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・一般選抜
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・大学入学共通テスト利用入試
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総合型選抜
（AP3、AP4の比率が高い）

学校推薦型選抜
（AP2、AP3 の比率が高い）

一般選抜
【大学入学共通テスト利用入試含】
（AP1、AP2の比率が高い）

建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持つ人を受け入れる。受
け入れの判断については、各学科の求める人物像との適合を重視し、各学科が
定める多面的で総合的な評価方法（調査書、口頭試問、プレゼンテーション、フィ
ールドワーク、体験講義、レポートなど）を用いる。

建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持ち、高等学校で履修す
る教科・科目を幅広く修得し、大学で学ぶための基礎学力を有する人、もしくは、
同等の知識と技能を有する人について、基礎学力試験、小論文、口頭試問、調査
書、推薦書などを用いて、多面的・総合的に評価して受け入れる。

本学で学ぶことに強い意欲を持ち、高等学校で履修する教科・科目を幅広く修得
し、大学で学ぶための基礎学力を有する人、もしくは、同等の知識と技能を有する
人を、学力試験や大学入学共通テスト、調査書、大学入学希望理由書などを用い
て、多面的・総合的に評価して受け入れる。

奈良大学では、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに定める教育課程を受けるための条件として、次に示す
知識、技能、能力、態度、興味、意欲等を有する人を受け入れる。

ＡＰ１（知識と技能）

ＡＰ２（思考力・判断力と表現力）

ＡＰ３（主体性と協働的態度）

ＡＰ４（探究心と応用力）

高等学校で履修する教科・科目を幅広く修得し、大学で学ぶための基礎学力を有
する人、もしくは、同等の知識と技能を有する人

人や社会について、知識や情報をもとに筋道を立てて自分の考えをまとめ、論理的・
総合的に判断し、それを文章や口頭で表現できる人

社会的な活動に主体的に、かつ、他者とコミュニケ―ションをとりながら協働して
取り組むことのできる人

人類の歴史や社会、人間性を探究する本学での学びに興味を持ち、その学びを
社会で活用しようとする意欲を有する人

なお、本学では、受け入れを多面的・総合的に評価するために、上記のアドミッション・ポリシーを各入学制度に応じた
かたちで重み付けをし反映させている。

本学アドミッション・ポリシーのAP1からAP4を、志願者の時系列（過去・現在・未来）【実績】【今の学力】【将来展望】に整理し、
その項目ごとに評価比率を設定します。

【実績】は、Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）と設定し、調査書・活動報告書・推薦書等で評価します。

【今の学力】は、Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）と設定し、学力試験等で評価します。

【将来展望】は、Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）と設定し、大学入学希望理由書等で評価します。

奈良大学のアドミッション・ポリシー

具体的な評価方法

※ ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについては、本学ホームページを参照してください。

アドミッション・ポリシー

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてのお願い

57

＜試験日程の変更、選抜方法の変更について＞

今後、緊急事態宣言などにより、試験日程の変更、選抜方法の変更が発生した場合は、速やかに告知、対応を行います
ので、本学ホームページ等でご確認ください。

＜試験日までの注意事項＞

日頃から、朝などに体温測定を行い、体調変化の有無を確認してください。また、「三つの密」の回避、身体的距離の確保、
マスク着用、手洗い・手指消毒、換気、などを行い、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など体調管理に心がけ
てください。
試験日の１週間程度前より後に発熱・咳等の症状がある受験者の方は、医療機関を受診してください。また、他の疾患の
り患等のリスクを減らすため、各自の判断で予防接種を受けることを推奨します。

「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」に登録することで、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能
性がある場合に通知を受け取ることができます。これらの活用も考慮してください。

＜試験当日の注意事項＞

新型コロナウイルス感染症にり患し、試験日に入院中または自宅等で療養中の方は受験できません。また、試験日の朝の
時点で、息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状（軽い風邪の症状も含む）が続く場合は、かかりつけ医や近隣の「受診・
相談センター」等に相談してください。いずれの場合も、奈良大学入学センターにも問い合わせてください。後日程に行わ
れる試験への振替受験についてご案内します（入学センター：0742-41-9502）。また、これらに該当しないものの、発熱や
咳等の症状がある場合は、その旨を試験監督者等に申し出てください。
試験当日、昼食以外はマスクを常に着用し、試験場内では廃棄しないでください。休憩時間や昼食時などは、他者との接
触・会話を極力控えてください。本学試験場内での食堂の営業は行いませんので、昼食は持参して自席で黙食してくださ
い。試験室の換気のため、窓の開放等を行うことがありますので、コートなど体温調節ができる服を持参してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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2023年度入試概要

学部・学科募集人員

学　部 学　科 募集人員 学校推薦型選抜 一般選抜 大学入学共通テスト利用入試
S 日程 A 日程 B 日程 C 日程 A 日程 B 日程 C 日程

文

国文 17 2 10 10 10 4 4 2 2
史 35 2 18 18 18 7 4 3 3

地理 13 3 10 7 7 4 5 3 2
文化財 26 2 12 12 12 5 3 2 2

社　会 心理 12 2 9 7 7 3 5 2 2
総合社会 11

61
108

54
76
49
49 3 9 7 7 3 5 2 2

※上記の募集人員は、総合型選抜（ＡＯ入試）、指定校制推薦入学選考、校友特別推薦の募集人員および附属高校の進学枠を除いています。

試験日・Web出願期間・合格発表日・手続締切日・試験場

前 期 後 期

（注 2）本学独自の試験はありません。
（注 3）学校推薦型選抜前期（基礎学力型・課題提示型小論文・学科別小論文）および一般選抜S、A、B 日程は、学外試験
　　　　場でも本学と同一日程･同一問題の試験を実施します。
※本学は「入試過去問題活用宣言」に参加していますが、参加大学の入試過去問題を必ず使用するとは限りません。詳しくは、

ホームページ http://www.nyushikakomon.jpをご覧ください。

（注 1）Web出願開始日は10：00から出願可能となります。最終日は23：50まで出願できますが、早目の出願をお勧めします。

試験 試験日 Web出願期間（注1） 合格発表日 一次手続締切日 二次手続締切日 試験場

学校推薦型選抜前期
【基礎学力型Ａ】

2022年
11月24日（木）

2022年
11月25日（金）

2022年
10月31日（月）～
　11月14日（月）

【窓口受付】
　11月15日（火）
　9：00～16：00

2022年

　12月1日（木）

2022年

　12月14日（水）

2023年

　1月16日（月）

本学・東京・

名古屋・大阪・

岡山（注3）

【課題提示型
小論文】

学校推薦型選抜前期

学校推薦型選抜前期
【基礎学力型Ｂ】

学校推薦型選抜前期
【学科別小論文】

一般選抜

【Ｂ日程】

2023年
2月8日（水）

2023年
1 月 4 日（水）～
　1月18日（水）

【窓口受付】
　1月19日（木）
　9：00～16：00

2023年

　2月1日（水）

2023年

　2月17日（金）

2023年

　3 月 22日（水）

本学・東京・金沢・

静岡・名古屋・

大阪・岡山・広島・

高松・福岡（注3）

2023年

　2月12日（日）

2023年

　2月27日（月）

2023年

　3 月 22日（水）

本学・東京・静岡

名古屋・大阪・

岡山・福岡（注3）

一般選抜
【Ｓ日程】
一般選抜

【Ａ日程】

2023年
1月26日（木）

2023年
1月27日（金）

一般選抜

【C 日程】
2023年

3月15日（水）

2023年
2 月 5 日（日）～
　3月8日（水）

【窓口受付】
　3月8日（水）
　9：00～16：00

2023年

　3月18日（土）
2023年 3 月 27日（月）【一括納入】 本 学

大学入学共通テスト
利用入試

【A 日程】
2023年度大学入学
共通テストを受験
してください。

（注 2）

2023年
1月4日（水）～
　2月3日（金）

2023年

　2月12日（日）

2023年

　2月27日（月）

2023年

　3 月 22日（水）

利用入試
【B 日程】

2023年
2月5日（日）～
　2月24日（金）

2023年

　3月4日（土）
2023年 3 月 22日（水）【一括納入】

利用入試
【C 日程】

2023年
2月23日（木･祝）～
　3月10日（金）

2023年
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2023年 3 月 27日（月）【一括納入】

本 学

2022年
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　12月13日（火）
　9：00～16：00

2022年

　12月22日（木）
2023年1月16日（月）【一括納入】

2022年

小論文】
【課題提示型 12月17日（土）

学校推薦型選抜後期
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【窓口受付】
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大学入学共通テスト

大学入学共通テスト
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募集人員

学校推薦型選抜前期
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会
募集人員 17 35 13 26 12 11

3

入試日程・各入試ポイントと詳細を確認
STEP1

STEP3

STEP2

受験票を印刷する

出　願

出願完了

①受験ポータルサイト（UCARO）へ会員登録を行う
②Webで出願内容を入力、出願写真をアップロード

③コンビニ、クレジットカード等で入学検定料納入

④出願書類を郵送
すでに今年度“Web出願”をしている場合、再提出は不要です。
※追加の書類が必要な場合があります（45ページ　　参照）。

[書類流用]

Webから（UCAROから）受験番号が確認できます
受験票も印刷して試験に持参しましょう

STEP4

STEP5

STEP6

合格発表

受　　験

入学手続  ①入学申込金（入学金）納入②前期授業料等の納入、入学手続書類の提出

合否はWebから（UCAROから）確認できます
合格通知書は合格発表日に大学から発送します

試験会場はあらかじめ確認しましょう

出願から入学手続までの流れ

出願資格（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

　学校長推薦の要件を満たし、学校長の推薦書と調査書・活動報告書の両方を提出した者。
　ただし、何らかの事情で学校長推薦または活動報告書のどちらか一方のみで出願する場合は、その要件を満たすとともに
必要な書類を提出した者。

　【学校長推薦】下記の１．または２．に該当し、学校長の推薦書と調査書を提出した者
１．2022 年 3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3月卒業見込みの者。
２．2022 年 3月に通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3月修了見込みの者。

　【自己推薦】下記の１．～３．のいずれかに該当し、調査書・活動報告書を提出した者
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3月卒業見込みの者。
２．通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、
　　および 2023 年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

 提出書類（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

１．出身校調査書（出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
２．学校長の推薦書（出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　（本学ホームページからダウンロードし A4の大きさで印刷して、高等学校でご記入ください）
３．活動報告書（400 字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードし A4の大きさで印刷
　　してください）タイトル＝「活動報告書」これまでの学んだことや得られた成果など､具体的に記入してください。
４．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　
　学校長の推薦書があり、活動報告書の提出がない場合
　①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3月卒業見込みの者。
　　1．出身校調査書（出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　2．学校長の推薦書（出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　
　学校長の推薦書がない場合で、下記の①～③のいずれかに該当し、活動報告書を提出した者
　①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3月卒業見込みの者。
　　1．出身校調査書（出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　2．活動報告書（400 字程度）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　②通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3月修了見込みの者。
　　1．修了（修了見込）証明書（出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの。）
　　2．活動報告書（400 字程度）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　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の学力があると認められる者、および
2023 年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

出願できます。奈良大学入学センター（TEL:0742-41-9502）までお問い合わせください。
ご自宅以外のパソコン等から出願いただくことも可能です。

パソコンやスマートフォン、インターネット環境のない場合の出願は？Q
A

※42ページを参照してください。

5

※調査書・学校長推薦書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したも
のに限ります。
※卒業後20年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提出
してください。
※小論文と基礎学力型の両方に出願する場合でも調査書等は 1通で出願できます。その場合は必ず提出書類を1つの封筒に
まとめて提出してください。

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））
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学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））
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入学検定料

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））

集合時間…10 時 10 分（ 9時 00 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

集合時刻　課題提示型小論文（11月24日実施）　学科別小論文（11月25日実施）

試験科目　課題提示型小論文（11月24日実施）　学科別小論文（11月25日実施）
学部・学科 試験科目 配点 試験時間

全学部・全学科 小論文 100 点 10：30 ～ 11：30　（60 分）

合格へのアドバイス

　課題２は、自分の考えを、論述文の形で述べる問題です。論述文作成の重要なポイントは、「論理性」「考えの筋道」です。
自分の印象を思いつくまま自由に書き連ねるような感想文とは異なり、論述文にはより秩序だった構成・展開が求められま
す。よい論述文を作成するには、普段から構造に気を付けて文章を読むようにし、特に、書き手がそこで何を伝えたいのか、
その主張はどのような論拠や事例に支えられているのか、文章全体がどのような組み立てで展開されているか、などに留意
するとよいでしょう。そして自分で論述文を書くときには、自分の文章が、論述文に求められる主張や論拠、構成や構造を、
明快に備えているかを考えるようにしましょう。
　※試験当日は、資料等の持ち込みは禁止です。下書用紙を配布します。

2023年度学校推薦型選抜前期「課題提示型小論文」では、次の二つの課題が出されます（課題1・2の合計で100点満点）。

出題および合格へのアドバイス（課題提示型小論文）

　与えられた文章を要約する課題です（100字以内）。
　※試験当日、課題文を提示します。

課題１　文章要約

課題２　小論文

　日本では民法の改正により、令和４（2022）年４月に成年年齢が 18 歳に引き下げられましたが、世界では、国・地域
によって成年年齢は異なります。日本と世界を比較しながら、自分自身にとって、成年になることの意味や意義について
述べなさい。

　以下の課題に応え、論述をしてもらいます（600 字以上 800 字以内）。

　課題１では、文章を適切に理解し、指示された字数で要約することが求められます。筆者の伝えたいことを、文意を変え
ずに簡潔にまとめる力を身につけておかねばなりません。対策としては、日ごろから論理構造がしっかりした文章を読み、
それを要約する練習をするとよいでしょう。元の文章の骨子を見極め、枝葉末節を省き、内容を凝縮する技術が問われます。

※11月15日（火）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　窓口用出願書類を記入後､検定料を受付に提出し､領収証の交付を受けてください｡

窓口受付（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

受験票（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
　当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。
2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
　は、入学センターまで急ぎ連絡してください。＜入学センター：0742-41-9502＞

受験番号のアップロード期日 ＝ 2022年11月19日（土）10：00

提出書類のダウンロード

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、A4用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大
　学から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）

Web 出願期間（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）
1. Web 出願期間：2022年10月31日（月）10：00 ～ 11月14日（月） 23：50
2. 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

【注意】出願後の受験型・学部・学科・試験場の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
　 　　また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

提出書類の送付（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）
1. 提出書類送付期間：2022年10月31日（月） ～ 11月14日（月） 　締切日の消印は有効です。
2. 方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50 ページ参照）。

学部・学科 試験日 試験場
2022年11月24日（木）

2022年11月25日（金）

本学・東京・名古屋
・大阪・岡山

全学部・全学科
課題提示型小論文・基礎学力型Ａ

学科別小論文・基礎学力型Ｂ

試験日程

 試験場（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

1. 全試験場（本学含む）において、同一日程・同一問題にて試験を実施します（学科別小論文の問題は、各学科で異なります。
試験当日に提示されたテーマについて、解答を求めます）。

2. 場所の詳細は裏表紙（本学）および 8 ～ 9 ページをご確認ください。
3. 試験場は Web 出願時に入力してください。出願後の変更はできません。
4. 学外試験場は収容人数に制限があります。志願者数が収容人数を超えた時に試験場を変更する場合には、連絡しますので

注意してください。また、学外試験場には、控室はありませんのでご了承ください。

1. 課題提示型小論文・基礎学力型Ａ・学科別小論文・基礎学力型Ｂのいずれかに出願　35,000 円
2. 小論文（課題提示型・学科別どちらか）と基礎学力型（Ａ・Ｂどちらか）に同時出願　35,000 円
3. 基礎学力型Ａ・Ｂ両方に同時出願　35,000 円　
4. 課題提示型小論文・学科別小論文の両方に同時出願　35,000 円
5. 基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別どちらか）同時に３出願　50,000 円
6. 小論文（課題提示型・学科別両方）と基礎学力型（Ａ・Ｂどちらか）同時に３出願　50,000 円
7. 基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別両方）の全て同時に４出願　50,000 円

※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジット カードの
いずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。

【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。
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入学検定料

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））

集合時間…10 時 10 分（ 9時 00 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

集合時刻　課題提示型小論文（11月24日実施）　学科別小論文（11月25日実施）

試験科目　課題提示型小論文（11月24日実施）　学科別小論文（11月25日実施）
学部・学科 試験科目 配点 試験時間

全学部・全学科 小論文 100 点 10：30 ～ 11：30　（60 分）

合格へのアドバイス

　課題２は、自分の考えを、論述文の形で述べる問題です。論述文作成の重要なポイントは、「論理性」「考えの筋道」です。
自分の印象を思いつくまま自由に書き連ねるような感想文とは異なり、論述文にはより秩序だった構成・展開が求められま
す。よい論述文を作成するには、普段から構造に気を付けて文章を読むようにし、特に、書き手がそこで何を伝えたいのか、
その主張はどのような論拠や事例に支えられているのか、文章全体がどのような組み立てで展開されているか、などに留意
するとよいでしょう。そして自分で論述文を書くときには、自分の文章が、論述文に求められる主張や論拠、構成や構造を、
明快に備えているかを考えるようにしましょう。
　※試験当日は、資料等の持ち込みは禁止です。下書用紙を配布します。

2023年度学校推薦型選抜前期「課題提示型小論文」では、次の二つの課題が出されます（課題1・2の合計で100点満点）。

出題および合格へのアドバイス（課題提示型小論文）

　与えられた文章を要約する課題です（100字以内）。
　※試験当日、課題文を提示します。

課題１　文章要約

課題２　小論文

　日本では民法の改正により、令和４（2022）年４月に成年年齢が 18 歳に引き下げられましたが、世界では、国・地域
によって成年年齢は異なります。日本と世界を比較しながら、自分自身にとって、成年になることの意味や意義について
述べなさい。

　以下の課題に応え、論述をしてもらいます（600 字以上 800 字以内）。

　課題１では、文章を適切に理解し、指示された字数で要約することが求められます。筆者の伝えたいことを、文意を変え
ずに簡潔にまとめる力を身につけておかねばなりません。対策としては、日ごろから論理構造がしっかりした文章を読み、
それを要約する練習をするとよいでしょう。元の文章の骨子を見極め、枝葉末節を省き、内容を凝縮する技術が問われます。

※11月15日（火）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　窓口用出願書類を記入後､検定料を受付に提出し､領収証の交付を受けてください｡

窓口受付（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

受験票（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
　当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。
2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
　は、入学センターまで急ぎ連絡してください。＜入学センター：0742-41-9502＞

受験番号のアップロード期日 ＝ 2022年11月19日（土）10：00

提出書類のダウンロード

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、A4用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大
　学から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）

Web 出願期間（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）
1. Web 出願期間：2022年10月31日（月）10：00 ～ 11月14日（月） 23：50
2. 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

【注意】出願後の受験型・学部・学科・試験場の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
　 　　また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

提出書類の送付（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）
1. 提出書類送付期間：2022年10月31日（月） ～ 11月14日（月） 　締切日の消印は有効です。
2. 方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50 ページ参照）。

学部・学科 試験日 試験場
2022年11月24日（木）

2022年11月25日（金）

本学・東京・名古屋
・大阪・岡山

全学部・全学科
課題提示型小論文・基礎学力型Ａ

学科別小論文・基礎学力型Ｂ

試験日程

 試験場（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

1. 全試験場（本学含む）において、同一日程・同一問題にて試験を実施します（学科別小論文の問題は、各学科で異なります。
試験当日に提示されたテーマについて、解答を求めます）。

2. 場所の詳細は裏表紙（本学）および 8 ～ 9 ページをご確認ください。
3. 試験場は Web 出願時に入力してください。出願後の変更はできません。
4. 学外試験場は収容人数に制限があります。志願者数が収容人数を超えた時に試験場を変更する場合には、連絡しますので

注意してください。また、学外試験場には、控室はありませんのでご了承ください。

1. 課題提示型小論文・基礎学力型Ａ・学科別小論文・基礎学力型Ｂのいずれかに出願　35,000 円
2. 小論文（課題提示型・学科別どちらか）と基礎学力型（Ａ・Ｂどちらか）に同時出願　35,000 円
3. 基礎学力型Ａ・Ｂ両方に同時出願　35,000 円　
4. 課題提示型小論文・学科別小論文の両方に同時出願　35,000 円
5. 基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別どちらか）同時に３出願　50,000 円
6. 小論文（課題提示型・学科別両方）と基礎学力型（Ａ・Ｂどちらか）同時に３出願　50,000 円
7. 基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別両方）の全て同時に４出願　50,000 円

※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジット カードの
いずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。

【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。
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合格発表日（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）2022 年 12 月 1 日（木）10：00
合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
12月5日（月）の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

入学手続日程（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 一次手続期間 二次手続期間

全学部・全学科 2022年 12月 1 日（木）～ 2022年 12 月 1 4 日（水） 2022年12月1日（木）～2023年1月16日（月）

※入学手続をしても、本学の学校推薦型選抜後期、一般選抜（S、A、B、C日程）、大学入学共通テスト利用入試（A、B、C日程）を
　受験することができます。また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

資格加点（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対
象を一つ選んでください。詳細は 5 1 ページを確認してください。

判定方法（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

※試験科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得点調整を行うことが
あります（基礎学力型のみ）。

第二・第三志望制度（「学科別小論文」は申請できません）
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。
※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

Ａ．小論文、または基礎学力問題の成績（100点満点）と、調査書の全体の学習成績の状況（25点満点）、学校長の推薦書、調査書   
　  を点数化したもの（25点満点）を合わせた点数で合計点を作成します（150点満点）。

学校長の推薦書が未提出の場合、Ａ. での判定（学校長推薦を用いた判定方法）は行いません。
活動報告書が未提出等の場合、Ｂ. での判定（活動報告書を用いた判定方法）は行いません。

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

Ⅰ．出身校の評価
                    （AP1・AP2・AP3）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

調査書の全体の学習成績の状況を中心に生徒が書く活動報告書も含め主体性を
評価する。
・調査書の全体の学習成績の状況を5倍する＝25点満点
・学校長の推薦書・調査書を点数化する＝25点満点

大学入学希望理由書の提出は求めない。

   34％
(3分の1)

0 ％

   66％
(3分の2)小論文、基礎学力問題の成績で評価する(100点満点)。

Ｂ．活動報告書（400字程度）の提出は必須とし、小論文、または基礎学力問題の成績（100点満点）を1.5倍した点数で合計点を    
　  作成します（150点満点）。

・  合計点「Ａ. 」と合計点「Ｂ. 」と比較して、高得点で合否判定を行います。

集合時刻　基礎学力型Ａ（11月24日実施）　基礎学力型Ｂ（11月25日実施）
集合時間…12時 40 分（12時10分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

･基礎国語領域は、「国語総合」の『現代文』の内容と、国語の一般常識を出題範囲とした基礎問題です。
･英語領域は､｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を範囲とした基礎問題です。
･日本史領域は､｢日本史Ｂ｣を範囲とした基礎問題です。
･世界史領域は､｢世界史Ｂ｣を範囲とした基礎問題です。
･問題を見てから選択科目を決定することができます（試験当日に受験領域を選択）。

試験科目　基礎学力型Ａ（11月24日実施）　基礎学力型Ｂ（11月25日実施）

学部 ･ 学科 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科
100 点13：00～14：20（80分）

 （2領域を80分で解答）

基礎国語領域 50点

50点英語領域、日本史領域、世界史領域

必須

選択 左記から
１領域選択

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））
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合格発表日（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）2022 年 12 月 1 日（木）10：00
合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
12月5日（月）の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

入学手続日程（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 一次手続期間 二次手続期間

全学部・全学科 2022年 12月 1 日（木）～ 2022年 12 月 1 4 日（水） 2022年12月1日（木）～2023年1月16日（月）

※入学手続をしても、本学の学校推薦型選抜後期、一般選抜（S、A、B、C日程）、大学入学共通テスト利用入試（A、B、C日程）を
　受験することができます。また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

資格加点（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対
象を一つ選んでください。詳細は 5 1 ページを確認してください。

判定方法（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

※試験科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得点調整を行うことが
あります（基礎学力型のみ）。

第二・第三志望制度（「学科別小論文」は申請できません）
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。
※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

Ａ．小論文、または基礎学力問題の成績（100点満点）と、調査書の全体の学習成績の状況（25点満点）、学校長の推薦書、調査書   
　  を点数化したもの（25点満点）を合わせた点数で合計点を作成します（150点満点）。

学校長の推薦書が未提出の場合、Ａ. での判定（学校長推薦を用いた判定方法）は行いません。
活動報告書が未提出等の場合、Ｂ. での判定（活動報告書を用いた判定方法）は行いません。

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

Ⅰ．出身校の評価
                    （AP1・AP2・AP3）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

調査書の全体の学習成績の状況を中心に生徒が書く活動報告書も含め主体性を
評価する。
・調査書の全体の学習成績の状況を5倍する＝25点満点
・学校長の推薦書・調査書を点数化する＝25点満点

大学入学希望理由書の提出は求めない。

   34％
(3分の1)

0 ％

   66％
(3分の2)小論文、基礎学力問題の成績で評価する(100点満点)。

Ｂ．活動報告書（400字程度）の提出は必須とし、小論文、または基礎学力問題の成績（100点満点）を1.5倍した点数で合計点を    
　  作成します（150点満点）。

・  合計点「Ａ. 」と合計点「Ｂ. 」と比較して、高得点で合否判定を行います。

集合時刻　基礎学力型Ａ（11月24日実施）　基礎学力型Ｂ（11月25日実施）
集合時間…12時 40 分（12時10分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

･基礎国語領域は、「国語総合」の『現代文』の内容と、国語の一般常識を出題範囲とした基礎問題です。
･英語領域は､｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を範囲とした基礎問題です。
･日本史領域は､｢日本史Ｂ｣を範囲とした基礎問題です。
･世界史領域は､｢世界史Ｂ｣を範囲とした基礎問題です。
･問題を見てから選択科目を決定することができます（試験当日に受験領域を選択）。

試験科目　基礎学力型Ａ（11月24日実施）　基礎学力型Ｂ（11月25日実施）

学部 ･ 学科 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科
100 点13：00～14：20（80分）

 （2領域を80分で解答）

基礎国語領域 50点

50点英語領域、日本史領域、世界史領域

必須

選択 左記から
１領域選択

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））
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大阪･岡山 試験場案内図（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

岡

山

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・岡山駅東口より徒歩 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

第一セントラルビル 1 号館：岡山市北区本町 6－36

注意事項

岡山駅前 西川緑道公園

第一セントラルビル
2号館

第一セントラルビル 1号館

9

東京･名古屋 試験場案内図（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

会場

東

京

名

古

屋

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ＪＲ品川駅高輪口より徒歩
　 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ名古屋駅桜通口より徒歩
　 5 分
・近鉄名古屋駅より徒歩 2 分
・市営地下鉄名古屋駅より徒歩
　 2 分
・名鉄名古屋駅より徒歩 2 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。
※一般選抜B日程と試験場が
　異なります。

TKP品川カンファレンスセンターANNEX：東京都港区高輪 3 －1 3 －1  TAKANAWA COURT３F　

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）：名古屋市中村区名駅 4 丁目 4－38

注意事項

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

至大阪

至東京

ウインクあいち名鉄
近鉄

大名古屋ビルヂング

名古屋三井ビルディング

モード学園
名鉄
レジャック

ジュンク堂

名古屋ビルディング
PRADA

ミッドランド
スクエア

ル
ラ
ト
ン
セ
R
J

駅
屋
古
名
R
J

大

阪

・ＪＲ大阪駅中央北口より徒歩10分
・ＪＲ環状線福島駅より徒歩 7 分
・阪急梅田駅茶屋町口より徒歩12分
・阪神梅田駅西改札より徒歩10分
・地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口
　より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出
　口より徒歩12分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
新梅田研修センター：大阪市福島区福島 6－22－20

注意事項

会場 試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））
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大阪･岡山 試験場案内図（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

岡

山

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・岡山駅東口より徒歩 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

第一セントラルビル 1 号館：岡山市北区本町 6－36

注意事項

岡山駅前 西川緑道公園

第一セントラルビル
2号館

第一セントラルビル 1号館

9

東京･名古屋 試験場案内図（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ）共通）

会場

東

京

名

古

屋

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ＪＲ品川駅高輪口より徒歩
　 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ名古屋駅桜通口より徒歩
　 5 分
・近鉄名古屋駅より徒歩 2 分
・市営地下鉄名古屋駅より徒歩
　 2 分
・名鉄名古屋駅より徒歩 2 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。
※一般選抜B日程と試験場が
　異なります。

TKP品川カンファレンスセンターANNEX：東京都港区高輪 3 －1 3 －1  TAKANAWA COURT３F　

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）：名古屋市中村区名駅 4 丁目 4－38

注意事項

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

至大阪

至東京

ウインクあいち名鉄
近鉄

大名古屋ビルヂング

名古屋三井ビルディング

モード学園
名鉄
レジャック

ジュンク堂

名古屋ビルディング
PRADA

ミッドランド
スクエア

ル
ラ
ト
ン
セ
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J

駅
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古
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大

阪

・ＪＲ大阪駅中央北口より徒歩10分
・ＪＲ環状線福島駅より徒歩 7 分
・阪急梅田駅茶屋町口より徒歩12分
・阪神梅田駅西改札より徒歩10分
・地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口
　より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出
　口より徒歩12分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
新梅田研修センター：大阪市福島区福島 6－22－20

注意事項

会場 試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内

学校推薦型選抜前期（小論文（課題提示型・学科別）・基礎学力型（Ａ・Ｂ））
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入学検定料
1. 学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）　35,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。

Web出願期間
1. Web 出願期間：
2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

※12月13日（火）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　  窓口用出願書類を記入後､検定料(35,000 円)を受付に提出し､領収証の交付を受けてください｡

【注意】出願後の受験型・学部・学科の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。また、いったん受理
した提出書類は返却いたしません。

受験票

2022年12月1日（木）10：00 ～ 12月12日（月） 23：50

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）

提出書類の送付

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間： 2022年12月1日（木） ～ 12月12日（月） 　締切日の消印は有効です。

窓口受付

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

募集人員

学校推薦型選抜後期
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 2 2 3 2 2 3

出願資格
　学校長推薦の要件を満たし、学校長の推薦書と調査書・活動報告書の両方を提出した者。
　ただし、何らかの事情で学校長推薦または活動報告書のどちらか一方のみで出願する場合は、その要件を満たすとともに
必要な書類を提出した者。

　【学校長推薦】下記の１．または２．に該当し、学校長の推薦書と調査書を提出した者
１．2022 年 3 月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
２．2022 年 3 月に通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。

　【自己推薦】下記の１．～３．のいずれかに該当し、調査書・活動報告書を提出した者
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
２．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、
　　および 2023 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

 提出書類

１．出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
２．学校長の推薦書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　（本学ホームページからダウンロードし A4 の大きさで印刷して、高等学校でご記入ください）
３．活動報告書（400 字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードし A4 の大きさで印刷
　　してください）タイトル＝「活動報告書」これまでの学んだことや得られた成果など､具体的に記入してください。
４．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　
　学校長の推薦書があり、活動報告書の提出がない場合
　①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
　　1．出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　2．学校長の推薦書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　
　学校長の推薦書がない場合で、下記の①～③のいずれかに該当し、活動報告書を提出した者
　①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
　　1．出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　2．活動報告書（400 字程度）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。
　　1．修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの。）
　　2．活動報告書（400 字程度）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　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の学力があると認められる者、および

2023 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

※調査書・学校長推薦書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したも
のに限ります。

※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提出
してください。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

受験番号のアップロード期日 ＝ 2022年12月15日（木）10：00

提出書類のダウンロード

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、A4用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大
　学から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）
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入学検定料
1. 学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）　35,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。

Web出願期間
1. Web 出願期間：
2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

※12月13日（火）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　  窓口用出願書類を記入後､検定料(35,000 円)を受付に提出し､領収証の交付を受けてください｡

【注意】出願後の受験型・学部・学科の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。また、いったん受理
した提出書類は返却いたしません。

受験票

2022年12月1日（木）10：00 ～ 12月12日（月） 23：50

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）

提出書類の送付

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間： 2022年12月1日（木） ～ 12月12日（月） 　締切日の消印は有効です。

窓口受付

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

募集人員

学校推薦型選抜後期
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 2 2 3 2 2 3

出願資格
　学校長推薦の要件を満たし、学校長の推薦書と調査書・活動報告書の両方を提出した者。
　ただし、何らかの事情で学校長推薦または活動報告書のどちらか一方のみで出願する場合は、その要件を満たすとともに
必要な書類を提出した者。

　【学校長推薦】下記の１．または２．に該当し、学校長の推薦書と調査書を提出した者
１．2022 年 3 月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
２．2022 年 3 月に通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。

　【自己推薦】下記の１．～３．のいずれかに該当し、調査書・活動報告書を提出した者
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
２．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、
　　および 2023 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

 提出書類

１．出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
２．学校長の推薦書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　（本学ホームページからダウンロードし A4 の大きさで印刷して、高等学校でご記入ください）
３．活動報告書（400 字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードし A4 の大きさで印刷
　　してください）タイトル＝「活動報告書」これまでの学んだことや得られた成果など､具体的に記入してください。
４．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　
　学校長の推薦書があり、活動報告書の提出がない場合
　①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
　　1．出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　2．学校長の推薦書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　
　学校長の推薦書がない場合で、下記の①～③のいずれかに該当し、活動報告書を提出した者
　①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
　　1．出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　　2．活動報告書（400 字程度）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。
　　1．修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの。）
　　2．活動報告書（400 字程度）
　　3．資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）
　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の学力があると認められる者、および

2023 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

※調査書・学校長推薦書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したも
のに限ります。

※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提出
してください。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

受験番号のアップロード期日 ＝ 2022年12月15日（木）10：00

提出書類のダウンロード

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、A4用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大
　学から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）
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合格発表日　2022年12月22日（木）10：00

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）

13

第二・第三志望制度
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。
※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

入学手続日程
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 入学手続期間
全学部・全学科 2022 年12月22日（木）～2023 年1 月16日（月）【一括納入】

※入学手続金は一括納入してください。

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
12月26日（月）の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

資格加点（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）

　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対
象を一つ選んでください。詳細は 5 1 ページを確認してください。

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

Ⅰ．出身校の評価
                    （AP1・AP2・AP3）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

調査書の全体の学習成績の状況を中心に生徒が書く活動報告書も含め主体性を
評価する。
・調査書の全体の学習成績の状況を5倍する＝25点満点
・学校長の推薦書・調査書を点数化する＝25点満点

大学入学希望理由書の提出は求めない。

   34％
(3分の1)

0 ％

   66％
(3分の2)小論文の成績で評価する(100点満点)。

※入学手続をしても、本学の一般選抜（S、A、B、C日程）、大学入学共通テスト利用入試（A、B、C日程）を受験することができます。
　また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

集合時間…10時 10分（9 時 00 分より試験室への入室が可能です。）

集合時刻

※本学（奈良大学）のみで実施します。場所の詳細は裏表紙をご覧ください。

試験科目
学部・学科 試験科目 配点 試験時間

全学部・全学科 小論文 100 点 10：30 ～ 11：30　（60 分）

合格へのアドバイス

　課題２は、自分の考えを、論述文の形で述べる問題です。論述文作成の重要なポイントは、「論理性」「考えの筋道」です。
自分の印象を思いつくまま自由に書き連ねるような感想文とは異なり、論述文にはより秩序だった構成・展開が求められま
す。よい論述文を作成するには、普段から構造に気を付けて文章を読むようにし、特に、書き手がそこで何を伝えたいのか、
その主張はどのような論拠や事例に支えられているのか、文章全体がどのような組み立てで展開されているか、などに留意
するとよいでしょう。そして自分で論述文を書くときには、自分の文章が、論述文に求められる主張や論拠、構成や構造を、
明快に備えているかを考えるようにしましょう。
　※試験当日は、資料等の持ち込みは禁止です。下書用紙を配布します。

2023年度学校推薦型選抜後期「課題提示型小論文」では、次の二つの課題が出されます（課題1・2の合計で100点満点）。

出題および合格へのアドバイス（課題提示型小論文）

　与えられた文章を要約する課題です（100字以内）。
　※試験当日、課題文を提示します。

課題１　文章要約

課題２　小論文

　「なりたい自分」になるために、大学生活での抱負を含め、あなたはこれから何をしようと思いますか。過去の自分に
触れつつ、将来の自分について、現在の自分の考えを展開しなさい。小論文にふさわしい構造や展開を練り、理由や根拠
を示しながら論述しなさい。

　以下の課題に応え、論述をしてもらいます（600 字以上 800 字以内）。

　課題１では、文章を適切に理解し、指示された字数で要約することが求められます。筆者の伝えたいことを、文意を変え
ずに簡潔にまとめる力を身につけておかねばなりません。対策としては、日ごろから論理構造がしっかりした文章を読み、
それを要約する練習をするとよいでしょう。元の文章の骨子を見極め、枝葉末節を省き、内容を凝縮する技術が問われます。

判定方法
Ａ．小論文の成績（100点満点）と、調査書の全体の学習成績の状況（25点満点）、学校長の推薦書、調査書を点数化したもの
　  （25点満点）を合わせた点数で合計点を作成します（150点満点）。

学校長の推薦書が未提出の場合、Ａ. での判定（学校長推薦を用いた判定方法）は行いません。
活動報告書が未提出等の場合、Ｂ. での判定（活動報告書を用いた判定方法）は行いません。

Ｂ．活動報告書（400字程度）の提出は必須とし、小論文の成績（100点満点）を1.5倍した点数で合計点を作成します
 　 （150点満点）。

・  合計点「Ａ. 」と合計点「Ｂ. 」と比較して、高得点で合否判定を行います。

学部・学科 試験日 試験場

2022年12月17日（土） 本　学全学部・全学科

試験日程
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合格発表日　2022年12月22日（木）10：00

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）

13

第二・第三志望制度
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。
※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

入学手続日程
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 入学手続期間
全学部・全学科 2022 年12月22日（木）～2023 年1 月16日（月）【一括納入】

※入学手続金は一括納入してください。

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
12月26日（月）の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

資格加点（社会学部志願者のみ。第二第三志望含む）

　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対
象を一つ選んでください。詳細は 5 1 ページを確認してください。

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

Ⅰ．出身校の評価
                    （AP1・AP2・AP3）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

調査書の全体の学習成績の状況を中心に生徒が書く活動報告書も含め主体性を
評価する。
・調査書の全体の学習成績の状況を5倍する＝25点満点
・学校長の推薦書・調査書を点数化する＝25点満点

大学入学希望理由書の提出は求めない。

   34％
(3分の1)

0 ％

   66％
(3分の2)小論文の成績で評価する(100点満点)。

※入学手続をしても、本学の一般選抜（S、A、B、C日程）、大学入学共通テスト利用入試（A、B、C日程）を受験することができます。
　また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

集合時間…10時 10分（9 時 00 分より試験室への入室が可能です。）

集合時刻

※本学（奈良大学）のみで実施します。場所の詳細は裏表紙をご覧ください。

試験科目
学部・学科 試験科目 配点 試験時間

全学部・全学科 小論文 100 点 10：30 ～ 11：30　（60 分）

合格へのアドバイス

　課題２は、自分の考えを、論述文の形で述べる問題です。論述文作成の重要なポイントは、「論理性」「考えの筋道」です。
自分の印象を思いつくまま自由に書き連ねるような感想文とは異なり、論述文にはより秩序だった構成・展開が求められま
す。よい論述文を作成するには、普段から構造に気を付けて文章を読むようにし、特に、書き手がそこで何を伝えたいのか、
その主張はどのような論拠や事例に支えられているのか、文章全体がどのような組み立てで展開されているか、などに留意
するとよいでしょう。そして自分で論述文を書くときには、自分の文章が、論述文に求められる主張や論拠、構成や構造を、
明快に備えているかを考えるようにしましょう。
　※試験当日は、資料等の持ち込みは禁止です。下書用紙を配布します。

2023年度学校推薦型選抜後期「課題提示型小論文」では、次の二つの課題が出されます（課題1・2の合計で100点満点）。

出題および合格へのアドバイス（課題提示型小論文）

　与えられた文章を要約する課題です（100字以内）。
　※試験当日、課題文を提示します。

課題１　文章要約

課題２　小論文

　「なりたい自分」になるために、大学生活での抱負を含め、あなたはこれから何をしようと思いますか。過去の自分に
触れつつ、将来の自分について、現在の自分の考えを展開しなさい。小論文にふさわしい構造や展開を練り、理由や根拠
を示しながら論述しなさい。

　以下の課題に応え、論述をしてもらいます（600 字以上 800 字以内）。

　課題１では、文章を適切に理解し、指示された字数で要約することが求められます。筆者の伝えたいことを、文意を変え
ずに簡潔にまとめる力を身につけておかねばなりません。対策としては、日ごろから論理構造がしっかりした文章を読み、
それを要約する練習をするとよいでしょう。元の文章の骨子を見極め、枝葉末節を省き、内容を凝縮する技術が問われます。

判定方法
Ａ．小論文の成績（100点満点）と、調査書の全体の学習成績の状況（25点満点）、学校長の推薦書、調査書を点数化したもの
　  （25点満点）を合わせた点数で合計点を作成します（150点満点）。

学校長の推薦書が未提出の場合、Ａ. での判定（学校長推薦を用いた判定方法）は行いません。
活動報告書が未提出等の場合、Ｂ. での判定（活動報告書を用いた判定方法）は行いません。

Ｂ．活動報告書（400字程度）の提出は必須とし、小論文の成績（100点満点）を1.5倍した点数で合計点を作成します
 　 （150点満点）。

・  合計点「Ａ. 」と合計点「Ｂ. 」と比較して、高得点で合否判定を行います。

学部・学科 試験日 試験場

2022年12月17日（土） 本　学全学部・全学科

試験日程



募集人員
Ｓ 日程（3 科目判定）

学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 10 18 10 12 9 9

Ａ 日程（高得点 2 科目判定）
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 10 18 7 12 7 7

出願資格（Ｓ・Ａ日程共通）

下記の 1.～3. のいずれかに該当する者
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類（Ｓ・Ａ日程共通）
1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

※調査書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。
※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提

出してください。
※S日程、Ａ日程、Ｂ日程と併せて出願する場合、調査書・証明書は1通で結構です。

大学入学共通テスト利用入試 A 日程と併願する場合も、調査書・証明書は 1通で結構です。その場合は必ず提出書類を
1 通の封筒にまとめて提出してください。

入学検定料

（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。

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の学力があると認められる者、および 2023年 3
　月 31日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

Web出願期間（Ｓ・Ａ日程共通）
1. Web出願期間：

【注意】出願後の日程・学部・学科・選択科目・試験場の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

2023年1月4日（水）10：00～1月18日（水） 23：50
2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

受験票（Ｓ・Ａ日程共通）

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

学部・学科 日程 試験日 試験場

全学部・全学科
Ｓ日程 2023 年1月26日（木） 本学･東京･金沢･静岡･名古屋･

大阪･岡山･広島･高松･福岡Ａ日程 2023 年1月27日（金）

試験日程

集合時刻（Ｓ日程）
集合時間…10 時 00 分（9 時 30 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

試験場（Ｓ・Ａ日程共通）
1. 全試験場（本学含む）において、同一日程・同一問題にて試験を実施します。
2. 場所の詳細は裏表紙（本学）および18～20ページをご確認ください。
3. 試験場はWeb出願時に入力してください。出願後の変更はできません。
4. 学外試験場は収容人数に制限があります。志願者数が収容人数を超えた時に試験場を変更する場合には、連絡しますので

注意してください。また、学外試験場には、控室はありませんのでご了承ください。

提出書類の送付（Ｓ・Ａ日程共通）

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間： 2023年1月4日（水）～1月18日（水） 　締切日の消印は有効です。

※1月19日（木）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　  窓口用出願書類を記入後、検定料（35,000 円または 50,000 円）を受付に提出し、領収証の交付を受けてください。

窓口受付（Ｓ・Ａ日程共通）

1. S 日程、A 日程のどちらかに出願　35,000 円
2. S 日程と A 日程または S 日程と B 日程に同時出願　35,000 円
3. S 日程、A 日程、B 日程の全てに同時出願　50,000 円
4. A 日程、B 日程に同時出願　50,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。

受験番号のアップロード期日 ＝ 2023年1月22日（日）10：00
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募集人員
Ｓ 日程（3 科目判定）

学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 10 18 10 12 9 9

Ａ 日程（高得点 2 科目判定）
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 10 18 7 12 7 7

出願資格（Ｓ・Ａ日程共通）

下記の 1.～3. のいずれかに該当する者
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類（Ｓ・Ａ日程共通）
1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

※調査書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。
※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提

出してください。
※S日程、Ａ日程、Ｂ日程と併せて出願する場合、調査書・証明書は1通で結構です。

大学入学共通テスト利用入試 A 日程と併願する場合も、調査書・証明書は 1通で結構です。その場合は必ず提出書類を
1 通の封筒にまとめて提出してください。

入学検定料

（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。

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の学力があると認められる者、および 2023年 3
　月 31日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

Web出願期間（Ｓ・Ａ日程共通）
1. Web出願期間：

【注意】出願後の日程・学部・学科・選択科目・試験場の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

2023年1月4日（水）10：00～1月18日（水） 23：50
2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

受験票（Ｓ・Ａ日程共通）

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

学部・学科 日程 試験日 試験場

全学部・全学科
Ｓ日程 2023 年1月26日（木） 本学･東京･金沢･静岡･名古屋･

大阪･岡山･広島･高松･福岡Ａ日程 2023 年1月27日（金）

試験日程

集合時刻（Ｓ日程）
集合時間…10 時 00 分（9 時 30 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

試験場（Ｓ・Ａ日程共通）
1. 全試験場（本学含む）において、同一日程・同一問題にて試験を実施します。
2. 場所の詳細は裏表紙（本学）および18～20ページをご確認ください。
3. 試験場はWeb出願時に入力してください。出願後の変更はできません。
4. 学外試験場は収容人数に制限があります。志願者数が収容人数を超えた時に試験場を変更する場合には、連絡しますので

注意してください。また、学外試験場には、控室はありませんのでご了承ください。

提出書類の送付（Ｓ・Ａ日程共通）

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間： 2023年1月4日（水）～1月18日（水） 　締切日の消印は有効です。

※1月19日（木）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　  窓口用出願書類を記入後、検定料（35,000 円または 50,000 円）を受付に提出し、領収証の交付を受けてください。

窓口受付（Ｓ・Ａ日程共通）

1. S 日程、A 日程のどちらかに出願　35,000 円
2. S 日程と A 日程または S 日程と B 日程に同時出願　35,000 円
3. S 日程、A 日程、B 日程の全てに同時出願　50,000 円
4. A 日程、B 日程に同時出願　50,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。

受験番号のアップロード期日 ＝ 2023年1月22日（日）10：00
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一般選抜（Ｓ日程・Ａ日程）
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一般選抜（Ｓ日程・Ａ日程）

集合時間…10 時 00 分（9 時 30 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

集合時刻（Ａ日程）

試験科目（Ａ日程）

【注】筆記試験の受験 3 科目中高得点 2 科目（200 点）で合否判定します。
※ 3 科目全てを受験しないと不合格になります。
※選択科目については、科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得

点調整を行うことがあります。

判定方法（Ａ日程）

第二・第三志望制度（Ｓ・Ａ日程共通）
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。

合格発表日（Ｓ・Ａ日程共通）　2023年2月1日（水）10：00

入学手続日程（Ｓ・Ａ日程共通）
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 一次手続期間 二次手続期間
全学部・全学科 2023年2月1日（水）～2023年2月17日（金） 2023年2月1日（水）～2023年3月22日（水）

※入学手続をしても、本学の一般選抜（Ｂ、C日程）、大学入学共通テスト利用入試（Ａ、B、C日程）を受験することができ
　ます。また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

資格加点（Ｓ・Ａ日程共通、社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）
　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および TOEIC・
TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対象を一つ選
んでください。詳細は 51 ページを確認してください。

※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
2月4日（土）の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

  筆記試験（3科目各100点＝300点）で合否判定します。
※ 3 科目全てを受験しないと不合格になります。
※選択科目については、科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得

点調整を行うことがあります。

判定方法（Ｓ日程）

･英語は｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を出題範囲とします。
･国語は「国語総合」を出題範囲とします（記述式問題を含みます）。ただし、漢文は除きます。
･「国語」の記述式問題は、
　　出題の意図：①出題文章を的確に読み取ることができるか、②日本語を正しく運用する能力があるか、とします。
　　評価する能力：①自分の言葉で論理的に表現できるか、②出題の指示通りに記述できているか、とします。
･数学は､｢数学Ⅰ｣｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。
･選択科目は出願時に受験科目を申請していただきます。出願後の科目変更はできません。
･３科目全てを受験しないと不合格になります。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（Ｓ日程300点満点／Ａ日程200点満点）。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（Ｓ日程300点満点／Ａ日程200点満点）。

学部 ･ 学科 区分 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科

必修 10：20 ～ 11：20（60 分） 英語 100 点

300 点必修 11：50 ～ 12：50（60 分） 国語（漢文は除く） 100 点

選択 14：00 ～ 15：00（60 分） 日本史 B､ 世界史 B､ 地理 B､ 現代社会、数学Ⅰ ･ 数学Ａから
1 科目選択

100 点

･英語は｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を出題範囲とします。
･国語は「国語総合」を出題範囲とします（記述式問題を含みます）。ただし、漢文は除きます。
･「国語」の記述式問題は、
　　出題の意図：①出題文章を的確に読み取ることができるか、②日本語を正しく運用する能力があるか、とします。
　　評価する能力：①自分の言葉で論理的に表現できるか、②出題の指示通りに記述できているか、とします。
･数学は､｢数学Ⅰ｣｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。
･選択科目は出願時に受験科目を申請していただきます。出願後の科目変更はできません。
･３科目全てを受験しないと不合格になります。

試験科目（Ｓ日程）

学部 ･ 学科 区分 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科

必修 10：20 ～ 11：20（60 分）英語 100 点
必修 11：50 ～ 12：50（60 分）国語（漢文は除く） 100 点

選択 14：00 ～ 15：00（60 分）日本史 B､ 世界史 B､ 地理 B､ 現代社会、数学Ⅰ ･ 数学Ａから
1 科目選択

100 点

200 点
【注】
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一般選抜（Ｓ日程・Ａ日程）

集合時間…10 時 00 分（9 時 30 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

集合時刻（Ａ日程）

試験科目（Ａ日程）

【注】筆記試験の受験 3 科目中高得点 2 科目（200 点）で合否判定します。
※ 3 科目全てを受験しないと不合格になります。
※選択科目については、科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得

点調整を行うことがあります。

判定方法（Ａ日程）

第二・第三志望制度（Ｓ・Ａ日程共通）
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。

合格発表日（Ｓ・Ａ日程共通）　2023年2月1日（水）10：00

入学手続日程（Ｓ・Ａ日程共通）
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 一次手続期間 二次手続期間
全学部・全学科 2023年2月1日（水）～2023年2月17日（金） 2023年2月1日（水）～2023年3月22日（水）

※入学手続をしても、本学の一般選抜（Ｂ、C日程）、大学入学共通テスト利用入試（Ａ、B、C日程）を受験することができ
　ます。また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

資格加点（Ｓ・Ａ日程共通、社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）
　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および TOEIC・
TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対象を一つ選
んでください。詳細は 51 ページを確認してください。

※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
2月4日（土）の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

  筆記試験（3科目各100点＝300点）で合否判定します。
※ 3 科目全てを受験しないと不合格になります。
※選択科目については、科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得

点調整を行うことがあります。

判定方法（Ｓ日程）

･英語は｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を出題範囲とします。
･国語は「国語総合」を出題範囲とします（記述式問題を含みます）。ただし、漢文は除きます。
･「国語」の記述式問題は、
　　出題の意図：①出題文章を的確に読み取ることができるか、②日本語を正しく運用する能力があるか、とします。
　　評価する能力：①自分の言葉で論理的に表現できるか、②出題の指示通りに記述できているか、とします。
･数学は､｢数学Ⅰ｣｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。
･選択科目は出願時に受験科目を申請していただきます。出願後の科目変更はできません。
･３科目全てを受験しないと不合格になります。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（Ｓ日程300点満点／Ａ日程200点満点）。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（Ｓ日程300点満点／Ａ日程200点満点）。

学部 ･ 学科 区分 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科

必修 10：20 ～ 11：20（60 分） 英語 100 点

300 点必修 11：50 ～ 12：50（60 分） 国語（漢文は除く） 100 点

選択 14：00 ～ 15：00（60 分） 日本史 B､ 世界史 B､ 地理 B､ 現代社会、数学Ⅰ ･ 数学Ａから
1 科目選択

100 点

･英語は｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を出題範囲とします。
･国語は「国語総合」を出題範囲とします（記述式問題を含みます）。ただし、漢文は除きます。
･「国語」の記述式問題は、
　　出題の意図：①出題文章を的確に読み取ることができるか、②日本語を正しく運用する能力があるか、とします。
　　評価する能力：①自分の言葉で論理的に表現できるか、②出題の指示通りに記述できているか、とします。
･数学は､｢数学Ⅰ｣｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。
･選択科目は出願時に受験科目を申請していただきます。出願後の科目変更はできません。
･３科目全てを受験しないと不合格になります。

試験科目（Ｓ日程）

学部 ･ 学科 区分 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科

必修 10：20 ～ 11：20（60 分）英語 100 点
必修 11：50 ～ 12：50（60 分）国語（漢文は除く） 100 点

選択 14：00 ～ 15：00（60 分）日本史 B､ 世界史 B､ 地理 B､ 現代社会、数学Ⅰ ･ 数学Ａから
1 科目選択

100 点

200 点
【注】
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会場

名

古

屋

大

阪

岡

山

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・岡山駅東口より徒歩 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ名古屋駅桜通口より徒歩
　 5 分
・近鉄名古屋駅より徒歩 2 分
・市営地下鉄名古屋駅より徒歩
　 2 分
・名鉄名古屋駅より徒歩 2 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。
※一般選抜 B日程と試験場が
　異なります。

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）：名古屋市中村区名駅 4 丁目 4－38

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
第一セントラルビル 1 号館：岡山市北区本町 6－36

注意事項

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

至大阪

至東京

ウインクあいち名鉄
近鉄

大名古屋ビルヂング

モード学園

ジュンク堂

名古屋ビルディング
PRADA

ミッドランド
スクエア

ル
ラ
ト
ン
セ
R
J

駅
屋
古
名
R
J
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東京･金沢･静岡 試験場案内図（一般選抜Ｓ日程・Ａ日程）

会場

東

京

金

沢

静

岡

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ＪＲ品川駅高輪口より徒歩
　 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

・北鉄バス　香林坊バス停より
　徒歩５分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

・ＪＲ静岡駅北口より徒歩 5 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
石川県教育会館：金沢市香林坊１－２－40

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
静岡商工会議所：静岡市葵区黒金町 20－8

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

大石機械

北口

南口

ローソン
丸伸

JR静岡駅

静岡中央郵便局
（静岡音楽館AOI）

葵タワー
松坂屋

ホテルアソシア
静岡

静岡商工会議所

道
国

362

線
号

※一般選抜 B日程と試験場が
　異なります。

名古屋･大阪･岡山 試験場案内図（一般選抜Ｓ日程・Ａ日程）

一般選抜（Ｓ日程・Ａ日程）

名古屋三井ビルディング
名鉄
レジャック

第一セントラルビル 1 号館
第一セントラルビル
2 号館

岡山駅前 西川緑道公園

TKP品川カンファレンスセンターANNEX：東京都港区高輪 3 －1 3 －1  TAKANAWA COURT３F

新梅田研修センター：大阪市福島区福島 6－22－20

・ＪＲ大阪駅中央北口より徒歩10分
・ＪＲ環状線福島駅より徒歩 7 分
・阪急梅田駅茶屋町口より徒歩12分
・阪神梅田駅西改札より徒歩10分
・地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口
　より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出
　口より徒歩12分
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会場

名

古

屋

大

阪

岡

山

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・岡山駅東口より徒歩 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ名古屋駅桜通口より徒歩
　 5 分
・近鉄名古屋駅より徒歩 2 分
・市営地下鉄名古屋駅より徒歩
　 2 分
・名鉄名古屋駅より徒歩 2 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。
※一般選抜 B日程と試験場が
　異なります。

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）：名古屋市中村区名駅 4 丁目 4－38

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
第一セントラルビル 1 号館：岡山市北区本町 6－36

注意事項

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

至大阪

至東京

ウインクあいち名鉄
近鉄

大名古屋ビルヂング

モード学園

ジュンク堂

名古屋ビルディング
PRADA

ミッドランド
スクエア
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東京･金沢･静岡 試験場案内図（一般選抜Ｓ日程・Ａ日程）

会場

東

京

金

沢

静

岡

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ＪＲ品川駅高輪口より徒歩
　 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

・北鉄バス　香林坊バス停より
　徒歩５分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

・ＪＲ静岡駅北口より徒歩 5 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
石川県教育会館：金沢市香林坊１－２－40

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
静岡商工会議所：静岡市葵区黒金町 20－8

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

大石機械

北口

南口

ローソン
丸伸

JR静岡駅

静岡中央郵便局
（静岡音楽館AOI）

葵タワー
松坂屋

ホテルアソシア
静岡

静岡商工会議所

道
国

362

線
号

※一般選抜 B日程と試験場が
　異なります。

名古屋･大阪･岡山 試験場案内図（一般選抜Ｓ日程・Ａ日程）

一般選抜（Ｓ日程・Ａ日程）

名古屋三井ビルディング
名鉄
レジャック

第一セントラルビル 1 号館
第一セントラルビル
2 号館

岡山駅前 西川緑道公園

TKP品川カンファレンスセンターANNEX：東京都港区高輪 3 －1 3 －1  TAKANAWA COURT３F

新梅田研修センター：大阪市福島区福島 6－22－20

・ＪＲ大阪駅中央北口より徒歩10分
・ＪＲ環状線福島駅より徒歩 7 分
・阪急梅田駅茶屋町口より徒歩12分
・阪神梅田駅西改札より徒歩10分
・地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口
　より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出
　口より徒歩12分
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会場

広

島

高

松

福

岡

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ことでん片原町駅よりすぐ

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ広島駅より徒歩１０分
・広島電鉄電車：「銀山町」
　下車徒歩５分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

ＲＣＣ文化センター：広島市中区橋本町５－１１

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
高松市生涯学習センター：高松市片原町１１－1

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
福岡朝日ビル：福岡市博多区博多駅前 2－1－1

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

・ＪＲ博多駅博多口より徒歩 3分
・福岡空港より地下鉄で約 8分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

稲荷町

的場町
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広島バスセンター
（そごう３Ｆ）

西日本

ロイヤル
ホスト

シティ銀行

広島駅

博多バスターミナル博多マルイ

広島･高松･福岡 試験場案内図（一般選抜Ｓ日程・Ａ日程）

一般選抜（Ｓ日程・Ａ日程）
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案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ことでん片原町駅よりすぐ

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ広島駅より徒歩１０分
・広島電鉄電車：「銀山町」
　下車徒歩５分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

ＲＣＣ文化センター：広島市中区橋本町５－１１

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
高松市生涯学習センター：高松市片原町１１－1

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
福岡朝日ビル：福岡市博多区博多駅前 2－1－1

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

・ＪＲ博多駅博多口より徒歩 3分
・福岡空港より地下鉄で約 8分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項
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一般選抜（Ｂ日程）

募集人員

学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 10 18 7 12 7 7

出願資格
下記の 1.～3. のいずれかに該当する者
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類
1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

※調査書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。
※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提

出してください。
※ S 日程、Ａ日程、Ｂ日程と併せて出願する場合でも、調査書・証明書は 1 通で結構です。大学入学共通テスト利用入試 A
　日程と併願する場合も、調査書・証明書は 1 通で結構です。その場合は必ず提出書類を 1 通の封筒にまとめて提出してく
　ださい。

入学検定料

Web出願期間
1. Web出願期間：

【注意】出願後の日程・学部・学科・選択科目・試験場の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

2023年1月4日（水）10：00～2月2日（木） 23：50

（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。

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の学力があると認められる者、および 2023年 3
　月 31日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

提出書類の送付

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間： 2023年1月4日（水）～2月2日（木）　締切日の消印は有効です。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

受験票

学部・学科 日程 試験日 試験場

全学部・全学科 Ｂ日程 2023年2月8日（水） 本学・東京・静岡・名古屋・
大阪・岡山・福岡

試験場
1. 全試験場（本学含む）において、同一日程・同一問題にて試験を実施します。
2. 場所の詳細は裏表紙（本学）および26～27ページをご確認ください。

4. 学外試験場は収容人数に制限があります。志願者数が収容人数を超えた時に試験場を変更する場合には、連絡しますので
注意してください。また、学外試験場には、控室はありませんのでご了承ください。

集合時刻
集合時間…10 時 00 分（9 時 30 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

試験日程

※ 2 月 3 日（金）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00 ～ 16：00
　  窓口用出願書類を記入後、検定料（35,000 円）を受付に提出し、領収証の交付を受けてください。

窓口受付

3. 試験場はWeb出願時に入力してください。出願後の変更はできません。

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

23

受験番号のアップロード期日 ＝ 2023年2月6日（月）10：00

1. B 日程のみに出願　35,000 円
2. A 日程と B 日程に同時出願　50,000 円
3. S 日程と B 日程に同時出願　35,000 円
4. S 日程、A 日程、B 日程の全てに同時出願　50,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。
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一般選抜（Ｂ日程）

募集人員

学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 10 18 7 12 7 7

出願資格
下記の 1.～3. のいずれかに該当する者
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類
1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

※調査書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。
※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提

出してください。
※ S 日程、Ａ日程、Ｂ日程と併せて出願する場合でも、調査書・証明書は 1 通で結構です。大学入学共通テスト利用入試 A
　日程と併願する場合も、調査書・証明書は 1 通で結構です。その場合は必ず提出書類を 1 通の封筒にまとめて提出してく
　ださい。

入学検定料

Web出願期間
1. Web出願期間：

【注意】出願後の日程・学部・学科・選択科目・試験場の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

2023年1月4日（水）10：00～2月2日（木） 23：50

（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。

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の学力があると認められる者、および 2023年 3
　月 31日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

提出書類の送付

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間： 2023年1月4日（水）～2月2日（木）　締切日の消印は有効です。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

受験票

学部・学科 日程 試験日 試験場

全学部・全学科 Ｂ日程 2023年2月8日（水） 本学・東京・静岡・名古屋・
大阪・岡山・福岡

試験場
1. 全試験場（本学含む）において、同一日程・同一問題にて試験を実施します。
2. 場所の詳細は裏表紙（本学）および26～27ページをご確認ください。

4. 学外試験場は収容人数に制限があります。志願者数が収容人数を超えた時に試験場を変更する場合には、連絡しますので
注意してください。また、学外試験場には、控室はありませんのでご了承ください。

集合時刻
集合時間…10 時 00 分（9 時 30 分より試験室への入室が可能です。）
※全試験場（本学含む）において、同一時間割・同一問題で実施します。

試験日程

※ 2 月 3 日（金）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00 ～ 16：00
　  窓口用出願書類を記入後、検定料（35,000 円）を受付に提出し、領収証の交付を受けてください。

窓口受付

3. 試験場はWeb出願時に入力してください。出願後の変更はできません。

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）
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受験番号のアップロード期日 ＝ 2023年2月6日（月）10：00

1. B 日程のみに出願　35,000 円
2. A 日程と B 日程に同時出願　50,000 円
3. S 日程と B 日程に同時出願　35,000 円
4. S 日程、A 日程、B 日程の全てに同時出願　50,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。
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一般選抜（Ｂ日程）

第二・第三志望制度
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。
※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

合格発表日　2023年2月12日（日）10：00

入学手続日程
　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 一次手続期間 二次手続期間
全学部・全学科 2023年2月12日（日）～2023年2月27日（月） 2023年2月12日（日）～2023年3月22日（水）

※入学手続をしても、本学の一般選抜（C日程）、大学入学共通テスト利用入試（B、C日程）を受験することができます。
また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

【注】筆記試験の受験３科目中高得点２科目（200 点）で合否判定します。
※ 3 科目全てを受験しないと不合格になります。
※選択科目については、科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得

点調整を行うことがあります。

資格加点（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

判定方法

　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対
象を一つ選んでください。詳細は51ページを確認してください。

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
2月18日(土)の正午現在で通知書が未着の場合は､入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-9502）。
不合格通知書は発行いたしません。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（Ｂ日程200点満点）。

試験科目

学部 ･ 学科 区分 試験時間 試験科目 配点 合計点

全学部
・

全学科

必修 10：20 ～ 11：20（60 分）英語 100 点
200 点
【注】

必修 11：50 ～ 12：50（60 分）国語（古文・漢文は除く） 100 点

選択 14：00 ～ 15：00（60 分）日本史 B､ 世界史 B､ 地理 B､ 現代社会、数学Ⅰ ･ 数学Ａから
1 科目選択

100 点

･英語は｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を出題範囲とします。
･国語は「国語総合」を出題範囲とします（記述式問題を含みます）。ただし、古文・漢文は除きます。
･「国語」の記述式問題は、
　　出題の意図：①出題文章を的確に読み取ることができるか、②日本語を正しく運用する能力があるか
　　評価する能力：①自分の言葉で論理的に表現できるか、②出題の指示通りに記述できているか、とします。
･数学は､｢数学Ⅰ｣｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。
･選択科目は出願時に受験科目を申請していただきます。出願後の科目変更はできません。
･３科目全てを受験しないと不合格になります。
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一般選抜（Ｂ日程）
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会場

東

京

静

岡

名

古

屋

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・ＪＲ品川駅高輪口より徒歩
　 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ名古屋駅桜通口より徒歩
　 2 分
・近鉄名古屋駅より徒歩 4 分
・市営地下鉄名古屋駅より徒歩
　 2 分
・名鉄名古屋駅より徒歩 4 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

※一般選抜S･A日程と試験場が
　異なります。

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
ＣＳＡ貸会議室：静岡市葵区御幸町 11－8　レイアップ御幸町ビル 2Ｆ

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

注意事項

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

安保ホール：名古屋市中村区名駅 3－15－9

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

・ＪＲ静岡駅北口より徒歩 3 分
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三井住友
信託銀行

桜通
豊田ビル

ホテルアソシア静岡

東海
道本
線

GS

オリックス
レンタカー
静岡駅前店

静鉄ホテル
プレジオ
静岡駅北

エクセル
ワード
静岡ビル

パルシェ

（㈱）村上開明堂

松阪屋静岡店

静岡駅東

栄町 P

P

1

東海
新幹
線

東海
新幹
線

JR静岡駅

CSA貸会議室

東京･静岡･名古屋 試験場案内図（一般選抜Ｂ日程）

一般選抜（Ｂ日程）

会場

岡

山

福

岡

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

・岡山駅東口より徒歩 3 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

第一セントラルビル １ 号館：岡山市北区本町 6－36

注意事項

・ＪＲ博多駅博多口より徒歩 3 分
・福岡空港より地下鉄で約 8 分

・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。
・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

注意事項

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関
福岡朝日ビル：福岡市博多区博多駅前 2－1－1

試 験 場 所 在 地 ・ 付 近 案 内 図

大

阪
・試験場内の下見はできません。
　位置確認のみになります。

・昼食時その他のゴミは各自お
　持ち帰りください。
・控室はご用意いたしておりま
　せん。

案　　　　　内　　　　　図 交　　通　　機　　関

注意事項

博多バスターミナル博多マルイ

大阪･岡山･福岡 試験場案内図（一般選抜Ｂ日程 ）

※学校推薦型選抜前期、一般選抜
  S･A日程と試験場が異なります。

TKP品川カンファレンスセンターANNEX：東京都港区高輪 3 －1 3 －1  TAKANAWA COURT３F

第一セントラルビル 1 号館
第一セントラルビル
2 号館

岡山駅前 西川緑道公園

新梅田研修センター：大阪市福島区福島 6－22－20

・ＪＲ大阪駅中央北口より徒歩10分
・ＪＲ環状線福島駅より徒歩 7 分
・阪急梅田駅茶屋町口より徒歩12分
・阪神梅田駅西改札より徒歩10分
・地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口
　より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出
　口より徒歩12分
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TKP品川カンファレンスセンターANNEX：東京都港区高輪 3 －1 3 －1  TAKANAWA COURT３F

第一セントラルビル 1 号館
第一セントラルビル
2 号館

岡山駅前 西川緑道公園

新梅田研修センター：大阪市福島区福島 6－22－20
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・阪神梅田駅西改札より徒歩10分
・地下鉄四ツ橋線西梅田駅 5 番出口
　より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅降車専用出
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学部・学科 日程 試験日 試験場
全学部・全学科 C 日程 2023年 3 月 15日（水） 本学

試験日程

集合時刻
集合時間…10 時 00 分（9時30分より試験室への入室が可能です。）
※本学（奈良大学）のみで実施します。場所の詳細は裏表紙をご覧ください。

一般選抜（Ｃ日程）

募集人員
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 4 7 4 5 3 3

出願資格
下記の 1.～3. のいずれかに該当する者
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者､および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類
1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。

（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

※調査書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。

※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提
出してください。

※大学入学共通テスト利用入試 B 日程と併願する場合も、調査書・証明書は 1 通で結構です。その場合は必ず提出書類を
　 1 通の封筒にまとめて提出してください。

入学検定料

受験票

（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。

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の学力があると認められる者、および 2023年
　3月 31日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

（3）大学入学希望理由書（400字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードしA4の大
　　  きさで印刷してください）タイトル「大学入学希望理由書」大学に入学してから学びたいことや対象などについて、
　　  具体的に記入してください。

提出書類の送付

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間：

※3月8日（水）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　  窓口用出願書類を記入後､検定料(35,000 円)を受付に提出し､領収証の交付を受けてください｡

窓口受付

2023年2月5日（日）～3月8日（水）　締切日の消印は有効です。

Web出願期間
1. Web出願期間：

【注意】出願後の日程・学部・学科・選択科目の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

2023年2月5日（日）10：00～3月8日（水） 23：50
2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

受験番号のアップロード期日 ＝ 2023年3月12日（日）10：00

提出書類のダウンロード（大学入学希望理由書）

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、Ａ４用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大学
　から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）

（3）大学入学希望理由書（400字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードしA4の大
　　  きさで印刷してください）タイトル「大学入学希望理由書」大学に入学してから学びたいことや対象などについて、
　　  具体的に記入してください。

・C 日程　35,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください、振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。



28 29

学部・学科 日程 試験日 試験場
全学部・全学科 C 日程 2023年 3 月 15日（水） 本学

試験日程

集合時刻
集合時間…10 時 00 分（9時30分より試験室への入室が可能です。）
※本学（奈良大学）のみで実施します。場所の詳細は裏表紙をご覧ください。

一般選抜（Ｃ日程）

募集人員
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 4 7 4 5 3 3

出願資格
下記の 1.～3. のいずれかに該当する者
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者､および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類
1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。

（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

※調査書・証明書（資格加点用を除く）は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。

※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提
出してください。

※大学入学共通テスト利用入試 B 日程と併願する場合も、調査書・証明書は 1 通で結構です。その場合は必ず提出書類を
　 1 通の封筒にまとめて提出してください。

入学検定料

受験票

（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）

2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。

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の学力があると認められる者、および 2023年
　3月 31日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照）。

（3）大学入学希望理由書（400字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードしA4の大
　　  きさで印刷してください）タイトル「大学入学希望理由書」大学に入学してから学びたいことや対象などについて、
　　  具体的に記入してください。

提出書類の送付

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。
1. 提出書類送付期間：

※3月8日（水）のみ本学での窓口受付を行います。受付時間　9：00～16：00
　  窓口用出願書類を記入後､検定料(35,000 円)を受付に提出し､領収証の交付を受けてください｡

窓口受付

2023年2月5日（日）～3月8日（水）　締切日の消印は有効です。

Web出願期間
1. Web出願期間：

【注意】出願後の日程・学部・学科・選択科目の変更はできませんので、よく確認のうえ、出願してください。
また、いったん受理した提出書類は返却いたしません。

2023年2月5日（日）10：00～3月8日（水） 23：50
2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

※本年度(2023年度)入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です（50ページ参照）。

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験
当日持参してください。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください。記載事項に誤りがある場合
は、入学センターまで急ぎ連絡してください。（入学センター：0742-41-9502）

受験番号のアップロード期日 ＝ 2023年3月12日（日）10：00

提出書類のダウンロード（大学入学希望理由書）

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、Ａ４用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大学
　から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）

（3）大学入学希望理由書（400字程度）：本学所定の用紙＜原稿用紙＞（本学ホームページからダウンロードしA4の大
　　  きさで印刷してください）タイトル「大学入学希望理由書」大学に入学してから学びたいことや対象などについて、
　　  具体的に記入してください。

・C 日程　35,000 円
※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード

のいずれかで支払ってください、振り込み手数料は無料です。
【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。
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一般選抜（Ｃ日程）

合格発表日　2023年 3月18日（土）10：00

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
3月20日（月）で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-9502）。不合
格通知書は発行いたしません。

入学手続日程

　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

学部・学科 入学手続期間
全学部・全学科 2023年3月18日（土）～3月27日（月）　【一括納入】

※入学手続金は一括納入してください。

第二・第三志望制度
第二志望学科は、第一志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
第三志望学科は、第一志望、第二志望で出願した学科以外の学科に申請が可能です。
※第一志望学科が不合格の場合、第二志望学科で合否判定を行います。
※第一志望、第二志望学科が不合格の場合、第三志望学科での合否判定を行います。
※第二志望、第三志望の合格者の最低点は第一志望の合格者の最低点と異なる場合もあります。
※第二志望学科で合格の場合、第一志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第三志望学科で合格の場合、第一志望学科、第二志望学科の不合格通知書は発行しません。
※第二・第三志望学科を申請しても検定料は変わりません。
※申請される方は、Web出願時に「第二志望」「第三志望」を入力してください。

筆記試験2科目200 点＋大学入学希望理由書10点の合計210点満点で合否判定します。
※選択科目については、科目間において試験問題の難易差に基づくものと認められる大幅な得点差が生じた場合には、得

点調整を行うことがあります。

判定方法

資格加点（社会学部志願者のみ。第二・第三志望含む）
　社会学部では、実用英語技能検定・全商簿記・日商簿記・秘書技能検定・情報処理技術者試験の資格保有者およびTOEIC
・TOEFL・GTECの取得得点保有者に対して点数を加点します。ただし、複数の資格および取得得点保有者は加点対象を一
つ選んでください。詳細は51ページを確認してください。

試験科目

学部・学科 試験科目 配点

全学部･
全学科 左記から

1 科目選択英語､ 日本史Ｂ､ 世界史Ｂ 100 点

･国語は｢国語総合｣を出題範囲とします（記述式問題を含みます）。ただし､漢文は除きます。
･国語の記述式問題は、
　　出題の意図：①出題文章を的確に読み取ることができるか、②日本語を正しく運用する能力があるか、とします。
　　評価する能力：①自分の言葉で論理的に表現できるか、②出題の指示通りに記述できているか、とします。
･英語は｢コミュニケーション英語Ⅰ｣｢コミュニケーション英語Ⅱ｣｢英語表現Ⅰ｣を出題範囲とします。
･国語は必須、英語、日本史Ｂ、世界史Ｂから１科目選択して解答してください。
･選択科目は出願時に受験科目を申請していただきます。出願後の科目変更はできません。

※ 大学入学希望理由書(様式=A４版)：大学入学希望理由書の内容については、「入学後の勉学目標・抱負」を具体的に
　 記入してください（400字程度）。大学入学希望理由書は、出願時に提出していただきます。

入学希望理由書

10点

合計点
2科目

＋
入学希望理由書

＝

210点

※入学手続をしても、本学の大学入学共通テスト利用入試（C 日程）を受験することができます。
また、この場合の入学手続時納付金は、後に合格した他学部・他学科へ振り替えることができます。

国語（漢文は除く） 100 点必須

選択

試験時間

10：20 ～ 12：00
（100分）

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

「大学入学希望理由書」（10点満点）は加点する方向とする。

0％

95％

5％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（2科目200点満点）。
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一般選抜（Ｃ日程）

合格発表日　2023年 3月18日（土）10：00

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。入試成績も確認いただけます。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
3月20日（月）で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-9502）。不合
格通知書は発行いたしません。
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＋
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95％

5％

調査書等の評価は行わない。

試験の成績で評価する（2科目200点満点）。
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大学入学共通テスト利用入試（Ａ日程･Ｂ日程･Ｃ日程）

募集人員

A日程
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 4 4 5 3 5 5

B日程
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 2 3 3 2 2 2

C日程
学部 文 社会
学科 国文 史 地理 文化財 心理 総合社会

募集人員 2 3 2 2 2 2

出願資格（A･B･C日程共通）

下記の 1.～ 3. のいずれかに該当し、2023年度大学入学共通テストにおいて、本学指定の教科・科目を解答した者。
1．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023年 3 月修了見込みの者。
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の学力があると認められる者、および 2023

年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49ページ参照）。

提出書類（A･B･C日程共通）

Web出願期間（A･B･C日程共通）

1. Web出願期間： 【A日程】 2023年 1月 4 日（水）10：00～2月 3 日（金） 23：50
【B日程】 2023年 2月 5 日（日）10：00～2月24日（金） 23：50
【C日程】 2023年 2月23日（木・祝）10：00～3月10日（金） 23：50

※窓口受付は行いません。

【注意】出願後の学部・学科の変更はできません。よく確認のうえ出願してください。また、いったん受理した提出書類は
返却いたしません。

提出書類の送付（A･B･C日程共通）

2. 42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

1. 提出書類送付期間【A日程】 2023年 1月 4 日（水）～2月 3 日（金）  締切日の消印は有効です。
【B日程】 2023年 2月 5 日（日）～2月24日（金）  締切日の消印は有効です。
【C日程】 2023年 2月23日（木・祝）～3月10日（金）  締切日の消印は有効です。

窓口受付（A･B･C日程共通）

２.方法：市販の封筒を使用し、簡易書留速達で郵送してください（50ページ参照）。

入学検定料（A･B･C日程共通）
判定に使用する科目数は関係ありません。各日程検定料 10,000 円で 1 学科から 6 学科まで複数学科に出願できます。

・1 日程内での出願　10,000 円（出願学科数に制限なし）
・複数日程での出願   10,000 円×日程数

【注意】いったん納入された入学検定料は、返還いたしません。

1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023 年 3 月卒業見込みの者。
　（1）出身校調査書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　（2）2023 年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用（A･B･C 日程ごとに 1 枚必要です））
2. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2023 年 3 月修了見込みの者。
　（1）修了（修了見込）証明書（出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、出身校が厳封したもの）
　（2）2023 年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用（A･B･C 日程ごとに 1 枚必要です））
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の学力があると認められる者、および 2023 年 3

月 31 日までにこれに該当する見込みの者（49 ページ参照および 2023 年度大学入学共通テスト成績請求票（A･B･C 日程ご
とに 1 枚必要です））。

※調査書・証明書は、出願日前 6 ケ月以内に発行されたもので、発行者が厳封したものに限ります。
※卒業後 20 年を経過した場合および廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合は、卒業（見込）証明書を提

出してください。
※出願学科が複数の場合、また、一般選抜と併願する場合でも、調査書・証明書は 1 通で結構です。その場合は必ず提出書

類を 1 通の封筒にまとめて提出してください。
※本年度（2023 年度）入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です。ただし、「大学

入学共通テスト成績請求票」のみ A･B･C 日程ごとに必要となりますので、送付用封筒（市販のもの）に入れて簡易書留速
達で出願期間内（締切日消印有効）に郵便局窓口から郵送してください（50 ページ参照）。

※ 42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカード
で支払ってください。振り込み手数料は無料です。
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合格発表日

試　験 学部・学科 合  格  発  表  日
大学入学共通テスト利用入試【A 日程】

全学部・全学科
2023年2月12日（日）  10：00

大学入学共通テスト利用入試【B 日程】 2023年3月  4日（土）  10：00
大学入学共通テスト利用入試【C 日程】 2023年3月18日（土）  10：00

入学手続日程

試　験 学部・学科 一次手続締切日 二次手続締切日
大学入学共通テスト利用入試【A 日程】

全学部・全学科
2023年2月27日（月） 2023年3月22日（水）

大学入学共通テスト利用入試【B 日程】 2023年3月22 日（水）【一括納入】
大学入学共通テスト利用入試【C 日程】 2023年3月27 日（月）【一括納入】

　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。
※大学入学共通テスト利用入試（B、C 日程）は入学手続金を一括納入してください。
※大学入学共通テスト利用入試で受験した方は、入学後、「大学入学共通テスト受験票」の提出が必要となりますので、
　紛失等のないよう十分留意してください。

大学入学共通テスト利用入試（Ａ日程･Ｂ日程･Ｃ日程）

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。※入試成績はご確認いただけません。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
発表 3 日後の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-9502）。
不合格通知書は発行いたしません。

受験票（A･B･C日程共通）

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認してください。受験票は印刷できません。
2. 受験ポータルサイト（UCARO）では、志望学部・学科・受験番号が表示されますので、必ず確認してください。記載事項

に誤りがある場合は、入学センターまで急ぎ連絡してください（入学センター：0742-41-9502）。

試　　験 期　　日
大学入学共通テスト利用入試【A 日程】 2023年2月 7 日（火）10：00
大学入学共通テスト利用入試【B 日程】 2023年2月28日（火）10：00
大学入学共通テスト利用入試【C 日程】 2023年3月14日（火）10：00

受験番号のアップロード期日（期日当日の10：00から）

memo
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※大学入学共通テスト利用入試（B、C 日程）は入学手続金を一括納入してください。
※大学入学共通テスト利用入試で受験した方は、入学後、「大学入学共通テスト受験票」の提出が必要となりますので、
　紛失等のないよう十分留意してください。

大学入学共通テスト利用入試（Ａ日程･Ｂ日程･Ｃ日程）

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください。※入試成績はご確認いただけません。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
発表 3 日後の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-9502）。
不合格通知書は発行いたしません。

受験票（A･B･C日程共通）

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認してください。受験票は印刷できません。
2. 受験ポータルサイト（UCARO）では、志望学部・学科・受験番号が表示されますので、必ず確認してください。記載事項

に誤りがある場合は、入学センターまで急ぎ連絡してください（入学センター：0742-41-9502）。

試　　験 期　　日
大学入学共通テスト利用入試【A 日程】 2023年2月 7 日（火）10：00
大学入学共通テスト利用入試【B 日程】 2023年2月28日（火）10：00
大学入学共通テスト利用入試【C 日程】 2023年3月14日（火）10：00

受験番号のアップロード期日（期日当日の10：00から）

memo
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大学入学共通テスト利用入試（Ａ日程）

文学部 地理学科

文学部 文化財学科
区分 教科 科目 配点 合計点

必修
国　　語 「国語」 100点

300点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」 左記より1科目 100点

選択

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

社会学部 心理学科・社会学部 総合社会学科

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」、「国語（古典）」

左記より3科目

1科目につき

100点

300点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を４科目以上受験している場合､高得点の３科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とします。
・国語､外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

文学部 国文学科

区分 教科 科目 配点 合計点
必修 国　　語 「国語」 200点

400点
選択

外 国 語 「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

左記より
２科目

1科目
につき
100点

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を３科目以上受験している場合、高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語、地理歴史、公民、数学、理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

文学部 史学科

区分 教科 科目 配点 合計点

必修
国　　語 「国語」 100点

300点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」 左記より1科目 100点

選択

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択Ａを 3 科目以上受験している場合、高得点の２科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とし、「近代以降の文章」を使用します。
・外国語、数学については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100 点満点）を
　使用します。

Ａ日程の試験科目・配点・判定方法
1. 各学部・学科とも個別学力検査は課しません。
2. 2023年度大学入学共通テストの得点をもとに判定します。
3. 各学科で指定している科目を受験していない場合は合否判定の対象になりません。
4. 地理歴史､ 公民または理科の基礎を付していない科目で２科目を受験している場合､ 全学科において､ 第１解答科目と第

２解答科目の区別はせずに合否判定に使用します。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

大学入学共通テストの成績で評価する（試験ごと学科ごとに満点は異なる）。

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ

国　　語

左記より2科目
 １科目につき
　　100点

300点

外 国 語

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

左記より1科目
   　100点

「国語（近代以降の文章）」
「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」
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大学入学共通テスト利用入試（Ａ日程）

文学部 地理学科

文学部 文化財学科
区分 教科 科目 配点 合計点

必修
国　　語 「国語」 100点

300点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」 左記より1科目 100点

選択

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

社会学部 心理学科・社会学部 総合社会学科

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」、「国語（古典）」

左記より3科目

1科目につき

100点

300点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を４科目以上受験している場合､高得点の３科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とします。
・国語､外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

文学部 国文学科

区分 教科 科目 配点 合計点
必修 国　　語 「国語」 200点

400点
選択

外 国 語 「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

左記より
２科目

1科目
につき
100点

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を３科目以上受験している場合、高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語、地理歴史、公民、数学、理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

文学部 史学科

区分 教科 科目 配点 合計点

必修
国　　語 「国語」 100点

300点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」 左記より1科目 100点

選択

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択Ａを 3 科目以上受験している場合、高得点の２科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とし、「近代以降の文章」を使用します。
・外国語、数学については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100 点満点）を
　使用します。

Ａ日程の試験科目・配点・判定方法
1. 各学部・学科とも個別学力検査は課しません。
2. 2023年度大学入学共通テストの得点をもとに判定します。
3. 各学科で指定している科目を受験していない場合は合否判定の対象になりません。
4. 地理歴史､ 公民または理科の基礎を付していない科目で２科目を受験している場合､ 全学科において､ 第１解答科目と第

２解答科目の区別はせずに合否判定に使用します。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

大学入学共通テストの成績で評価する（試験ごと学科ごとに満点は異なる）。

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ

国　　語

左記より2科目
 １科目につき
　　100点

300点

外 国 語

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

左記より1科目
   　100点

「国語（近代以降の文章）」
「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」
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大学入学共通テスト利用入試（Ｂ日程）

文学部 国文学科
文学部 文化財学科

・選択Ａを２科目受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

社会学部 心理学科・社会学部 総合社会学科

・選択科目を３科目以上受験している場合､高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とします。
・国語､外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の 1 科目のみ使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ
国　　語 「国語」 左記より

1科目 100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択Ａを２科目以上受験している場合、高得点の 1 科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とし、「近代以降の文章」を使用します。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100 点満点）
　を使用します。

文学部 地理学科

文学部 史学科

・選択Ａを２科目受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ
国　　語 「国語」 左記より

1科目 100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100 点満点）を
　使用します。

Ｂ日程の試験科目・配点・判定方法
1. 各学部・学科とも個別学力検査は課しません。
2. 2023年度大学入学共通テストの得点をもとに判定します。
3. 各学科で指定している科目を受験していない場合は合否判定の対象になりません。
4. 地理歴史､ 公民または理科の基礎を付していない科目で２科目を受験している場合､ 全学科において､ 第１解答科目と第

２解答科目の区別はせずに合否判定に使用します。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

大学入学共通テストの成績で評価する（試験ごと学科ごとに満点は異なる）。

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」、「国語（古典）」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

区分 教科 科目 配点 合計点
必修 国　　語 「国語」 200点

300点
選択

外 国 語

左記より
1科目

100点

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ

国　　語

200点

外 国 語

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

左記より
  1科目

左記より
  1科目

100点

100点

「国語（近代以降の文章）」
「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」
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大学入学共通テスト利用入試（Ｂ日程）

文学部 国文学科
文学部 文化財学科

・選択Ａを２科目受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

社会学部 心理学科・社会学部 総合社会学科

・選択科目を３科目以上受験している場合､高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とします。
・国語､外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の 1 科目のみ使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ
国　　語 「国語」 左記より

1科目 100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択Ａを２科目以上受験している場合、高得点の 1 科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とし、「近代以降の文章」を使用します。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100 点満点）
　を使用します。

文学部 地理学科

文学部 史学科

・選択Ａを２科目受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ
国　　語 「国語」 左記より

1科目 100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100 点満点）を
　使用します。

Ｂ日程の試験科目・配点・判定方法
1. 各学部・学科とも個別学力検査は課しません。
2. 2023年度大学入学共通テストの得点をもとに判定します。
3. 各学科で指定している科目を受験していない場合は合否判定の対象になりません。
4. 地理歴史､ 公民または理科の基礎を付していない科目で２科目を受験している場合､ 全学科において､ 第１解答科目と第

２解答科目の区別はせずに合否判定に使用します。

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

大学入学共通テストの成績で評価する（試験ごと学科ごとに満点は異なる）。

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」、「国語（古典）」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

区分 教科 科目 配点 合計点
必修 国　　語 「国語」 200点

300点
選択

外 国 語

左記より
1科目

100点

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ

国　　語

200点

外 国 語

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

左記より
  1科目

左記より
  1科目

100点

100点

「国語（近代以降の文章）」
「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」
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Web出願ガイド

文学部 地理学科

文学部 文化財学科
区分 教科 科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」
地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を３科目以上受験している場合、高得点の２科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・地理歴史については２科目の使用も可能とします。
・公民、数学、理科についてはそれぞれ１科目のみ使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

社会学部 心理学科・社会学部 総合社会学科

・選択科目を３科目以上受験している場合､高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とします。
・国語､外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します

大学入学共通テスト利用入試（Ｃ日程）

Ｃ日程の試験科目・配点・判定方法
1. 各学部・学科とも個別学力検査は課しません。
2. 2023年度大学入学共通テストの得点をもとに判定します。
3. 各学科で指定している科目を受験していない場合は合否判定の対象になりません。
4. 地理歴史､ 公民または理科の基礎を付していない科目で２科目を受験している場合､ 全学科において､ 第１解答科目と第

２解答科目の区別はせずに合否判定に使用します。

文学部 国文学科
区分 教科 科目 配点 合計点
必修 国　　語 「国語」 200点

300点
選択

外 国 語

左記より

1科目
100点

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

文学部 史学科
区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ
国　　語 「国語」 左記より

1科目 100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択Ａを２科目受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

・選択科目を３科目以上受験している場合､高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とし、「近代以降の文章」を使用します。
・外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

大学入学共通テストの成績で評価する（試験ごと学科ごとに満点は異なる）。

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」、「国語（古典）」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」
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Web出願ガイド

文学部 地理学科

文学部 文化財学科
区分 教科 科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」
地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を３科目以上受験している場合、高得点の２科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・地理歴史については２科目の使用も可能とします。
・公民、数学、理科についてはそれぞれ１科目のみ使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します。

社会学部 心理学科・社会学部 総合社会学科

・選択科目を３科目以上受験している場合､高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とします。
・国語､外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します

大学入学共通テスト利用入試（Ｃ日程）

Ｃ日程の試験科目・配点・判定方法
1. 各学部・学科とも個別学力検査は課しません。
2. 2023年度大学入学共通テストの得点をもとに判定します。
3. 各学科で指定している科目を受験していない場合は合否判定の対象になりません。
4. 地理歴史､ 公民または理科の基礎を付していない科目で２科目を受験している場合､ 全学科において､ 第１解答科目と第

２解答科目の区別はせずに合否判定に使用します。

文学部 国文学科
区分 教科 科目 配点 合計点
必修 国　　語 「国語」 200点

300点
選択

外 国 語

左記より

1科目
100点

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択科目を２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

文学部 史学科
区分 教科 科目 配点 合計点

選択Ａ
国　　語 「国語」 左記より

1科目 100点

200点

外 国 語 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」

選択Ｂ

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」

左記より

1科目
100点

公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科
「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

・選択Ａを２科目受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・選択Ｂを２科目以上受験している場合、高得点の１科目を合否判定に使用します。
・国語は大学入学共通テストの配点が配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・外国語の「英語」については、「リーディングとリスニングを合わせた 200 点」を使用し、100 点に換算します。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
※ 理科の基礎を付す科目「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」は、受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし、２科目の合計得点
　（100点満点）を使用します。

・選択科目を３科目以上受験している場合､高得点の２科目を合否判定に使用します。
・外国語の｢英語｣については､リーディングとリスニングをそれぞれ１科目として取り扱い、100 点満点とします。
・外国語（英語以外）は大学入学共通テストの配点が 200 点のため 100 点に換算します。
・国語は出題分野 (｢近代以降の文章｣および｢古典｣) ごとに１科目として取扱い､それぞれ 100 点満点とし、「近代以降の文章」を使用します。
・外国語、地理歴史､公民､数学､理科については同一教科内の２科目も使用可能とします。
※ 理科の基礎を付す科目｢物理基礎｣｢化学基礎｣｢生物基礎｣｢地学基礎｣は､受験時に選択した２科目を判定時に１科目とみなし､２科目の合計得点（100点満点）
　を使用します

Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）

Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）

Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）

アドミッション・ポリシー 評価の対象 評価率

大学入学希望理由書の提出は求めない。

0％

100％

0 ％

調査書等の評価は行わない。

大学入学共通テストの成績で評価する（試験ごと学科ごとに満点は異なる）。

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」、「国語（古典）」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

区分 教科 科目科目 配点 合計点

選択

国　　語 「国語（近代以降の文章）」

左記より2科目

1科目につき

100点

200点

外 国 語

地理歴史 「日本史 A」、「日本史 B」、「世界史 A」、「世界史 B」、「地理 A」、「地理 B」
公　　民 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

数　　学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」

理　　科 「物理基礎」※、「化学基礎」※、「生物基礎」※、「地学基礎」※、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

「英語（リーディング）」、「英語（リスニング）」、「ドイツ語」、｢フランス語」、
「中国語」、「韓国語」



本登録情報入力e お気に入り大学選択f
奈良大学の受験を
考えておられる方
は奈良大学を選択
して「入力内容を
確認する」をクリッ
クしてください。

パスワードや氏名、ニックネーム等を
画面の指示に従って入力してください。
※項目は変更になる場合があります。

パスワードは8～16文字で半角数字
半角大文字の英字、半角小文字の英字を
すべて含めないとエラーになります。

次に「お気に入り大学の選択へ」を
クリックしてください。
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出願準備（UCAROのページ＝ https://www.ucaro.net/ ）UCAROお問い合わせ先：TEL=03-5952-2114（10：00～18：00）

Web出願ガイド

1

　インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレット等をご用意ください。メールアドレスも必要です。併せて受験ポータ
ルサイト UCARO （以下 UCARO）とアカウント情報を連携し出願情報の入力を行います。UCAROの利用には会員登録（無料）が必要です。
なお、会員登録の際、メールアドレスが必要になりますのでご用意ください。UCAROでは、受験番号・受験票の確認、合否の確認、試験成績の
照会も行えます。是非ご登録ください（@ucaro.net からの通知が受信できるように、登録前に受信拒否設定の変更をお願いします）。
調査書などの必要書類は発行に時間がかかる場合がありますので、出願前に準備をしておいてください。（「推薦書」・「調査書」・「大学入学共通
テスト成績請求票（日程ごとに必要）」など）

次ページへ

UCAROサイトにアクセスするa 利用規約、個人情報の取扱に同意するb
UCAROサイトにアクセスし、

「新規会員登録（無料）」を
クリックしてください。

利用規約、個人情報の取扱に
ついて、を読み、「同意条項に
同意する」をクリックして、

「次へ」をクリックしてくだ
さい。

メールアドレスを登録するc 届いたメールにあるURLをクリックするd
準備したメール
アドレスを入力
し、「送信する」
をクリックして
ください。

登録したアドレスにメールが
届きます。記載されているURL
をクリックしてください。

メールが届いてから24時間以内
に登録されないと、URLが無効に
なります。

入力内容確認g 本登録完了h

登録された情報を確認し、
間違いがなければ、「この
内容で登録を完了する」
をクリックしてください。

登録完了後でも登録内容を
変更することができます。

これでUCARO会員登録は完了です。

「トップページ」をクリックして
UCAROを使ってみましょう。
奈良大学への出願は「大学一覧」
で奈良大学を選択してください。

会員登録と合わせて、アカウント情報
（氏名・住所・連絡先等）を登録しておく
とWeb出願の際に個人情報入力を省略
できます。

　UCAROログイン後に「大学一覧」から奈良大学を選択するとWeb出願ページが表示されます。また、検索サイトから「奈良大 入試」で
検索、または、直接「奈良大学ホームページ」（http://www.nara-u.ac.jp/）から「奈良大学入試情報サイト」の「Web出願」のバナー・ボタン
をクリックすると、Web出願ページが表示されます。
　最初にWeb出願トップ画面の「Web出願の流れ」を必ず読んでください。なお、出願登録完了後と入金完了後に確認メールを送信します。
出願前に送信元（@ucaro.jp）の受信を許可してください。確認メールが迷惑メールに振り分けられる場合もありますので注意してください。
※UCAROからWeb出願サイトへ進み、出願を完了した場合、受験票照会等に必要な情報連携も自動的に行えます。UCAROからの受信
　拒否設定の変更（@ucaro.net からの通知が受信できるように）もお願いします。

アンケートに回答C

Web出願TOPページに出願可能な入試制度が表
示されるので、該当する入試制度の下部にある

【出願登録する】を選択してください。選択後
UCAROログイン画面に遷移しますので事前にア
カウントを作成した方はメールアドレス・パス
ワードを入力し、UCAROログインをクリックして
ください。アカウント作成がまだの方はUCARO会
員登録よりアカウントを作成してください。

連携に成功すると現在のUCAROアカウントに
出願情報が 自動的に登録されます。
UCARO内のアカウント情報に個人情報の入力
をしていれば自動的に反映されます。

アンケートにご協力ください。

UCAROログイン画面Ａ 個人情報・出願情報を入力　　B

次ページへ

Web出願ページにアクセス2

出願登録3

出願内容の確認・必要書類の確認

D

出願内容を確認し、必要書類のページに移動します。
必要書類を確認してください。
必要書類は簡易書留速達で郵送してください。
※宛名ラベルもご利用いただけます

出願写真のアップロード

E

出願写真に関する注意事項をよく読み、出願写真をアップ
ロードします。ご自身の写真データをご用意ください。本人
確認ができる写真であれば、スマートフォンで撮影しても構
いません。

「出願写真アップロード」を選択して、写真を登録します。

スマートフォン等で撮
影した写真を出願用に
加工することもできま
す。画像編集をしてから、
アップロードを行って
ください。

※写真が不鮮明、サイズ
が小さいなどの理由で
再度ご用意をお願いす
る場合があります。

登録していない場合はWeb出
願の画面にて個人情報を入力
してください。

出願登録完了画面に表示される出願番号をメモ。
出願番号６桁
必要書類送付時に必要です。

F

出願番号：123456



本登録情報入力e お気に入り大学選択f
奈良大学の受験を
考えておられる方
は奈良大学を選択
して「入力内容を
確認する」をクリッ
クしてください。

パスワードや氏名、ニックネーム等を
画面の指示に従って入力してください。
※項目は変更になる場合があります。

パスワードは8～16文字で半角数字
半角大文字の英字、半角小文字の英字を
すべて含めないとエラーになります。

次に「お気に入り大学の選択へ」を
クリックしてください。
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出願準備（UCAROのページ＝ https://www.ucaro.net/ ）UCAROお問い合わせ先：TEL=03-5952-2114（10：00～18：00）

Web出願ガイド

1

　インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレット等をご用意ください。メールアドレスも必要です。併せて受験ポータ
ルサイト UCARO （以下 UCARO）とアカウント情報を連携し出願情報の入力を行います。UCAROの利用には会員登録（無料）が必要です。
なお、会員登録の際、メールアドレスが必要になりますのでご用意ください。UCAROでは、受験番号・受験票の確認、合否の確認、試験成績の
照会も行えます。是非ご登録ください（@ucaro.net からの通知が受信できるように、登録前に受信拒否設定の変更をお願いします）。
調査書などの必要書類は発行に時間がかかる場合がありますので、出願前に準備をしておいてください。（「推薦書」・「調査書」・「大学入学共通
テスト成績請求票（日程ごとに必要）」など）

次ページへ

UCAROサイトにアクセスするa 利用規約、個人情報の取扱に同意するb
UCAROサイトにアクセスし、

「新規会員登録（無料）」を
クリックしてください。

利用規約、個人情報の取扱に
ついて、を読み、「同意条項に
同意する」をクリックして、

「次へ」をクリックしてくだ
さい。

メールアドレスを登録するc 届いたメールにあるURLをクリックするd
準備したメール
アドレスを入力
し、「送信する」
をクリックして
ください。

登録したアドレスにメールが
届きます。記載されているURL
をクリックしてください。

メールが届いてから24時間以内
に登録されないと、URLが無効に
なります。

入力内容確認g 本登録完了h

登録された情報を確認し、
間違いがなければ、「この
内容で登録を完了する」
をクリックしてください。

登録完了後でも登録内容を
変更することができます。

これでUCARO会員登録は完了です。

「トップページ」をクリックして
UCAROを使ってみましょう。
奈良大学への出願は「大学一覧」
で奈良大学を選択してください。

会員登録と合わせて、アカウント情報
（氏名・住所・連絡先等）を登録しておく
とWeb出願の際に個人情報入力を省略
できます。

　UCAROログイン後に「大学一覧」から奈良大学を選択するとWeb出願ページが表示されます。また、検索サイトから「奈良大 入試」で
検索、または、直接「奈良大学ホームページ」（http://www.nara-u.ac.jp/）から「奈良大学入試情報サイト」の「Web出願」のバナー・ボタン
をクリックすると、Web出願ページが表示されます。
　最初にWeb出願トップ画面の「Web出願の流れ」を必ず読んでください。なお、出願登録完了後と入金完了後に確認メールを送信します。
出願前に送信元（@ucaro.jp）の受信を許可してください。確認メールが迷惑メールに振り分けられる場合もありますので注意してください。
※UCAROからWeb出願サイトへ進み、出願を完了した場合、受験票照会等に必要な情報連携も自動的に行えます。UCAROからの受信
　拒否設定の変更（@ucaro.net からの通知が受信できるように）もお願いします。

アンケートに回答C

Web出願TOPページに出願可能な入試制度が表
示されるので、該当する入試制度の下部にある

【出願登録する】を選択してください。選択後
UCAROログイン画面に遷移しますので事前にア
カウントを作成した方はメールアドレス・パス
ワードを入力し、UCAROログインをクリックして
ください。アカウント作成がまだの方はUCARO会
員登録よりアカウントを作成してください。

連携に成功すると現在のUCAROアカウントに
出願情報が 自動的に登録されます。
UCARO内のアカウント情報に個人情報の入力
をしていれば自動的に反映されます。

アンケートにご協力ください。

UCAROログイン画面Ａ 個人情報・出願情報を入力　　B

次ページへ

Web出願ページにアクセス2

出願登録3

出願内容の確認・必要書類の確認

D

出願内容を確認し、必要書類のページに移動します。
必要書類を確認してください。
必要書類は簡易書留速達で郵送してください。
※宛名ラベルもご利用いただけます

出願写真のアップロード

E

出願写真に関する注意事項をよく読み、出願写真をアップ
ロードします。ご自身の写真データをご用意ください。本人
確認ができる写真であれば、スマートフォンで撮影しても構
いません。

「出願写真アップロード」を選択して、写真を登録します。

スマートフォン等で撮
影した写真を出願用に
加工することもできま
す。画像編集をしてから、
アップロードを行って
ください。

※写真が不鮮明、サイズ
が小さいなどの理由で
再度ご用意をお願いす
る場合があります。

登録していない場合はWeb出
願の画面にて個人情報を入力
してください。

出願登録完了画面に表示される出願番号をメモ。
出願番号６桁
必要書類送付時に必要です。

F

出願番号：123456
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Web出願ガイド

支払情報など ・・・入学検定料の支払時に必要です。
コンビニの場合

お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート

収納機関番号（5桁） お客様番号（11桁）　 確認番号（5桁）

次ページへ

払込票番号（13桁）

セブン-イレブン

オンライン決済番号（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマート

5 8 0 2 1

金融機関ATMの場合(Pay-easy)

詳しいお支払方法については、Web出願画面の「入学検定料の支払方法について」を参照してください。次のいずれかの方法でお支払い
ください。なお、入学検定料のお支払い後は、登録内容の変更ができませんので、ご注意ください。

コンビニ 現金支払

ローソン

ミニストップ

（Loppiへ）

「各種サービスメニュー」

「各種代金・インターネット受付・スマー
トピットのお支払」

「各種代金お支払い」

「マルチペイメントサービス」 お客様番号を入力

「代金支払い」

「各種番号をお持ちの方はこちら」

「番号入力画面に進む」

デイリーヤマザキ

レジで店員に「オンライン決済」と
伝える

「オンライン決済番号」を入力

レジにて入学検定料を現金で支
払う

セイコーマート

(クラブステーション)

「インターネット受付・各種代金            
  お支払い」

セブン-イレブン

レジにて「インターネット支払
い」と店員に伝え、プリントア
ウ ト し た【 払 込 票 】を 渡 す か 、

【払込票番号】を伝えお支払い
ください
※プリントしなかった場合は、

番号を伝えるのみでOKです。
（マルチコピー機は使用しませ

ん）

端末より申込券が出るので30分以内にレジにて入学検定料を現金で支払う

同意して利用する

「オンライン決済番号」を入力

入学検定料の支払い4

確認番号を入力

出願情報が正しければ、「確認」「印刷」ボタンを押す

お客様番号を入力

確認番号を入力

次のページ

ファミリーマート
（マルチコピー機へ）

金融機関ATM（Pay-easy）

現金支払 ※ キャッシュカード※

ネットバンキング

口座引落※

クレジットカード

○ 入学検定料以外の支払手数料は必要ありません。
○ コンビニエンスストアでは、現金でお支払ください。
○ コンビニエンスストア設置のATMはご利用いただけません。
○ 一度納入した入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返還しません。

ゆうちょ銀行・Pay-easy対応ATMを
利用

「税金･料金払込み」｢Pay-easy｣を選択

「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力

支払方法を選択（現金またはキャッシュカード）し、
入学検定料をお支払ください

出願登録完了画面を開く

「ネットバンキングでの支払いに進む」
ボタンを押す

ネットバンキングの契約をしている金融
機関を選択し、ログインする

出願登録完了画面を開く

「クレジットカードでの支払いに進む」ボタンを
  押す

画面の案内にしたがい、クレジットカードの情報
を入力する

登録完了画面または出願登録完了メールに記載されている必要書類を確認して、市販の封筒で、出願期間内に郵便局窓口から
「簡易書留･速達」で郵送してください。

1回目の出願

2回目以降の出願
一度郵送した書類は送付の必要はありません。入試制度により、追加の書類が必要な場合がありますので注意してください

（例えば、一般選抜に出願して、追加として大学入学共通テスト利用入試に出願した場合は、「大学入学共通テスト成績請求票
（私立大学・公私立短期大学用）」が新たに必要になります）。

〒631-8502　奈良市山陵町1500　奈良大学入学センター　宛送付先：

（手書きの場合、封筒裏面に、出願番号、郵便番号、住所、氏名（漢字・カナ）を記入してください）

［注意］  登録終了後、入学検定料を支払い、提出書類を郵送することで出願が完了します。インターネット出願は24時間出願が
可能です。入学検定料の支払いは出願締切日まで、必要書類の郵送は出願締切日の消印有効ですが、早目に出願してく
ださい。

※ メニューの文言などは、変更されている場合や、一部異なっている場合があります。

都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農
協、漁協などのネットバンキングを利用することがで
きます。事前に金融機関にて申し込みが必要です。ま
た、楽天銀行、PayPay銀行、じぶん銀行、住信SBIネット
銀行でも支払うことができます。事前に金融機関にて
口座の開設が必要です。

以下の支払い可能金融機関でPay-easyマークのついている
ATMで支払うことができます。1回の出願につき、現金では
10万円未満、キャッシュカードでは100万円未満の支払い
が可能です。支払い可能金融機関は下記ページの「ATM利用
可能一覧」を確認してください。

【http://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html】　

本人確認のため、クレジットカードに記載されている情
報を入力しますので、出願前にクレジットカードを準備
しておいてください。支払い方法は一括支払いのみです。
クレジットカードの利用限度額を確認したうえで利用
してください。

提出書類の郵送5

※現金取扱の場合は、入学検定料の総額が10万円未満
の場合のみ支払が可能です。10万円を超える場合は、
キャッシュカード扱いまたはコンビニ・ネットバン
キング・クレジットカードをご利用ください。

※金融機関ATM・ネットバンキングでキャッシュ
カード・口座引落を利用される場合は、支払時間
等の諸条件により、別途手数料が必要な場合があ
ります。

● クレジットカード
● クレジットカード以外

決済方法を選択G

※別画面に遷移し情報登録完了後、入金が完了となります。
　Web出願内だけでは完了となりませんので、十分にご注意
　ください。また、入学検定料の支払い後は、登録内容の変更
　ができません、併せてご注意ください。
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Web出願ガイド

支払情報など ・・・入学検定料の支払時に必要です。
コンビニの場合

お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート

収納機関番号（5桁） お客様番号（11桁）　 確認番号（5桁）

次ページへ

払込票番号（13桁）

セブン-イレブン

オンライン決済番号（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマート

5 8 0 2 1

金融機関ATMの場合(Pay-easy)

詳しいお支払方法については、Web出願画面の「入学検定料の支払方法について」を参照してください。次のいずれかの方法でお支払い
ください。なお、入学検定料のお支払い後は、登録内容の変更ができませんので、ご注意ください。

コンビニ 現金支払

ローソン

ミニストップ

（Loppiへ）

「各種サービスメニュー」

「各種代金・インターネット受付・スマー
トピットのお支払」

「各種代金お支払い」

「マルチペイメントサービス」 お客様番号を入力

「代金支払い」

「各種番号をお持ちの方はこちら」

「番号入力画面に進む」

デイリーヤマザキ

レジで店員に「オンライン決済」と
伝える

「オンライン決済番号」を入力

レジにて入学検定料を現金で支
払う

セイコーマート

(クラブステーション)

「インターネット受付・各種代金            
  お支払い」

セブン-イレブン

レジにて「インターネット支払
い」と店員に伝え、プリントア
ウ ト し た【 払 込 票 】を 渡 す か 、

【払込票番号】を伝えお支払い
ください
※プリントしなかった場合は、

番号を伝えるのみでOKです。
（マルチコピー機は使用しませ

ん）

端末より申込券が出るので30分以内にレジにて入学検定料を現金で支払う

同意して利用する

「オンライン決済番号」を入力

入学検定料の支払い4

確認番号を入力

出願情報が正しければ、「確認」「印刷」ボタンを押す

お客様番号を入力

確認番号を入力

次のページ

ファミリーマート
（マルチコピー機へ）

金融機関ATM（Pay-easy）

現金支払 ※ キャッシュカード※

ネットバンキング

口座引落※

クレジットカード

○ 入学検定料以外の支払手数料は必要ありません。
○ コンビニエンスストアでは、現金でお支払ください。
○ コンビニエンスストア設置のATMはご利用いただけません。
○ 一度納入した入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返還しません。

ゆうちょ銀行・Pay-easy対応ATMを
利用

「税金･料金払込み」｢Pay-easy｣を選択

「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力
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入学検定料をお支払ください

出願登録完了画面を開く

「ネットバンキングでの支払いに進む」
ボタンを押す

ネットバンキングの契約をしている金融
機関を選択し、ログインする

出願登録完了画面を開く

「クレジットカードでの支払いに進む」ボタンを
  押す

画面の案内にしたがい、クレジットカードの情報
を入力する

登録完了画面または出願登録完了メールに記載されている必要書類を確認して、市販の封筒で、出願期間内に郵便局窓口から
「簡易書留･速達」で郵送してください。

1回目の出願

2回目以降の出願
一度郵送した書類は送付の必要はありません。入試制度により、追加の書類が必要な場合がありますので注意してください

（例えば、一般選抜に出願して、追加として大学入学共通テスト利用入試に出願した場合は、「大学入学共通テスト成績請求票
（私立大学・公私立短期大学用）」が新たに必要になります）。

〒631-8502　奈良市山陵町1500　奈良大学入学センター　宛送付先：

（手書きの場合、封筒裏面に、出願番号、郵便番号、住所、氏名（漢字・カナ）を記入してください）

［注意］  登録終了後、入学検定料を支払い、提出書類を郵送することで出願が完了します。インターネット出願は24時間出願が
可能です。入学検定料の支払いは出願締切日まで、必要書類の郵送は出願締切日の消印有効ですが、早目に出願してく
ださい。

※ メニューの文言などは、変更されている場合や、一部異なっている場合があります。

都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農
協、漁協などのネットバンキングを利用することがで
きます。事前に金融機関にて申し込みが必要です。ま
た、楽天銀行、PayPay銀行、じぶん銀行、住信SBIネット
銀行でも支払うことができます。事前に金融機関にて
口座の開設が必要です。

以下の支払い可能金融機関でPay-easyマークのついている
ATMで支払うことができます。1回の出願につき、現金では
10万円未満、キャッシュカードでは100万円未満の支払い
が可能です。支払い可能金融機関は下記ページの「ATM利用
可能一覧」を確認してください。

【http://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html】　

本人確認のため、クレジットカードに記載されている情
報を入力しますので、出願前にクレジットカードを準備
しておいてください。支払い方法は一括支払いのみです。
クレジットカードの利用限度額を確認したうえで利用
してください。

提出書類の郵送5

※現金取扱の場合は、入学検定料の総額が10万円未満
の場合のみ支払が可能です。10万円を超える場合は、
キャッシュカード扱いまたはコンビニ・ネットバン
キング・クレジットカードをご利用ください。

※金融機関ATM・ネットバンキングでキャッシュ
カード・口座引落を利用される場合は、支払時間
等の諸条件により、別途手数料が必要な場合があ
ります。

● クレジットカード
● クレジットカード以外

決済方法を選択G

※別画面に遷移し情報登録完了後、入金が完了となります。
　Web出願内だけでは完了となりませんので、十分にご注意
　ください。また、入学検定料の支払い後は、登録内容の変更
　ができません、併せてご注意ください。



46 47

Web出願の Ｑ＆Ａ

出願期間内で入学検定料の支払い前であれば志望学部･学科、試験場、選択科目、個人情報すべての変更が可能です。
出願登録後、入力内容の誤りに気付きました。修正できますか？

氏名や住所の個人情報を入力する際に、異体字等の漢字が登録エラーになる場合があります。代替の漢字（なければカナ）を
入力してください。
　例：髙田⇒高田　　川﨑⇒川崎　　（ローマ数字の）Ⅲ⇒　（アルファベットのアイ（半角で大文字））  III

氏名や住所の漢字登録の際にエラーになってしまいます。どうしたらいいですか？

出願後（入学検定料支払い後）は、出願内容の変更は一切できません。出願登録の際に入力誤りがないように、十分確認のう
え出願してください。入学検定料の支払い前にはもう一度出願内容を確認しましょう。

出願した後に志望学部･学科、試験場などの出願内容を変更することはできますか？

出願登録時に登録されたメールアドレスに、出願登録と同時に出願登録完了メールが送信されます。また、出願登録完了
後に、「UCARO」か「Web出願トップページ」にログインすると、いつでも確認ができます。

本当に出願できたかどうか不安です。確認方法はありますか？

必要です。携帯電話やフリーメール（Gmailなど）でも構いません。ご登録いただいたアドレスには、出願登録完了、入金完了
の確認メール、緊急時の連絡などが送信されますので、必ず登録してください。また、登録前には送信元（ @ucaro.net 、 
@ucaro.jp ）の受信を許可してください。確認メールが迷惑メールに振り分けられる場合もありますので注意してください。

メールアドレスは必要ですか？Q 1
A1

プリンタは必要ですか？Q 2
A2

Q 3
A3

Q 4
A4

Q 5
A5

Q 6
A6

Web出願ガイド

合否照会･成績照会7

受験一覧の確認④ 合否照会の選択⑤ 合否の確認⑥

成績照会の選択⑤ 成績の確認⑥

提出書類の記入用紙をWebから取得する場合、受験票を印刷する場合は必要になります。印刷できない場合は、入学セン
ターまで電話連絡してください（入学センター：0742-41-9502）。また、セブン－イレブンで入学検定料を振り込む場合は、
払込票を印刷するとスムーズにお支払いができます。

合否を確認したい受験番号を選択して
ください。

合格発表日から一次手続期限日までは
合否が表示されます。

合格発表日から一次手続期限日までは
入試成績が表示されます。

試験成績を確認したい受験番号を選択
して成績照会のボタンをクリックして
ください。試験によっては確認できない
場合があります（大学入学共通テスト
利用入試では選択できません）。

受験一覧を確認します
出願番号にはインターネット出願の
登録番号が表示されます。

出願内容の確認内容から、合否・
試験成績を確認したい受験番号
を選択してください。

受験票･受験番号の照会（受験票は郵送しませんので､各自で印刷し､試験当日に持参してください）6

UCAROにログイン① 受験一覧の確認② 出願内容の確認③
UCAROにログインします。

確認したい項目を選択してください。受験票
を印刷する場合はプリンタに接続されたパソ
コン等からUCAROにログインして「受験一覧」
から受験票PDFファイルを表示、印刷してくだ
さい（大学入学共通テスト利用入試では、受験
票は印刷できません）。
なお、スマートフォンからコンビニのコピー
機に印刷できるサービスもありますので、
活用いただくことも可能です。

出願した入試制度から、受験番号を
選択してください。
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Web出願の Ｑ＆Ａ

出願期間内で入学検定料の支払い前であれば志望学部･学科、試験場、選択科目、個人情報すべての変更が可能です。
出願登録後、入力内容の誤りに気付きました。修正できますか？

氏名や住所の個人情報を入力する際に、異体字等の漢字が登録エラーになる場合があります。代替の漢字（なければカナ）を
入力してください。
　例：髙田⇒高田　　川﨑⇒川崎　　（ローマ数字の）Ⅲ⇒　（アルファベットのアイ（半角で大文字））  III

氏名や住所の漢字登録の際にエラーになってしまいます。どうしたらいいですか？

出願後（入学検定料支払い後）は、出願内容の変更は一切できません。出願登録の際に入力誤りがないように、十分確認のう
え出願してください。入学検定料の支払い前にはもう一度出願内容を確認しましょう。

出願した後に志望学部･学科、試験場などの出願内容を変更することはできますか？

出願登録時に登録されたメールアドレスに、出願登録と同時に出願登録完了メールが送信されます。また、出願登録完了
後に、「UCARO」か「Web出願トップページ」にログインすると、いつでも確認ができます。

本当に出願できたかどうか不安です。確認方法はありますか？

必要です。携帯電話やフリーメール（Gmailなど）でも構いません。ご登録いただいたアドレスには、出願登録完了、入金完了
の確認メール、緊急時の連絡などが送信されますので、必ず登録してください。また、登録前には送信元（ @ucaro.net 、 
@ucaro.jp ）の受信を許可してください。確認メールが迷惑メールに振り分けられる場合もありますので注意してください。

メールアドレスは必要ですか？Q 1
A1

プリンタは必要ですか？Q 2
A2

Q 3
A3

Q 4
A4

Q 5
A5

Q 6
A6

Web出願ガイド

合否照会･成績照会7

受験一覧の確認④ 合否照会の選択⑤ 合否の確認⑥

成績照会の選択⑤ 成績の確認⑥

提出書類の記入用紙をWebから取得する場合、受験票を印刷する場合は必要になります。印刷できない場合は、入学セン
ターまで電話連絡してください（入学センター：0742-41-9502）。また、セブン－イレブンで入学検定料を振り込む場合は、
払込票を印刷するとスムーズにお支払いができます。

合否を確認したい受験番号を選択して
ください。

合格発表日から一次手続期限日までは
合否が表示されます。

合格発表日から一次手続期限日までは
入試成績が表示されます。

試験成績を確認したい受験番号を選択
して成績照会のボタンをクリックして
ください。試験によっては確認できない
場合があります（大学入学共通テスト
利用入試では選択できません）。

受験一覧を確認します
出願番号にはインターネット出願の
登録番号が表示されます。

出願内容の確認内容から、合否・
試験成績を確認したい受験番号
を選択してください。

受験票･受験番号の照会（受験票は郵送しませんので､各自で印刷し､試験当日に持参してください）6

UCAROにログイン① 受験一覧の確認② 出願内容の確認③
UCAROにログインします。

確認したい項目を選択してください。受験票
を印刷する場合はプリンタに接続されたパソ
コン等からUCAROにログインして「受験一覧」
から受験票PDFファイルを表示、印刷してくだ
さい（大学入学共通テスト利用入試では、受験
票は印刷できません）。
なお、スマートフォンからコンビニのコピー
機に印刷できるサービスもありますので、
活用いただくことも可能です。

出願した入試制度から、受験番号を
選択してください。
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出願上の注意（全試験共通）

試　　験 期　　間
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ）

一般選抜（S 日程、A 日程）
一般選抜（B 日程）
一般選抜（C 日程）
大学入学共通テスト利用入試（A 日程）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程）
大学入学共通テスト利用入試（C 日程）

2022 年 10 月 31 日（月）10：00 ～ 2022 年 11 月 14 日（月） 23：50

2023 年   1 月  4 日（水）10：00 ～ 2023 年   1 月 18 日（水） 23：50
2023 年   1 月  4 日（水）10：00 ～ 2023 年   2 月   2 日（木） 23：50
2023 年   2 月  5 日（日）10：00 ～ 2023 年   3 月   8 日（水） 23：50
2023 年   1 月  4 日（水）10：00 ～ 2023 年   2 月   3 日（金） 23：50
2023 年   2 月  5 日（日）10：00 ～ 2023 年   2 月 24 日（金） 23：50
2023 年   2 月 23 日（木・祝）10：00 ～ 2023 年   3 月 10 日（金） 23：50

49

Web出願期間

42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

試　　験 期　　間

出願資格・提出書類（3,10,14,22,28,32ページ参照）
＜出願資格＞

「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の学力があると認められる者、および 2023年 3月
31日までにこれに該当する見込みの者」であれば出願できます。下記の 1. ～ 6. が該当します。

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、および 2023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、および
　2023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降に修了した者、および 2023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規則（平成 17 年 1 月 31 日文部科学省令第 1 号）により文部科学大臣が行う高等学校卒業程

度認定試験に合格した者、および 2023年 3 月までに合格見込みの者、又は大学入学資格検定に合格した者。

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、18 歳に達したもの、
　および 2023年 3 月31日までに 18 歳に達するもの。

※ 6. の個別の入学資格審査により出願を希望される方は、「個別の入学資格審査」の手続を行ってください。詳しくは、入
学センターまでお問い合わせください（入学センター：0742-41-9502）。なお、個別の入学資格審査の受付期間は､下記
の通りとなっていますので注意してください。

学校推薦型選抜（前期・後期） 2022年  9月12日（月）～  9月30日（金）必着
一般選抜（S 日程、A 日程、B 日程） 2022年11月  4日（金）～11月21日（月）必着
一般選抜（C 日程） 2023年  1月  4日（水）～  1月20日（金）必着
大学入学共通テスト出願前 2022年  8月16日（火）～  8月26日（金）必着
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2022年11月  4日（金）～11月21日（月）必着
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  1月  4日（水）～  1月20日（金）必着
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  1月21日（土）～  2月  3日（金）必着

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、18 歳に達し
たものおよび 2023年 3 月 31 日までに 18 歳に達するもの。

（1）個別の入学資格審査合格通知書のコピー
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部 学校推薦型選抜･一般選抜志願者のみ）
（3）活動報告書（学校推薦型選抜前期・後期出願者のみ）

※ 出願時に提出する書類（調査書・証明書など）に記載されている氏名が現在の氏名と異なる方は、氏名変更を証明する公
 的な書類（一通の証明書に両方の氏名が記載されているもの。戸籍抄本など）を添付してください。なお、提出された公
 的な書類は氏名変更の確認のみに使用します。

※ 在留カード（コピー）：外国籍の受験生は、在留カードの表と裏のコピーを提出してください。

（4）大学入学希望理由書（一般選抜（Ｃ日程）出願者のみ）

上記の 1. ～ 4. において該当する者は、事前に入学センターまでお問い合わせください。
5.「高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定含む）」に合格した者、および 2023年 3 月までに合格見込みの者。

（1）合格証明書又は合格見込成績証明書（文部科学省発行）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部 学校推薦型選抜･一般選抜志願者のみ）
（3）活動報告書（学校推薦型選抜前期・後期出願者のみ）
（4）大学入学希望理由書（一般選抜（Ｃ日程）出願者のみ）

＜提出書類＞

入学検定料納入方法

1. 入学検定料
試　験 受験型・日程 金額（単位：円）

学校推薦型選抜前期 35,000

学校推薦型選抜前期 35,000

学校推薦型選抜前期 35,000
学校推薦型選抜前期 35,000

学校推薦型選抜前期 50,000

学校推薦型選抜前期 50,000

50,000

一般選抜 35,000
一般選抜 35,000
一般選抜 50,000
一般選抜 50,000
一般選抜 35,000
大学入学共通テスト利用入試 10,000

学校推薦型選抜後期

課題提示型小論文・基礎学力型Ａ・学科別小論文・基礎学力型Ｂ
のいずれか１受験型
小論文（課題提示型・学科別どちらか）と基礎学力型（Ａ・Ｂどち
らか）の２受験型
基礎学力型Ａ・Ｂ両方の２受験型
課題提示型小論文・学科別小論文の両方の２受験型
基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別どちらか）の
３受験型

学校推薦型選抜前期 基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別両方）の全て
の４受験型

小論文（課題提示型・学科別両方）と基礎学力型（Ａ・Ｂどちらか）
の３受験型

S 日程、A 日程、B 日程のいずれか 1 日程
S 日程と A 日程または S 日程と B 日程の 2 日程
S 日程、A 日程、B 日程の 3 日程
A 日程と B 日程の 2 日程
C 日程
1 日程　（受験学科数は関係ありません）

課題提示型小論文の１受験型 35,000

※いったん受理した提出書類および入学検定料は、返還いたしません。
2. 納入方法
　42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカードの

いずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022 年 12 月  1 日（木）10：00 ～ 2022 年 12 月 12 日（月） 23：50

※ わかりにくいことがあれば入学センターまでお問い合わせください（入学センター：0742-41-9502）。

　窓口受付日に限り、直接来学して出願手続が可能です。窓口用出願書類を記入後、検定料（35,000 円または50,000 円）を
受付に提出し、領収証の交付を受けてください。受付時間は 9：00 ～ 16：00 です。

試　　験 窓口受付日
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年11月15日（火）

一般選抜（S 日程、A日程） 2023年  1月19日（木）
一般選抜（B 日程） 2023年  2月  3日（金）
一般選抜（C 日程） 2023年  3月  8日（水）

※大学入学共通テスト利用入試は窓口受付を行っていません。

窓口受付

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022年12月13日（火）
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出願上の注意（全試験共通）

試　　験 期　　間
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ）

一般選抜（S 日程、A 日程）
一般選抜（B 日程）
一般選抜（C 日程）
大学入学共通テスト利用入試（A 日程）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程）
大学入学共通テスト利用入試（C 日程）

2022 年 10 月 31 日（月）10：00 ～ 2022 年 11 月 14 日（月） 23：50

2023 年   1 月  4 日（水）10：00 ～ 2023 年   1 月 18 日（水） 23：50
2023 年   1 月  4 日（水）10：00 ～ 2023 年   2 月   2 日（木） 23：50
2023 年   2 月  5 日（日）10：00 ～ 2023 年   3 月   8 日（水） 23：50
2023 年   1 月  4 日（水）10：00 ～ 2023 年   2 月   3 日（金） 23：50
2023 年   2 月  5 日（日）10：00 ～ 2023 年   2 月 24 日（金） 23：50
2023 年   2 月 23 日（木・祝）10：00 ～ 2023 年   3 月 10 日（金） 23：50
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Web出願期間

42ページからの「Web出願ガイド」をよく読んで、出願してください。

試　　験 期　　間

出願資格・提出書類（3,10,14,22,28,32ページ参照）
＜出願資格＞

「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の学力があると認められる者、および 2023年 3月
31日までにこれに該当する見込みの者」であれば出願できます。下記の 1. ～ 6. が該当します。

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、および 2023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、および
　2023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降に修了した者、および 2023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規則（平成 17 年 1 月 31 日文部科学省令第 1 号）により文部科学大臣が行う高等学校卒業程

度認定試験に合格した者、および 2023年 3 月までに合格見込みの者、又は大学入学資格検定に合格した者。

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、18 歳に達したもの、
　および 2023年 3 月31日までに 18 歳に達するもの。

※ 6. の個別の入学資格審査により出願を希望される方は、「個別の入学資格審査」の手続を行ってください。詳しくは、入
学センターまでお問い合わせください（入学センター：0742-41-9502）。なお、個別の入学資格審査の受付期間は､下記
の通りとなっていますので注意してください。

学校推薦型選抜（前期・後期） 2022年  9月12日（月）～  9月30日（金）必着
一般選抜（S 日程、A 日程、B 日程） 2022年11月  4日（金）～11月21日（月）必着
一般選抜（C 日程） 2023年  1月  4日（水）～  1月20日（金）必着
大学入学共通テスト出願前 2022年  8月16日（火）～  8月26日（金）必着
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2022年11月  4日（金）～11月21日（月）必着
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  1月  4日（水）～  1月20日（金）必着
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  1月21日（土）～  2月  3日（金）必着

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、18 歳に達し
たものおよび 2023年 3 月 31 日までに 18 歳に達するもの。

（1）個別の入学資格審査合格通知書のコピー
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部 学校推薦型選抜･一般選抜志願者のみ）
（3）活動報告書（学校推薦型選抜前期・後期出願者のみ）

※ 出願時に提出する書類（調査書・証明書など）に記載されている氏名が現在の氏名と異なる方は、氏名変更を証明する公
 的な書類（一通の証明書に両方の氏名が記載されているもの。戸籍抄本など）を添付してください。なお、提出された公
 的な書類は氏名変更の確認のみに使用します。

※ 在留カード（コピー）：外国籍の受験生は、在留カードの表と裏のコピーを提出してください。

（4）大学入学希望理由書（一般選抜（Ｃ日程）出願者のみ）

上記の 1. ～ 4. において該当する者は、事前に入学センターまでお問い合わせください。
5.「高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定含む）」に合格した者、および 2023年 3 月までに合格見込みの者。

（1）合格証明書又は合格見込成績証明書（文部科学省発行）
（2）資格加点申請者は、その資格を証明する書類（合格証書等）のコピー（社会学部 学校推薦型選抜･一般選抜志願者のみ）
（3）活動報告書（学校推薦型選抜前期・後期出願者のみ）
（4）大学入学希望理由書（一般選抜（Ｃ日程）出願者のみ）

＜提出書類＞

入学検定料納入方法

1. 入学検定料
試　験 受験型・日程 金額（単位：円）

学校推薦型選抜前期 35,000

学校推薦型選抜前期 35,000

学校推薦型選抜前期 35,000
学校推薦型選抜前期 35,000

学校推薦型選抜前期 50,000

学校推薦型選抜前期 50,000

50,000

一般選抜 35,000
一般選抜 35,000
一般選抜 50,000
一般選抜 50,000
一般選抜 35,000
大学入学共通テスト利用入試 10,000

学校推薦型選抜後期

課題提示型小論文・基礎学力型Ａ・学科別小論文・基礎学力型Ｂ
のいずれか１受験型
小論文（課題提示型・学科別どちらか）と基礎学力型（Ａ・Ｂどち
らか）の２受験型
基礎学力型Ａ・Ｂ両方の２受験型
課題提示型小論文・学科別小論文の両方の２受験型
基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別どちらか）の
３受験型

学校推薦型選抜前期 基礎学力型Ａ・Ｂ両方と小論文（課題提示型・学科別両方）の全て
の４受験型

小論文（課題提示型・学科別両方）と基礎学力型（Ａ・Ｂどちらか）
の３受験型

S 日程、A 日程、B 日程のいずれか 1 日程
S 日程と A 日程または S 日程と B 日程の 2 日程
S 日程、A 日程、B 日程の 3 日程
A 日程と B 日程の 2 日程
C 日程
1 日程　（受験学科数は関係ありません）

課題提示型小論文の１受験型 35,000

※いったん受理した提出書類および入学検定料は、返還いたしません。
2. 納入方法
　42 ページからの「Web 出願ガイド」をよく読んで、コンビニ、金融機関 ATM、ネットバンキング、クレジットカードの

いずれかで支払ってください。振り込み手数料は無料です。

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022 年 12 月  1 日（木）10：00 ～ 2022 年 12 月 12 日（月） 23：50

※ わかりにくいことがあれば入学センターまでお問い合わせください（入学センター：0742-41-9502）。

　窓口受付日に限り、直接来学して出願手続が可能です。窓口用出願書類を記入後、検定料（35,000 円または50,000 円）を
受付に提出し、領収証の交付を受けてください。受付時間は 9：00 ～ 16：00 です。

試　　験 窓口受付日
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年11月15日（火）

一般選抜（S 日程、A日程） 2023年  1月19日（木）
一般選抜（B 日程） 2023年  2月  3日（金）
一般選抜（C 日程） 2023年  3月  8日（水）

※大学入学共通テスト利用入試は窓口受付を行っていません。

窓口受付

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022年12月13日（火）
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出願上の注意（全試験共通）

　本学では、高等学校の進路指導室を訪問する際や、高等学校の先生からの問い合わせがあった場合の入試結果通知を、受
験生ご本人の意思に沿って行います。通知内容は次のとおりです。Ｗeb出願時に「同意する」「同意しない」を選択してくだ
さい。

・同意する 氏名、性別、卒年、入試制度名、判定方法、学科、第二・第三志望学科、受験番号、合否、成績を通知します。
・同意しない 通知を一切行いません。

出身高校への入試結果通知について

資格加点　学校推薦型選抜・一般選抜（社会学部志願者のみ）

　社会学部では､ 実用英語技能検定 ･ 全商簿記 ･ 日商簿記 ･ 秘書技能検定 ･ 情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して､ 下記の表により点数を加点します。ただし､ 複数の資格および取得得
点保有者は加点対象を一つ選んでください。加点を申請される方は、Web出願時に「資格加点」入力欄で資格加点を選択入
力したうえで、合格証書またはスコアレポート等のコピーを提出書類とともに郵送してください。

名　称 資格基準・加点点数・コード
基　準 コード 基　準 コード 基　準 コード

資格

実用英語技能検定 １級 ･ 準１級 0101 ２級 0102 準２級 0103
TOEIC L&R 785点以上 0301 550点以上 0302 ***
TOEFL iBT 72点以上 0401 42点以上 0402 ***

全商簿記 － *** － *** １級 0603
日商簿記 － *** １級 0702 ２級 0703

秘書技能検定 － *** １級 0802 準１級 0803

情報処理技術者試験 応用情報技術者または
ｿﾌﾄｳｪｱ開発技術者 1201 基本情報技術者 1202

試験

学校推薦型選抜前期・後期 20 点 15 点 10 点
一般選抜S日程 30 点 20 点 15 点
一般選抜A日程 20 点 15 点 10 点
一般選抜B日程 20 点 15 点 10 点
一般選抜C日程 15 点 10 点   5 点

※全商簿記 1 級は全ての試験科目に合格した方が対象です。　

＜資格加点一覧＞

－
－

GTEC（4技能） 1190点以上 960点以上

※GTECはオフィシャルスコアに限ります。

1501 1502

提出書類の送付

郵送方法
（1）提出書類は、必ず簡易書留速達で郵送してください。試験制度ごとに異なる場合があるので、注意してください。
（2）手書きされる場合、封筒裏面に、出願番号、郵便番号、住所、氏名（漢字・カナ）をご記入ください。

【送付先】〒 631-8502　奈良市山陵町 1500　奈良大学入学センター　TEL：0742-41-9502　　FAX：0742-44-7949

提出書類送付期間

試　　験 期　　間
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ）

一般選抜（S 日程、A日程）
一般選抜（B 日程）
一般選抜（C 日程）
大学入学共通テスト利用入試（A 日程）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程）
大学入学共通テスト利用入試（C 日程）

2022 年 10 月31日（月）～ 2022 年 11 月 14 日（月）  消印有効

2023 年   1 月 4 日（水）～ 2023 年   1 月 18 日（水）  消印有効
2023 年   1 月 4 日（水）～ 2023 年   2 月   2 日（木）  消印有効
2023 年   2 月 5 日（日）～ 2023 年   3 月   8 日（水）  消印有効
2023 年   1 月 4 日（水）～ 2023 年   2 月   3 日（金）  消印有効
2023 年   2 月 5 日（日）～ 2023 年   2 月 24 日（金）  消印有効
2023 年 2 月 23 日（木・祝）～ 2023 年   3 月 10 日（金）  消印有効

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022 年 12 月 1 日（木）～ 2022 年 12 月 12 日（月）  消印有効

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、A4用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大
　学から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）

提出書類のダウンロード

－ ***

－ ***

再出願者の調査書･証明書･推薦書等の取扱いについて

※いったん受理した提出書類は返却いたしません。

　本年度（2023年度）入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です。前回に提出してい
ただいたものを使用することで、出願手続の負担を軽減します。ただし、前回出願時に提出していない必要書類（「大学入学
共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」（A､B､C日程ごとに必要）等）がある場合は、送付用封筒に入れて「簡
易書留･速達」で出願期間内（締切日消印有効）に郵便局窓口から郵送してください。
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出願上の注意（全試験共通）

　本学では、高等学校の進路指導室を訪問する際や、高等学校の先生からの問い合わせがあった場合の入試結果通知を、受
験生ご本人の意思に沿って行います。通知内容は次のとおりです。Ｗeb出願時に「同意する」「同意しない」を選択してくだ
さい。

・同意する 氏名、性別、卒年、入試制度名、判定方法、学科、第二・第三志望学科、受験番号、合否、成績を通知します。
・同意しない 通知を一切行いません。

出身高校への入試結果通知について

資格加点　学校推薦型選抜・一般選抜（社会学部志願者のみ）

　社会学部では､ 実用英語技能検定 ･ 全商簿記 ･ 日商簿記 ･ 秘書技能検定 ･ 情報処理技術者試験の資格保有者および
TOEIC・TOEFL・GTEC の取得得点保有者に対して､ 下記の表により点数を加点します。ただし､ 複数の資格および取得得
点保有者は加点対象を一つ選んでください。加点を申請される方は、Web出願時に「資格加点」入力欄で資格加点を選択入
力したうえで、合格証書またはスコアレポート等のコピーを提出書類とともに郵送してください。

名　称 資格基準・加点点数・コード
基　準 コード 基　準 コード 基　準 コード

資格

実用英語技能検定 １級 ･ 準１級 0101 ２級 0102 準２級 0103
TOEIC L&R 785点以上 0301 550点以上 0302 ***
TOEFL iBT 72点以上 0401 42点以上 0402 ***

全商簿記 － *** － *** １級 0603
日商簿記 － *** １級 0702 ２級 0703

秘書技能検定 － *** １級 0802 準１級 0803

情報処理技術者試験 応用情報技術者または
ｿﾌﾄｳｪｱ開発技術者 1201 基本情報技術者 1202

試験

学校推薦型選抜前期・後期 20 点 15 点 10 点
一般選抜S日程 30 点 20 点 15 点
一般選抜A日程 20 点 15 点 10 点
一般選抜B日程 20 点 15 点 10 点
一般選抜C日程 15 点 10 点   5 点

※全商簿記 1 級は全ての試験科目に合格した方が対象です。　

＜資格加点一覧＞

－
－

GTEC（4技能） 1190点以上 960点以上

※GTECはオフィシャルスコアに限ります。

1501 1502

提出書類の送付

郵送方法
（1）提出書類は、必ず簡易書留速達で郵送してください。試験制度ごとに異なる場合があるので、注意してください。
（2）手書きされる場合、封筒裏面に、出願番号、郵便番号、住所、氏名（漢字・カナ）をご記入ください。

【送付先】〒 631-8502　奈良市山陵町 1500　奈良大学入学センター　TEL：0742-41-9502　　FAX：0742-44-7949

提出書類送付期間

試　　験 期　　間
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ）

一般選抜（S 日程、A日程）
一般選抜（B 日程）
一般選抜（C 日程）
大学入学共通テスト利用入試（A 日程）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程）
大学入学共通テスト利用入試（C 日程）

2022 年 10 月31日（月）～ 2022 年 11 月 14 日（月）  消印有効

2023 年   1 月 4 日（水）～ 2023 年   1 月 18 日（水）  消印有効
2023 年   1 月 4 日（水）～ 2023 年   2 月   2 日（木）  消印有効
2023 年   2 月 5 日（日）～ 2023 年   3 月   8 日（水）  消印有効
2023 年   1 月 4 日（水）～ 2023 年   2 月   3 日（金）  消印有効
2023 年   2 月 5 日（日）～ 2023 年   2 月 24 日（金）  消印有効
2023 年 2 月 23 日（木・祝）～ 2023 年   3 月 10 日（金）  消印有効

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022 年 12 月 1 日（木）～ 2022 年 12 月 12 日（月）  消印有効

提出書類のうち、本学所定の書類は、本学ホームページからダウンロードしてA4の大きさに印刷し、記入してください。
①ホームページの表示方法①＝
　奈良大学のホームページの入試情報サイト・入試について（http://www.nara-u.ac.jp/admission/about/）からダウンロード
　できます。
②ホームページの表示方法②＝
　奈良大学トップページ（http://www.nara-u.ac.jp/）の上部の「入試情報」をクリック、入試情報サイト上部の「入試について」
　をクリック、「入試について」ページの下部、「入試関連資料」部分からダウンロードできます。
　
　ダウンロードしたファイルを印刷し、内容を記入してください。PDF形式でダウンロードできますので、印刷して使用してくだ
　さい。印刷する際は、アクロバットリーダーの場合、「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷し、A4用紙片面で印刷してくだ
　さい。インターネット環境がない場合やプリントアウトできない場合は、入学センターまでご連絡ください。必要な書式を大
　学から送付いたします。なお、送付には複数日お時間がかかりますので、その点はご了承ください。
　（入学センター：0742-41-9502）

提出書類のダウンロード

－ ***

－ ***

再出願者の調査書･証明書･推薦書等の取扱いについて

※いったん受理した提出書類は返却いたしません。

　本年度（2023年度）入試において複数回出願される場合、一度提出された書類の再度の提出は不要です。前回に提出してい
ただいたものを使用することで、出願手続の負担を軽減します。ただし、前回出願時に提出していない必要書類（「大学入学
共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」（A､B､C日程ごとに必要）等）がある場合は、送付用封筒に入れて「簡
易書留･速達」で出願期間内（締切日消印有効）に郵便局窓口から郵送してください。
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入学金・学費・後援会費（委託徴収金）・その他

入学金、学費、後援会費（委託徴収金）
学部（学科）　

入学金・学費等
文（国文・史）

文（地理・文化財）
備考

社会（心理・総合社会）
入学金（入学申込金） 100,000 100,000

入学手続時納付金

前 期 授 業 料 410,000 410,000
前 期 施 設 設 備 費 100,000 100,000
実 験 実 習 費 -----　 30,000
後援会費＜ 4 年間分＞ 30,000 30,000

計 640,000 670,000
後 期 授 業 料 410,000 410,000

後期納付金後 期 施 設 設 備 費 100,000 100,000
計 510,000 510,000

合 計 1,150,000 1,180,000

1. 上記以外に教育実習・博物館実習等の履修を希望する場合は､ その年次に実習費を徴収します（10,000 ～ 25,000 円程度）。
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※後期納付金（後期授業料、後期施設設備費）は、入学後の10月末日までに納めていただきますので、入学時には必要
ありません。

※

出願上の注意（全試験共通）

寄付金　1 口　100,000 円
　寄付金は任意のものであり、入学の条件ではありません。1 口以上のご協力をお願いいたします。なお、ご寄付の納入開
始は 4 月 1 日以降となります。また、振込依頼書は「入学許可書」送付時に同封させていただきます。

2. 後援会費（父母等の会の会費）は、「奈良大学後援会」から委託を受けて代理徴収しております。入学時のみの納入です。
奈良大学後援会は大学の発展に寄与することを目的として、父母等の親睦をはかるとともに、クラブ活動や資格取得講座
のサポートなど充実した学生生活のための支援を行っています。

（単位：円）

合格発表日（合格発表日の10：00から）

試　験 合格発表日
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年12月  1日（木）

一般選抜（S 日程、A日程） 2023年  2月  1日（水）
一般選抜（B 日程） 2023年  2月12日（日）
一般選抜（C 日程） 2023年  3月18日（土）
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2023年  2月12日（日）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  3月  4日（土）
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  3月18日（土）

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022年12月22日（木）

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください｡掲載は合格発表日から一次手続期限日または一括納入日まで
です。入試成績も併せて確認いただけます（大学入学共通テスト利用入試は除く）。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
発表 3 ､ ４ 日後の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

※大学入学共通テスト利用入試において、追加の合格発表を行う場合があります。追加合格がある場合は、2023年３月27日(月)までにWeb
　出願時に入力された連絡先に奈良大学入学センター（0742-41-9502）から電話によりご連絡いたします。

受験番号のアップロード期日（出願締切日までに提出書類が大学に到着している場合）

試　　験 期　　日
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年11月19日（土）10：00から

一般選抜（S 日程、A日程） 2023年  1月22日（日）10：00から
一般選抜（B 日程） 2023年  2月  6日（月）10：00から
一般選抜（C 日程） 2023年  3月12日（日）10：00から
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2023年  2月  7日（火）10：00から
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  2月28日（火）10：00から
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  3月14日（火）10：00から

受験票

受験に関する注意および連絡事項

1. 試験当日、学校推薦型選抜前期（課題提示型小論文・学科別小論文）は10時10分、学校推薦型選抜前期（基礎学力型
Ａ・基礎学力型Ｂ）は12時40分､学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）は10時10分、一般選抜（S､A､B､C日程）は
10時00分までに指定された試験室へ入室してください。

2. やむを得ない事情で試験開始時刻に遅刻（20 分以内）した場合、係員に申し出てその指示に従ってください。ただし、
20分をこえる遅刻は認められませんので注意してください。

3. 受験票は当日必ず持参してください｡試験当日に受験票を忘れた場合は､係員に申し出て受験票の再交付を受けてください。

5. 不正行為があれば退室を命じ不合格とします。

4. 携帯電話等の電子機器類は電源を切り、アラーム機能付き時計などは、音が出ないようにしてカバンにしまってください。
なお、試験中の携帯電話等の電子機器類の使用は不正行為とみなします。

6. 試験室に時計はありません。時計を持っておらず、時間を確認したい場合は、静かに手を高くあげてください。監督者の
時計をお見せします。

7. 試験開始後の途中退室はできません。
8. 試験当日は、できるだけ昼食を持参してください。
9.

10. 本学試験場の下見は前日の午後から可能ですが、試験室への入室はできません。また本学以外の試験場の下見は建物の
位置確認のみとし、場内に立ち入ることはできません。

11. 本学以外の試験場は収容人数に限度があるため、志願者数により、他の試験場での受験をお願いする場合があります。
12. 試験場についての問い合わせはすべて奈良大学までお願いいたします。学外試験場の各施設ではお答えできないことが

あります（入学センター：0742-41-9502）。

試験を本学で受験する場合は、近鉄「高の原」駅より「奈良大学構内行」の臨時無料バスをご利用ください（学校推薦型
選抜前期･後期は午前 8 時 40 分、一般選抜（S、A、B､C 日程）は午前 8 時 30 分から随時運行予定（所要時間約 5 分））。

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022年12月15日（木）10：00から

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験当日
持参してください（大学入学共通テスト利用入試以外）。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡
してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください（大学入学共通テスト利用入試
は、受験ポータルサイト画面で確認してください）。記載･掲載事項に誤りがある場合は、入学センターまで急ぎ連絡して
ください。（入学センター：0742-41-9502）

3. 出願期間内に提出書類が大学に到着した志願者の受験番号は、下記の期日以降、受験ポータルサイト（UCARO）で確認
することができます。それ以後に大学に到着した志願者の受験番号は出願締切日の４日後以降に、受験ポータルサイト
から確認できるようになります。
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入学金・学費・後援会費（委託徴収金）・その他

入学金、学費、後援会費（委託徴収金）
学部（学科）　

入学金・学費等
文（国文・史）

文（地理・文化財）
備考

社会（心理・総合社会）
入学金（入学申込金） 100,000 100,000

入学手続時納付金

前 期 授 業 料 410,000 410,000
前 期 施 設 設 備 費 100,000 100,000
実 験 実 習 費 -----　 30,000
後援会費＜ 4 年間分＞ 30,000 30,000

計 640,000 670,000
後 期 授 業 料 410,000 410,000

後期納付金後 期 施 設 設 備 費 100,000 100,000
計 510,000 510,000

合 計 1,150,000 1,180,000

1. 上記以外に教育実習・博物館実習等の履修を希望する場合は､ その年次に実習費を徴収します（10,000 ～ 25,000 円程度）。
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※後期納付金（後期授業料、後期施設設備費）は、入学後の10月末日までに納めていただきますので、入学時には必要
ありません。

※

出願上の注意（全試験共通）

寄付金　1 口　100,000 円
　寄付金は任意のものであり、入学の条件ではありません。1 口以上のご協力をお願いいたします。なお、ご寄付の納入開
始は 4 月 1 日以降となります。また、振込依頼書は「入学許可書」送付時に同封させていただきます。

2. 後援会費（父母等の会の会費）は、「奈良大学後援会」から委託を受けて代理徴収しております。入学時のみの納入です。
奈良大学後援会は大学の発展に寄与することを目的として、父母等の親睦をはかるとともに、クラブ活動や資格取得講座
のサポートなど充実した学生生活のための支援を行っています。

（単位：円）

合格発表日（合格発表日の10：00から）

試　験 合格発表日
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年12月  1日（木）

一般選抜（S 日程、A日程） 2023年  2月  1日（水）
一般選抜（B 日程） 2023年  2月12日（日）
一般選抜（C 日程） 2023年  3月18日（土）
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2023年  2月12日（日）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  3月  4日（土）
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  3月18日（土）

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022年12月22日（木）

合否発表は受験ポータルサイト（UCARO）でご確認ください｡掲載は合格発表日から一次手続期限日または一括納入日まで
です。入試成績も併せて確認いただけます（大学入学共通テスト利用入試は除く）。
合格通知書は合格発表日当日、大学より発送しますので、郵便事情により発表当日にはお手元に着かない場合があります。
発表 3 ､ ４ 日後の正午現在で通知書が未着の場合は、入学センターまでお問い合せください（入学センター：0742-41-
9502）。不合格通知書は発行いたしません。

※大学入学共通テスト利用入試において、追加の合格発表を行う場合があります。追加合格がある場合は、2023年３月27日(月)までにWeb
　出願時に入力された連絡先に奈良大学入学センター（0742-41-9502）から電話によりご連絡いたします。

受験番号のアップロード期日（出願締切日までに提出書類が大学に到着している場合）

試　　験 期　　日
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年11月19日（土）10：00から

一般選抜（S 日程、A日程） 2023年  1月22日（日）10：00から
一般選抜（B 日程） 2023年  2月  6日（月）10：00から
一般選抜（C 日程） 2023年  3月12日（日）10：00から
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2023年  2月  7日（火）10：00から
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  2月28日（火）10：00から
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  3月14日（火）10：00から

受験票

受験に関する注意および連絡事項

1. 試験当日、学校推薦型選抜前期（課題提示型小論文・学科別小論文）は10時10分、学校推薦型選抜前期（基礎学力型
Ａ・基礎学力型Ｂ）は12時40分､学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文）は10時10分、一般選抜（S､A､B､C日程）は
10時00分までに指定された試験室へ入室してください。

2. やむを得ない事情で試験開始時刻に遅刻（20 分以内）した場合、係員に申し出てその指示に従ってください。ただし、
20分をこえる遅刻は認められませんので注意してください。

3. 受験票は当日必ず持参してください｡試験当日に受験票を忘れた場合は､係員に申し出て受験票の再交付を受けてください。

5. 不正行為があれば退室を命じ不合格とします。

4. 携帯電話等の電子機器類は電源を切り、アラーム機能付き時計などは、音が出ないようにしてカバンにしまってください。
なお、試験中の携帯電話等の電子機器類の使用は不正行為とみなします。

6. 試験室に時計はありません。時計を持っておらず、時間を確認したい場合は、静かに手を高くあげてください。監督者の
時計をお見せします。

7. 試験開始後の途中退室はできません。
8. 試験当日は、できるだけ昼食を持参してください。
9.

10. 本学試験場の下見は前日の午後から可能ですが、試験室への入室はできません。また本学以外の試験場の下見は建物の
位置確認のみとし、場内に立ち入ることはできません。

11. 本学以外の試験場は収容人数に限度があるため、志願者数により、他の試験場での受験をお願いする場合があります。
12. 試験場についての問い合わせはすべて奈良大学までお願いいたします。学外試験場の各施設ではお答えできないことが

あります（入学センター：0742-41-9502）。

試験を本学で受験する場合は、近鉄「高の原」駅より「奈良大学構内行」の臨時無料バスをご利用ください（学校推薦型
選抜前期･後期は午前 8 時 40 分、一般選抜（S、A、B､C 日程）は午前 8 時 30 分から随時運行予定（所要時間約 5 分））。

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2022年12月15日（木）10：00から

1. 受験ポータルサイト（UCARO）で受験番号を確認、受験票データをダウンロードして各自でプリントアウトして試験当日
持参してください（大学入学共通テスト利用入試以外）。ダウンロード・印刷ができない場合は、入学センターまで連絡
してください。

2. 受験票には、志望学部・学科・受験番号等を明記していますので、必ず確認してください（大学入学共通テスト利用入試
は、受験ポータルサイト画面で確認してください）。記載･掲載事項に誤りがある場合は、入学センターまで急ぎ連絡して
ください。（入学センター：0742-41-9502）

3. 出願期間内に提出書類が大学に到着した志願者の受験番号は、下記の期日以降、受験ポータルサイト（UCARO）で確認
することができます。それ以後に大学に到着した志願者の受験番号は出願締切日の４日後以降に、受験ポータルサイト
から確認できるようになります。
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個人情報および氏名等の漢字表記について

受験生の宿泊について
受験時の宿泊については、下記の「奈良大学受験生宿泊係」へ宿泊希望日の１週間前までに直接お問い合わせください。
東武トップツアーズ㈱奈良支店「奈良大学受験生宿泊係」

〒 630-8241　奈良市高天町 10-1　TT ビル 5 階　TEL：0742-32-1170

障がい等のある受験生への合理的配慮について
　本学では、障がい等のある受験希望者からの入学試験における合理的配慮に関する相談を常時受け付けております。
相談の内容によっては対応に時間を要することがありますので、出願を希望する試験の出願期間１か月前までに入学セン
ターまで電話で申し出てください（入学センター：0742-41-9502）。また、不慮の事故等の場合もできるだけ早めにご
相談ください。配慮申請の際は、医師の診断書と本学所定の配慮申請用紙（奈良大学入学試験 受験上の配慮申請書）の
提出が必要になります。
　併せて、就学上の合理的配慮に関する相談も別途受け付けております（担当＝学生相談室：0742-41-9553 ）。

　提出いただきました出願書類および出願時に入力された住所、氏名、学歴等の個人情報は、本試験の出願、試験実施、合格
発表、入学手続作業および統計の目的で使用いたします。また、お知らせいただきました個人情報は厳重に安全管理し、ご本
人の承諾なしに第三者には提供いたしません。
　本学では入学手続完了までの氏名等の漢字表記につきましては、誠に勝手ではありますが、JIS第二水準までの文字を使用
させていただいております。該当する漢字がシステム上で入力できない場合、カタカナで表記する場合がありますので、あら
かじめご了承ください。

5. 学校推薦型選抜や一般選抜、大学入学共通テスト利用入試において、複数の受験型・日程で同一学科に合格された場合は、
いずれか一つの受験型・日程で入学手続きをしてください。

6. いったん納入された入学金（入学申込金）は、返還いたしません。

入学辞退

　入学手続時納付金を完納された後に入学を辞退される場合は、入学金以外の前期授業料、前期施設設備費、実験実習費、

後援会費は返還します。なお、返還に関わる振込手数料等は、受験者（入学辞退者）の負担となります。その場合は、

2023年3月31日（金）〔31日の消印は有効〕までに入学辞退届（本学所定用紙）に入学許可書を同封して提出してください。

ただし、入学手続書類は返還いたしません。

入学手続

試　験 一次手続期限 二次手続期限
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年12月14日（水） 2023年  1月16日（月）

一般選抜（S 日程、A 日程） 2023年  2月17日（金） 2023年  3月22日（水）
一般選抜（B 日程） 2023年  2月27日（月） 2023年  3月22日（水）
一般選抜（C 日程） 2023年  3月27日（月）【一括納入】
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2023年  2月27日（月） 2023年  3月22日（水）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  3月22日（水）【一括納入】
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  3月27日（月）【一括納入】

※いずれも締切日収納印有効
1.

2. 次の 2 段階の手続を完了した合格者に入学を許可します。
（1）一次手続：一次手続期間内に入学金（100,000 円）を金融機関から納入してください。
（2）二次手続：入学金を納入した方は、二次手続期間内に前期納付金等（前期授業料・前期施設設備費・実験実習費・後援

会費）を金融機関から納入するとともに、入学手続書類を送付してください。
※手続金の一括納入を希望される場合は、一次手続期間内に入学手続時納付金全額を納入してください。
※学校推薦型選抜後期、一般選抜（C 日程）および大学入学共通テスト利用入試（B、C 日程）は日程の都合上、一次手続と
　二次手続をあわせた金額（入学手続時納付金）を一括で納入してください。

3. 一次手続が完了していない場合は、二次手続を行うことはできません。
4. 入学手続時納付金は学校推薦型選抜前期、学校推薦型選抜後期、一般選抜（S､ Ａ、B、C 日程）、大学入学共通テスト利用入試

（A、B、C 日程）、それぞれの制度間で振り替えることができます。
※複数学科に合格された場合、納付金を納めた学科にのみ入学資格を得ることができます。いったん入学手続をした後、さ
らに、手続をした学科と異なる本学の学科を受験し、合格した場合、既に納めている入学手続時納付金を振り替えること
ができます（振替手続が必要です）。

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2023年  1月16日（月）【一括納入】

　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

入学後の学修で使用するパソコンの購入について
　入学後の学修では、パソコンの使用が不可欠になっています。ホームページ、入試についてのページに
詳細を掲載しておりますので、そちらもご参照ください。

　http://www.nara-u.ac.jp/admission/pdf/pc.pdf
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個人情報および氏名等の漢字表記について

受験生の宿泊について
受験時の宿泊については、下記の「奈良大学受験生宿泊係」へ宿泊希望日の１週間前までに直接お問い合わせください。
東武トップツアーズ㈱奈良支店「奈良大学受験生宿泊係」

〒 630-8241　奈良市高天町 10-1　TT ビル 5 階　TEL：0742-32-1170

障がい等のある受験生への合理的配慮について
　本学では、障がい等のある受験希望者からの入学試験における合理的配慮に関する相談を常時受け付けております。
相談の内容によっては対応に時間を要することがありますので、出願を希望する試験の出願期間１か月前までに入学セン
ターまで電話で申し出てください（入学センター：0742-41-9502）。また、不慮の事故等の場合もできるだけ早めにご
相談ください。配慮申請の際は、医師の診断書と本学所定の配慮申請用紙（奈良大学入学試験 受験上の配慮申請書）の
提出が必要になります。
　併せて、就学上の合理的配慮に関する相談も別途受け付けております（担当＝学生相談室：0742-41-9553 ）。

　提出いただきました出願書類および出願時に入力された住所、氏名、学歴等の個人情報は、本試験の出願、試験実施、合格
発表、入学手続作業および統計の目的で使用いたします。また、お知らせいただきました個人情報は厳重に安全管理し、ご本
人の承諾なしに第三者には提供いたしません。
　本学では入学手続完了までの氏名等の漢字表記につきましては、誠に勝手ではありますが、JIS第二水準までの文字を使用
させていただいております。該当する漢字がシステム上で入力できない場合、カタカナで表記する場合がありますので、あら
かじめご了承ください。

5. 学校推薦型選抜や一般選抜、大学入学共通テスト利用入試において、複数の受験型・日程で同一学科に合格された場合は、
いずれか一つの受験型・日程で入学手続きをしてください。

6. いったん納入された入学金（入学申込金）は、返還いたしません。

入学辞退

　入学手続時納付金を完納された後に入学を辞退される場合は、入学金以外の前期授業料、前期施設設備費、実験実習費、

後援会費は返還します。なお、返還に関わる振込手数料等は、受験者（入学辞退者）の負担となります。その場合は、

2023年3月31日（金）〔31日の消印は有効〕までに入学辞退届（本学所定用紙）に入学許可書を同封して提出してください。

ただし、入学手続書類は返還いたしません。

入学手続

試　験 一次手続期限 二次手続期限
学校推薦型選抜前期
（課題提示型小論文、基礎学力型Ａ、学科別小論文、基礎学力型Ｂ） 2022年12月14日（水） 2023年  1月16日（月）

一般選抜（S 日程、A 日程） 2023年  2月17日（金） 2023年  3月22日（水）
一般選抜（B 日程） 2023年  2月27日（月） 2023年  3月22日（水）
一般選抜（C 日程） 2023年  3月27日（月）【一括納入】
大学入学共通テスト利用入試（A 日程） 2023年  2月27日（月） 2023年  3月22日（水）
大学入学共通テスト利用入試（B 日程） 2023年  3月22日（水）【一括納入】
大学入学共通テスト利用入試（C 日程） 2023年  3月27日（月）【一括納入】

※いずれも締切日収納印有効
1.

2. 次の 2 段階の手続を完了した合格者に入学を許可します。
（1）一次手続：一次手続期間内に入学金（100,000 円）を金融機関から納入してください。
（2）二次手続：入学金を納入した方は、二次手続期間内に前期納付金等（前期授業料・前期施設設備費・実験実習費・後援

会費）を金融機関から納入するとともに、入学手続書類を送付してください。
※手続金の一括納入を希望される場合は、一次手続期間内に入学手続時納付金全額を納入してください。
※学校推薦型選抜後期、一般選抜（C 日程）および大学入学共通テスト利用入試（B、C 日程）は日程の都合上、一次手続と
　二次手続をあわせた金額（入学手続時納付金）を一括で納入してください。

3. 一次手続が完了していない場合は、二次手続を行うことはできません。
4. 入学手続時納付金は学校推薦型選抜前期、学校推薦型選抜後期、一般選抜（S､ Ａ、B、C 日程）、大学入学共通テスト利用入試

（A、B、C 日程）、それぞれの制度間で振り替えることができます。
※複数学科に合格された場合、納付金を納めた学科にのみ入学資格を得ることができます。いったん入学手続をした後、さ
らに、手続をした学科と異なる本学の学科を受験し、合格した場合、既に納めている入学手続時納付金を振り替えること
ができます（振替手続が必要です）。

学校推薦型選抜後期（課題提示型小論文） 2023年  1月16日（月）【一括納入】

　合格通知書に同封している振込依頼書により、締切日までに入学手続時納付金を納入するとともに入学手続書類を送付し、
入学手続を完了してください。

入学後の学修で使用するパソコンの購入について
　入学後の学修では、パソコンの使用が不可欠になっています。ホームページ、入試についてのページに
詳細を掲載しておりますので、そちらもご参照ください。

　http://www.nara-u.ac.jp/admission/pdf/pc.pdf
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　今後の募集活動の資料として活用させていただきますので、下記のアンケートにご協力ください。このアンケートは受験・
合否にまったく関係ありませんので、皆様の素直な回答を期待しております。回答はWeb出願画面のアンケート欄に入力して
ください。

A. あなたは、本学を第何志望で受験しますか。　
1. 第 1 志望　　2. 第 2 志望　　3. 第 3 志望　　4. 第 4 志望以下

B. あなたが本学を受験しようと考え始めた時期はいつ頃ですか。
1. 高校 1 年　　2. 高校 2 年 1 学期　　3. 高校 2 年 2 学期　　4. 高校 2 年 3 学期　　5. 高校 3 年 1 学期　
6. 高校 3 年 2 学期 　7. 高校 3 年 3 学期　　8. 高校卒業後　　9. 高校入学前

C. あなたが本学の受験を決めた相談相手は、次のうちどなたですか。（2つ以内）
1. 父母　　2. 兄姉　　3. 高校の先生　　4. 予備校・塾の先生　　5. 友人　　6. 先輩　　7. 本学に在籍している友人・先輩
8. 誰にも相談しなかった　　9. その他

D. あなたが本学の受験を決める際、次のうちどれか参考になりましたか。（2つ以内）
01. 進学説明会・相談会（大学展）など　　02. 大学案内　　03. 進学情報誌　　04. 高校で作る資料
05. 予備校・塾で作る資料　　06. 在校生・卒業生の話　　07. 駅電照看板広告　　08. ならぶ（大学紹介誌）
09. 本学のホームページ（Webオープンキャンパスサイト含む）　　10. インターネットの進学情報サイト
11. オープンキャンパス　　12. 学科紹介冊子　　13. 学科紹介リーフレット　　14. 電車内広告　　15.Web動画広告

E. よく読んでいる進学情報誌はどれですか。（2つ以内）
01. 進学事典（リクルート）　　04. 大学発見ナビ（ベネッセ）　　　05. 志望校検討ガイド（ベネッセ）　　　　
06. 学問発見ナビ（ベネッセ）　　　07.蛍雪時代臨時増刊号（旺文社）　　　08. 大学情報（JSコーポレーション）
09. 大学・短大まるわかり事典（さんぽう）　　　10. 大学・短大ガイド（栄美通信）　　　
11. 進学の森大学・短大（キッズ･コーポレーション）　　　12. 進路のミカタ（マイナビ）
14. 蛍雪時代（旺文社）　　　99.その他（Eその他欄に具体例を入力してください）

F. あなたは、どのルートで本学の大学案内を入手しましたか。
1. 進学情報誌　　2. テレメール　　3. 高校・予備校　　4. 進学相談会　　5. 本学のホームページ　　
6. オープンキャンパス　　7. インターネットの進学情報サイト　　9. その他（Ｆその他欄に具体例を入力してください）

G. あなたが併願しようとしている大学はどこですか。（3校以内）
01.　大谷大学

66.　日本大学02.　京都精華大学 33.　阪南大学
67.　明治大学03.　京都橘大学 34.　桃山学院大学
68.　立正大学04.　京都先端科学大学 35.　関西福祉科学大学
69.　鶴見大学05.　京都産業大学 36.　大和大学
70.　金沢学院大学06.　京都女子大学

40.　関西学院大学
37.　桃山学院教育大学

71.　愛知大学07.　京都芸術大学
41.　甲南大学 72.　愛知学院大学08.　京都光華女子大学
42.　甲南女子大学 73.　中京大学09.　同志社大学
43.　神戸女子大学 75.　皇學館大学10.　同志社女子大学
44.　神戸女学院大学 76.　鈴鹿大学11.　花園大学
45.　武庫川女子大学 77.　吉備国際大学12.　佛教大学
46.　大手前大学 78.　中部大学13.　立命館大学
47.　神戸学院大学 80.　別府大学14.　龍谷大学

81.　四国学院大学20.　追手門学院大学 50.　帝塚山大学
82.　福岡大学21.　大阪商業大学 51.　天理大学
83.　西南学院大学22.　大阪学院大学 52.　奈良学園大学
84.　徳島文理大学23.　大阪経済法科大学 53.　畿央大学
85.　就実大学24.　大阪国際大学 56.　高野山大学

25.　大阪樟蔭女子大学 58.　東北芸術工科大学
91.　上記以外の私立大学（近畿圏）26.　大阪大谷大学 59.　東京家政大学
92.　上記以外の私立大学（近畿圏外）27.　関西大学 60.　駒澤大学
93.　国公立大学（近畿圏）28.　近畿大学 61.　國學院大学
94.　国公立大学（近畿圏外）29.　四天王寺大学 62.　国士舘大学
99.　その他の大学30.　摂南大学 63.　大正大学

31.　梅花女子大学

32.　帝塚山学院大学

64.　帝京大学 ※ 91 ～ 99 を選択した場合、大学名を

65.　東海大学

Ｇ－①、②、③欄に入力してください。

受験生アンケート･コード表

16. 奈良大学You Tube サイト　　99. その他（D その他欄に具体例を入力してください）



総合型選抜
（AP3、AP4の比率が高い）

学校推薦型選抜
（AP2、AP3 の比率が高い）

一般選抜
【大学入学共通テスト利用入試含】
（AP1、AP2の比率が高い）

建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持つ人を受け入れる。受
け入れの判断については、各学科の求める人物像との適合を重視し、各学科が
定める多面的で総合的な評価方法（調査書、口頭試問、プレゼンテーション、フィ
ールドワーク、体験講義、レポートなど）を用いる。

建学の精神をふまえて、本学で学ぶことに強い意欲を持ち、高等学校で履修す
る教科・科目を幅広く修得し、大学で学ぶための基礎学力を有する人、もしくは、
同等の知識と技能を有する人について、基礎学力試験、小論文、口頭試問、調査
書、推薦書などを用いて、多面的・総合的に評価して受け入れる。

本学で学ぶことに強い意欲を持ち、高等学校で履修する教科・科目を幅広く修得
し、大学で学ぶための基礎学力を有する人、もしくは、同等の知識と技能を有する
人を、学力試験や大学入学共通テスト、調査書、大学入学希望理由書などを用い
て、多面的・総合的に評価して受け入れる。

奈良大学では、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに定める教育課程を受けるための条件として、次に示す
知識、技能、能力、態度、興味、意欲等を有する人を受け入れる。

ＡＰ１（知識と技能）

ＡＰ２（思考力・判断力と表現力）

ＡＰ３（主体性と協働的態度）

ＡＰ４（探究心と応用力）

高等学校で履修する教科・科目を幅広く修得し、大学で学ぶための基礎学力を有
する人、もしくは、同等の知識と技能を有する人

人や社会について、知識や情報をもとに筋道を立てて自分の考えをまとめ、論理的・
総合的に判断し、それを文章や口頭で表現できる人

社会的な活動に主体的に、かつ、他者とコミュニケ―ションをとりながら協働して
取り組むことのできる人

人類の歴史や社会、人間性を探究する本学での学びに興味を持ち、その学びを
社会で活用しようとする意欲を有する人

なお、本学では、受け入れを多面的・総合的に評価するために、上記のアドミッション・ポリシーを各入学制度に応じた
かたちで重み付けをし反映させている。

本学アドミッション・ポリシーのAP1からAP4を、志願者の時系列（過去・現在・未来）【実績】【今の学力】【将来展望】に整理し、
その項目ごとに評価比率を設定します。

【実績】は、Ⅰ．出身校の評価（AP1・AP2・AP3）と設定し、調査書・活動報告書・推薦書等で評価します。

【今の学力】は、Ⅱ．試験の点数（AP1・AP2）と設定し、学力試験等で評価します。

【将来展望】は、Ⅲ．志望理由（AP3・AP4）と設定し、大学入学希望理由書等で評価します。

奈良大学のアドミッション・ポリシー

具体的な評価方法

※ ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについては、本学ホームページを参照してください。

アドミッション・ポリシー

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてのお願い
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＜試験日程の変更、選抜方法の変更について＞

今後、緊急事態宣言などにより、試験日程の変更、選抜方法の変更が発生した場合は、速やかに告知、対応を行います
ので、本学ホームページ等でご確認ください。

＜試験日までの注意事項＞

日頃から、朝などに体温測定を行い、体調変化の有無を確認してください。また、「三つの密」の回避、身体的距離の確保、
マスク着用、手洗い・手指消毒、換気、などを行い、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など体調管理に心がけ
てください。
試験日の１週間程度前より後に発熱・咳等の症状がある受験者の方は、医療機関を受診してください。また、他の疾患の
り患等のリスクを減らすため、各自の判断で予防接種を受けることを推奨します。

「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」に登録することで、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能
性がある場合に通知を受け取ることができます。これらの活用も考慮してください。

＜試験当日の注意事項＞

新型コロナウイルス感染症にり患し、試験日に入院中または自宅等で療養中の方は受験できません。また、試験日の朝の
時点で、息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状（軽い風邪の症状も含む）が続く場合は、かかりつけ医や近隣の「受診・
相談センター」等に相談してください。いずれの場合も、奈良大学入学センターにも問い合わせてください。後日程に行わ
れる試験への振替受験についてご案内します（入学センター：0742-41-9502）。また、これらに該当しないものの、発熱や
咳等の症状がある場合は、その旨を試験監督者等に申し出てください。
試験当日、昼食以外はマスクを常に着用し、試験場内では廃棄しないでください。休憩時間や昼食時などは、他者との接
触・会話を極力控えてください。本学試験場内での食堂の営業は行いませんので、昼食は持参して自席で黙食してくださ
い。試験室の換気のため、窓の開放等を行うことがありますので、コートなど体温調節ができる服を持参してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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高の原駅からのアクセス

日曜・祝日を除く午前9時～午後4時( 土曜は正午まで）

〒631-8502　奈良市山陵町1500
TEL 0742-41-9502（入学センター直通）　　FAX 0742-44-7949

PC･ スマホ
http://www.nara-u.ac.jp/

nyuugaku@aogaki.nara-u.ac.jp

お問い合わせはー

高の原駅より
約５分

高の原駅より
約 1 8 分

学生募集要項

・学校推薦型選抜
  　前期：小論文（課題提示型・学科別）
  　　　　・基礎学力型（Ａ・Ｂ）
  （後期：課題提示型小論文）

・一般選抜
　（Ｓ日程・Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程）

・大学入学共通テスト利用入試
　（Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程）

　出願から入学手続までの流れ ････････････････････････ 2

　学部・学科募集人員
　目　　　次

 ････････････････････････････････ 1
　試験日・Web出願期間・合格発表日・手続締切日・試験場 ･･ 1

　学校推薦型選抜前期　小論文（課題提示型・学科別）
　　　　　　　　　　　・基礎学力型（Ａ・Ｂ）　

････ 3

●

●試験日には、高の原駅から奈良
大学まで臨時直行バスを無料
運行します。
◆推薦前期　午前8時40分から
◆推薦後期　午前8時40分から
◆一般選抜　午前8時30分から
　（S・A・B・C日程）

（ホームページでご確認ください）
（試験開始時刻まで駅－大学間を往復します）

高の原駅より、バスターミナル
①のりばから奈良交通バス「奈
良 大 学 構 内 」行 き に 乗 車 約 ５
分、「奈良大学構内」下車。または

「学園前駅」行きに乗車約５分、
「奈良大学」下車。
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奈良大学アクセスマップ
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※上記の駅名に付記した時間は、
　高の原駅までの乗車時間です。
　乗り換え等にかかる時間は含んでいません。
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