、不慮の事故による負傷者・疾病者の申し出について 

(1) 身体の機能に障がいのある人で、受験時および入学後の就学に特別な配慮を必要とする

場合は、出願前に各学部学生センターに相談してください。事前に書類等を提出していた

だくことがあります。ただし、入学試験の合否に影響をおよぼすことはありません。 

(2) 出願後の不慮の事故等による負傷者・疾病者が、受験時に特別な配慮と措置を希望する

場合は、至急各学部学生センターに申し出てください。 

(3) 特別な配慮と措置を希望する場合でもご希望に添えない場合もありますのでご了承くだ

さい。 
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５．事前審査（出願資格の審査） 

提出された書類に基づいて、出願資格の審査を各学部で行います。審査の結果は、事前審査

出願者全員に以下の期日までに通知します。審査の結果、出願資格があると認定された者は、

以下に記す方法で、入学志願票受付期間内に入学検定料を納入し、入学志願票（本学所定用

紙）を書留速達で郵送してください。 

なお、一度受理しました出願書類の返還はいたしません。 

出願資格審査結果通知日：令和 3年 10 月 12 日（火） 

６．入学志願票受付期間 

令和 3年 10 月 15 日（金）～10 月 29 日（金）（必着） 

７．入学検定料 

35,000 円 

事前審査で出願資格の認定を受けた者のみ、納入してください。 

いったん納入された入学検定料は、返還しません。 

【入学検定料納入方法】 

(1) 入学検定料は、本学指定の志願票・振込依頼票に必要事項を記入のうえ、最寄りの金融

機関窓口（電信扱い）で振り込みをしてください。ゆうちょ銀行からの振り込みはできま

せん。また、ＡＴＭ（自動振込機）からの振り込みは、電算機処理上ご遠慮ください。 

(2) 振込用紙は入学志願票Ａ・Ｂ・Ｃ票が 1 枚になっています。必要事項を記入のうえ、切

り離さず銀行の窓口へ提出してください。 

(3) 銀行の窓口へ提出する際、入学検定料振込依頼票の色枠部分の文言、数字を打電しても

らうよう、依頼してください。 

(4) 振り込みが済めば、志願票のＡ・Ｃ票を受け取り、収納印を確認してください。 

(5) Ａ票を調査書等必要書類と一緒に送付用封筒に入れて簡易書留速達で郵送してください。 

(6) Ｃ票は領収書です。受験生本人が保存してください。 

８．選考方法・試験日程 

選考方法：書類審査および小論文・口頭試問により行います。 

学部 試験日 小論文 口頭試問 試験室 

法学部 
令和 3年 

11 月 20 日（土） 
11:00～

12:00 
13:00～ 

C 館 4 階 
401 教室 

経済学部 
令和 3年 

11 月 21 日（日） 
B 館 6 階 
601 教室 

経営学部 
令和 3年 

11 月 27 日（土） 
20 号館 2階 

AB 教室 

(1) 試験日には、10:30 までに試験室に入室してください。 

(2) 試験開始後 30 分以上遅刻した者には受験を許可しません。 
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９．合格発表 

学部 合格発表 

法学部 
令和 3年 12 月 1日（水） 

経済学部 

経営学部 令和 3年 12 月 15 日（水） 

合格者、不合格者とも本人宛に速達で通知します。 

合格者には入学手続書類を同封します。 

１０．入学手続 

①学費等納入金を銀行から電信扱いで振り込んでください。 

②入学手続サイトから「インターネット入学手続」を完了してください。 

所定の手続期間内に①と②の手続が終了すると、入学手続が完了します。 

期限までに入学手続を完了しない場合は、入学を許可できませんのでご注意ください。入学

手続完了後でも入学資格がないことが判明した場合は、入学許可を取り消します。必ず合格

通知書と同封の入学手続マニュアルを熟読のうえ手続きしてください。 

また、入学金と前期授業料等の学費を一括納入する方法と、入学申込金と前期授業料等の学

費を 2回に分けて納入する方法があります。 

学部 一括・第一次手続期間 第二次入学手続期間 

法学部 令和 3年 12 月 1日（水）～ 

令和 3年 12 月 23 日（木） 

令和 3年 12 月 1日（水）～ 

令和 4年 2月 17 日（木） 経済学部 

経営学部 
令和 3年 12 月 15 日（水）～ 

令和 3年 12 月 23 日（木） 

令和 3年 12 月 15 日（水）～ 

令和 4年 2月 17 日（木） 

１１．個人情報の取り扱いについて

本学志願時に願書に記入いただいた住所、氏名、その他個人情報は、 

 (1) 受験票、入学試験結果通知、合格通知および入学手続書類発送 

 (2) 合格者への下宿案内等、学生生活を始めるために必要な情報の提供 

 (3) 個人を特定しない各種統計資料作成 

を行うために利用します。 

上記(1)～(3)の作業は、本学から当該業務の委託を受けた業者（以下、「委託業者」）におい

て行います。 

業務委託にあたり、記入いただいた個人情報の全部または一部を委託業者に提供することが

ありますが、上記(1)～(3)にのみ利用し、委託業務を超えた利用はありません。あらかじめ

ご了承ください。 
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１２．出願書類送付先および問い合わせ先 

学部 住 所 ・ 電 話 宛先 

法学部 
〒577-8502 

大阪府東大阪市 

小若江 3丁目 

4 番 1 号 

（06）4307－3041 
近畿大学 

法学部学生センター 入試係 

経済学部 （06）4307－3043 
近畿大学 

経済学部学生センター 入試係 

経営学部 （06）4307－3045 
近畿大学 

経営学部学生センター 入試係 

１３．学費等一覧表（令和 4年度入学生用） 

費目 対象 法学部 経済学部・経営学部

入学金 入学時のみ 250,000 円 250,000 円 

授業料 
( )内 前期納入分

１年次 
1,085,000 円 
(542,500 円) 

1,085,000 円 
（542,500 円）

２年次 
1,105,000 円 
(552,500 円）

1,105,000 円 
(552,500 円）

３年次 
1,125,000 円 
(562,500 円）

1,125,000 円 
(562,500 円）

４年次 
1,145,000 円 
(572,500 円）

1,145,000 円 
(572,500 円）

課外活動育成費 
( )内 前期納入分

毎年次 
20,000 円 
(10,000 円)

20,000 円 
(10,000 円) 

学生健保共済会費 毎年次 6,500 円  6,500 円 

学部学生部会費 毎年次 800 円 900 円 

入学時納入金 809,800 円 809,900 円 

初年度納入金 1,362,300 円 1,362,400 円 

２年次納入金 1,132,300 円 1,132,400 円 

３年次納入金 1,152,300 円 1,152,400 円 

４年次納入金 1,172,300 円 1,172,400 円 

備考（1）入学時納入金は、入学金、授業料（前期分）、課外活動育成費（前期分）、学生健保共済会費、学部学生

部会費の合計額です。 

（2）表示額以外に校友会終身会費 30,000 円が必要です（入学年次に 20,000 円、最終学年時に 10,000 円）。

入学後、校友会の準会員となり、卒業後、正会員になります。なお、既に校友会終身会費を納めている

者は不要。 

（3）学費等（後期分）の納入期は 10月です。 

（4）上記費用以外に、寄付金や学校債のご協力をお願いすることはありません。 

（5）変更になる場合がありますので、必ずホームページにてご確認ください。 
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１４．入学辞退 

入学手続完了者が入学を辞退（学費返還を伴う）される場合は、合格通知書（入学に必要な

書類等）に同封いたします「入学手続マニュアル」をご確認いただき、令和 4年 3月 31 日（木）

までに「入学辞退に伴う学費等返還の手続」を受験ポータルサイト「UCARO」にて行ってくだ

さい。後日、入学金（入学申込金）を除く学費等を返還します。 

（注）入学辞退の手続締切後は受付できません。 

入学申込金のみ納入し、入学辞退される方の「入学辞退に伴う学費等返還の手続」は

必要ありません。 

入学辞退（学費等返還）に関する問い合わせ先 

法学部・経済学部・経営学部

〒577－8502 大阪府東大阪市小若江 3－4－1 

近畿大学入学センター 

電話（06）6730－1124 



7 

１５．交通案内 
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１６．キャンパス建物配置図 

経営学部

法学部

経済学部


