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◎転部・転学部・転学科・転専攻および転コースの定義
　転　　部・・・・通信教育部（法学部）から通学部（法学部）への転籍
　転 学 部・・・・所属学部（通信教育部法学部含む）から他学部への転籍
　転 学 科・・・・所属学部の学科間の転籍
　転 専 攻・・・・所属学部の専攻間の転籍
　転コース・・・・所属学部のコース間の転籍　⇒　転コース志願者は、P.11をご覧ください。

１.　募集学部・学科・専攻・コース・人員・許可学年

2学年次 3学年次

法律学科 若干名 ○ ○
経済学科 ○ ○
総合経済政策学科 ○ ○
国際経済学科 ○ ○

企業経営コース 若干名 ○ ○
ITビジネスコース 若干名 ○ ○
マーケティング戦略コース 若干名 ○ ○
観光・サービスコース 若干名 ○ ○
貿易・ファイナンスコース 若干名 ○ ○

会計学科 若干名 ○ ○
キャリア・マネジメント学科 若干名 ○ ○

数学コース 3名以内 ○
物理学コース 3名以内 ○
化学コース 3名以内 ○

生命科学科 3名以内 ○
応用化学科 5名以内 ○
機械工学科 知能機械システムコース 5名以内 ○

総合エレクトロニクスコース ○
電子情報通信コース ○

社会環境工学科 5名以内 ○
エネルギー物質学科 5名以内 ○
建築学科 5名以内 ○

〇 平成30年度以降入学生
○ 平成29年度以前入学生

〇 平成30年度以降入学生
○ 平成29年度以前入学生

日本文学専攻  創作・評論コース ○
日本文学専攻　言語・文学コース 〇
英語英米文学専攻 ○
舞台芸術専攻 ○
造形芸術専攻 ○

文化・歴史学科 ○
文化デザイン学科 ○

社会・マスメディア系専攻 若干名 ○
社会・マスメディア系専攻現代社会コース 若干名 ○
心理系専攻 若干名 ○
環境・まちづくり系専攻 若干名 ○ ○
知能システムコース 〇
サイバーセキュリティコース 〇
実世界コンピューティングコース 〇

農業生産科学科 若干名 ○
水産学科 若干名 ○
応用生命化学科 若干名 ○
食品栄養学科 若干名 ○
環境管理学科 若干名 ○
生物機能科学科 若干名 ○
生物工学科 3名以内 ○
遺伝子工学科 3名以内 ○
食品安全工学科 3名以内 ○
生命情報工学科 3名以内 ○
人間環境デザイン工学科 3名以内 ○

生物化学コース ○
環境化学コース ○
食品科学コース ○
機械設計コース ○
エネルギー機械コース ○
ロボット設計コース ○
ロボット制御コース ○
電気電子コース ○
情報通信コース ○
情報システムコース ○
情報メディアコース ○
建築学コース ○
インテリアデザインコース ○

生物環境化学科 ○
電気電子工学科 ○
建築・デザイン学科 ○
情報学科 ○
経営ビジネス学科 ○

※許可学年は、面接（口頭試問）を含めた総合評価で決定しますので、必ずしも上記のとおりとは限りません。

※出願については、事前に必ず志望学部の学生センターに問い合わせてください。

薬学部
(転学科のみ実施）

医療薬学科

創薬科学科

若干名

若干名

備考学科・専攻・コース

経営学科

文学科

商学科

理学科

電気電子通信工学科

許可学年（原則）募集
人員

若干名

5名以内

若干名
芸術学科

学部

建築学部

法学部

経済学部

経営学部

理工学部

建築学科

情報学科

電子情報工学科

若干名産業理工学部

工学部

3名

3名

3名

3名

3名

3名

5名以内

文芸学部

総合社会学部

機械工学科

ロボティクス学科

総合社会学科

化学生命工学科

生物理工学部

農学部

情報学部 情報学科
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２.　受験資格　

出願前に所属学部の学生センターに申し出のうえ、教員または職員の面談を受けること。（通信教育部生を除く）

通信教育部生は通信教育部の実施する書類選考にて転部・転学部試験受験資格を付与されていること。

なお、医学部から他学部への転籍を志望する場合は、別途医学部学生センターへお問い合わせください。

◎法学部・経済学部・経営学部・総合社会学部

　本学の1学年または2学年に在籍し、以下のすべての条件を満たす者

　○1学年から2学年への転籍志願者

　　1.在学年数1年以上または1年見込みの者

　　2.次の単位数を修得または修得見込みの者

法学部 経済学部 経営学部 総合社会学部

22単位以上 20単位以上 20単位以上 22単位以上

　○2学年から3学年への転籍志願者

　　1.在学年数2年以上または2年見込みの者

　　2.次の単位数を修得または修得見込みの者

法学部 経済学部 経営学部 総合社会学部

56単位以上 56単位以上 52単位以上 58単位以上

　◆休学している場合は、現在所属している各学部・学科・専攻・コースにおいて、次年次への進級基準を満たすこと。

　◆総合社会学部心理系専攻は、専門分野での必修科目が1、2年生で設定されているため、許可学年は2年次のみとなり

　　ます。

　令和5年3月末時点で、本学に1年以上在学している者

　※学年末の成績が確定した段階で、現在所属している各学部・学科・専攻・コースの2年次への進級基準を満たすこと。

　在学年数1年以上または1年見込みの者かつ24単位以上を修得または修得見込みの者

◎薬学部

　〇平成30年度以降入学生

本学薬学部の1学年に在学し、2学年への進級が見込める者

　〇平成29年度以前入学生

本学薬学部の2学年に在学し、3学年への進級が見込める者

　※令和3年度以前カリキュラムの創薬科学科生は学年末の成績が確定した段階で医療薬学科対応専門科目を全て修得している者

令和4年度以降カリキュラムの創薬科学科生は、学年末の成績が確定した段階で、医療薬学科対応専門科目を全て修得し、

かつ医療薬学科開講の「基礎生化学」を修得している者

　 （出願前に必ず薬学部学生センターへ申し出ること）

◎文芸学部

　本学の1学年に在学し、22単位以上を修得または修得見込みの者

　※学年末の成績が確定した段階で、現在所属している各学部・学科・専攻・コースの2年次への進級基準を満たすこと

◎情報学部

　本学の1学年に在学中で、24単位以上を修得または修得見込みの者

◎農学部

　本学の1学年に在学している者（1年以上在学した者を含む）

　本学の2学年に在籍している者

　※1学年で出願する者は、学年末の成績が確定した段階で、現在所属している各学部・学科・専攻・コースの2年次への

進級基準を満たすこと

◎生物理工学部

　令和5年3月未時点で、本学に1年以上在学している者

　※教養科目（生物理工学部では共通教養科目と学部基礎科目）のうち6単位以上、および英話科目から2単位以上を修得または

　　修得見込みである者

◎工学部・産業理工学部

　令和5年3月末時点で、本学に1年以上在学している者

◎理工学部

◎建築学部
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３.　試験日

令和5年2月14日（火）

令和5年2月15日（水）

令和5年2月24日（金）

４.　試験室・集合場所

集合時間

EキャンパスC館

EキャンパスB館

21号館

31号館

33号館

39号館

EキャンパスA館

EキャンパスG館

EキャンパスE館 午前9時00分

午前9時30分

午前10時00分

午前9時30分
午前9時00分

午前9時30分　

午前10時30分

午前9時30分

５.　出願期間

令和5年2月24日（金）

令和5年3月3日（金）

1階101教室

試験室

令和5年2月9日（木）

1階103教室

6階602教室

令和5年3月3日（金）

建築学部

総合社会学部 8階801教室

4階33-403教室

4階401演習室

4階共同演習室

学部 キャンパス

建築学部

法学部

東大阪キャンパス
東大阪市小若江3-4-1

薬学部

文芸学部

情報学部

経済学部

経営学部

転学科試験　 C館214教室

2階21-205教室

2階31-201講義室理工学部

工学部
広島キャンパス
広島県東広島市高屋うめの辺1番

生物理工学部
和歌山キャンパス
和歌山県紀の川市西三谷930

転学部試験　 211教室
農学部

奈良キャンパス
奈良市中町3327-204 転学科試験　 218教室

転学部試験　 2号館2階252教室
転学科試験　 2号館2階251教室

転学部試験　 C館215教室

建築学部

産業理工学部
福岡キャンパス
福岡県飯塚市柏の森11-6

学部 出願受付期間（出願締切日消印有効）

法学部

経済学部

経営学部

理工学部

令和5年1月30日（月） ～2月3日（金）

1号館1階　　 1101講義室

薬学部

産業理工学部

文芸学部 令和5年1月16日 (月） ～1月20日 (金）

総合社会学部

情報学部

農学部

生物理工学部

工学部

令和5年2月17日（金） ～2月22日（水）

令和5年1月30日（月)　～2月3日（金）

工学部 令和5年3月1日（水）

産業理工学部

総合社会学部

情報学部

令和5年2月15日（水）

午前9時30分

法学部

経済学部

経営学部

理工学部

薬学部

令和5年2月15日（水）

文芸学部

農学部

生物理工学部

学部 試験日
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６.　検定料

　35,000円（産業理工学部は32,000円）

※検定料は、最寄りの金融機関窓口（電信扱い）で振込をしてください。（ゆうちょ銀行からの振込はできません）

※ＡＴＭ（自動振込機）・インターネットバンキングによる振込は、電算機処理上ご遠慮ください。

※検定料領収書（本人保管）は大切に保管してください。（検定料振込依頼票は銀行が切り離します）

※一度受理した検定料は返還いたしません。

※最終日の銀行振込は、金融機関の受付締切時刻に注意してください。

７.　出願書類

(1) 試験願書

志望学科に専攻・コースがある場合は、専攻・コース名まで記入してください。

志望学年は、翌年度4月進級予定の学年を記入してください。

志願者氏名欄および保証人氏名欄に必ず押印してください。

(2) 受験票（はがき）

受験番号を記載したはがきを郵送しますので、両面に必要事項を記入してください。

(3) 受験副票

上半身、脱帽、正面向（タテ4cm×ヨコ3cm）で3カ月以内に撮影したもの。（カラ―写真）

写真の裏面に志望学部・学科・氏名を記入し、所定欄に貼付してください。

※写真が不鮮明な場合は、再請求することがあります。

(4) 検定料振込通知書（本人→大学）

取扱銀行収納印は検定料振込時に押印されます。

(5) 志望理由書（1,000字以内）

(6) 前期までの成績通知書（所属学部の学生センターから志望学部の学生センターへ送付しますので、受験生が提出する必要はありません。）

(7) TOEICスコア（原本をコピーしたもの）（文芸学部文学科英語英米文学専攻を志願する受験生のみ提出してください。）

※出願期間末日より2年以内に取得したもの

(8) パワーポイントデータを記録したCDやDVDなどの記録媒体（文芸学部文化デザイン学科を志願する受験生のみ提出してください。）

※詳細はP.6「(3)パワーポイントデータ提出について」を参照してください。

(9) 通信教育部　転部・転学部試験受験許可書（通信教育部から転部・転学部を志願する受験生のみ提出してください。）

※出願書類は、在学する学部学生センターで配付します。

※試験願書・受験票・受験副票・検定料振込通知書（本人→大学）は切り離さないで提出してください。

８.　出願方法

検定料を金融機関の窓口で振込し、出願書類を所定の専用封筒に入れてください。その後、専用封筒により簡易書留

　速達で志望学部の学生センター宛（P.10「１７.出願書類送付先」参照）に郵送してください。（出願締切日消印有効）

なお、直接窓口へ持参する場合は、出願書類を所定の専用封筒に入れて、出願期間中に志望学部の学生センターへ提出してく

　ださい。

　※出願前に所属学部の学生センターに申し出のうえ、教員または職員の面談を受けてください。（通信教育部生を除く）

　※理工学部への転籍を希望し、現在、農学部・生物理工学部・工学部・産業理工学部に所属している学生は、それぞれ各

　　所属学部の学生センターに出願書類を持参してください。

　※建築学部への転籍を希望し、現在、工学部・産業理工学部に所属している学生は、それぞれ各所属学部の学生センターに

　　出願書類を持参してください。

　※試験日の一週間前までに、受験票を送付します。

　※一度受理した書類は返還いたしません。

９.　選考方法・時間割

(1) 試験成績・修得成績・面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

(2) 基礎テスト（又は小論文）は、受験学科（専攻）に関する内容から出題します。（P.5「参考図書一覧」参照）

(3) 文芸学部芸術学科造形芸術専攻の出願者については、実技（デッサン）を行います。

(4) 文芸学部芸術学科造形芸術専攻の出願者については、面接（口頭試問）時に自作品の持込みを認めます。

※受験者は試験当日、午前9時30分までに各試験室に入室してください。

　　《受付時間》　平日　9:00～17:00　土曜　9:00～12:30

◎法学部・経済学部・経営学部・文芸学部・総合社会学部
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○法学部・経済学部・経営学部・総合社会学部

10:00～11:00 11:30～

基礎テスト 面接（口頭試問）

　 <参考図書一覧>

法学部 『法学の基礎　第2版』団藤 重光，有斐閣

『法学入門　第6版補訂版』（有斐閣双書）末川　博，有斐閣

『条文の読み方[第2版]』法制執務・法令用語研究会，有斐閣(2021)

『プレップ法学を学ぶ前に[第2版]』道垣内弘人，弘文堂(2017)

『元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[改訂第4版]』吉田利宏，ダイヤモンド社(2022)

経済学部 『ミクロ経済学の力』神取道宏,日本評論社

『マンキュー経済学 Ⅰ ミクロ編（第3版）』 N・グレゴリー・マンキュー,　東洋経済新報社

『ゲーム理論ワークブック』岡田　章、加茂　知幸、三上　和彦、宮川　敏治，有斐閣

『経済学で出る数学』尾山　大輔、安田　洋祐，日本評論社

『ミクロ経済学入門　第2版』西村和雄, 岩波書店

『マクロ経済学―入門の「一歩前」から応用まで』平口　良司、稲葉　大，有斐閣ストゥディア

『これから経済学をまなぶひとのための数学基礎レッスン』西森　晃，日本経済評論社

経営学部 『１からの経営学（第3版）』加護野　忠男、吉村　典久，中央経済社

『経験から学ぶ経営学入門　第2版』上林　憲雄　他，有斐閣

『1からのマーケティング　第4版』石井淳蔵、廣田章光、清水信年，中央経済社

『流通論をつかむ(テキストブックス「つかむ」)』渡辺　達郎、原　頼利、遠藤　明子、田村　晃二，有斐閣

『財務会計・入門　第14版－－企業活動を描き出す会計情報とその活用法』桜井　久勝、須田　一幸，有斐閣

『新版　現代会計学（第3版）』新井　清光、川村　義則，中央経済社

『理論と実践で自己決定力をのばす　キャリアデザイン講座　第3版』大宮　登，日経BP社(2019)

『キャリアデザイン入門（１）基礎力編（日経文庫）』大久保　幸夫，日本経済新聞社

総合社会学部 〔社会・マスメディア系専攻〕

『社会学のエッセンス -- 世の中のしくみを見ぬく 新版補訂版』友枝　敏雄、竹沢　尚一郎、

正村　俊之、坂本　佳鶴恵,　有斐閣アルマ（2017）

『社会学』長谷川　公一、浜　日出夫 、藤村　正之、町村　敬志 ,　有斐閣(2007)

『クロニクル社会学：人と理論の魅力を語る』那須　壽，有斐閣アルマ(1997)

『大人のためのメディア論講義』石田　英敬，ちくま新書(2016)

〔心理系専攻〕

『心理学 第5版』鹿取　廣人、杉本　敏夫、鳥居　修晃，東京大学出版会(2015)

『心理学史-現代心理学の生い立ち』大山　正，サイエンス社(2010)

『なるほど！心理学研究法』三浦　麻子，北大路書房(2017)

『これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計法』西村　純一、井上　俊哉，ナカニシヤ出版(2016)

〔環境・まちづくり系専攻〕

『ふるさとを元気にする仕事』山崎　亮，ちくまプリマー新書

『地域を豊かにする働き方－被災地復興から見えてきたこと』関　満博，ちくまプリマー新書

『環境とつきあう50話』森住　明弘，岩波ジュニア新書

『レイチェル・カーソンはこう考えた』多田　満，ちくまプリマー新書

○文芸学部　文学科、芸術学科舞台芸術専攻、文化・歴史学科

10:00～11:00 12:30～

小論文 面接（口頭試問）

○文芸学部　芸術学科造形芸術専攻

10:00～11:00 12:30～

実技（デッサン） 面接（口頭試問）

○文芸学部　文化デザイン学科

10:00～11:00 12:30～

小論文 プレゼンテーション
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(1) プレゼンテーション

『文化デザイン学科での抱負』というテーマで、当学科への転入動機を伝える。

その際、過去の学部・学科で何をやってきたか、なぜ転入したいのか、そして文化デザイン学科への転入後の勉学の抱負を盛り込むこと。

　発表方法

　①パワーポイントによるプレゼンテーション

　　なるべく写真や画像などを用いて、視覚的にわかりやすく、かつ独創性のある内容にしてください。スライドの枚数は自由。

　　内容もさることながら、スライドの構成やデザイン、話し方も審査対象となります。原稿メモは準備しても構いませんが、

　　基本的には原稿を読まずに審査官の方を向いて話すこと。

　　動画や音声を挿入する場合は、ソフト環境が整ったご自身のパソコンをお持ちください。

　　（試験場のパソコンでは再生できない場合があります。）

　　成果物や作品現物がある場合は、1、2点に絞って持ち込み可能とします。

　　（冒頭のスライドタイトルは『文化デザイン学科での抱負』、その下に氏名を書く。）

　②発表時間：15分

　③A4用紙1枚のレジュメを作成

(2) プレゼンテーションに続いて質疑応答、面接(口頭試問)20～30分

(3) パワーポイントデータ提出について

パワーポイントデータを記録したCDやDVDなどの記録媒体を出願書類に同封してください。

なお、動画ファイルや音声ファイルをパワーポイントに埋め込む場合は、パワーポイントのデータだけでなく、もとの

動画ファイルや音声ファイルのデータも提出してください。

(1) 筆記試験、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

(2) 筆記試験「理科」については、受験学科（コース）で下記の指定を行います。

「物理」を指定する学科：理学科（数学コース、物理学コース）、機械工学科、電気電子通信工学科、社会環境工学科

「化学」を指定する学科：理学科（化学コース）、応用化学科

「生物」または「化学」を指定する学科：生命科学科（出願時に選択、受験当日の変更はできません。）

「物理」または「化学」を指定する学科：エネルギー物質学科（出願時に選択、受験当日の変更はできません。）

　※受験者は試験当日、午前9時30分までに31号館2階201講義室に入室してください。

　○出題範囲

教科 科目

外国語 英　語

数　学 数　学

物　理

化　学

生　物

10:00～11:00 11:20～12:20 13:10～14:10 14:30～

英　語 数　学 理　科 面接（口頭試問）

　筆記試験、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※受験者は試験当日、午前9時30分までに33号館4階403教室に入室してください。

　○出題範囲

教科 科目

外国語 英語

数学 数学

理科 物理

10:00～11:00 11:20～12:20 13:10～14:10 14:30～

英語 数学 理科（物理） 面接（口頭試問）

◎建築学部

◎理工学部

理科

出題範囲

大学1年修了程度

1変数の微分・積分、線形代数学①行列、②行列式

質点力学、電磁気学、熱力学、剛体他（大学1年修了程度）

化学概論程度（無機化学、有機化学、物理化学の大学1年修了程度）

細胞と個体の成り立ち、生殖と発生、遺伝、生体機能とタンパク質、遺伝情報とその発現
について大学1年修了程度

出題範囲

大学1年修了程度

1変数の微分・積分、線形代数学①行列、②行列式

質点の運動と力学、運動量とエネルギー、剛体の運動
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　小論文、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※受験者は試験当日、午前9時30分までに39号館4階401演習室に入室してください。

10:00～11:00 12:30～

小論文 面接（口頭試問）

　筆記試験、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※受験者は試験当日、午前9時までにＥ館１階Ｅ-101教室に入室してください。

　○出題範囲

教科 科目

外国語 英　語

微分積分学、線形代数学、確率統計

9:30～10:30 10:50～12:20 13:10～14:40 15:00～

英　語 数　学 情　報 面接（口頭試問）

　筆記試験（転学部試験のみ）、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※受験者は試験当日、転学部試験は午前9時30分までに211教室、転学科試験は午前10時までに218教室に集合してください。

　※英語については辞書1冊に限り持ち込みを認めます。（ただし、電子辞書は不可）

　○転学部試験 　　　　　　　　○転学科試験

10:00～11:00 12:30～ 10:30～

英　語 面接（口頭試問） 面接（口頭試問）

　筆記試験（転学部試験のみ）、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※生物工学科、遺伝子工学科、食品安全工学科の口頭試問では、化学・生物に関する基礎的な内容を問うことがあります。

　※生命情報工学科、人間環境デザイン工学科の口頭試問では、数学・物理に関する基礎的な内容を問うことがあります。

　※受験者は試験当日、転学部試験は午前9時30分までに2号館2階252教室、転学科試験は午前9時までに2号館2階251教室

　　に集合してください。

　※英語については辞書1冊に限り持ち込みを認めます。（ただし、電子辞書は不可）

　○転学部試験 　　　　　　　　○転学科試験

10:00～11:00 12:30～ 9:30～

英　語 面接（口頭試問） 面接（口頭試問）

　筆記試験（転学部試験のみ）、既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※受験者は試験当日、転学部試験は午前9時30分までにＣ館215教室、転学科試験は午前10時30分までにＣ館214教室に集合

　　してください。

　○転学部試験 　　　　　　  　○転学科試験

10:00～11:00 11:20～12:20 13:20～

英　語 数　学 面接（口頭試問）

11:00～

◎薬学部

◎農学部

◎工学部

◎情報学部

出題範囲

大学1年修了程度

※詳細な出題範囲は情報学部1年次開講科目「基礎微分積分学」、「基礎線形代数学1」、
「基礎線形代数学2」、「確率統計」のシラバスを参照すること

コンピュータの基本構成と仕組み、コンピュータ処理の基礎概念、Javaプログラミング

※詳細な出題範囲は情報学部1年次開講科目「コンピュータ基礎」、「プログラミング基礎
1」、「プログラミング基礎2」のシラバスを参照すること

数　学数　学

情　報 情　報

◎生物理工学部

面接（口頭試問）
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　既修得科目とその成績、面接（口頭試問）を総合して合否を判定します。

　※受験者は試験当日、午前9時30分までに1号館1階1101教室に集合してください。

　○口頭試問の内容

基礎的な化学または生物学に関する内容

基礎的な数学に関する内容

基礎的な建築またはデザインに関する内容

基礎的な情報または数学に関する内容

基礎的な経営・経済に関する内容

10:00～

面接（口頭試問）

１０．　受験時の注意事項

(1) 受験票と学生証を机上に提示してください。（提示がない場合は受験できません）

(2) 解答は、黒鉛筆【HB】又はシャープペンシル【HB】(0.5㎜以上の芯に限る)を使用してください。(ボールペンもご持参ください)

(3) 試験開始30分を経過した遅刻者は、すべての科目を受験できません。

１１.　新型コロナウイルス感染症に関する対応について

（新型コロナウイルス感染症の罹患者への対応）

　新型コロナウイルス感染症の疑いがあるまたは濃厚接触者に該当された場合は、入学検定料の返還対象となります。

（試験当日の対応）

　・試験会場内では、必ずマスクを着用（鼻と口の両方を確実に覆う）してください。感染対策の観点から、マスクは不織布マスクを

　　推奨します。フェイスシールドまたはマウスシールドの着用のみでは、受験できません。

　　※本人確認時は監督者の指示に従い、マスクを外していただきます。

　・手洗い、手指のアルコール消毒、咳エチケットを励行してください。

　・試験室では、感染対策のため試験中でも窓やドアを開けて換気を行います。試験当日は、体温調節のしやすい服装で受験して

　　ください。

１２.　合格発表

学部

法学部

経済学部

経営学部

理工学部

建築学部

薬学部

文芸学部

総合社会学部

情報学部

農学部

生物理工学部

工学部

産業理工学部

(1) 合否とも速達で郵送します。電話などでの照会には一切応じません。

(2) 合格は総合判定で行うため、単位を修得していても志願どおりの学年への許可とならない場合があります。

(3) 単位修得見込の合格者が受験資格を満たさなかった場合は、合格を取り消します。

合格発表日

令和5年2月25日（土）

令和5年3月18日（土）

◎産業理工学部

情報学科

経営ビジネス学科

学科 内容

生物環境化学科

電気電子工学科

建築・デザイン学科

令和5年2月25日（土）

令和5年3月18日（土）
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１３.　転籍手続期間

学部

法学部

経済学部

経営学部

理工学部

建築学部

薬学部

文芸学部

総合社会学部

情報学部

農学部

生物理工学部

工学部

産業理工学部

１４.　学費等納入金

　P.13・P.14の「転籍者学費等一覧表」を参照してください。

　学費等の納入期限は、令和5年5月15日（月）までとします。学費等の納入については4月上旬に別途案内いたします。

経済的事情により納入期限までに学費等を納入できない場合は、延納、分納の制度があります。手続期間や方法は、

各学部や財務部資金室の掲示板、近大UNIPA、大学のホームページ等でお知らせいたします。

※通信教育部からの転籍については、令和5年3月に転部料が必要です。詳細は、合格学部の学生センターから案内いたします。

１５．　注意事項

　 (1) 合格した場合、その転籍先のカリキュラム・進級基準等が適用されます。

　 (2) 学部・学科間のカリキュラムの相違により、読み替えられる単位数は異なります。必要科目(単位)で未修得となる

科目(単位)についてはこれを履修しなければなりません。これらの科目が多く、しかも必修科目である場合は、

転籍後に思わぬ負担がかかる場合があります。詳細は、出願先の学部学生センターにお問い合わせください。

１６.　個人情報の保護

　出願書類に記入いただいた住所、氏名、その他個人情報は、

　　１．受験票、合格通知および転籍手続書類の発送

　　２．合格者が転籍するために必要な情報の提供

　　３．個人を特定しない各種統計資料作成

　を行うために利用します。

　上記１～３の作業は本学から当該業務の委託を受けた業者（以下、「委託業者」といいます）において行う場合があり

　ます。業務委託にあたり、記入いただいた個人情報の全部または一部を委託業者に提供することがありますが、上記

　１～３のみに利用し、委託業務を超えた利用はありません。予めご了承ください。

令和5年3月18日（土）～3月24日（金）必着

令和5年2月25日（土）～3月2日（木）必着

令和5年2月25日（土）～3月6日（月）必着

転籍手続期間

令和5年3月18日（土）～3月23日（木）必着

令和5年2月25日（土）～3月3日（金）必着

令和5年3月18日（土）～3月23日（木）必着
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１７.　出願書類送付先・お問い合わせ先

部署名 場所 電話番号

法学部学生センター C館1階 (06)4307-3041

経済学部学生センター B館1階 (06)4307-3043

経営学部学生センター 21号館2階 (06)4307-3045

理工学部学生センター 38号館1階 (06)4307-3047

建築学部学生センター 33号館1階 (06)4307-3057

薬学部学生センター 39号館1階 (06)4307-3058

文芸学部学生センター A館1階 (06)4307-3061

総合社会学部学生センター G館1階 (06)4307-3062

情報学部学生センター E館1階 (06)4307-3116

奈良キャンパス学生センター
(農学部)
学生支援課

(0742)43-1849

和歌山キャンパス学生センター
(生物理工学部)
教務・学生担当

(0736)77-3888

広島キャンパス学生センター
(工学部)
教務学生グループ

(082)434-7006

福岡キャンパス学生センター
(産業理工学部)
学生支援課

(0948)22-5655

キャンパス名

東大阪キャンパス
〒577-8502
東大阪市小若江3-4-1

奈良キャンパス
〒631-8505
奈良市中町3327-204

福岡キャンパス
〒820-8555
福岡県飯塚市柏の森11-6

広島キャンパス
〒739-2116
広島県東広島市高屋うめの辺1番

和歌山キャンパス
〒649-6493
和歌山県紀の川市西三谷930
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１８． 転コース試験　試験要項

◎募集コース

2学年次 3学年次

経営学部 経営学科 ○

○ ○

○ ○

※経営学部経営学科の転コース試験は、ＩＴビジネスコースから企業経営コースへの転コース希望者に限ります。

※許可学年は、口頭試問を含めた総合評価で決定しますので、必ずしも上記のとおりとは限りません。

※出願については、事前に必ず志望学部の学生センターに問い合わせてください。

◎出願資格

　 募集学部の1学年または2学年に在籍し、以下のすべての条件を満たす者

　○1学年から2学年への転籍志願者

　　1.在学年数1年以上または1年見込みの者

　　2.次の単位数を修得または修得見込みの者

文芸学部

20単位以上

　○2学年から3学年への転籍志願者

　　1.在学年数2年以上または2年見込みの者

　　2.次の単位数を修得または修得見込みの者

経営学部 文芸学部

52単位以上 48単位以上

　 ◆休学している場合は、現在所属している各学部・学科・専攻・コースにおいて、次年次への進級基準を満たすこと

◎試験日

学部

経営学部

文芸学部

◎集合教室・集合時間

学部 集合時間

経営学部 午前11時00分

文芸学部 午前9時30分

◎出願期間

学部

経営学部 令和5年1月30日（月）～2月 3日（金) 9:00～17:00

文芸学部 令和5年1月16日（月）～1月20日（金) 9:00～17:00

◎検定料

　 転コース試験　無料

許可学年（原則）

文学科日本文学専攻

募集
人員

学科・専攻・コース

言語・文学コース

創作・評論コース

21号館2階　 　21-205教室

企業経営コース

試験日

令和5年2月15日 (水)

令和5年2月 9日 (木)

学部

文芸学部

出願受付期間（持参のみ）

集合教室

Eキャンパス　 A館4階第2会議室
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◎出願書類（所属学部の学生センターで配付します）

(1) 試験願書

　　専攻・コース名まで記入してください。

　　志望学年は、翌年度4月進級予定の学年を記入してください。

　　志願者氏名欄および保証人氏名欄に必ず押印してください。

(2) 受験票（はがき）

　　受験番号を記載したはがきを郵送しますので、両面に必要事項を記入してください。

(3) 受験副票

　　上半身、脱帽、正面向（タテ4cm×ヨコ3cm）で3カ月以内に撮影したもの。（カラー写真）

　　写真の裏面に志望学部・学科・氏名を記入し、所定欄に貼付してください。

　　※写真が不鮮明な場合は、再請求することがあります。

(4) 志望理由書（1,000字以内）

◎出願方法

出願書類を所定の専用封筒に入れて、所属する学部の学生センターに持参してください。

　 ※一度受理した書類は返還いたしません。

◎選考方法・時間割

　○経営学部

　　面接（口頭試問）と修得成績を総合して合否を判定します。

　　※受験者は試験当日、午前11時00分までに21号館2階205教室に集合してください。

11:30～

面接（口頭試問）

　○文芸学部

　　面接(口頭試問)・修得成績を総合して合否を判定します。

　　※受験者は試験当日、午前9時30分までにA館4階第2会議室に集合してください。

10:00～

面接（口頭試問）

◎合格発表

(1) 合否とも速達で郵送します。電話などでの照会には一切応じません。

(2) 合格は総合判定で行うため、単位を修得していても志願どおりの学年への許可とならない場合があります。

(3) 単位修得見込の合格者が受験資格を満たさなかった場合は、合格を取り消します。

◎受験時の注意事項

(1) 学生証と受験票を面接者に提示してください。（提示がない場合は受験できません）

(2) 試験開始30分を経過した遅刻者は受験できません。

(3) 試験会場内では、必ずマスクを着用してください。(マスクを着用されていない場合、受験いただけません。

　  本人確認時は、監督者の指示に従いマスクを外していただきます。)

(4) 手洗い、手指のアルコール消毒、咳エチケットを励行してください。

◎その他

　 (1) 転籍手続期間や必要書類については、合格通知の際にご案内します。

(2) 個人情報の取扱い、お問い合わせ先については、P.9「１６.個人情報の保護」P.10「１７.お問い合わせ先」を

　  参照してください。

令和5年2月25日（土）

《受付時間》　平日　9:00～17:00　土曜　9:00～12:30
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１９． 令和5年度　転籍者学費等一覧表

○法学部、経済学部、経営学部、文芸学部、総合社会学部　　　

第2学年へ許可された場合 （単位：円）

文学科
文化・歴史学科

文化デザイン学科
芸術学科

2年次
1,105,000
(552,500)

1,105,000
(552,500)

1,105,000
(552,500)

1,105,000
(552,500)

1,472,000
(736,000)

1,105,000
(552,500)

3年次
1,125,000
(562,500)

1,125,000
(562,500)

1,125,000
(562,500)

1,125,000
(562,500)

1,502,000
(751,000)

1,125,000
(562,500)

4年次
1,145,000
(572,500)

1,145,000
(572,500)

1,145,000
(572,500)

1,145,000
(572,500)

1,532,000
(766,000)

1,145,000
(572,500)

毎年次
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)

毎年次 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

毎年次 800 900 900 － － －

569,800 569,900 569,900 569,000 752,500 569,000

備考１．転籍時納入金は、授業料（前期分）、課外活動育成費（前期分）、学生健保共済会費、学部学生部会費（法、経済、経営）

　　　　の合計額です。

　　２．平成28年度以前入学者は学費が異なります。

　　３．令和2年度以降入学者は、枠内表示額以外に、校友会終身会費30,000円が必要です(入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円。なお、既に校友会終身会費

　　　　を納めている者は不要)。

　　　　令和元年度以前入学者は、枠内表示額以外に、学部同窓会費(年額1,000円)と最終学年次に校友会終身会費(10,000円)が必要です。

　　４．通信教育部からの転籍については、転部料（150,000円）が必要です。

　　５．イブニング履修からの転籍については、転履修料（50,000円）が必要です。

　　６．総合社会学部総合社会学科心理系専攻では、「心理実習」を履修する場合、別途実習費を徴収します。

○理工学部、建築学部、情報学部、農学部、生物理工学部、工学部　産業理工学部　　

第2学年へ許可された場合 （単位：円）

生物環境化学科
電気電子工学科

建築・デザイン学科

情報学科

経営ビジネス
学科

2年次
1,472,000
(736,000)

1,472,000
(736,000)

1,472,000
(736,000)

1,472,000
(736,000)

1,472,000
(736,000)

1,408,000
(704,000)

1,274,000
(637,000)

899,000
(449,500)

3年次
1,502,000
(751,000)

1,502,000
(751,000)

1,502,000
(751,000)

1,502,000
(751,000)

1,502,000
(751,000)

1,438,000
(719,000)

1,304,000
(652,000)

929,000
(464,500)

4年次
1,532,000
(766,000)

1,532,000
(766,000)

1,532,000
(766,000)

1,532,000
(766,000)

1,532,000
(766,000)

1,468,000
(734,000)

1,334,000
(667,000)

959,000
(479,500)

毎年次
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)

毎年次 6,500 6,500 6,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

転籍時のみ － － － － － 8,000 － －

毎年次 － － － － － 2,000 － －

752,500 752,500 752,500 750,500 750,500
728,500※1

720,500※2
651,500 464,000

備考１．転籍時納入金は、授業料（前期分）、課外活動育成費（前期分）、学生健保共済会費、学部学生部会費（工学部のみ転学部する場合は入会金8,000円

　　　　と会費2,000円が必要、転学科する場合は会費2,000円が必要）の合計額です。

        ※1は転学部納入金、※2は転学科納入金

　　２．平成28年度以前入学者は学費が異なります。

　　３．令和2年度以降入学者は、枠内表示額以外に、校友会終身会費30,000円が必要です(入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円。なお、既に校友会終身会費

　　　　を納めている者は不要)。

　　　　令和元年度以前入学者は、枠内表示額以外に、学部同窓会費(年額1,000円、農学部は初年度に3,000円)と最終学年次に校友会終身会費(10,000円)が必要です。

　　４．通信教育部からの転籍については、転部料（150,000円）が必要です。

　　５．イブニング履修からの転籍については、転履修料（50,000円）が必要です。

生物理工学部 工学部情報学部

産業理工学部

費用 対象 法学部 経済学部 経営学部

文芸学部

総合社会学部

費用 対象 理工学部 建築学部 農学部

授業料
 （　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

学生健保共済会費

学部学生部会費

転籍時納入金

授業料
（　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

学生健保共済会費

学部学生部会費
（入会金）

学部学生部会費
（会費）

転籍時納入金
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○法学部、経済学部、経営学部、総合社会学部　　　

第3学年へ許可された場合 （単位：円）

3年次
1,125,000
(562,500)

1,125,000
(562,500)

1,125,000
(562,500)

1,125,000
(562,500)

4年次
1,145,000
(572,500)

1,145,000
(572,500)

1,145,000
(572,500)

1,145,000
(572,500)

毎年次
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)

毎年次 6,500 6,500 6,500 6,500

毎年次 800 900 900 －

579,800 579,900 579,900 579,000

備考１．転籍時納入金は、授業料（前期分）、課外活動育成費（前期分）、学生健保共済会費、学部学生部会費（法、経済、経営）

　　　　の合計額です。

　　２．平成28年度以前入学者は学費が異なります。

　　３．令和2年度以降入学者は、枠内表示額以外に、校友会終身会費30,000円が必要です(入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円。なお、既に校友会終身会費

　　　　を納めている者は不要)。

　　　　令和元年度以前入学者は、枠内表示額以外に、学部同窓会費(年額1,000円)と最終学年次に校友会終身会費(10,000円)が必要です。

　　４．通信教育部からの転籍については、転部料（150,000円）が必要です。

　　５．イブニング履修からの転籍については、転履修料（50,000円）が必要です。

○薬学部　　

第1学年から第2学年へ転学科を許可された場合 （単位：円） 第2学年から第3学年へ転学科を許可された場合 （単位：円）

2年次
2,062,000

(1,031,000)
1,472,000
(736,000)

3年次
2,092,000

(1,046,000)
1,502,000
(751,000)

3年次
2,092,000

(1,046,000)
1,502,000
(751,000)

4年次
2,122,000

(1,061,000)
1,532,000
(766,000)

4年次
2,122,000

(1,061,000)
1,532,000
(766,000)

5年次
2,152,000

(1,076,000)
－

5年次
2,152,000

(1,076,000)
－ 6年次

2,182,000
(1,091,000)

－

6年次
2,182,000

(1,091,000)
－ 毎年次

20,000
(10,000)

20,000
(10,000)

毎年次
20,000

(10,000)
20,000

(10,000)
毎年次 6,500 6,500

毎年次 6,500 6,500

1,047,500 752,500 1,062,500 767,500

備考 １．転籍時納入金は、授業料（前期分）、課外活動育成費（前期分）、学生健保共済会費の合計額です。

　　 ２. 平成28年度以前入学者は学費が異なります。

　　 ３．令和2年度以降入学者は、枠内表示額以外に校友会終身会費30,000円が必要です(入学年次に20,000円、最終学年次に10,000円。なお、既に校友会終身会費

　　　　 を納めている者は不要)。

　　　　 令和元年度以前入学者は、枠内表示額以外に、学部同窓会費(年額1,000円)と最終学年次に校友会終身会費(10,000円)が必要です。

授業料
（　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

総合社会学部経済学部 経営学部費用 対象 法学部

費用 対象 創薬科学科

学生健保共済会費

学部学生部会費

転籍時納入金

学生健保共済会費

転籍時納入金 転籍時納入金

授業料
（　）内前期納入分

授業料
 （　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

課外活動育成費
（　）内前期納入分

学生健保共済会費

医療薬学科 創薬科学科 費用 対象 医療薬学科
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２０． 理工学部・工学部を受験希望の方へ

（1）日本技術者教育認定制度とは？

　　大学等の高等教育機関で実施されている技術者教育プログラムが、社会の要求水準や国際的な要求水

　準を満たしているかどうかを、外部評価機関である日本技術者教育認定機構 （Japan Accreditation 

  Board for Engineering Education：JABEE 1999年設立）が評価し、一定水準以上の教育プログラムを

  認定する専門認定制度です。(JABEEホームページ：https://jabee.org/)

　  学問を教えるだけの工学教育から国際的にも通用する技術者を育てる技術者教育への転換を実現する

  ための制度といえます。認定された場合、そのプログラムの修了者はJABEE認定プログラム修了者であ

　ると認定され、次の（2）に挙げるようなメリットがあります。

（2）JABEE認定プログラム修了者とは？

　  JABEE認定プログラムとは社会の要求する技術者教育の基準を満たしているプログラムのことです。

　　したがって、認定プログラムの修了者は、必然的に社会の要求する技術者水準に達していると外部か

　らも評価されることになります。

　・単なる知識の詰め込みだけでなく、知識を応用する力、コミュニケーション能力、自己学習能力など

　　が強化され、即戦力を期待する社会に自信をもって巣立っていくことができます。

　・質の高い技術者教育を修了したことが客観的に証明されますので、就職・進学等、修了者は有利な評

　　価を受けることになります。

　・JABEE認定プログラム修了者は「修習技術者」となり、国家資格である「技術士」の第一次試験が

　　免除されます。

　・JABEEは、技術者教育の実質的同等性を国際的に認め合う取り決めであるワシントン協定やソウル協定

　　等に加盟しています。したがって、JABEE認定プログラム修了者は、他の加盟国（アメリカ、カナダ、

　　オーストラリア等）の認定プログラム修了者と同等に評価され、国際的に通用する教育を受けたこと

　　が保証されることになります。

（3）理工学部、工学部の現在の取り組み

　  理工学部、工学部では、早くから授業評価アンケートやFD・SD研修会など授業改善に向けた様々な

  取り組みを続けていますが、JABEEプログラムでは、受講者が、自主性や社会性、専門的な知識の応用

　力、デザイン能力、問題解決能力、コミュニケーション能力、チームワーク能力などを有していること

　を要求しています。

　　また、受講者の学習・教育到達目標を明確にすることや、厳密かつ透明性のある成績評価なども要求

  されています。さらには、プログラム自体を自己評価し、自ら改善していく仕組みをつくり継続的な活

  動を行う必要もあります。

　　これらの要件は、いずれも理工学部、工学部が目指す理想の教育の方向性と完全に一致しており、

  理工学部、工学部ではこれに近畿大学の「実学重視」の伝統を加味して、JABEEプログラムの要件を

  満たした学科ごとの新しいプログラムを立ち上げました。

ＪＡＢＥＥ プログラムについて（理工学部・工学部）
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　　このように、社会の要求する、さらには、国際社会に通用する高い技術者教育の実現を目指す理工学部、

  工学部のカリキュラムは、学生のみなさんにとっては「厳しい｣、｢必修科目が多い」といった印象を与え

  てしまうかもしれません。

　　しかし、そのようなより高いハードルを設定し、これらを乗り越えるという姿勢こそが、高等教育機関と

　しての大学本来のあり方であり、社会に通用する技術者教育の実現に向けて、これからも理工学部、工学部

　は努力を続けていきます。

　  理工学部、工学部のカリキュラムやJABEEプログラムに対する現在の取り組みについては、適宜ホーム

  ページで公開しますので、ぜひ閲覧してください。

  　近畿大学ホームページ（https://www.kindai.ac.jp/）から、理工学部、工学部のホームページを参照

  してください。

（4）注意事項

　 ① 受験者の在籍している学部・学科・コースのシラバス等を参考に､JABEE対応およびそれに準じた各学科・

　 　 コースのプログラムとの整合性を判断した結果、既修得科目の単位認定ができない場合があります。   

　 ② 下記の学科・コースでは、必修科目または選択必修科目等の単位認定（互換）のための試験を別途実施

　　　する場合があります。詳細については、別途指示します。

　　　理工学部

　　　　応用化学科、電気電子通信工学科（総合エレクトロニクスコース、電子情報通信コース）、

　　　　社会環境工学科

　　　工学部

　　　　化学生命工学科、機械工学科、電子情報工学科、情報学科、建築学科
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