
別紙１

経済学部後期日程選抜方法等 

１ 目  的

経済学部後期日程は、入学者選抜方法の多様化により個性豊かな学生を増やし、大学教育の活

性化を目指すものです。具体的には、大学入試センター試験で特に優秀な成績を修めた者、及び

高等学校において必要な基礎学力を身につけるとともに、課外活動等においても高い成果を修め

た、又は団体活動において指導的な役割等を果たした者を求めます。 

２  募集人員 45名〔内訳 高得点選抜：30名、ユニーク選抜：15名〕

３ 入学者選抜方法

(1) 出願時に高得点選抜、又はユニーク選抜のいずれかの選抜方法を選択。 

(2) 個別学力検査等は課しません。大学入試センター試験の教科・科目、配点等は別表２(18ペー

ジ)及び別表２の教科・科目名の表記及び注意事項等について(24・25ページ)を参照してくださ

い。 

(3) 大学入試センター試験で優秀な成績を修めた者から30名を選抜します（高得点選抜）。 

(4) 調査書、自己推薦書、特別活動要覧を提出した者の中から、高等学校等で優れた活動や成果

を修め、かつ大学入試センター試験において一定以上の学力を認められた者15名を選抜します

（ユニーク選抜）。

(5) ２段階選抜は行いません。 

４  出願書類等

    出願書類等は、「〔６〕出願手続等について ２  出願書類等」（７ページ）に記載のとおり

です。ただし、ユニーク選抜に志願する場合は下記(1)～(5)の書類等が必要です。 

(1) 調査書

「特別活動の記録」欄には、「特技・取得資格等」を記述し、「備考」欄には、学校生活以外

の場における諸活動等を記述してください。たとえば、サ－クル活動で大変優れた成績を修めた、

個人的に特別な特技・資格を有しているなど、できるだけユニ－クさを訴えるものです。 

   なお、取得資格に関しては、資格の正式名称と主催団体を記述してください。 

(2) 自己推薦書

高等学校等において、学業、特別活動（部活動・生徒会・学校行事・ホームルーム等）、特技な

どにどのように熱心に取り組んだかを、その経歴、成果（受賞、取得資格、作品発表、責任ポスト

等）について、特に強調したいところを中心にできる限り具体的に、所定の「自己推薦書」に700

字以内で記述してください。 
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高等学校等において、学業、特別活動（部活動・生徒会・学校行事・ホームルーム等）、特技な
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 (3) 特別活動要覧

特別活動要覧には、特筆するべき文化、体育活動、及び高等学校等における学業、特別活動

（部活動・生徒会・学校行事・ホームルーム等）、特技等について、その経歴、成果（受賞、

資格取得、作品発表）をまとめて記述してください。 

(4)  関係者推薦書（任意提出） 

志願者の学業、特別活動、取得資格及び特技等について、客観的に評価・判断できる関係者

が、700字以内でできる限り具体的に所定の「関係者推薦書」に記述してください。本人には十

分に把握しきれない点、もしくは説明が困難な活動等を紹介していただこうとするものです。 

なお、「関係者推薦書」は志願者の活動等を、客観的に評価・判断できる者であれば、誰に

書いてもらっても結構です。 

 (5) 資格取得や検定などに合格している場合には、合格証書のコピーあるいは合格証明書を添付

してください。また、調査書、自己推薦書あるいは関係者推薦書に記された活動実績を証明す

る資料を可能な限り添付してください。なお、提出された書類や資料はお返ししません。 

５  面  談

    ユニーク選抜にかかる自己推薦書等に不明の点があれば、その確認のため出願者と面談するこ

とがあります。 

面談の有無は、出願者全員に通知します（平成29年２月15日（水）発送の予定です）。 

なお、面談を欠席した場合には、不合格になることがあります。 

 (1) 日  時    平成29年３月12日（日）10時から 

 (2)  場  所   第４会議室（経済学部棟２階） 

６ この選抜に関する問い合わせについて 

この選抜に関する詳細については、大阪市立大学経済学部 Web サイトの URL
（http://www.econ.osaka-cu.ac.jp/index.html）をご覧ください。

○問い合わせ先

大阪市立大学学生サポートセンター経済学部教務担当 

 (TEL 06-6605-2251） 

〔平日の９時～17時〕 
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別紙２

医学部医学科前期日程選抜方法等（後期日程の募集は行いません。）

以下の項目以外は、「一般入試」に準じていますので、必ず確認をしてください。 

１. 募集人員 95名（一般枠 80名 地域医療枠 10名 大阪府指定医療枠５名） 

一般枠 

・ 一般枠として 80名を募集します。 

・ 卒業後の進路等、特別な義務・拘束はありません。 

地域医療枠 

・ 地域医療枠として 10名を募集します。 

・ 入学後の医学科教育カリキュラムは一般枠と同様です。 

・ 卒業後の必修プログラム 

２年間の初期臨床研修を行った後、本学医学部の各診療科に所属し、３年間の後期研修及

びその後４年間の実践研修により、将来の大阪の医療において指導的･中核的役割を担える

医師の育成を目指します。 

・ このプログラムを実施する医療機関は、大阪市立大学医学部附属病院をはじめとして、大

阪市及び大阪府における公的病院･地域中核病院です。 

・ 修学資金等貸付制度はありません。 

大阪府指定医療枠 

・ 大阪府指定医療枠として５名を募集します。 

・ 入学後の医学科教育カリキュラムは一般枠と同様です。 

・ 大阪府から地域医療の確保のための修学資金が貸与されます(月額 10万円）。 

・ 卒業後の必修プログラム 

卒後９年間（臨床研修期間を含む）、大阪府内の病院に勤務することとなります。 

うち５年間は、次の①～④のいずれかの診療業務を選択していただきます。 

①大阪府保健医療計画において周産期医療機能を重点化すると位置づけた医療機関の産

婦人(産)科・小児(新生児)科、②小児科を協力科とする救急告示病院の小児科、③救命救

急センター、④人口当たりの病院従事医師数が大阪府全体の数値を下回る二次医療圏に所

在する公立病院等における診療業務。 

なお、大阪府地域医療確保修学資金等貸与要綱に基づき、本学を卒業した後、１年６月以

内に医師免許を取得し、上記のとおり９年間（修学資金の貸与を受けた期間の 1.5倍の期

間）診療に従事した場合、借り受けた修学資金及び利息の返還が免除されます。 

＜修学資金等貸与制度に関する問い合わせ先＞ 

大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医師・看護職員確保グループ 

〒540-8570大阪市中央区大手前２丁目 電話 06-6944-6692   

( http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/isikakuho/tiikiwaku.html  )
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別紙２
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２. 出願資格 

・ 「〔３〕出願資格」に同じです（５ページ参照）。 

「一般枠」「地域医療枠」及び「大阪府指定医療枠」のいずれの枠についても、出身地及

び出身高等学校等の所在地による出願制限はありません。 

・ 「地域医療枠」「大阪府指定医療枠」を志望する者は、卒業後の所定のプログラムにもと

づく地域医療に従事することを確約できる者とします。 

・ 「大阪府指定医療枠」を志望する者は、「大阪府地域医療確保修学資金」の貸与を受ける

意志のある者とします。 

３. 出願書類 

「地域医療枠」「大阪府指定医療枠」を志望する者は、一般入試の出願書類に加え、本人及び

保護者の同意も含めた誓約書及び出身高等学校長等からの推薦書を提出する必要があります。

これらの誓約書・推薦書の提出の無い場合は、「地域医療枠」「大阪府指定医療枠」での出願を

受け付けません。 

４. 入試方法等 

・ 「一般枠」「地域医療枠」及び｢大阪府指定医療枠」については、第３志望まで志望するこ

とができます。 

・ 合否判定は、総合順位の高い順に、第１志望から優先して合格とします。第２・第３志望

まで志望した受験者は、第１志望で合格とならなかった場合、第２・第３志望での合格の

可能性があります。 

※ 医師としての適性及び人間性について面接で評価を行い、学力検査の成績と総合し

て合否を判定します。なお、面接にて医師の適性を欠くと判断された場合には学力検

査の成績の如何に関わらず不合格になることがあります。 

・ 「地域医療枠」及び「大阪府指定医療枠」については、応募・選考状況により、合格発表

数が募集人員に満たない場合があります。 

５. 問い合わせ 

 本選抜に関する問い合わせは、医学部学務課（06-6645-3611）までお願いします。 
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別紙３

入学料納付区分認定手続

「大阪市民及びその子」の入学料の適用を受ける為には、所定の日時までに入学料区分認定に必要

な書類を揃えて認定手続きを完了する必要があります。

１ 対 象 者
「大阪市民及びその子」に該当する者は次のとおりです。

 (1) 入学者本人が平成28年４月１日以前より引き続き大阪市内に住所を有する者（※）。 

 (2) 上記(1)に該当しないが、入学者本人と同一戸籍にある父又は母（※）が平成28年４月１日

以前より引き続き大阪市内に住所を有する者。※日本国籍を有しない者も同一の要件です。

２ 必 要 書 類
   「入学料納付区分認定願【様式１】」は35ページ（別紙６）にあります。なお、住民票などの     

公的書類は平成29年３月１日から入学料納付区分認定実施日までに交付を受けてください。 

  ① １の(1)に該当する者は「入学料納付区分認定願【様式１】」と「住民票」を用意して 

ください。  

 ② １の(2)に該当する者は、「入学料納付区分認定願【様式１】」と「住民票（父又は母の 

もの）」と「戸籍一部事項証明書」を用意してください。 

    （父又は母が日本国籍を有しない場合は、「戸籍一部事項証明書」の代わりに、続柄のわかる

公的書類が必要です。）

  ※「戸籍一部事項証明」は、入学者本人と大阪市民である父又は母との続柄及び入学者本人と

大阪市民である父又は母が同一戸籍にあることを証明するために必要です。 

役所窓口で、その旨申し出てください。

３ 入学料納付区分認定
    下記、入学料納付区分認定実施期間に「入学料納付区分認定」を行いますので、上記２の必要

書類を揃えて、入学料納付区分認定会場（本学１号館１階）へ持参してください。認定後、「大

阪市民及びその子」用の「振込金兼手数料受取書/振込依頼書（銀行控）」を交付しますので、

入学手続指定日までに振り込んでください。 

・入学料納付区分認定実施期間 

◎ 前期日程合格者 

平成29年３月９日（木）13時～17時15分 

３月10日（金）10時～12時、13時～17時15分 

３月13日（月）10時～12時 

◎ 後期日程合格者  

平成29年３月22日（水）13時～17時15分 

３月23日（木）10時～12時、13時～17時15分 

３月24日（金）10時～12時 

区分認定実施日は上記日時以外行いませんので、都合がつかない場合は、必ず事前に財務課財務

担当（下記問い合わせ先参照）まで連絡してください。

４ 注 意 事 項
 (1) 平成29年２月28日以前に交付された公的書類は区分認定手続に使用できません。 

 (2) 「住民票」の交付を受けた際に、証明事項欄の「市民となった年月日」が平成28年 

４月１日以前から証明されていることを確認してください。 

 (3) 入学料納付区分認定を受ける者は、認定を受けてから入学料を納付してください。 

（4） 入学料納付区分認定手続は、郵送ではできません。必ず来学してください。 

※【問い合わせ先】財務課財務担当（TEL 06-6605-2054、FAX 06-6605-3435）

          〔月～金(祝日及び休業日を除く)の９時～12時、12時45分～17時〕

「大阪市民及びその子」に該当する者で、別紙４の「入学料徴収猶予」を希望する者は、

必ず先に入学料納付区分認定を受けてから、「入学料徴収猶予」の受付時間内に間に合う

よう申請手続きをしてください（「入学料徴収猶予」の受付時間にご留意ください)。
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別紙３

入学料納付区分認定手続

「大阪市民及びその子」の入学料の適用を受ける為には、所定の日時までに入学料区分認定に必要

な書類を揃えて認定手続きを完了する必要があります。

１ 対 象 者
「大阪市民及びその子」に該当する者は次のとおりです。

 (1) 入学者本人が平成28年４月１日以前より引き続き大阪市内に住所を有する者（※）。 

 (2) 上記(1)に該当しないが、入学者本人と同一戸籍にある父又は母（※）が平成28年４月１日

以前より引き続き大阪市内に住所を有する者。※日本国籍を有しない者も同一の要件です。

２ 必 要 書 類
   「入学料納付区分認定願【様式１】」は35ページ（別紙６）にあります。なお、住民票などの     

公的書類は平成29年３月１日から入学料納付区分認定実施日までに交付を受けてください。 

  ① １の(1)に該当する者は「入学料納付区分認定願【様式１】」と「住民票」を用意して 

ください。  

 ② １の(2)に該当する者は、「入学料納付区分認定願【様式１】」と「住民票（父又は母の 

もの）」と「戸籍一部事項証明書」を用意してください。 

    （父又は母が日本国籍を有しない場合は、「戸籍一部事項証明書」の代わりに、続柄のわかる

公的書類が必要です。）

  ※「戸籍一部事項証明」は、入学者本人と大阪市民である父又は母との続柄及び入学者本人と

大阪市民である父又は母が同一戸籍にあることを証明するために必要です。 

役所窓口で、その旨申し出てください。

３ 入学料納付区分認定
    下記、入学料納付区分認定実施期間に「入学料納付区分認定」を行いますので、上記２の必要

書類を揃えて、入学料納付区分認定会場（本学１号館１階）へ持参してください。認定後、「大

阪市民及びその子」用の「振込金兼手数料受取書/振込依頼書（銀行控）」を交付しますので、

入学手続指定日までに振り込んでください。 

・入学料納付区分認定実施期間 

◎ 前期日程合格者 

平成29年３月９日（木）13時～17時15分 

３月10日（金）10時～12時、13時～17時15分 

３月13日（月）10時～12時 

◎ 後期日程合格者  

平成29年３月22日（水）13時～17時15分 

３月23日（木）10時～12時、13時～17時15分 

３月24日（金）10時～12時 

区分認定実施日は上記日時以外行いませんので、都合がつかない場合は、必ず事前に財務課財務

担当（下記問い合わせ先参照）まで連絡してください。

４ 注 意 事 項
 (1) 平成29年２月28日以前に交付された公的書類は区分認定手続に使用できません。 

 (2) 「住民票」の交付を受けた際に、証明事項欄の「市民となった年月日」が平成28年 

４月１日以前から証明されていることを確認してください。 

 (3) 入学料納付区分認定を受ける者は、認定を受けてから入学料を納付してください。 

（4） 入学料納付区分認定手続は、郵送ではできません。必ず来学してください。 

※【問い合わせ先】財務課財務担当（TEL 06-6605-2054、FAX 06-6605-3435）

          〔月～金(祝日及び休業日を除く)の９時～12時、12時45分～17時〕

別紙４

１ 入学料徴収猶予

２ 授業料減免・分納

３ 申 請 方 法 等

４ 入学料及び授業料の取扱い

  ※【問い合わせ先】学生支援課（TEL 06-6605-2102 、FAX 06-6605-3648）

            〔月～金(祝日及び休業日を除く)の９時～12時、12時45分～17時〕 

　現行の制度は以下のとおりです。平成29年度以降については、変更することがありますので予めご了

承ください。なお、平成29年度については、合格通知書に同封する「平成29年度入学料徴収猶予の取扱

いについて」及び「平成29年度授業料減免・分納の取扱いについて」を必ず確認してください。「入学

料徴収猶予」及び「授業料減免・分納」の申請後は、指定する期日までに、入学料及び授業料の納付を

お願いします。

入学料徴収猶予及び授業料減免・分納について(平成28年11月現在)

　�　申請したすべての者が適用になる制度ではありません。授業料の減免を認められた者は、納付すべ

き額の全額、又は半額を免除します。

　　対象者は次の各号に該当し、かつ、修学状況が良好で学習意欲が旺盛と認められる者に限ります。�

(1)�　授業料減免については、経済的理由により、授業料の納付が困難であると認められる者

(2)�　授業料分納については、経済的理由により、納期までに全額納付が困難であると認められる者

(1)�　入学料徴収猶予願は、申請資格を有する者に限ってお渡しします。この際、「振込金兼手数料受

取書/振込依頼書（銀行控）」（未納）及び本学が指定する書類を持参してください。

(2)�　授業料減免・分納の申請は、入学後本学が指定する日時に行ってください。

(3)�　詳細については、本学Webサイト及び合格通知書に同封する「平成29年度入学料徴収猶予の取扱

いについて」及び「平成29年度授業料減免・分納の取扱いについて」をご覧ください。

(1)�　入学料徴収猶予の申請を受理された者には、「入学料徴収猶予申込受付証明書」を入学料徴収の

猶予の証明としてお渡しします。入学手続日当日に持参し、各学部受付で提示してください。なお、

この制度を利用した者は、入学辞退はできません。

(2)�　上記(1)以外の者については、入学手続日当日までに入学料を納付しなければ入学手続ができま

せんので十分注意してください。また、徴収の猶予をされた者は、平成29年６月末までに入学料を

納付してください。

(3)�　授業料減免・分納の申請をする者は、審査結果決定の８月まで授業料の徴収を猶予します。なお、

授業料を納付されますと減免・分納の対象者になりません。

(4)�　授業料全額免除を許可された者のほかは、決定後、指定する期日までに所定の金額の授業料を納

付してください。

　�　申請を受理された者は、平成29年６月末まで入学料の徴収を猶予します。なお、この制度を利用し

た者は、入学辞退はできません。

　　対象者は次の各号のいずれかに該当する者に限ります。

(1)�　日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金の予約採用を申し込み、「採用候補者決定通知」

のある者。

　　�　ただし、採用条件が「日本政策金融公庫の手続き必要」となっている場合は、その手続きを行い

採用条件を満たしていること。

(2)�　入学後、本学が募集する日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金への申し込みを誓約する

者のうち、以下のいずれかに該当する者。

　　　①�収入や所得の状況により、入学料徴収猶予を認めることのできる者�

　　　②�その他、入学予定の学生を対象とした、日本政策金融公庫による「国の教育ローン」に入学前

年度中に申し込みを行い、融資を受けることのできなかった事実を示す書類のある者
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別紙５ 

受験に関するＱ＆Ａ 
★ よくあるご質問を挙げました。ご参照ください。

Q-1  出願したが受験をとりやめました。入学検定料は返してもらえますか。

A-1  出願後には入学検定料の返還はできません。既納の入学検定料は 13 ページ〔10〕注意事項７に記載の事由

以外では返還いたしません。

Q-2  出願後に志望学部・学科の変更はできますか。

A-2  出願後に願書の記載内容の変更はできません。

Q-3  願書に誤って記載してしまいました。

A-3  誤って記載した場合は、誤記部分を二重線で消し、その上部又は下部に正しい内容を記入してください。

その際、訂正印は必要ありません（本募集要項 12 ページ）。

Q-4  センター試験の成績請求票を紛失しました。

A-4  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。

Q-5  センター試験の成績請求票を願書に貼り忘れて送付してしまいました。

A-5  至急、本学大学運営本部入試室にご連絡ください。〔TEL 06‐6605‐2141 月～金(祝日及び休業日を除

Q-6  前期日程と後期日程とも大阪市立大学の同じ学部・学科に出願した場合、調査書は 1 通でも構いませんか。

A-6  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。

Q-7  前期日程と後期日程は併願できますか。

A-7  本学内の併願については、学部間、又は同一の学部での併願が可能です。

Q-8  受験票には写真票と同じ写真を貼ってくださいと記載がありますが、同じ写真を紛失してしまいました。

A-8  原則、受験票と写真票には同じ写真を貼っていただく必要がありますが、紛失された場合は別の写真でも

Q-9  出願状況の確認はできますか。

A-9  本学 Web サイトで確認できます（本募集要項 14 ページ）。

Q-10  追加合格はありますか。

A-10  入学手続完了者が入学定員を下回った場合には追加合格を行うことがあります。追加合格の有無及び結果

Q-11  受験時の服装は私服でもよいですか。

A-11  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の着用はお

Q-12  試験会場はどこですか。

A-12  各日程、学部ごとに異なります。27 ページの「個別学力検査等会場」をご確認ください。また、受験票

Q-13 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。

A-13 すでに高等学校卒業程度認定試験に合格している方は「高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書」を提

出してください。合格見込の方は「高等学校卒業程度認定試験合格見込成績証明書」を提出してください。

必要です。

なお、一部免除科目がある場合は、その科目を履修した高等学校発行の調査書又は「成績証明書」の提出が

送付時に同封の「受験上の注意」にも試験会場が記載されておりますので、必ずご確認ください。

控えください。

に関する情報は、本学 Web サイトでお知らせします（本募集要項 10 ページ）。

構いません（服装が違っていても構いません）。ただし、３ヶ月以内に撮影された本人確認ができる鮮明な

写真に限ります。

なお、医学部、生活科学部では後期日程を実施しません。

く)9 時～12 時、12 時 45 分～17 時〕

どうすればよいですか。

34


