
2019年度入学者選抜の変更点等（抜粋）【一般入試・推薦入試・AO入試】 

【一般入試】 

文学部 

学   科 

    哲学歴史学科 
    人間行動学科 
    言語文化学科 

⇒ 

哲学歴史学科 
人間行動学科 
言語文化学科 
文化構想学科（※文部科学省届出中） 

理学部 

化学科 募集人員 前期日程 25名 ⇒ 27名 

後期日程  7名 ⇒  5名 

地球学科 
[後期日程] 

教科・科目  

大学入試センター試験 個別学力検査 

国語、地歴・公民、数学、外国語は従来通り、

理科のみ下記変更 
 
理科：物、化、生、地から 1 
      ↓ 
理科：物、化、生、地から 2 

理科：地基・地学 
↓ 

口述（地球に関する自然

科学の基礎的事項につい

て口頭試問する） 

配点 

国語     50点 ⇒ 50点 

地歴・公民 50点  ⇒ 50点 

数 学  100点 ⇒ 150点 

理 科  100点 ⇒ 200点 

外国語  100点 ⇒ 150点 

計  400点 ⇒ 600点 

理科：地基・地学 400点 

↓ 

口述：300点 

医学部 医学科 
[前期日程] 募集人員 

一般枠           80名  ⇒ 75名 

地域医療枠       10名  ⇒  0名 *推薦入試 10名 

大阪府指定医療枠  5名  ⇒   5名(変更なし) 

 

＊新規導入：推薦入試（地域医療枠）10名 

            AO入試         5名 

 
【推薦入試】 

理学部 化学科 

募集人員 

出願資格「Ⅰ」      1名 ⇒ 1名（変更なし） 

出願資格「ⅠとⅡ」    2名 ⇒ 0名（廃止） 

出願資格「ⅠとⅡとⅢ」2名 ⇒ 4名 *出願資格「Ⅱ」に変更 

2019 年度入試から出願資格「Ⅰ」（大阪市立の高校の在学者）と*出願資

格「Ⅱ」（Ⅰ以外の者）の２つの出願資格に変更 

教科・科目 

●小論文： ⇒ 廃止 

●口述：学習意欲、学習能力等について行う ⇒ 変更なし 
●大学入試センター試験：国語、数学（「数Ⅰ・数 A」 と 「 数Ⅱ・数 B、

簿記、情報から１」）、理科（物理、化学、生物、地学から２）、  
外国語（英語、独語、仏語、中国語、韓国語から１） ⇒ 新規 

配点 

小論文    200点 ⇒ 廃止 

口述     100点 ⇒ 200点 

センター試験  なし ⇒ 550点(新規) 

出願書類等  100点 ⇒ 100点(変更なし) 

計    400点 ⇒ 850点 

出願期間 2018年 11月 1日（木） 

～11月 6日（火） 
選考日 2018年 11月 17日（土） 

合格発表 2019年 2月 13日（水） 



 地球学科  

教科・科目 

●小論文： ⇒ 廃止 

●口述：学習意欲、学習能力等について行う ⇒ 変更なし 
●大学入試センター試験：国語、地歴・公民（世 A、世 B、日 A、日 B、

地理 A、地理 B、現社、倫理、政経、倫・政経から１）、数学（「数Ⅰ・数

A」と「 数Ⅱ・数 B、簿記、情報から１」）、理科（物理、化学、生物、

地学から２）、外国語（英語、独語、仏語、中国語、韓国語から１） ⇒ 

新規 

配点 

小論文   200点 ⇒  廃止 

口述    100点 ⇒  250点 

センター試験  なし ⇒  600点(新規) 

出願書類等 100点 ⇒  150点 

計   400点 ⇒ 1,000点 

出願期間 2018年 11月 1日（木） 

～11月 6日（火） 
選考日 2018年 11月 17日（土） 

合格発表 2019年 2月 13日（水） 

 

◆新規導入 

医学部 医学科 

募集人員 10名 ＊本学の医学部医学科の AO 入試との併願不可 

出願資格 
高等学校を 2019 年 3 月卒業見込みの者 
ただし、志願者又は保護者が 2016 年 4 月 1 日以前から引き続き大阪府内

に現住所を有する者、もしくは大阪府内にある高等学校等を卒業見込みの

者 

出願要件 

次の①～④の要件を満たした者で、本学の指定する大学入試センター試験

の教科・科目を受験したもの。⑤は、必ずしも満たしている必要はない。 
①在籍する高等学校等の長が責任をもって推薦できる者であり、合格した

場合、入学することを確約できるもの  
②卒業後、2年間の初期臨床研修を行った後、必ず一度は、大阪市立大学

医学部に所属することを確約できる者 
③将来の大阪の医療、医学において指導的役割を担う医師、医学研究者に

なろうという志をもつ者 
④調査書の学習成績概評が A 段階の者（全体の評定平均値が 4.3 以上の

者） 
⑤学業のみならず、課外活動において優れた成績あるいは実績を有する者 

選抜方法 
提出書類等、大学入試センター試験の成績、面接及び小論文を総合して判

定。ただし、志願者数が、募集人員の 2倍程度を超えた場合、提出書類及

びセンター試験の結果により指定した者のみ面接・小論文を実施。 

配点 

出願書類 100点    センター試験 800点  

面接・小論文試験＊ 100点  合計 1,000点 

 

*面接：面接試験の成績が、本学の定める基準に達しない場合、合計点の

如何に関わらず、不合格となる場合がある。 

出願期間 2018年 11月 1日（木） 

～11月 9日（金） 選考日 2019年 2月 10日（日） 

合格発表 2019年 2月 13日（水） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



【AO 入試】◆新規導入 

医学部 医学科 

募集人員 
5名 
※ AO入試の合格者数が募集人員に満たない場合、一般枠の募集人員に含

みます。 
＊本学の医学部医学科の推薦入試との併願不可 

出願資格 高等学校等を 2019年 3月卒業見込みの者及び 2017年 4月以降に卒業（修

了）した者 

出願要件 

次の要件を全て満たした者で、本学の指定する大学入試センター試験の教

科・科目を受験したもの 
①調査書の学習成績概評が A段階の者（全体の評定平均値が 4.3以上の者） 
②学業のみならず、スポーツ・文化活動やボランティア活動などの諸活動、

海外留学等の多様な経験や特定の分野において卓越した能力を有する者 
③出身学校から志願者評価書を提出してもらえる者 
④合格した場合、入学することが確約できる者 

選抜方法 
出願書類等、大学入試センター試験の成績、面接・口述試験を総合して判

定。ただし、志願者数が、募集人員の 3倍程度を超えた場合、提出書類及

びセンター試験の結果により指定した者のみ面接・口述試験を実施。 

配点 

出願書類     100点  センター試験   800点 

口述試験        100点  面接＊ 

計     1,000点 

 

*面接：医師としての適性について評価を行い、適性を欠くと判断された

場合には合計点の如何に関わらず不合格になることがある。 

出願期間 
2019年 1月 21日（月） 

～1月 25日（金） 
選考日 2019年 2月 10日（日） 

合格発表 2019年 2月 13日（水）  

※詳細については、各募集要項にてご確認ください。 


