
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

本学生活科学部では、市民生活にかかわる食品や、居住環境、福祉などの諸分野において、第一線で

活躍できる人材の育成をめざした教育を行っていますが、下記のような生活科学部が求める学生像に基

づき、優れた学力とともに豊かな感性と応用力をもって社会に貢献できる人材を発掘するために、志望

学科の勉学に特に熱意をもち、適性を有する学生を募集します。 

このため、入学定員の一部について、出身又は在学する高等学校等の学校長の推薦に基づき、志望理

由書等の内容並びに大学入試センター試験の成績を総合して選抜します。 

 

大阪市立大学生活科学部 アドミッション・ポリシー 

生活者・消費者の視点から、人間生活の質的向上を目指して、人間が人間らしく生きるため

に必要な条件を科学的に追究し、実践する学問を目指す人を求めます。 

 具体的には次に掲げるとおりです。 

1．生活者の立場に立って、社会や環境などに関する生活課題に関心をもつとともに広い視野

からその解決を目指す人 

2．修学や実務に基礎となる知識や能力、コミュニケーション能力をもつ人 

3．幅広く学習に取り組み、向学心を持つ人 

4．いろいろな立場の人と協力・協調しながらものごとを進めたり、適切なプレゼンテーショ

ンができる人 

5. 自ら目標を定め、自律的に課題に取り組んだり、創造性を追究する人 

6．将来的には大学院に進み、専門的職業人や研究者を目指す人 

 

1．募集学科及び募集人員 

    推薦方式Ⅰ(限定枠)            推薦方式Ⅱ（全国枠） 

食品栄養科学科  ２名         食品栄養科学科  ６名 

居 住 環 境 学 科  ２名         居 住 環 境 学 科  ６名 

人 間 福 祉 学 科  ２名         人 間 福 祉 学 科  ７名 
注1  人間福祉学科は、心理臨床コースと社会福祉コースの２つを設置しています。コースの決定は、第１年次終

了時に行います。なお、資格取得のためのカリキュラムの都合上、各コースには、上限枠が設定されています。

志望者多数の場合、選抜を実施します。そのため、志望するコースに進めない場合があります。 

注2  学力試験の成績により合格者数が募集人員に達しない場合があります。 
 

2．推薦人員 

  各学校において複数名推薦できます。 
 

3．出願資格 

 次の（ア）（イ）のいずれかに該当し、3ページに定める大学入試センター試験の教科・科目を受験

した者で、推薦方式Ⅰ又は推薦方式Ⅱに該当し、合格した場合には必ず本学に入学することを確約で

きる者。 

（ア）「高等学校等」(注1)を平成23年3月以降に卒業した者及び平成24年3月卒業見込みの者 

（イ）「高等学校等」以外の学校を平成22年4月以降に卒業（修了）した者及び平成24年3月卒業（修

了）見込みの者で、本学において「高等学校等」を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れた者（注2） 
注1  出願資格（ア）（イ）にいう「高等学校等」とは、日本国内の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）

及び特別支援学校の高等部をいいます。 

注2  出願資格（イ）により出願しようとする者は、事前協議が必要ですので、平成23年12月6日（火）までに生

活科学部事務室に申し出てください。 

趣 旨 

平 成 2 4 ( 2 0 1 2 ) 年 度 

大 阪 市 立 大 学 生 活 科 学 部 

推 薦 入 試 学 生 募 集 要 項 
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推薦方式Ⅰ（限定枠） 

    次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、学力のみならず人物、能力、資質等において特に優れ、

高等学校等の学校長が責任をもって推薦する者。 

（1） 次の① ②のいずれかに該当する者 

①平成22年4月以降に卒業(修了)した者 

本人又は保護者が平成22年4月1日以前から引き続き大阪市内に住所を有する者。 

   ②平成24年3月に卒業(修了)見込みの者 

    本人又は保護者が平成23年4月1日以前から引き続き大阪市内に住所を有する者。 

注 推薦方式Ⅰ(限定枠)の(1)で合格した者は、入学手続時に、大阪市内に住所を有することの

証明書が必要となります。 

（2） 大阪市立の高等学校等又は大阪市内にある高等学校等を卒業(修了)又は卒業(修了)見込みの者 

 

※ 推薦方式Ⅰで不合格となった者は、推薦方式Ⅱに該当する者と共に再度選抜します。 

 

 推薦方式Ⅱ（全国枠） 

 上記推薦方式Ⅰに該当しないが、学力のみならず人物、能力、資質等において特に優れ、高等学

校等の学校長が責任をもって推薦する者。 

 

4．出願書類等 

 

5. 出願方法 
入学志願者は、入学検定料を納付し、出願書類を取りそろえ、本学所定の出願封筒を使用し、

次の送付先に必ず書留速達郵便により送付してください。 

出    願    期    間 送      付      先 

平成24年１月16日(月)～１月20日(金) 

                【１月20日消印有効】 
出願期間を過ぎた消印のものは受理しませんので注意してください。 

〒558-8585 

 大阪市住吉区杉本3丁目3番138号 

 大阪市立大学 学生支援課入試担当 

※ 出願の受付が完了した者には「受験票」及び「受験上の注意」を発送します。１月24日(火)頃に発送の予定

ですので、到着しない場合は、１月26日(木)以降に生活科学部事務室に連絡してください。 

 

6. 特別措置を希望する者の出願について 

障害を有する等の理由により、本学の受験上・修学上の特別措置を希望する者は、平成23年12

月6日(火)までに生活科学部事務室に申し出て相談してください。12月7日(水)以降においても可

能な限り対応いたしますので、すみやかに申し出てください。 

１ 
入 学 願 書 
(写真２枚） 

① 本学所定の用紙を用い、本人が記入してください。 

② ※の欄は記入しないでください。高等学校コードは、大学入試センター試験

受験案内をご参照ください。 

③ 平成24年度大学入試センター試験成績請求票(大学入試センターで発行)の

『国公立推薦入試用』を所定の枠内に貼ってください。 

④ 受験票と写真票に、縦4㎝×横3㎝の同じ写真(上半身、無帽で出願日より3か

月以内に撮影したもの)の裏面にそれぞれ氏名、学校名を記入し、定められた枠

内に貼ってください。 

⑤ 出願手続後の記載の変更は認めません。 

２ 
調  査  書 

(出願資格証明書) 

① 出願資格(ア)該当者は、文部科学省所定の様式により出身高等学校長等が作

成し厳封した調査書を提出してください。 

② 出願資格(イ)該当者は、出願資格証明書(コピー可)を提出してください。 

３ 学校長推薦書 本学所定の用紙を用い、学校長が作成したもの。 

４ 志 望 理 由 書 
本学所定の用紙を用い、自己の体験に基づき本人自筆(パソコン作成不可)で、

志望理由、自己評価、抱負等を2,000字程度にまとめて記述してください。 

５ 
受 験 票 等 
送 付 用 封 筒 

本学所定の封筒に350円分の切手を貼り、受験票等送付先の郵便番号、住所及び

氏名を記入したもの。 

６ 入 学 検 定 料 
17,000円 

郵便局の窓口で、本学所定の郵便振替払込票にて納付してください。 

※ 4ページ 10注意事項(7)に該当する者以外には、既納の入学検定料は返還しません。 
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7．入試方法 

  ・志望理由書等の内容並びに平成24年度大学入試センター試験の成績を総合して選抜します。 

・推薦方式Ⅰに出願した者の中から成績の順に、各学科２名ずつを選抜します。 

・推薦方式Ⅰで選抜されなかった者と推薦方式Ⅱに出願した者の中から、成績の順に、食品栄養科

学科６名、居住環境学科６名、人間福祉学科７名を選抜します。 

 

(1)平成24年度大学入試センター試験の受験科目及び配点 

学科 教  科 課 す る 科 目 配 点 

国語 ｢国語｣ 50 

地理歴史・公民
｢世界史Ａ｣,｢世界史Ｂ｣,｢日本史Ａ｣,｢日本史Ｂ｣,｢地理Ａ｣,｢地
理Ｂ｣,｢現代社会｣,｢倫理｣,｢政治・経済｣,｢倫理、政治・経済｣
から１科目選択 

50 

数学 
｢数学Ⅰ･数学Ａ｣と(｢数学Ⅱ･数学Ｂ｣,｢工業数理基礎｣,｢簿記･
会計｣,｢情報関係基礎｣から１科目選択)の計２科目 

100 

理科 
｢理科総合Ａ、化学Ⅰ｣から１科目 
｢理科総合Ｂ、生物Ⅰ｣から１科目   この中から2科目選択 
｢物理Ⅰ、地学Ⅰ｣から１科目 

100 

外国語 ｢英語｣（リスニングを含む） 100 

食
品
栄
養
科
学
科 

（５教科７科目） 配点計 400 

国語 ｢国語｣ 50 

地理歴史・公民
｢世界史Ａ｣,｢世界史Ｂ｣,｢日本史Ａ｣,｢日本史Ｂ｣,｢地理Ａ｣,｢地
理Ｂ｣,｢現代社会｣,｢倫理｣,｢政治・経済｣,｢倫理、政治・経済｣
から１科目選択 

50 

数学 
｢数学Ⅰ･数学Ａ｣と(｢数学Ⅱ･数学Ｂ｣,｢工業数理基礎｣,｢簿記･
会計｣,｢情報関係基礎｣から１科目選択)の計２科目 

100 

理科 
｢理科総合Ａ｣,｢理科総合Ｂ｣,｢物理Ⅰ｣,｢化学Ⅰ｣,｢生物Ⅰ｣,｢地
学Ⅰ｣から１科目選択 

100 

外国語 ｢英語｣（リスニングを含む） 100 

居
住
環
境
学
科 

（５教科６科目） 配点計 400 

国語 ｢国語｣ 100 

地理歴史・公民
｢世界史Ｂ｣,｢日本史Ｂ｣,｢地理Ｂ｣,｢現代社会｣,｢倫理｣,｢政治・
経済｣,｢倫理、政治・経済｣から１科目選択 

50 

数学 
｢数学Ⅰ･数学Ａ｣と(｢数学Ⅱ･数学Ｂ｣,｢工業数理基礎｣,｢簿記･
会計｣,｢情報関係基礎｣から１科目選択)の計２科目 

100 

理科 
｢理科総合Ａ｣,｢理科総合Ｂ｣,｢物理Ⅰ｣,｢化学Ⅰ｣,｢生物Ⅰ｣,｢地
学Ⅰ｣から１科目選択 

50 

外国語 ｢英語｣（リスニングを含む） 100 

人
間
福
祉
学
科 

（５教科６科目） 配点計 400 
 

※ 大学入試センター試験の地理歴史・公民、理科において、受験科目を１科目と指定しているところを２科目受験

した場合は、第１解答科目の得点を用います。 

 (2)書類選考 

志 望 理 由 書 等 配  点 100 

 

 

8．合格者発表等 

（1） 合格者発表 

           日             時 場                  所 

平成24年2月8日（水） 12：00～ 受験票発送の際に通知します。 

合格者の発表は、受験番号の掲示で行うとともに、合格者には『ゆうパック』(合格者発表当日

12:00～14:00の時間帯指定で配達)で「合格通知書」及び「入学手続書類」を発送します。 

なお、電話等による合否の問い合わせには応じません。 

情報提供の一環として、合格者の受験番号を生活科学部ホームページに参考掲載します。 

 掲載期間―平成24年2月8日(水)12:00から2月14日(火)12:00まで 

生活科学部ホームページアドレス（http://www.life.osaka-cu.ac.jp/） 

（2） 入学手続 

 日 時：平成24年2月14日(火)10:00～15:00 (ただし、12：00～12：45を除く｡) 
※ 上記日時に手続ができない場合は、2月9日(木)17:00までに生活科学部事務室にご連絡ください。 
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9．学  費 

現行の金額は次のとおりですが、平成24年度の金額については、変更されることがあります。 

納 付 「大阪市住民及びその子」 注 ２２２，０００円 
入 学 料 

区 分 「その他の者」 ３４２，０００円 

授 業 料 年間 ５３５，８００円  (前期分 ２６７，９００円） 

なお、在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定後の授業料が適用されます。 

注1 「大阪市住民及びその子」とは、入学者本人又は入学者本人と同一戸籍にある父母のいずれかが、平成23年４

月１日以前から引き続き大阪市内に住所を有する者をいい、「入学料納付区分認定」の手続を行う必要がありま

す。日本国籍を有しない方も同一の要件です。 

注2 「大阪市住民及びその子」に該当する者は、必要書類を提出して入学料納付区分認定を受ける必要があります。

詳細は合格発表日にお渡しする「大学入学料の納付について」を必ず参照してください。なお、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。 

注3 納付された入学料については払い戻しいたしません。 

なお、入学料及び授業料については、減免の制度があります。詳細については、合格発表日にお渡しする

「入学料減免及び授業料減免・分納の取り扱いについて」を参照してください。 

 
 

10．注意事項 

（1） 国公立大学への推薦入試(大学入試センター試験を課す場合、課さない場合を含めて)に出願す

ることができるのは、一つの大学・学部に限られます。 

（2） 当推薦入試に出願した場合においても、本学部の個別学力検査等(前期日程)を受験することが

できます。その場合には、別途出願し、他の前期日程受験者と同様にセンター試験に加えて、本

学部のそれぞれの学科が課している科目を受験していただくことになります。 

（3） 合格者の入学辞退は認めません。ただし、入学できない特別の事情があり、推薦を行った学校

長が平成24年2月9日(木)までに「推薦入学辞退願」を生活科学部に提出した場合、特例として入

学辞退を認めることがあります。 

（4） 入学願書に虚偽の記載をした場合、または入学試験において不正行為をしたことが判明した場

合は、入学決定後であっても許可を取り消すことがあります。 

（5） 入試の結果に関する照会には応じません。 

（6） 出願手続後の志望学科の変更及び出願書類の変更を認めません。 

(7)    既納の入学検定料は次の事由以外では返還しません。 

・入学検定料を払い込んだが、出願しなかった場合 

・出願書類の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みした場合 

※ 返還の方法等は、出願期間 終日より１ヶ月以内に学生支援課入試担当までお問い合わせください。 

     大学入試センター試験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１７，０００円のうち

１３，０００円を返還します。この返還方法等については、該当者に対して通知します。     

上記以外の者には、入学検定料は返還しません。  

（8）  本学では、出願・受験の過程において収集された個人情報について、入学試験・入学案内・

入学手続関係・入試方法研究・統計資料作成・本学での学生生活関連業務に関して必要とされ

る範囲で利用します。前述の業務以外で利用する場合は、必ず本人に了解を得た上で利用しま

す。業務に必要な範囲で集められた個人情報を、第三者に提供することはありません。 

（9） 出願等に関する問い合わせ先 

出願等に関して不明な点がある時は、下記に問い合わせてください。 
 

 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3丁目3番138号  大阪市立大学生活科学部事務室   

TEL: 06-6605-2803 月～金曜日（土､日､祝日を除く）9:00～17:00 

                                                 （ただし、12:00～12:45を除く） 
 

  大学運営本部学生支援課入試担当 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 

TEL 06-6605-2141 

FAX 06-6605-2133 

平成23年7月発行 
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