ＡＯ入試のヒント
大 阪 樟 蔭 女 子 大 学のことがよくわかるイベントが入学試験のステージ

自己アピール型
高校生活や課外活動でがんばってきたことをアピール。
エントリーシートや提出された資料と面接で総合的に判定します。

次の

出願資格

1

オープンキャンパスに参加しよう

〜 までの条件を満たしている女子

次のいずれかに該当する者
ア.高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、
または平成29年度（平成29
年4月1日〜平成30年3月31日）
に卒業した者、
および卒業見込みの者
イ.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た者、および平成30年3月末日までにこれに
該当する見込みの者

ウ.通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および平成29年度（平
成29年4月1日〜平成30年3月31日）修了見込みの者
各学科（専攻・コース）
で勉強することを強く希望し入学を志す者
本学を専願とする者
各学科（専攻・コース）が実施する入学前の学習サポートに積極的に取り
組む意思がある者

出願手続
入学検定料30,000円
（払込済の入学検定
料は、いかなる場合
も返還しません）

出願要件に該当するオープンキャンパスは最大
5回（出願時期によって異なります）。志望学科の
てみてください。事前面談では自分のやりたい

出願登録期間

入学検定料払込期限

平成29年 8 月 21日（月）〜 9 月 5 日
（火）15:00

・出願登録最終日の振込最終時間は16：00まで
となりますので注意してください

平成29年 8 月 1日
（火）〜 8 月 8 日
（火）15:00
平成29年 9 月 16日
（土）〜10月 3 日
（火）15:00

出願登録翌日の23：59まで

自己アピール型

自己アピール型

企画に参加したりして、入学後の自分を想像し

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

出願登録方法
インターネットでの出願登録になります。詳しくは別冊「インターネット出願ガイド」
をご覧ください。
化粧ファッション学科は学科内で第1〜3志望まで登録が可能です（P17参照）。

ことと志望する学科の学びが合っているか、相
談のうえ確かめてくださいね。

オープンキャンパス参加型

オープンキャンパス参加型

オープンキャンパス参加型 合格への切符

授業体験型

授業体験型

オープンキャンパス参加 型

Self-branding Option

出願書類

2

エントリーシートのレポートを書いて出願しよう

そして、大阪樟蔭女子大学の魅力や学びたいことに焦点を当てて、
オープンキャンパスで見たこと・感じたこと、大阪樟蔭女子大学が自分の未来とどのようにつ
ながっていくステージなのかをエントリーシートにまとめます。一人ひとりの感想に“正解”はありません。大阪樟蔭女子大学で私らしく成長したい！という熱意と
個性をこめたレポートが評価されます。

を参照のうえ印刷して郵送してください。
Web入学志願票 インターネットでの出願が完了したら案内にしたがって別冊「インターネット出願ガイド」
エントリーシート
（本学所定用紙・ダウンロード）
資格取得や活動等を証明する資料等
資格取得や活動等を証明する証明書・作品等があればその内容を証明するコピーまたは写真を提出してください。
封筒に入らない場合（作品等の実物を提出する場合）は、提出前に入試広報課（TEL.06-6723-8274）
までご相談ください。
提出された資料等は、原則として返却しませんので、資料の原本は大切に保管しておいてください。
選考日当日のプレゼンテーション時に使う資料があれば事前にプリントアウトして提出
(当日に資料を用いなければ提出の必要はありません)
調査書：出身高等学校長が証明し、厳封したもの（なお、調査書を提出できない場合、成績証明書でも可とする）。
高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者および大学入学検定合格者は、次の証明書を提出してください。
合格者：
『合格証明書』および『合格成績証明書』
合格見込者：
『高等学校卒業程度認定試験合格見込成績証明書』
※高等学校で単位を修得して免除科目がある場合には、別に出身（在学中）の学校から厳封された「調査書」を添付してください。

3

直接、想いを伝えよう

選考方法

「好きだ！」
と同じように、気持ちをズバッと言われる方が心に突き刺さります。面接では「私はこんなふうに成長したいから、大阪樟蔭女子大学で学びたい」
「大阪
樟蔭女子大学ではこんなことに挑戦しながら成長したい」など、熱意と意欲を率直に伝えると好印象です。姿勢や声の大きさにも注意して、
自信を持って
「私」
を

●出願書類（エントリーシート・資格取得や活動等を証明する資料・調査書）
とプレゼンテーション・面接の総合判定。
選考日・選考時間・会場
選考日

アピールしましょう。

A O入 試合格者からのアドバイス

会場

鷹羽 ゆうかさん

高見 茜さん

学芸学部 ライフプランニング学科 2年生
大阪市立淀商業高等学校出身

学芸学部 国際英語学科 2年生
大阪夕陽丘学園高等学校出身

平成29年 9 月 9日
（土）

プレゼンテーション・面接／10：00〜12：00

平成29年 10月 7日
（土）

※プレゼンテーションの開始15分前までに受付を済ませ、
指定された教室に入室してください。
なお、遅刻は認められません。 要チェック

本学キャンパス（近鉄奈良線「河内小阪」駅下車 西へ徒歩4分／JRおおさか東線「JR河内永和」駅下車 東へ徒歩5分）
※受験票をダウンロードし印刷して必ず持参ください。

合格発表

思 い 出 より収 穫 をレ ポ ートに 。

個 性 的 なレ ポ ート で 差 を つ け よう。

合格発表日に、受験者全員に郵送（普通郵便）にて合否を通知します。
※合否通知書が届かない場合は、入試広報課（TEL.06‐6723‐8274）
までお問い合わせください。
合格発表当日の10：00より、インターネット
（スマートフォン・携帯電話・パソコン）による合否結果照会ができます。
ただし、やむを得ぬトラブル等により遅れる場合がありますのでご了承ください。※詳細は P18 をご覧ください。

レポートにはオープンキャンパス当日の出来事や感じたこと以外に、
フー

参加レポート用紙に文章を書くだけでは目立たないと思い、
参加したイ

合格発表

た話題も書きました。
面接は
「大学でしてみたいこと」
「自己アピール」
がポ

りしました。
面接官から
「わかりやすくまとめることが得意なんやね」
と言

ドミントン部でムードメーカーだったことなどをアピールしました。

答ノートを何度も読み返し、
落ち着いて受け答えすることができました。

ドスタディの体験でもらった手作りチーズのレシピを自宅で実践して食べ

イント。
学生のカフェ運営プロジェクトに参加したいことや中学高校のバ

13

選考時間
平成29年 8 月 12日
（土）

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

ベントごとにスペースを区切って、
イラストを描いたり、
色鉛筆で彩色した

われました。実践形式での面接練習はしませんでしたが、
自作の想定問

Ⅰ期

平成29年 8 月 19日
（土）

Ⅱ期

平成29年 9 月 16日
（土）

Ⅲ期

平成29年 10月 14日
（土）

※志願者名・住所などに使用する漢字は、
コンピューター処理の関係上、すべて常用漢字で処理しますのでご了承ください。

入学手続
●手続期限、納付金の詳細は

P19

をご覧ください。
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ＡＯ入試のヒント
授業体験型

授業体験型

自己アピール型

自己アピール型の流れ

私をステキに見せる３つのポイント

プレゼンテーションで使用できるメディア(媒体物)には制限がありますので入試広報課へお問合わせください。出願受付時に指示しますが、オープンキャン
パスの「AO入試個別相談」や電話（入試広報課TEL06-6723-8274）
でも相談を受け付けます。

自己アピール型 合格への切符
1

オープンキャンパスに参加 必須ではありません
AO入試ではあなたの学ぶ姿勢や取り組む気持ちと、各学科(専攻・コース)が求める学生像（アドミッションポリシー）がマッチし
ていることが重要です。オープンキャンパスに参加せずとも、直接エントリーすることもできますが、各学科の学びを深く理解す
るためにもできるだけオープンキャンパスに参加してください。

1

自分の魅力を見つけよう

2

2

出願までに

大阪樟蔭女子大学が求めるアピール材料は部活

面接はエントリーシートや資料だけでは伝わら

でもきっと魅力や長所を見つけられるはず。
自己

ん。
クラブのマネージャーを３年間続けた、新聞

やボランティア活動で頑張ったことを伝えたり、

かった自分に出会えるかもしれません。

ル。
これまでの成果とこれからの意欲を聞かせて

たこと等々。
これまでの学校生活を振り返ると、誰

動、ボランティア、資格検定、受賞歴に限りませ
に意見や作品が掲載された等も立派なアピー

ください。

蔭女子大学でいきいきしている自分をイメージ
することが大切です。

例えば、部活動で活躍するかたわら、ボランティア活動をしていたなど、あなたの魅力を余すところなくアピールしてください。

●ボランティア活動や社会活動に参加し、
自己アピールできる活動経験を持つ者

●海外でのホームステイや国内外での国際交流に参加した経験を持つ者

●各種コンクールにおいて優秀な成績を収めている者

※詳しくは別冊インターネット出願ガイドを参照

出願に必要な書類を準備▶インターネット出願ページにアクセス▶必要項目を入力▶コンビニで入学検定料を納入
▶出願書類を郵送▶受験票をダウンロードし印刷

主 な 資 格 一覧

インターネット出願をする

●日本漢字能力検定(準2級)
(準2級)

●課外活動で実績を持つ者で、
入学後も活動を続けようとする者など

学科の推奨資格

術検定(2級)

PC検定(3級)

□エントリーシート
□資格取得や活動等を証明する資料
□選考日当日のプレゼンテーション時に使用する資料（当日に資料を用いなければ提出の必要はありません）

●TOEFL
●MOS

●日商ビジネス英語検定(3級)

学科の教員に向けて約10分のプレゼンテーションを行っていただきます。自己アピールのほか、入学後にめざすものなどにつ
いて述べてください。
プレゼンテーション終了後、面接を約20分行います。

●GTEC

●全商情報処理検定(2級)

●全商商業経済検定(2級)

●TOEIC®
●情報技

●CGクリエイター検定(3級)

●P検 [ICTプロフィシエンシー検定](3級)
●日商簿記検定(3級)

●日商

●全商ビジ

●全商簿記実務検定(2
●販売士検定(3級)

●ファッション販売能力検定(3級) ●ファッションビジネス能力検定(3級)

国高等学校家庭科被服製作技術検定
●日商珠算能力検定
数学技能検定

●心理学検定

●色彩検定

●色彩士検定

●毛筆書写技能検定

●計算技術検定

●硬筆書写技能検定

AO入試自己アピール型合格者参考例

国文学科
・日本漢字能力検定（準2級）
・毛筆書写技能検定

心理学科
・心理学検定
・色彩検定

国際 英語学科
・実用英語技能検定（準2級）
・TOEIC （350点以上）

ライフプランニング学科
・日商簿記検定（3級）
・ニュース時事能力検定

●実用

●カラーコーディネーター検定

※上記以外の資格・検定も原則として評価の対象になります。

プレゼンテーションをするにあたって

●全

●全国高等学校家庭科保育技術検定

●全商珠算・電卓実務検定

ション・インストラクター資格 ●秘書検定

選考日当日(プレゼンテーション・面接)

●語彙・読解力検定

●実用英語技能検定(準2級)

●CAD利用技術者(2級)

ネス文書実務検定(2級)
級)

●ニュース時事能力検定

●日本語検定(3級〜2級)

(350点以上)

自己アピール型

自己アピール型

「ボランティア活動」や「高校での課外活動」を評価します。

□Web入学志願票
□写真(3×4cm)
□調査書

4

得意な英語で将来の夢を話してみたり。大阪樟

受験生応援サイト

●出願書類

STEP

ない「私」を見てもらうチャンス。例えば、部活動

1つだけでなく複数のアピールポイントを組み合わせてもOK！

「資格取得」を評価します。

3

プレゼンテーション・
面 接 は 自己 発 表 会

本学受験生応援サイトへアクセスし、本学所定のエントリーシートをダウンロード。
自分をアピールする内容や、志望理由などを
エントリーシートにまとめてください。選考日当日は約10分のプレゼンテーションを行っていただきます。
プレゼン時に使用する
資料があればエントリー時に提出していただきますので、出願までに準備しましょう。

http://cheer.osaka-shoin.ac.jp/

STEP

3

がんばってきたこと、褒められたこと、
うれしかっ

アピールは、自分探しの作業。今まで気づかな

STEP

何が アピール になるの？

オープンキャンパス参加型

オープンキャンパス参加型

STEP

●レクリエー

化粧ファッション学科
・色彩検定
・カラーコーディネーター検定

児童 教育学科 ※
・日本漢字能力検定（準2級）
・実用英語技能検定（準2級）
※2018年４月、
児童学部 児童学科から名称変更

●コンクールで優秀賞をもらった賞状
（写し）
を提出 ●部活動で大会に参加した際のパンフレットを提出
●参加したボランティア活動についての資料を提出 ●論文や資料など興味・関心の裏づけができるものを提出

AO 入 試 合 格 者からのアドバイス

メディアの活用や楽器等の持ち込みをしても差し支えありません。
◆メディアの活用例

受 け 売りより自 分 の 言 葉 で 伝 えよう。

・歌唱、楽器による演奏およびそのCD、
カセットテープ、ビデオ等で優れている点をアピールする
・各種コンクールに出店した自作の作品・写真・ビデオなどを用いて成果をアピールする
・体育実技、
ダンス等表現活動を演技する。
もしくはそのビデオ等を持参しアピールする

高校時代に合格した資格検定や放送部で部長を務めたこと、ボランティア活動がアピール材料になると

・コンピュータ等の仕様によるプレゼンテーションを行い、
自己アピールする など

思い、
自己アピール型を選びました。面接練習は約1ヶ月。高校の先生からの「視線をそらすことがあるか
ら、そこを注意して」
というアドバイスを思い出し、前を向いて話しました。
アピールしたいことを準備し
て、
自分の言葉でしっかり伝えることが大切です。

堤 寛子さん
児童学部 児童学科 2年生

聖カタリナ女子（現・聖カタリナ学園）高等学校出身
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ＡＯ入試のヒント
授業体験型

授業体験型

自己アピール型

自己アピール型の流れ

私をステキに見せる３つのポイント

プレゼンテーションで使用できるメディア(媒体物)には制限がありますので入試広報課へお問合わせください。出願受付時に指示しますが、オープンキャン
パスの「AO入試個別相談」や電話（入試広報課TEL06-6723-8274）
でも相談を受け付けます。

自己アピール型 合格への切符
1

オープンキャンパスに参加 必須ではありません
AO入試ではあなたの学ぶ姿勢や取り組む気持ちと、各学科(専攻・コース)が求める学生像（アドミッションポリシー）がマッチし
ていることが重要です。オープンキャンパスに参加せずとも、直接エントリーすることもできますが、各学科の学びを深く理解す
るためにもできるだけオープンキャンパスに参加してください。

1

自分の魅力を見つけよう

2

2

出願までに

大阪樟蔭女子大学が求めるアピール材料は部活

面接はエントリーシートや資料だけでは伝わら

でもきっと魅力や長所を見つけられるはず。
自己

ん。
クラブのマネージャーを３年間続けた、新聞

やボランティア活動で頑張ったことを伝えたり、

かった自分に出会えるかもしれません。

ル。
これまでの成果とこれからの意欲を聞かせて

たこと等々。
これまでの学校生活を振り返ると、誰

動、ボランティア、資格検定、受賞歴に限りませ
に意見や作品が掲載された等も立派なアピー

ください。

蔭女子大学でいきいきしている自分をイメージ
することが大切です。

例えば、部活動で活躍するかたわら、ボランティア活動をしていたなど、あなたの魅力を余すところなくアピールしてください。

●ボランティア活動や社会活動に参加し、
自己アピールできる活動経験を持つ者

●海外でのホームステイや国内外での国際交流に参加した経験を持つ者

●各種コンクールにおいて優秀な成績を収めている者

※詳しくは別冊インターネット出願ガイドを参照

出願に必要な書類を準備▶インターネット出願ページにアクセス▶必要項目を入力▶コンビニで入学検定料を納入
▶出願書類を郵送▶受験票をダウンロードし印刷

主 な 資 格 一覧

インターネット出願をする

●日本漢字能力検定(準2級)
(準2級)

●課外活動で実績を持つ者で、
入学後も活動を続けようとする者など

学科の推奨資格

術検定(2級)

PC検定(3級)

□エントリーシート
□資格取得や活動等を証明する資料
□選考日当日のプレゼンテーション時に使用する資料（当日に資料を用いなければ提出の必要はありません）

●TOEFL
●MOS

●日商ビジネス英語検定(3級)

学科の教員に向けて約10分のプレゼンテーションを行っていただきます。自己アピールのほか、入学後にめざすものなどにつ
いて述べてください。
プレゼンテーション終了後、面接を約20分行います。

●GTEC

●全商情報処理検定(2級)

●全商商業経済検定(2級)

●TOEIC®
●情報技

●CGクリエイター検定(3級)

●P検 [ICTプロフィシエンシー検定](3級)
●日商簿記検定(3級)

●日商

●全商ビジ

●全商簿記実務検定(2
●販売士検定(3級)

●ファッション販売能力検定(3級) ●ファッションビジネス能力検定(3級)

国高等学校家庭科被服製作技術検定
●日商珠算能力検定
数学技能検定

●心理学検定

●色彩検定

●色彩士検定

●毛筆書写技能検定

●計算技術検定

●硬筆書写技能検定

AO入試自己アピール型合格者参考例

国文学科
・日本漢字能力検定（準2級）
・毛筆書写技能検定

心理学科
・心理学検定
・色彩検定

国際 英語学科
・実用英語技能検定（準2級）
・TOEIC （350点以上）

ライフプランニング学科
・日商簿記検定（3級）
・ニュース時事能力検定

●実用

●カラーコーディネーター検定

※上記以外の資格・検定も原則として評価の対象になります。

プレゼンテーションをするにあたって

●全

●全国高等学校家庭科保育技術検定

●全商珠算・電卓実務検定

ション・インストラクター資格 ●秘書検定

選考日当日(プレゼンテーション・面接)

●語彙・読解力検定

●実用英語技能検定(準2級)

●CAD利用技術者(2級)

ネス文書実務検定(2級)
級)

●ニュース時事能力検定

●日本語検定(3級〜2級)

(350点以上)

自己アピール型

自己アピール型

「ボランティア活動」や「高校での課外活動」を評価します。

□Web入学志願票
□写真(3×4cm)
□調査書

4

得意な英語で将来の夢を話してみたり。大阪樟

受験生応援サイト

●出願書類

STEP

ない「私」を見てもらうチャンス。例えば、部活動

1つだけでなく複数のアピールポイントを組み合わせてもOK！

「資格取得」を評価します。

3

プレゼンテーション・
面 接 は 自己 発 表 会

本学受験生応援サイトへアクセスし、本学所定のエントリーシートをダウンロード。
自分をアピールする内容や、志望理由などを
エントリーシートにまとめてください。選考日当日は約10分のプレゼンテーションを行っていただきます。
プレゼン時に使用する
資料があればエントリー時に提出していただきますので、出願までに準備しましょう。

http://cheer.osaka-shoin.ac.jp/

STEP

3

がんばってきたこと、褒められたこと、
うれしかっ

アピールは、自分探しの作業。今まで気づかな

STEP

何が アピール になるの？

オープンキャンパス参加型

オープンキャンパス参加型

STEP

●レクリエー

化粧ファッション学科
・色彩検定
・カラーコーディネーター検定

児童 教育学科 ※
・日本漢字能力検定（準2級）
・実用英語技能検定（準2級）
※2018年４月、
児童学部 児童学科から名称変更

●コンクールで優秀賞をもらった賞状
（写し）
を提出 ●部活動で大会に参加した際のパンフレットを提出
●参加したボランティア活動についての資料を提出 ●論文や資料など興味・関心の裏づけができるものを提出

AO 入 試 合 格 者からのアドバイス

メディアの活用や楽器等の持ち込みをしても差し支えありません。
◆メディアの活用例

受 け 売りより自 分 の 言 葉 で 伝 えよう。

・歌唱、楽器による演奏およびそのCD、
カセットテープ、ビデオ等で優れている点をアピールする
・各種コンクールに出店した自作の作品・写真・ビデオなどを用いて成果をアピールする
・体育実技、
ダンス等表現活動を演技する。
もしくはそのビデオ等を持参しアピールする

高校時代に合格した資格検定や放送部で部長を務めたこと、ボランティア活動がアピール材料になると

・コンピュータ等の仕様によるプレゼンテーションを行い、
自己アピールする など

思い、
自己アピール型を選びました。面接練習は約1ヶ月。高校の先生からの「視線をそらすことがあるか
ら、そこを注意して」
というアドバイスを思い出し、前を向いて話しました。
アピールしたいことを準備し
て、
自分の言葉でしっかり伝えることが大切です。

堤 寛子さん
児童学部 児童学科 2年生

聖カタリナ女子（現・聖カタリナ学園）高等学校出身
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