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１．教育の目的 

大阪大学文学部は、人文学の教育研究を通じて、人間存在の在り方及び人間の社会的・文化

的営為を深く理解し、高度の論理的思考力と豊かな感性によって人間社会の未来を切り拓く能

力をもった人材を養成することを目的としています。 

 

２．アドミッション・ポリシー（抜粋） 

大阪大学は、教育目標に定める人材を育成するため、高等学校等における学修を通して、確

かな基礎学力及び主体的に学ぶ態度を身につけ、自ら課題を発見し探求しようとする意欲に溢

れる人を受け入れます。このような学生を適正に選抜するために、多様な選抜方法を実施しま

す。 

文学部では、哲学、歴史学、文学、芸術学、日本学など多岐に渡る教育・研究が行われてお

り、その対象や課題は広大な領域に及びます。いずれの専修に属しても、広い視野と教養を持

ちつつ、主体的に課題を探究し、客観的かつ多面的な考察・分析を行い、その成果を明晰に表

現することを学びます。 

文学部は、上記の大阪大学のアドミッション・ポリシーにもとづき、かつ学部のこの特質に

したがって、人文学の修学・研究に対する能力・適性を考査し、選抜します。 

 

３．専修   

専  修  名 受入の可否 専  修  名 受入の可否 

哲学・思想文化学  日本語学  

倫理学  日本文学・国語学  

中国哲学  比較文学  

インド哲学  中国文学  

日本史学  英米文学・英語学  

東洋史学  ドイツ文学  

西洋史学  フランス文学  

考古学  美学・文芸学  

日本学  音楽学・演劇学  

人文地理学  美術史学  

※受入の可否欄に「×」とある専修は、既に基準数を充足していますので出願できません。 

また、募集要項公開から願書受理期間までに、本学部在学生が専修の変更を申し出たこ

とにより、本学部で規定する基準数を充足した専修についても出願できません。 
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４．募集人数 

若干名 

 

５．入学年次、修業年限及び在学年限 

（１）入学年次について 

２０２１年４月１日付けで、３年次（第５セメスター）に入学します。 

（２）修業年限及び在学年限について 

    修業年限は２年、在学年限は４年となります。 

 

６．出願資格  

（１）日本国内の大学又は専門職大学を卒業した者及び２０２１年３月３１日までに卒業見

込みの者。 

（２）学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び２０２１年

３月３１日までに授与される見込みの者。 

 

７．出願手続 

入学志願者は、下記の必要書類を文学部教務係に、願書受理期間内に持参又は書留速達郵便

で送付してください。 

（１）出願手続書類等 

所定

様式 
出願書類等 注意事項等 

○ 入学願書 

・出願にあたっては、志望する専修の教員の署名押印が必要

ですので、事前に必ず当該教員と相談してください。（各専修

の連絡先は６ページを参照してください。） 

＊面接の結果、教員が出願することを認めれば押印されます

が、教員の押印が得られない場合は、出願することはでき

ません。 

○ 写真票・受験票 ・写真を貼付し、必要な項目をすべて記入してください。 

 
卒業証明書 

（又は見込み証明書） 

・出身学校におい

て作成したもの。 

※入学願書等に記載する氏名と証明書

に記載された氏名が異なる場合は、改姓

名の事実を証明できる書類［戸籍抄本等

（コピー可）］を添付してください。 
 学業成績証明書 

・出身学校におい

て作成したもの。 

 学士入学志望理由書 
・本学部に入学を希望する理由を１，２００字～２,０００字

で記述してください。（様式任意） 

○ 
検定料 

（３０，０００円） 

・所定の振込依頼書を使用して、金融機関窓口で振込み願い

ます。 

（注）ＡＴＭ（現金自動預入払出機）、インターネットでの振

込は不可です。振込手数料は払込人負担です。 

○ 受験票送付用封筒 
・所定の封筒に出願者本人の宛先を記入し、２５４円分の切

手を貼付してください。 

○ 合否通知用封筒 
・所定の封筒に出願者本人の宛先を記入し、３８４円分の切

手を貼付してください。 
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（２）願書受理期間 

  ・出願書類を持参する場合 

２０２１年１月１８日（月）～２０２１年１月２１日（木） 

受付時間：９時３０分～１１時３０分、１２時３０分～１６時 

受付場所：文学部教務係（文法経済学部本館１階） 

 ※窓口での出願手続きは、出願者本人が行ってください。 

都合により出願者本人が行うことができない場合は、文学部教務係まで事前に申し

出てください。 

  ・出願書類を郵送する場合 

２０２１年１月１８日（月）～２０２１年１月２０日（水）の期間に書留速達郵便で

下記の宛先に郵送してください。 

※２０２１年１月２０日（水）までの消印があるものについては、受理します。 

       【宛先】 

 〒560-8532 大阪府豊中市待兼山町１－５ 大阪大学文学部教務係 

 ※封筒の表に「学士入学出願書類在中」と朱書してください。 

 

（３）出願に関しての注意事項 

・出願手続き後は、書類の変更、検定料の払い戻しはできませんので、注意してくだ

さい。 

・身体の障がい等による理由で受験及び修学に際して特別な措置を希望する方は、事

前に文学部教務係に連絡してください。 

・出願書類に虚偽の記載があった場合、入学決定後であっても入学を取り消すことが

あります。 
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８．試験日時・試験科目 

入学者選抜試験は本学部において、次のとおり実施します。 

試験日時 試験科目 

２０２１年３月２日（火） 

９：３０ ～ １０：３０ 第一外国語 

１１：００ ～ １２：００ 第二外国語 

１３：００ ～ 専門 

   備考 

●（日本語を母語とする方） 

１．外国語は、英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・朝鮮語・スペイン語・イタ

リア語のうちから２つを選んでください。 

２．英米文学・英語学、ドイツ文学、フランス文学、中国文学専修志望者は、第一外国語とし

てそれぞれ英語、ドイツ語、フランス語、中国語を選択しなければなりません。 

３．専門とは、志望する専修に必要とする基礎知識を考査するものです。 

 

●（日本語を母語としない方） 

１．第一外国語は、日本語を選んでください。 

２．第二外国語は、英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・朝鮮語・スペイン語・

イタリア語のうちから１つを選んでください。ただし、母語は選択できません。 

３．英米文学・英語学、ドイツ文学、フランス文学、中国文学専修志望者は、第二外国語とし

てそれぞれ英語、ドイツ語、フランス語、中国語を選択しなければなりません。ただし、こ

れらの言語が母語である場合は、別の外国語を選んで下さい。 

４．専門とは、志望する専修に必要とする基礎知識を考査するものです。 

【注意事項】 

・外国人留学生の方につきましては、願書提出の前に受験外国語を確認しますので、２０２

１年１月４日（月）までに文学部教務係に連絡してください 。 

 

９．合格者発表 

   下記日程で出願者全員に郵送で通知します。 

２０２１年３月５日（金）に発送 

なお、電話や E-mail 等による合否に関するお問い合わせには、一切応じられませんので注

意してください。 

 

１０．入学手続 

合格者は、本学部が指定する３月中旬の入学手続期間に入学料納付等必要な手続きを行って

ください。 

入学手続きに関しての詳細は、合格者に別途通知します。 

 

１１．入学料及び授業料 

   （１）入学料 ２８２,０００円 

   （２）授業料 年額５３５,８００円 

 

 



 

- 5 - 

 

１２．入学料・授業料の額 

本要項に記載している額は、要項作成時現在のものです。入学料・授業料の改定があれば、

改定後の額が適用されます。 

 

１３．個人情報の取扱い 

（１）出願時に提出していただいた氏名、住所等の個人情報については、「入学者選抜（出願処

理、選抜試験実施）」、「合格者発表」及び「入学手続」等の入試業務を行うために利用しま

す。 

（２）入学者選抜試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析及び入学者選抜方法の調査・

研究のために利用します。 

（３）入学者については、「教務関係（学籍管理、修学指導）」、「学生支援関係（健康管理）」、「授

業料徴収関係」の業務を行うためにも利用します。 

 

１４．その他 

（１）大阪大学では、大規模災害における被災者の経済的負担を軽減し、受験生の進学機会の確

保を図るため、２０２１年度入学者選抜において、検定料免除の特別措置を行います。 

希望する場合は、別紙「大阪大学入学者選抜における検定料免除について」を確認の上、

申請してください。 

（２）過去の入試問題の閲覧を希望される場合、下記のとおり閲覧することができます。 

    ・閲覧場所 文学部教育支援室（文法経済学部本館１階） 

    ・閲覧時間 １０：００～１１：３０及び１３：００～１６：００ 

ただし土曜・日曜、祝日及び２０２０年１２月２９日～２０２１年１月３日を除く 

【注意】 

        ・閲覧できる入試問題は、過去５年分です。 

         ただし、当該年度に受験者が選択しなかった外国語の試験問題は閲覧できません。 

（３）入学者は「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」に必ず加入してください。なお、手続書

類については大阪大学生協事務所に設置されています。 

（４）その他、不明な点があれば、文学部教務係へお問い合わせください。 

 

 

２０２０年１１月 

大 阪 大 学 文 学 部 

 

【問い合わせ先】 

大阪大学文学部教務係 

窓口対応時間：9:00～11:30、12:30～17:00 

（ただし土、日、祝日を除く） 

電話 06-6850-5084 FAX 06-6850-5087 

E-mail：bunsouhaku-kyoumu@office.osaka-u.ac.jp 

mailto:bunsouhaku-kyoumu@office.osaka-u.ac.jp


 

- 6 - 

 

 

各専修問い合わせ先 

（大阪大学豊中地区代表電話番号） 06-6850-6111 

※内線番号が５０００番台のものはダイヤルインの番号で、 

学外からは 06-6850-5×××で利用できます。 

 
専修名 内線番号 

 

 
哲学・思想文化学 5095 / 5096 

 

 
倫理学 5128 

 

 
中国哲学 2128 

 

 
インド哲学 2125 

 

 
日本史学 5101 

 

 
東洋史学 2138 

 

 
西洋史学 5105 

 

 
考古学 5106 

 

 
日本学 5135 

 

 
人文地理学 5678 

 

 
日本語学 5134 

 

 
日本文学・国語学 5111 

 

 
比較文学 2168 

 

 
中国文学 5112 

 

 
英米文学・英語学 5113 / 2156 

 

 
ドイツ文学 5116 

 

 
フランス文学 2162 

 

 
美学・文芸学 5122 / 5123 

 

 
音楽学・演劇学 5124 / 2177 

 

 
美術史学 5126 / 5127 

 
 


