
アサーティブガイダンス日程 予約不要

アサーティブプログラム・アサーティブ入試に関するお問い合わせ
住所　〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
　　　　　　　　　　茨木総持寺キャンパス
受付時間　平日9：00～18：00
e-mailアドレス ： assertive@otemon.ac.jp

追手門学院大学　アサーティブ課

TEL：072-697-8193
LINE QRコード

アサーティブプログラム
アサーティブ入試

追手門学院大学
からの

情報をゲット
できます！！

阪急茨木市駅から近鉄バスが
キャンパス前まで運行しております。
阪急茨木市駅 → 追大総持寺キャンパス前（花園・東和苑行き）

□路線バスでのアクセス
乗車時間
約16分

追手門学院大学　交通アクセス 2 2
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あなたの想いをひとつひとつ結んで
「これから」を紡ぐ
アサーティブプログラム
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追手門学院大学
茨木総持寺キャンパス

開催場所

開催日時

（土） （日）

7 25（土） 7 26（日）
8 22 8 23

※オープンキャンパス同時開催のため
　詳細は本学HPでご確認ください

個別会場開催

オープンキャンパス同時開催

090-2706-5355 
（受付時間9：00～14：30）

ガイダンス当日の連絡先

開催日時

開催場所 グランフロント大阪 北館
ナレッジキャピタル カンファレンスルーム

ガイダンス開始時間 9：30 ／ 14：00
※途中入室はご遠慮頂くことがあります

9 13（日）

6 7（日）
タワーBオフィスエントランス（1階または2階）のエレベーターで9階まで
お上がり下さい（エレベーターは9階までしかありません）。
エレベーターを降りて左へ進み、右手にあるエスカレーターで10階まで
お越しください。

行き方

タワーCオフィスエントランス（１階からのみ）の
エレベーターで８階までお上がりください。

行き方

タワーＢ 10階　RoomＢ 07.08

タワーＣ 8階　RoomC 05.06

※新型コロナウイルスの感染拡大が継続しているため、
　アサーティブガイダンス開催についての最新情報は大学HPで確認してください

https://www.otemon.ac.jp



アサーティブプログラムで
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Assertive

結んで紡ぐ
むす つむ

※所属・学年は2019年度時点

“サッカー”一筋の高校時代

学ぶ楽しさを知った現在

地域創造学部 地域創造学科 2年
アサーティブ4期生（2018年度入学）
和泉 光紀 高水高等学校（山口県）出身

広島県の高校で、部活に打ち込む毎日。
学力だけの入試では、自分の想いを伝えられない。

プログラム受講前

人柄も見てくれるアサーティブプログラムに
興味を持った。個別面談やアサーティブノートで
伝えたいことを整理できた。
MANABOSSで基礎学力を
効率よく勉強し、苦手分野も克服！

プログラム受講後

「次は自分が高校生の進路に寄り添いたい」と
仲間と共にアサーティブスタッフを立ち上げる。
ガイダンスを担当したり、
高校生の進路選択の支援を行った。

学内活動

「貧困国への支援」に興味を持ち、
カンボジアでボランティア活動に参加。
イベントの企画・実行など
自分のやりたいことへ積極的に挑戦！

学外活動

プログラムで培ったことが
就職活動にそのまま活かせた。
自分にとって「どんな人と仕事がしたいか」が
就職活動の軸となった。

就職活動

現在、住宅の買取再販事業会社で
営業として勤務。
情報収集や交渉、接客など
人との関わりの中で
「自分がどうしたいか」を考えながら
取り組んでいる。

社会人となって

興味のあることがなく、周りに置いていかれる
焦りや不安「自分のやりたいことってなんだろう」

プログラム受講前
今度は自分が、アサーティブスタッフとして
高校生の話を聞く側へ。アサーティブな態度で
グループディスカッション体験のサポートなど行う。

学内活動

個別面談で自分と向き合うことができた。
アサーティブスタッフの先輩へ進路の悩みを
相談することで、学びたいことが明確になった。

プログラム受講後 ガンバ大阪のインターンシップや
企業の課題解決プロジェクトに挑戦。
チームをまとめたり、プロジェクトリーダーとして活躍！

学外活動

自ら考え積極的に行 動した大学時代

※所属・学年は2019年度時点

瀬々 健咲

心理学部 心理学科 卒業
アサーティブ１期生（2015年度入学）

山陽高等学校（広島県）出身

アサーティブ卒業生の成長エピソード

アサーティブ学生の成長エピソード

人との関わりの大切さに気付いた就職活動～現在

やりたいことが見つからない高校時代
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いつまでも高校生ではいられない

でも卒業後の自分もうまく想像できない

だけどあなたは、あなたの人生から逃げられない

さあ！ 今こそあなたの「これから」について向き合おう

あなたの想いをひとつひとつ結んで

「これから」を紡ぐアサーティブプログラム

結ぶ・・・複数の物事を繋ぎ合わせることによって形を作る
紡ぐ・・・多くある物の中から必要な物を選りすぐって引き出し形にする



個別面談で一緒に考えます
思っていることや考えていることは人それぞ
れ。だからこそ、高校生一人ひとりと面談を行
い、各自のスタート地点を確認します。面談
は、何度でも受けることができます。

自らのことを理解し、大きな
視野で周りの状況を見極め、
自分で考えたことを相手に
しっかりと伝える準備ができ
るノートを用意。アイデンティ
ティの形成と自己成長を促し
ます。

アサーティブプログラムに関す
るイベントのご案内や、グルー
プディスカッションの様子が分
かるムービー、フォトギャラ
リー、スタッフ紹介など、たくさ
んのコンテンツを用意していま
す。アサーティブプログラムに
興味のある方は、是非登録して
ください。

MANABOSS
（マナボス）を活用

アサーティブアプリ
で快適に

アサーティブノート
で理解を深める

パソコンやタブレット、スマート
フォンから利用可能な、インター
ネットを活用した本学独自の学
習システム。学習状況や目標達
成までの進捗管理、自分の基礎
学力を確認できます【個別面談の
受講者のみ利用可能】。

アサーティブプログラムの流れ

まずはアサーティブガイダンスに参加
本学のオープンキャンパスや独自開催のガイダンスに
て、アサーティブプログラムについての説明を聞くこ
とができます。その上で、アサーティブプログラムの受
講を決められます。まずは気軽にガイダンスへ参加し
てください。

まずは、自分を
知ることから始めよう。

追手門学院大学の「アサーティブプログラム」は、

自分と向き合おうとするあなたを応援するプログラム。

誰かとお話しすることで、今まで気付かなかった「自分発見！」があるかも。

自分に興味を持って、自分とお話しするために自分と向き合ってみようよ。

ガイダンス ガイダンス

高校1・2年 高校3年

高校
卒業

大学
入学

主体性を育成

基礎学力
基礎学力の見直し

追手門学院バカロレア
主体性・多様性・協働性などを育成
思考力・判断力・表現力などを育成 振り返る力を育成

アサーティブ入試 1次試験 入学前教育プログラム
思考力・判断力・表現力などを評価グループディスカッション 大学生になる準備

社会とのつながりを考える

 アサーティブ入試 2次試験
主体性・多様性・協働性などを評価個別面接

学力を評価基礎学力適性検査

まずはガイダンスに参加しよう
アサーティブプログラムは、あなたと対話するところからスタート。まず
はガイダンスで、プログラムの受講を決めましょう。一人ひとりの個性や
不安や悩み、今自分が考えていることなどと向き合い、将来のことや大学
で学ぶということをあなたと一緒に考えていけるよう、多様なプログラム
を用意しています。また、本学独自の学習システム“MANABOSS”で基
礎学力の向上を図ることも目指します。

アサーティブ入試

QRコード

個別面談 個別面談

アサーティブノート・アプリ・MANABOSS（マナボス） アサーティブノート・アプリ・MANABOSS（マナボス）

アサーティブプログラムで期待すること
自らの意思で大学進学を希望し、主体的に学ぶ姿勢とアサーティブな態度をもって

ができる、大学生になってもらうことを期待します。

授業への参加意思の向上2

シラバスの活用1 …何を学ぶのか、どう学ぶのか調べる

…受身ではなく主体的な学びの姿勢

各種活動の積極的参加 …とりあえず「やってみよう」の気持ち3



2021年度アサーティブ入試概要 分からないことは「Q & A」で事前にチェック！

追手門学院大学で学びたいという気持ちを描き、その思いを伝えられる人。
今は確かな希望や理念がなくとも、知的な事柄への興味や活動を通じ、何のために学ぶのかを問い続け、努力する人。
高校までの基礎的な知識や技能の習得を見直し、向上しようと努力する人。

アサーティブ入試で求める受験生像

試験会場 本学（茨木総持寺キャンパス）

募集学部・学科 全学部・全学科 入学検定料 35,000円

試験内容 1次試験：グループディスカッション・基礎学力適性検査
2次試験：個別面接・提出書類

選考方法 グループディスカッション、基礎学力適性検査、個別面接、提出書類（志望理由書等）の評価による。

※アサーティブ入試の詳細については、「2021年度アサーティブ入試 学生募集要項」で確認してください
※「2021年度アサーティブ入試 学生募集要項」は、個別面談の参加者へ直接配布します

出願書類 ①写真 （インターネット出願の登録の際に画像データをアップロードした場合は郵送不要）
②調査書
③志望理由書 （本学所定の用紙）
④個別面談証明書 （本学所定の用紙）

アサーティブガイダンス

ガイダンスの
予約は必要？

事前の予約は不要です。

ガイダンスは
自由に入室できる？

他の方の迷惑にもなりますので、
原則、ガイダンス開始前の
着席にご協力ください。

ガイダンス当日の
服装・持ち物は？

服装は自由です。
筆記用具は、
持参してください。

入試日程

1次試験 2020年10月14日（水）
2次試験 2020年11月13日（金）

合格発表日

12月14日（月）
2020年

入学手続締切日

2020年 9/22（火）～9/30（水）
当日消印有効

出願期間試験日
1次試験 2020年 10月10日（土）
2次試験 2020年 10月24日（土）

その他わからないことは、自分でアサーティブ課へ連絡し、積極的に聞いてみよう！

（1） 高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者
（2） 通常の過程により12年の学校教育を2021年3月修了見込みの者
（3） 評定平均値3.0以上の者
（4） 欠席日数20日以内(卒業まで)但し病気またはその他事故等での欠席は除く
（5） アサーティブプログラムのガイダンスに参加した者で、少なくとも個別面談を1回は受講した者
（6） 合格発表後に本学が実施する入学前教育プログラムを原則受講できる者
    （受講するプログラムによっては受講料の自己負担あり）

出願資格

次の(1)、(2)のいずれかの条件を満たし、かつ(3)～(6)の条件を満たす者で、アサーティブプログラムの趣旨を理解し、本学を専願する者。

&

アサーティブ入試

アサーティブ入試で合格しても、
他の大学は受験できる？

できません。
アサーティブ入試は専願入試となります。

アサーティブ入試で合格後にある
入学前教育プログラムって？

入学前教育プログラムでは、大学という新しい世界に踏み出す準備として、
アサーティブ入試合格者に様々なプログラムを用意しています。
詳細については、合格後に案内のチラシなどを送付いたします。

アサーティブプログラム

個別面談は
どんなことをするの？

あなたと一緒に考えることから始まります。
「どうして大学に行きたいの？」
「将来どんなことがやりたいの？」など。

MANABOSSの
「追手門学院バカロレア」ってなに？

「答えが1つとは限らない問題」について、
自分の意見を相手に伝える練習ができます。
与えられた課題に対してじっくり考えることで、
思考力・判断力・表現力などを養います。

MANABOSSは
どうやって登録するの？

個別面談受講者のみ使用できるシステムです。
個別面談の時に「MANABOSS利用の手引き」を
お渡しして説明します。

アサーティブプログラムに参加して、
受験しなくてもいいの？

プログラム受講者の出願については任意です。ただし、
アサーティブ入試に出願する場合は必ずガイダンスに参加の上、
少なくとも個別面談を1回は受講する必要があります。

アサーティブガイダンスって、
どんなことをするの？

スライドを使って、アサーティブプログラムについて詳しく説明します。
アサーティブノートを配布しますので、
ガイダンスを聞いて大事だと思ったことをメモしてください。
ガイダンス時間は約30分です。

ガイダンスに友達同士や
保護者同伴の参加は可能？

友達や保護者の方と一緒に
参加してもOKです。ただし、
個別面談は1対1で行います。


