
⼤阪公⽴⼤学 ⼀般選抜のQ&A
※⼀般選抜の詳細は受験する年度の学⽣募集要項を必ずご確認ください。
※インターネット出願に関する詳細はインターネット出願登録サイトにも掲載します。

１ 出願・選抜について
1-1 学校推薦型選抜と⼀般選抜の両⽅に出願することはできます

か。
出願できます。ただし、国公⽴⼤学の学校推薦型選抜⼜は総合型選抜の合格者で、⼊学⼿
続を⾏った者及び当該⼤学の許可を得ずに⼊学を辞退した者は、受験しても合格判定の対
象にはなりません。

1-2 前期⽇程、後期⽇程、公⽴⼤学中期⽇程は併願できますか。 出願できます。ただし、国公⽴⼤学の⼀般選抜前期⽇程の合格者で、⼊学⼿続を⾏った者
は、公⽴⼤学中期⽇程及び後期⽇程を受験しても合格判定の対象にはなりません。

1-3 ２段階選抜は、どのような場合に実施されますか。 医学部医学科を除く各学部等においては、志願者数が募集⼈員に対して⼀定の倍率を超え
た場合に実施することがあります。医学部医学科は、志願者数にかかわらず実施します。
詳細は学⽣募集要項（⼀般選抜）「〔６〕選抜⽅法」を確認してください。

1-4 受験上の配慮はどのようなものがありますか。 障がい等の内容、程度によりますので、学⽣募集要項（⼀般選抜）「〔５〕受験上・修学
上の配慮について」の記載に従い事前相談の⼿続を⾏ってください。

1-5 ⼀般選抜の出願状況の確認はできますか。 本学Web サイトで公表します。
https://www.omu.ac.jp/admissions/ug/exam_info/situation

２ インターネット出願について
2-1 インターネット出願登録サイトはいつから登録できますか。 2023年度⼀般選抜のインターネット出願登録期間は、2023年１⽉20⽇（⾦）10:00〜２⽉

３⽇（⾦）17:00です。インターネット出願登録期間内に必ず出願書類を印刷し、必要書類
⼀式を送付してください。

2-2 インターネット出願登録サイトの利⽤環境や操作⽅法、⼊学
検定料⽀払い⽅法が分かりません。

インターネット出願登録サイトについては、当該サイト内の「利⽤案内」「出願⼿順」
「Q&A」等を確認してください。

2-3 出願登録サイトで必要な情報を登録し⼊学検定料を⽀払いま
したが、出願⼿続は完了していますか。

完了していません。出願期間内に、出願登録、⼊学検定料等の⽀払い、出願書類の郵送
（簡易書留郵便にて郵送提出期間内に必着）の全ての⼿続を⾏う必要があります。出願登
録と⼊学検定料等の⽀払いを⾏っただけでは出願⼿続は完了しません。なお、2023年度⼀
般選抜の出願書類の郵送提出期間は2023年１⽉23⽇（⽉）〜２⽉３⽇（⾦）です。

2-4 出願登録後に志望学部（学科）を変更することは可能です
か。

出願登録完了後は、出願登録内容を変更することはできません。また、出願受理後の出願
取り消しは、⼀切認めません。

2-5 ⼊学検定料⽀払い前に、出願登録内容に誤りがあることに気
付きました。

⼊学検定料⽀払い前に気が付いた場合は、⼊学検定料を⽀払わずに、もう⼀度新たに最初
から登録をやり直してください。

2-6 引っ越すため、出願時と第⼀段階選抜不合格通知書等の送付
時点及び合格者発表時で住所が異なる予定です。どうすれば
よいですか。

出願時の住所は第⼀段階選抜不合格通知書等の送付時点（※）で郵便物の受領可能な住所
を⼊⼒してください。
※前期⽇程：2023年２⽉14⽇（⽕）、中期・後期⽇程：2023年２⽉17⽇（⾦）
合格者発表時点の住所が異なる場合は、2023年２⽉28⽇（⽕）までに⼊試課（TEL 06-
6605-2141）に申し出るか、郵便局に転居届を提出してください。

2-7 ⼤学⼊学共通テスト受験票の⽒名の漢字が略字になっている
のですが、出願登録はどうすればいいですか。

⼤学⼊学共通テストと同じ漢字で登録してください。調査書等と漢字が異なっても問題あ
りません。

３ 出願書類等について
3-1 ⼤学⼊学共通テストの成績請求票を紛失しましたが、どうし

たらよいですか。
⾄急、⼤学⼊試センターに連絡し、再発⾏を受けてください。

3-2 ⼤学⼊学共通テストの成績請求票を出願確認票に貼り忘れて
送付してしまいました。どうしたらよいですか。

⾄急、本学⼊試課（TEL 06-6605-2141）にご連絡ください。

3-3 出願書類の印刷は⽩⿊印刷でもよいですか。 出願確認票及び宛名ラベルの印刷はカラー印刷を推奨しますが、カラー印刷環境が⽤意で
きない場合は⽩⿊でも問題ありません。Ａ４サイズ⽩の⽤紙で印刷してください。なお、
印刷はインターネット出願登録期間内に必ず完了してください。
「現代システム科学域」「経済学部後期⽇程ユニーク選抜」「医学部医学科前期⽇程⼤阪
府指定医療枠」に出願する場合に提出が必要となる出願書類については、学⽣募集要項
（⼀般選抜）や各様式に記載している注意事項を参照してください。

3-4 卒業⽣ですが、⾼等学校等の調査書は在学中に発⾏しても
らったもので⼤丈夫ですか。有効期限は定められています
か。開封済みのものでもよいですか。

在学中に発⾏された調査書は卒業⾒込と記載されているため、卒業後に発⾏されたものを
提出してください。卒業後に発⾏された調査書には有効期限はなく、いつ発⾏されたもの
であっても有効です。なお、調査書は厳封したものを提出してください。

3-5 ⾼等学校の調査書は、卒業後の年数に関わらず必ず提出しな
ければならないのですか。

原則提出してください。ただし、⾼等学校の保存期間の経過により調査書の提出ができな
い場合は、卒業証明書に加えて成績証明書⼜は単位修得証明書を提出してください。な
お、成績証明書⼜は単位修得証明書が提出できない場合は、学校⻑からの「証明書が発⾏
できない旨の⽂書」を提出してください。

3-6 結婚により、⾼等学校等の調査書と現在の⽒名が異なるので
すが、別途必要な提出書類はありますか。

旧姓（名）の証明書や調査書等を使⽤する場合は、⼾籍抄本等、姓（名）の変更が確認で
きる書類を併せて提出してください。

3-7 調査書の住所と現住所が異なりますが、問題ないですか。 問題ありません。なお、調査書は厳封したものを提出してください。



3-8 前期⽇程、後期⽇程で⼤阪公⽴⼤学の同じ学部・学科に出願
する場合、調査書は1 通でも構いませんか。

前期⽇程、後期⽇程でそれぞれ調査書が１通ずつ必要になります。調査書に限らず、複数
の⽇程に出願する場合は必ず試験⽇程（前期⽇程・後期⽇程・公⽴⼤学中期⽇程）ごとに
出願書類を取り揃えてください。

3-9 ⾼等学校卒業程度認定試験の合格者は、出願時にどのような
書類を提出すればよいですか。合格成績証明書だけでなく⾼
等学校の調査書も必要ですか。

⾼等学校卒業程度認定試験の合格（⾒込）成績証明書を提出してください。また、⼤学⼊
学資格検定（平成16年まで実施）に合格している者は、その合格成績証明書を提出してく
ださい。⼀部免除科⽬のある者は、当該科⽬についての出⾝学校⻑の作成した調査書、⼜
は成績証明書を併せて提出してください。

3-10 ⾼等学校卒業程度認定試験の合格証明書は⼿に⼊れたのです
が、合格成績証明書を⼿に⼊れていません。この場合出願で
きますか。

郵送提出期間内に合格成績証明書を提出いただけない場合、不備となり、出願できませ
ん。

3-11 外国において学校教育における12年の課程を修了（⾒込）し
た場合は、調査書の代わりに何を提出すればよいですか。

修了（⾒込）証明書及び成績証明書を提出してください。

3-12 出願資格を証明する書類等が⽇本語以外の場合はどうしたら
よいですか。

英⽂の場合はそのまま提出してください。英⽂以外の場合は、⽇本語⼜は英語に翻訳し、
その内容が原本と相違ないことを証明する公的機関（出⾝⼤学、⽇本語学校、⼤使館等）
の書類を⼀緒に提出してください。

3-13 前期⽇程、後期⽇程で⼤阪公⽴⼤学を併願する場合、出願書
類を１つの封筒でまとめて送付してよいですか。

本学の複数の⽇程に出願する場合は、必ず試験⽇程（前期⽇程・後期⽇程・公⽴⼤学中期
⽇程）ごとに出願書類を取り揃え、試験⽇程ごとに別々の封筒に封⼊し提出してくださ
い。

3-14 提出書類の厳封は必要ですか。 調査書及び医学部医学科前期⽇程「⼤阪府指定医療枠」の推薦書は厳封したものを提出し
てください。それ以外の書類は、厳封不要です。

3-15 出願書類の送付が期限までに間に合わないかもしれないので
すが、どうしたらよいですか。

郵送提出期間内に必着となっておりますので、遅れて到着した場合は⼀切受け付けませ
ん。余裕をもって発送するようにしてください。また、直接出願書類を持参しても受け付
けません。

3-16 出願書類が到着しているか確認できますか。 郵便局で付加された「追跡番号」により確認してください。⼤学への個別の問合せには応
じられません。

3-17 出願が受理されたか確認できますか。 ⼤学への個別の問合せには応じられません。出願⼿続を完了した者には受験票に関するお
知らせメールを送付します。なお、出願書類に不備がある場合、出願登録時に⼊⼒いただ
いた電話番号やメールアドレスに連絡することがありますので、必ず連絡可能な連絡先を
登録してください。

3-18 顔写真の規格はありますか。 顔写真は、鮮明ではっきり顔を確認できるものが必要です。
学⽣募集要項（⼀般選抜）「〔４〕出願⼿続（インターネット出願）」に概要を記載して
いますが、詳細はインターネット出願サイトの案内を確認してください。

3-19 顔写真について、紙の写真を⽤意する必要はありますか（出
願時の提出や、受験票への貼付など）。

顔写真は出願登録時にデータでアップロードしていただきます。紙の写真の送付や受験票
への貼付は必要ないため、紙の写真の⽤意は不要です。

3-20 受験票はいつ届きますか。 前期⽇程は2023年２⽉14⽇（⽕）、中期・後期⽇程は2023年２⽉17⽇（⾦）に、インター
ネット出願時に登録されたメールアドレス宛てに受験票に関するお知らせのメールを送信
します。メールに記載のURLのサイトにアクセスし、インターネット出願サイトに登録し
たユーザーID、パスワードを⼊⼒し、A4サイズ⽩の⽤紙に各⾃で受験票を印刷してくださ
い。（受験票は郵送しません。）

４ ⼊学検定料について
4-1 ⼊学検定料を納付しましたが、出願をとりやめました。⼊学

検定料は還付されますか。
出願をしなかった場合は還付可能です。還付対象者には、還付⽅法等について⼊試課より
出願登録時に⼊⼒されたメールアドレスに連絡します。
https://www.omu.ac.jp/admissions/ug/exam_info/page/

4-2 出願しましたが受験をとりやめました。⼊学検定料は還付さ
れますか。

出願受理後には⼊学検定料の還付はできません。
なお、既納の⼊学検定料は次の事由以外では還付しません。
 ・⼊学検定料を払い込んだが、出願しなかった場合
 ・出願書類が不備等により受理されなかった場合
 ・重複して⼊学検定料を払い込んだ場合
ただし、２段階選抜を実施した学部・学域等の第１段階選抜不合格者及び⼤学⼊学共通テ
スト受験科⽬不⾜による出願無資格者に対しては、⼊学検定料30,000円のうち26,000円を
還付します。この還付⽅法等は、該当者に対して郵送で通知します。

4-3 後期⽇程に出願しましたが、前期⽇程に合格したため後期⽇
程は受験しません。後期⽇程の⼊学検定料は還付されます
か。

前期⽇程に合格しても後期⽇程の⼊学検定料の還付はされません。

５ 個別学⼒検査等について
5-1 試験会場はどこですか。 試験会場は⽇程、学部ごとに異なります。学⽣募集要項（⼀般選抜）の「個別学⼒検査等

会場」を確認してください。受験票にも試験会場が記載されていますので、必ず確認して
ください（受験票に指定されている試験場以外での受験は認めません）。

5-2 試験会場や試験室の下⾒はできますか。 試験⽇の前⽇13:00〜17:00に試験場の下⾒が可能です（⼯学部中期⽇程名古屋試験場は下
⾒できません）。ただし、試験場となる建物及び試験室には⼊れません。

5-3 受験時の宿泊施設についての紹介はありますか。 受験者への宿泊施設の紹介は⾏いません。



5-4 受験時の服装は私服でもよいですか。 私服でも制服でもどちらでも構いません。ただし、英⽂字や地図等がプリントされている
服等は着⽤しないでください。着⽤している場合には、脱いでもらうことがあります。な
お、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため試験室の換気を⾏うことがありますので、上
着など暖かい服装を持参してください。

5-5 試験当⽇、机の上に置けるものは何ですか。コンパスや分度
器、三⾓定規は持ち込み可能ですか。

持ち込みできません。試験当⽇の所持品の取扱いについては、学⽣募集要項（⼀般選抜）
「〔７〕受験上の注意」を確認してください。

5-6 試験当⽇、遅刻しそうな場合、どうしたらよいですか。 試験開始時刻に遅刻した場合は、試験開始時刻後30分以内の遅刻に限り受験を認めます。
ただし、試験時間の延⻑は認めませんので、余裕をもって到着するようにしてください。
⾯接・⼝述試験については、試験開始後の遅刻は認めません。なお、遅刻の原因が、試験
当⽇の特別の事情によるときは、試験開始後60分（⾯接・⼝述試験は30分）までは受験を
認め、試験時間の延⻑を認める場合がありますので、試験開始時刻までに「各学部・学域
等における受験上の注意」に記載の連絡先まで申し出てください。
天候・交通機関（遅延・運休）の状況により多数の遅刻者が予想される場合は、試験時間
を繰り下げて実施することがあります。その場合の遅刻限度は新たな試験開始時刻から起
算し、原則として以後の受験は認めません。なお、上記の場合は、本学Webサイトで確認
することができます。
※遅刻の原因がWebサイトに掲載した事由の場合は、⼊試課への申し出は不要です。
https://www.omu.ac.jp/admissions/ug/news

5-7 「⾯接試験」の終了時刻は何時頃ですか。 受験票を確認してください。ただし、受験者数等の状況により終了時刻が異なるため、明
確にお答えすることはできません。帰宅時の交通機関等は余裕をもって⼿配してくださ
い。

5-8 帰りの交通機関のチケットを取りたいのですが、試験終了
後、どのくらいで解散になりますか。

試験終了時刻から約30分後を予定していますが、天候・交通機関の状況により試験時間を
繰り下げる場合もありますので、余裕をもって⼿配してください。

5-9 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合や、濃厚接触者と
なった場合はどうなりますか。

新型コロナウイルス感染症への対応は、学⽣募集要項（⼀般選抜）「〔15〕新型コロナウ
イルス感染症等に係る個別学⼒検査等の特別⽇程試験について」を確認してください。

5-10 「本学受験票」を忘れた場合、どうしたらよいですか。 受験票に関するお知らせのメールに記載のURLよりアクセスし、再度印刷しなおしてくだ
さい。再度印刷する時間がない場合は、各試験場⼊り⼝の本学教職員に申し出てくださ
い。
なお、学⼒検査当⽇は、「本学受験票（A4サイズ⽩の⽤紙に各⾃で印刷したもの）」、
「⼤学⼊学共通テスト受験票」、「各学部・学域等における受験上の注意」、筆記⽤具及
び時計を必ず持参してください。

5-11 「各学部・学域等における受験上の注意」を出願時に印刷し
忘れていた場合、どうしたらよいですか。

インターネット出願登録期間開始から、本学⼊試情報サイト「⼀般選抜」のページに「受
験上の注意」を掲載しているため、出願期間以降も印刷できます。事前に必ず印刷して内
容を確認し、受験票とともに試験当⽇に持参してください。
（出願期間前は掲載していません。インターネット出願登録期間は、学⽣募集要項（⼀般
選抜）「〔４〕出願⼿続（インターネット出願）」を確認してください。）

６ 合格者発表、⼊学⼿続について
6-1 合格者発表時に、⼤学で掲⽰はありますか。 ⼤学での合格者の掲⽰発表は⾏いません。本学Webサイトに掲載します。

https://www.omu.ac.jp/admissions/ug/exam_info/pass/
6-2 合格者発表にて合格を確認しましたが、合格通知書が届きま

せん。
合格通知書及び⼊学⼿続書類は、合格者発表当⽇の午前中に発送します（速達・簡易書留
郵便）。郵便事情により、到着まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
⼊学⼿続指定⽇前⽇までに到着しなかった場合は、⼊試課まで連絡してください。
前期・後期⽇程：06-6605-2141、中期⽇程：072-254-9202

6-3 追加合格はありますか。 ⼊学⼿続完了者が⼊学定員を下回った場合に追加合格を⾏うことがあります。詳細は学⽣
募集要項（⼀般選抜）「〔10〕追加合格」を確認してください。追加合格の有無及び結果
に関する情報は、本学Webサイトでお知らせします。

6-4 中期⽇程と後期⽇程の両⽅に合格し、後期⽇程の⼊学⼿続を
することにしました。中期⽇程の⼊学⼿続辞退の連絡は必要
ですか。

⼿続を⾏わない旨の連絡は不要です。⼊学⼿続指定⽇の受付時間内に⼊学⼿続を完了しな
かった者は、⼊学を辞退したものとして取り扱います。

７ その他
7-1 成績開⽰⽤暗証番号を忘れました。教えてもらえませんか。 出願確認票（本⼈控）に記載されていますので、⼿元にある場合はそちらをご確認くださ

い。
⼿元にない場合は、出願サイトより出願確認票（本⼈控）を再度ご確認ください。出願時
のログイン⽤ID とパスワードがわかる場合は、４⽉以降に出願サイトにログインしてご⾃
⾝でご確認ください。ログイン⽤ID やパスワードも不明の場合は、それぞれ再発⾏の⼿続
をしてください。詳細は、出願サイトでご確認ください。


