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立命館大学は、2020年度をもって創始150年・学園創立120
周年を迎えた、長い歴史と伝統をもつ私立総合大学です。創
立者の中川小十郎は、学祖西園寺公望の「自由主義と国際主
義」の精神を受け継ぎ、自由にして進取の気風に富んだ学園の
創造を目指しました。これは建学の精神「自由と清新」として今
日まで受け継がれています。常識にとらわれることなく既存の
枠を超えて進んできた立命館大学の積極的な大学改革・学園
創造の取り組みは社会の高い評価を受けています。これからも
自らの壁を越え、新たな未来を創ります。

ABOUT RITSUMEIKAN

学祖 西園寺公望 創立者 中川小十郎

日本留学 AWARDSは、全国にある日
本語学校教職員からの投票によって、留
学生に勧めたい進学先として上位に選
ばれた大学・専門学校を表彰するもの
です。立命館大学は、教育内容の工夫
や奨学金の充実などの理由から8年連
続で入賞しています。

日本留学AWARDS
－日本語学校の教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先－
8年連続入賞

文部科学省が、世界に通用する教育や研究を行う大学を
支援する平成 26（2014）年度「スーパーグローバル大学
創成支援事業」において、「グローバル化牽引型」に立命
館大学が選ばれました。世界トップレベルの大学との教
育・研究連携を進め、学生のさまざまなチャレンジを支援
しています。

文部科学省
スーパーグローバル大学
創成支援事業に採択

挑戦をもっと自由に
自分と向き合い、自分自身に挑戦する。
個々の挑戦が、私たちの未来を変える。

大学紹介
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衣笠キャンパス
Kinugasa Campus

法学部
産業社会学部

国際関係学部
文学部

映像学部＊

大阪いばらきキャンパス（OIC）
Osaka Ibaraki Campus

経営学部
政策科学部

総合心理学部
グローバル教養学部

びわこ・くさつキャンパス（BKC）
Biwako-Kusatsu Campus

経済学部
スポーツ健康科学部

食マネジメント学部
理工学部

情報理工学部＊

生命科学部
薬学部

清水寺 祇園

大阪いばらきキャンパス（OIC）
京都と大阪との中間にある茨木（いばらき）市に位置し、
2015年に誕生した新しいキャンパスです。あらゆる場
所で、いつでも、どこでも、誰とでも、学ぶことができ
る多様な空間・機能が整備されています。キャンパスを
囲む壁や門が無く、市の公園も隣接しており、地域に
開かれたつくりとなっていることも特長です。

衣笠キャンパス
世界に誇る伝統を育む古都・京都に位置
し、金閣寺・龍安寺・仁和寺・等持院な
どの有名で由緒ある寺院に囲まれた静か
な環境にあり、日本の四季を感じること
のできる緑豊かなキャンパスです。複雑
化・多様化する社会に応じた社会科学系
と人文科学系の学びを、学部や学問分
野の枠を越えて学ぶことができます。

びわこ・くさつキャンパス（BKC） 
日本一大きな湖・琵琶湖（びわこ）に面する滋賀県草津市に
位置し、教育・文化・芸術・研究施設などが集積した「びわ
こ文化公園都市」に隣接する、61haもの敷地面積を持つ広
大なキャンパスです。社会科学系・自然科学系の学部が融
合した学びの場として、常に新たな教育研究システムの開発
が進められ、産業界・学校・官公庁、地域との連携による
研究や新産業の創出にも積極的に取り組んでいます。

彦根城 琵琶湖

KYOTO

OSAKA

SHIGA

道頓堀 梅田スカイビル

関西の３府県にキャンパスがある立命館大学だからできる、充実したキャンパスライフを過ごしてみませんか。

＊映像学部と情報理工学部は2024年 4月、大阪いばらきキャンパスへ移転します。
　詳しくは入試情報サイトを参照してください。→https://ritsnet.ritsumei.jp/new_campus/index.html

キャンパスや学部について詳しく知ることができる入試情報サイトを活用してください！

●各学部の詳しい紹介

●キャンパス内の施設紹介

●各学部のパンフレットダウンロード

●卒業生インタビューや就職先など

ABOUT OUR CAMPUSES キャンパス紹介

キャンパス・
学部紹介
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立命館大学では、正課・正課外の両方において、学生一人ひとりが持つ
能力を活かして目標を実現する機会を持つための「学びのコミュニティ」
があります。特に、学生どうしによる支援「ピア・サポート」は、これを
代表するものです。ピア・サポートを行う団体は約 40あり、約 3,000名
の学生が活躍しています。なかでも新入生に生活・自治・学習の支援を
行うオリター等の制度は、他の大学に先駆けて始めた制度として定着し
ています。留学生向けのサポートとしては、

「留学生チューター TISA＊」制度があり、留
学生を生活・学習両面から支援しています。
＊TISA：Tutors for International Students Assembly

多様な学生が集まる立命館大学では、スポーツや文化・芸術をは
じめとする約 400団体のクラブ・サークル・ボランティア等の課
外自主活動団体があります。在学生のうち約 6割の学生が、積
極的に課外自主活動に参加し、仲間とともに日々挑戦しています。
留学生のあなたも課外自主活動を通じて、個性を伸ばし活かすた
めの挑戦をしてみてください。

2021年、立命館大学は西日本初＊となる大阪外国人雇用サービス
センター（ハローワーク梅田）との外国人留学生の国内就職支援
に関する協定を締結しました。
留学生へのキャリア支援をますます強化します！
＊全国では2番目

⃝留学生対象 日本就職ガイダンス
⃝日本就職を目指す留学生のための

エントリーシート作成講座

⃝留学生対象 有給インターンシップ
⃝留学生対象 合同企業説明会

アクセンチュア（株）、アマゾンジャパン合同会社、（株）カネカ、（株）カプコン、（株）キーエンス、 
ソフトバンク（株）、日産自動車（株）、日本アイ・ビー・エム（株）、パナソニック（株）、 

（株）バンダイ、（株）日立製作所、富士通（株）、（株）三菱ＵＦＪ銀行、楽天グループ（株） 他

ピア・サポート

キャリアサポート —留学生就職決定率99.1％＊を実現するキャリア支援—

SPORTS & CULTURE
立命館大学独自の、学び成長する仕組み 400団体のクラブ・サークルから熱中できる何かを見つける

立命館大学には、正課（授業など）以外でも、学び、成長する仕組みがたくさんあります。 ここではその一部を紹介します。
4年間のキャンパスライフを通じてたくさん学び、気づきを得て、あなたの目標を実現してください。

クラブ・サークル
団体を検索

CAMPUS LIFE
＼ S T U D E N T ' S  V O I C E ／

立命館大学
キャリア
センター

大阪外国人
雇用サービス
センター

ピア・
サポートを
もっと知る

立命館大学のキャリアセンターでは、日本企業などに就職を希望する外国人留
学生の皆さんに、留学生のみを対象とした日本就職ガイダンス、合同企業説明
会や留学生の先輩による就職相談会など、年間を通して様々な進路・就職支援
を行っています。衣笠・OIC・BKC の各キャリアセンターには留学生担当のス
タッフがいて、いつでも相談を受け付けています。このほかにも就職活動の拠点
として、東京キャンパス・大阪梅田キャンパスがあり、さまざまな支援を受ける
ことができます。

イベント実施例（2020年度）

日本企業就職先例（2019年度～ 2020年度実績）

東京キャンパスは東京駅直結

キャンパスライフ

私は不動産に興味があって、不動産業界で仕事をしたいです。そのために幅広い知識が必要ですが、立命館大学には、
専攻科目以外でも見聞を広められる様々な分野の教養科目・プログラムがあることに魅力を感じて選びました。

私は高校生の時、ある交流プログラムで日本に研修に来たことがあります。そこで、立命館大学の学生と交流し、キャンパスの魅力や
学びの深さ、経験の豊かさなどのお話をたくさん聞くことができました。そこから、立命館大学に行きたいと思うようになりました。

私は、ロボットを作りたい・ロボットに関わる研究者になりたい、という憧れがあります。ロボットに関する色々
な分野を勉強することができるので、立命館大学の理工学部ロボティクス学科を選びました。

私が通うOICは関西のみならず、全国から見ても最新の設備が整っているところが魅力的です。
個人的には大学内にエスカレーターがあるところがとても魅力的だと思います。

衣笠キャンパスにある芝生が大好きです。天気がいい時は、その芝生で太陽の光を
浴びながらご飯を食べたり、本を読んだり、友達とお喋りしたりします。多くの学生が、
芝生でそれぞれの時間を満喫する姿を見ていると、自分の心にも余裕ができ、とて
もリラックスできます。

一番の魅力は設備が整っていることです。特にBKCにある「AIOL」
では、様々な加工設備、例えば3Dプリンターやレーザー加工機
などが集まっていて、ものづくりが好きな人にとってはとても便利
な場所です。

地域に関する授業にすごく興味があります。特にフィールドワークの授業では、調査の仕方や
基本的なルールなどの概念を事前に習い、その上でフィールドワークや他のプログラムを通して
地域調査をするための実践的な内容を学べるので、すごく役に立ちます。他には、社会の持続
可能性について学ぶサステイナビリティ学にも興味があります。

最近 SDGsに接する機会が増えましたが、私が在籍している産業社会学部ではまさ
にSDGsの目標と言われる社会のあらゆる分野について勉強することができるため、
環境やジェンダーなどSDGsに関係のある科目に大変興味を持って勉強しています。

色々な実験科目です。例えば、「ロボティクス実験」の授業で、自
分が想像したものを実物にすることが大変面白いと思います。

韓国語の家庭教師や、オンラインで韓国にいる受験生に日本語を教える仕事をしています。収入は多いわけではあり
ませんが、教える仕事を通して人の役に立つことにやりがいを感じます。特に、自分が教えた学生が目標の大学や試
験に合格することに最もやりがいを感じて活動しています。

授業の補助・サポートを行う学内アルバイトに注力しています。以前は学生として授業を受け、自分の勉強をしてき
ましたが、それに加えて今は先生と学生の間に立ち、両者をサポートしています。他の学生の学びの手助けや、前
に学んだことをもう一度考え直すことなどを通して、自分のさらなる成長につながっていると考えます。

ロボット技術研究会で、同級生や先輩たちと一緒に、NHK学
生ロボコンというロボットの大会でよい成績を残すために日々頑
張っています。勉強してきた知識を実際に使ってロボットを作るこ
とができて、とても嬉しいです。

私は愛媛県にある高校に交換留学をしていました。そこで優秀な先生方に出会い、一生懸命日本語を勉強しました。
寮生活のため常に日本語を使う環境だったこともあり、日本の大学への進学を決心した頃には、EJUの日本語科目
では苦労しませんでした。とはいえ、EJUでは複数科目が必要であるため、
総合科目と数学を集中して勉強しました。

面接に向けて話す練習をしました。自分の経験や考えを豊富
な言葉で表現できるように、日本語の表現をいろいろ覚えた
り、周りの人々に内容や表現を聞いてもらったりしました。

EJU対策に力を入れました。特に面接の時には、専門知識だけ
ではなく日本語力も強く求められるので、専門知識と日本語の両
方を怠らず、しっかり勉強した方がいいと思います。

入試に向けて、言われなくても勉強を頑張っていると思うので、もっと頑
張れとは言えませんが、もしも余裕があったら、合格した後の日本生活をど
う送りたいかを考えてほしいです。なぜ自分が母国ではなく日本の大学を
選んだのかを考察して、その目標に合うゼミやプログラムを探してから入学
するともっと留学生活を楽しめると思います！

立命館大学は本当に様々な人と出会い、学び、経験できる場
所です。皆さんが受験を乗り越え、ここでたくさんのことを学び、
自分らしい大学生活を送れる日が来るまで、応援します！頑張っ
てください！

大学入試の準備をする時期は特に忙しくて、疲れたり、落ち込み
やすかったりすることが多いと思いますが、努力を長く続けてい
れば、やがて成果を得ることができるはずなので、自分を信じて
ください！

立命館大学を
選んだ理由

立命館大学を
選んだ理由

立命館大学を
選んだ理由

キャンパスの
魅力

キャンパスの
魅力

キャンパスの
魅力

正課で特に
興味のある
勉強内容は？

正課で特に
興味のある
勉強内容は？

正課で興味のある
勉強内容は？

正課以外に
注力している
活動は？

正課以外に
注力している
活動は？

正課以外に注力
している活動は？

大学入試のために
準備・勉強したこと

大学入試のために
準備・勉強したこと

大学入試のために
準備・勉強したこと

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ

受験生への
メッセージ

キム ヨンジン
政策科学部 2回生
韓国出身

ユン ミニ
産業社会学部 3回生
韓国出身

リ シテツ
理工学部 2回生
中国出身

「AIOL」では機械・電子
工作やソフトウェア・人
工知能開発の施設があ
り、学生が利用すること
ができます。

在 学 生 の 声

OICの他の学生からは…
図書館にある「ぴあら」では、
皆で会議をしたりプレゼンの
練習をしたりできます。留学
生も大勢集まる場所です。

＊2019年度卒業生実績

政策科学部のシンボルである
アーチ(PS-Lounge)

ハローワーク梅田
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立命館大学はSDGsにも積極
的に取り組んでいます。THEイ
ンパクトランキング(2020年)
において、日本の私立大学で 
1位の評価を得ました。
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キャンパス 学部＊1 学科・専攻等＊1、＊2

募集人数 日本留学試験（EJU）受験必須科目、基準点（最低限必要な得点） 英語外部
資格試験

（別表 2参照）
注意点

前期実施 後期実施
日本語 総合科目・数学・理科

（後期実施の経営学部と情報理工学部を除き、点数は問わない）読解、聴解・聴読解 記述

衣笠
キャンパス

法学部 法学科 （法政展開／司法特修／公務行政特修） 10名 6名

280点 35点
「総合科目」または「数学（コース１またはコース２）」

のいずれか１科目

－ －

産業社会学部 現代社会学科

現代社会専攻 3名 3名

－ －
メディア社会専攻 5名 5名

スポーツ社会専攻 2名 2名

人間福祉専攻 1名 1名

国際関係学部 国際関係学科 国際関係学専攻（国際秩序平和プログラム／国際協力開発プログラム／国際文化理解プログラム／国際公務プログラム） 10名 12名 必要 －

文学部 人文学科

人間研究学域 （哲学・倫理学専攻／教育人間学専攻）

12名 12名 － －

日本文学研究学域 （日本文学専攻／日本語情報学専攻）

日本史研究学域 （日本史学専攻／考古学・文化遺産専攻）

東アジア研究学域 （中国文学・思想専攻／東洋史学専攻／現代東アジア言語・文化専攻）

国際文化学域 （英米文学専攻／ヨーロッパ・イスラーム史専攻／文化芸術専攻）

地域研究学域 （地理学専攻／地域観光学専攻）

国際コミュニケーション学域（英語圏文化専攻／国際英語専攻）

言語コミュニケーション学域（コミュニケーション表現専攻／言語学・日本語教育専攻）

映像学部 映像学科 11名 7名 － －

大阪いばらき
キャンパス
（OIC）

経営学部
国際経営学科 6名 －

280点 35点
「総合科目」または「数学（コース１またはコース２）」

のいずれか１科目

必要 前期実施のみ募集します。

経営学科
 （組織コース／戦略コース／マーケティングコース／会計・ファイナンスコース）

24名 18名 必要
前期実施と後期実施とで基準点・選考方法が異なります。
→後期実施の基準点は別表1を、選考方法は11ページを参照

政策科学部 政策科学科 政策科学専攻 2名 3名 － －

総合心理学部 総合心理学科 5名 6名 － －

びわこ・くさつ
キャンパス
（BKC）

経済学部 経済学科
国際専攻 1名 1名

280点 35点

「総合科目」、「数学（コース１またはコース２）」
必要 －

経済専攻 13名 8名 － －

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 （スポーツ科学コース／健康運動科学コース／スポーツ教育学コース／スポーツマネジメントコース） 2名 2名 「総合科目」または「数学（コース１またはコース２）」
のいずれか１科目

－ －

食マネジメント学部 食マネジメント学科 6名 6名 － －

理工学部

数学物理系
数理科学科

数学コース
1名 1名

250点 30点 「数学（コース２）」、「理科（物理・化学の２科目）」 － －

データサイエンスコース

物理科学科 1名 1名

電子システム系
電気電子工学科 2名 2名

電子情報工学科 1名 1名

機械システム系
機械工学科 2名 2名

ロボティクス学科 2名 2名

都市システム系
環境都市工学科（環境システム工学コース／都市システム工学コース） 2名 2名

建築都市デザイン学科 1名 1名

情報理工学部 情報理工学科
（システムアーキテクトコース／セキュリティ・ネットワークコース／先端社会デザインコース／実世界情報コース／画像・音メディアコース／知能情報コース）

15名 10名
前期250点 前期30点

「数学（コース２）」、「理科（物理・化学・生物から２科目選択）」

－
前期実施と後期実施とで基準点・選考方法が異なります。
→後期実施の基準点は別表1を、選考方法は11ページを参照後期280点 後期35点

生命科学部 応用化学科／生物工学科／生命情報学科／生命医科学科 4名 2名
250点 30点

必要 －

薬学部 創薬科学科 （4年制） 1名 1名 必要 －

学部

日本留学試験（EJU）受験必須科目、基準点（最低限必要な得点）

総点の計算方法日本語
数学（コース２） 総点

読解、聴解・聴読解 記述

経営学部
（経営学科のみ募集）

280点 35点
- 450点 日本語（記述問題は除く）＋

総合科目または数学（コース１またはコース２）

情報理工学部 120点 550点 日本語（記述問題は除く）＋
理科（物理・化学・生物から２科目選択）＋数学（コース２）

ADMISSIONS OVERVIEW

＊1：外国人留学生入学試験で募集しない学部・学科・専攻等は記載していません。
＊2：「学科・専攻等」欄において、（　）内に記載の専攻等は、入学後に選択します。

募集人数・必須科目・基準点

後期実施の経営学部・情報理工学部が定める点数別表1

英語外部資格試験別表2

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、入試内容を変更する可能性があります。
　変更がある場合は入試情報サイトにてお知らせします。

入試概要

＊TOEFL ITP® テストおよび TOEIC® IP テストは対象としません。＊TOEFL iBT® テストは、Test Dateスコアのみを採用します（MyBest™スコアは採用しません）。 
＊TOEFL iBT® Home Edition、IELTS Indicatorも対象とします。 ＊❷～❽の成績評価は、出願期間最終日よりさかのぼって2年以内に受験し、出願期間中にスコアが出るものを有効とします。
＊GTECはオフィシャルスコアに限ります。　　　　　　　　　 ＊TOEIC®、TOEFL® は Educational Testing Service（ETS）の登録商標です。

国際関係学部、経営学部、経済学部経済学科国際専攻、生命科学部、薬学部の出願の際には、以下のいずれかの英語外部資格試験を受験し、証明書に
よってそのスコア等を証明することが必要です。学部・学科・専攻により、出願に使用できる英語外部資格試験の種類およびスコア等の要件が異なります。

志望学部・学科等 国際関係学部 経営学部経営学科、
生命科学部、薬学部 経営学部国際経営学科 経済学部経済学科国際専攻

出願に使用できる英語外部資格試験 ❶～❹、❽のいずれか ❶～❹、❻、❽のいずれか ❷、❸、❽のいずれか ❶～❽のいずれか
❶ 実用英語技能検定（CBT、S-CBTも可）
（受験時期は問わない） 

級・スコアは問わない 級・スコアは問わない

使用不可 2級以上

❷ TOEFL iBT® テスト 64点以上 57点以上

❸ TOEIC® Listening and Readingテスト 715点以上 550点以上

❹ IELTS（Academic Module）（CDIも可） 

使用不可

Overall Band Score 4.5以上

❺ GTEC（検定版、CBTタイプいずれも可） 

使用不可

使用不可 920点以上

❻ TEAP（4技能） スコアは問わない 225点以上

❼ TEAP CBT 使用不可 420点以上

❽ Duolingo English Test スコアは問わない スコアは問わない 90点以上 85点以上

◦国際関係学部グローバル・スタディーズ（GS）専攻
◦国際関係学部アメリカン大学・立命館大学国際連携学科（JDP）
◦政策科学部 Community and Regional Policy Studies（CRPS）専攻
◦グローバル教養学部（GLA）
◦情報理工学部情報システムグローバル（ISSE）コース

英語基準
コース

英語基準（英語で主に学習する）コースがあります。

詳しくはウェブサイトを参照してください。
 http://en.ritsumei.ac.jp/e-ug/
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＊第2次選考入学検定料は第1次選考合格者のみ納入してください。
＊第1次選考合格者が第2次選考入学検定料納入期間内に入学検定料を納入しなかった場合、第2次選考を受験することはできません。
＊後期実施の経営学部と情報理工学部の入学検定料納入期間は、2021年11月15日（月）～ 11月22日（月）です。

後期実施では学部により納入方法が異なります。詳細は入学試験要項で確認してください。

〈前期実施（全学部）〉 
◦第1次選考入学検定料 15,000円
◦第 2次選考入学検定料 20,000円

〈後期実施（経営学部と情報理工学部を除く）〉 
◦第1次選考入学検定料 15,000円
◦第 2次選考入学検定料 20,000円

〈後期実施（経営学部と情報理工学部）〉 
◦入学検定料 35,000円

入学試験要項は入試情報サイトからダウンロードできます。

入学試験要項を読んだ上で、出願資格を満たすかわからないなどの不明点がある場合は、
入学センターへ問い合わせてください。

入学検定料

出願にあたっては、必ず最初に入学試験要項をよく読んでください。

〈前期実施（全学部）〉 
◦第1次選考  日本留学試験（EJU）の成績
◦第 2次選考  日本留学試験（EJU）の成績と個人面接の総合評価

〈後期実施（経営学部と情報理工学部を除く）〉
◦第1次選考  日本留学試験（EJU）の成績
◦第 2次選考  日本留学試験（EJU）の成績と個人面接の総合評価

〈後期実施（経営学部と情報理工学部）〉 
◦日本留学試験（EJU）の成績と出願書類の総合評価

〈第1次選考について〉
◦経営学部（前期実施）と経済学部、生命科学部では、志望学部についての合否を決定し、学科・専攻は決定しません。

〈第2次選考について〉
◦第 2次選考は、第1次選考の合格者のみを対象に実施します。
◦面接はすべて日本語で行います。
◦出願書類は面接の際の資料として使用します。
◦日本国内居住者は、本学キャンパスでの対面面接を行います。
◦日本国外居住者は、志願者の自宅等でオンライン会議システム等のインターネット、または電話を利用したオンライン面接を行います。
◦志願者の通信機器等の不具合により面接を実施できなかった場合でも、再試験は行いません。
◦面接の詳細は第 2次選考 WEB 受験票および「受験案内」で案内します。
◦志願者は面接方法、面接日時を指定することはできません。
◦国際関係学部と生命科学部、薬学部では、英語外部資格試験の成績を評価の対象とします。
◦理工学部では、理系の素養を確認するために口頭試問を行います。

選考方法

＊面接試験地はインターネット出願時に登録された住所区分に基づいて、日本国内居住者は本学キャンパスでの対面面接、日本国外居住者は志願者の自宅等でのオンライン面接を行います。　
　出願後の面接方法の変更は行いません。

日程
面接試験会場

学部
日本留学試験（EJU） 

必要受験回

インターネット出願登録・
第１次選考入学検定料納入・

出願書類送付期間
第１次選考合格発表日

第2次選考入学検定料
納入期間

面接試験日 第２次選考合格発表日
第1次入学手続期間 

（入学金納入）
第2次入学手続期間 

（授業料・諸会費納入）

入学手続書類提出・ 
インターネット入学手続

登録期間
入学日

日本国内居住者 日本国外居住者

前期実施

衣笠キャンパス

志願者の自宅等
（オンライン面接）

法
産業社会
国際関係
文
映像

2020年度第2回
または

2021年度第1回

2021年
8月17日（火）

～

8月24日（火）

2021年
10月1日（金）

2021年
10月1日（金）

～

10月6日（水）

2021年
10月9日（土）

2021年
10月25日（月）

2021年
10月26日（火）

～

11月8日（月）

2022年
3月7日（月）

～

3月24日（木）

2022年
3月7日（月）

～

3月17日（木）

2022年
4月1日（金）

大阪いばらきキャンパス 
（OIC）

経営
政策科学
総合心理

2021年
10月10日（日）

びわこ・くさつキャンパス 
（BKC）

経済
スポーツ健康科学
食マネジメント
理工
情報理工
生命科学
薬

後期実施

衣笠キャンパス

志願者の自宅等
（オンライン面接）

法
産業社会
国際関係
文
映像

2021年度第1回
または

2021年度第2回

2021年
11月15日（月）

～

11月22日（月）

2022年
1月7日（金）

2022年
1月7日（金）

～

1月12日（水）

2022年
1月15日（土）

2022年
1月31日（月）

2022年
2月1日（火）

～

2月14日（月）

大阪いばらきキャンパス 
（OIC）

政策科学
総合心理

2022年
1月16日（日）びわこ・くさつキャンパス 

（BKC）

経済
スポーツ健康科学
食マネジメント
理工
生命科学
薬

面接を行わない学部
経営

２段階選抜を行いません。
情報理工

スケジュール　＊下表記載の年月日は日本標準時（JST）です。

ADMISSIONS OVERVIEW 入試概要

 https://ritsnet.ritsumei.jp/application/abroad/dl.html

 Email :  r-yokoso@st.ritsumei.ac.jp

入学試験
要項
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出願書類

❶ 写真（１枚）

❷  志望理由書

❸ 高等学校卒業（修了）証明書
または卒業（修了）見込証明書［＊1］

❹ 高等学校の全学年の成績証明書［＊1］

❺ パスポートのコピー［＊2］

❻  「日本留学試験」成績確認書
または成績通知書のコピー［＊3］

❼ 英語外部資格試験の成績証明書のコピー［＊4］

＊1： 日本語・英語・中国語で作成されたものに限ります。和文・英文・中文以外の場合は、和訳
または英訳し、その内容が原本と相違ないことの証明を受けて、原本と共に提出してください。

＊2： パスポートを持っていない場合は、国籍や氏名確認のために出生証明書や住民票といった 
出身国の公的証明書のコピーを提出してください。

＊3：後期実施において、2021年度第2回の成績を利用する場合は、受験票のコピーを提出してください。

＊4： 国際関係学部、経営学部、経済学部経済学科国際専攻、生命科学部、薬学部を志望する者のみ。

 詳細は「立命館大学入試情報サイト」に掲載の 2022年度外国人留学生入学試験要項（前期実施・後期実施）
を参照してください。

よくある質問

 日本国籍との二重国籍なのですが、出願できますか？
 可能です。

 前期実施・後期実施の両方に出願することはできますか。また、英語基準コースとの併願はできますか？
 可能です。

 昨年度の試験結果を教えてください。
 立命館大学入試情報サイトで参照できます。 

https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/result/ao_international.html

 現在の在留資格が「定住者」なのですが出願できますか？
 可能です。在留資格の有無や種類は問いません。 

　　ただし、入学後奨学金等の様々な支援を受けるためには在留資格「留学」が必要になる場合があります。

 私は高校を卒業した後に他の大学に在学しています。大学の成績証明書も必要ですか？
 高校を卒業している場合は大学の成績証明書は不要です。 

　　ただし、学校教育における12年の課程を満たさず、母国の大学等の高等教育機関に進学した者はこの限りではありません。

 志望理由書を書いていたら字を間違えました。最初から書き直さなければなりませんか？
 修正液、修正テープ等を使ってかまいません。

 WEB受験票が届きません。
 WEB 受験票発行の詳細は「留学生入学試験 インターネット出願マニュアル」を参照してください。 
WEB 受験票を受け取り後、すぐに内容を確認してください。 
WEB 受験票が入学試験要項に記載されている期日までに発行されていない場合は、ただちに入学センターに問い合わせてください。

 面接ではどのような質問がされますか？
 学部などにより異なりますが、なぜ立命館大学を志望したか、学びたいこと、将来の進路など、想定される質問には対応できる準備をしておいて
ください。

 入学後に海外留学できますか？
 できます。ただし、留学プログラムによって募集条件は異なります。 

http://www.ritsumei.ac.jp/studyabroad/

 兵役があるため、休学しなければなりません。休学のルールと費用について教えてください。
 原則として2学期目（春学期入学の場合、その年の秋学期）から休学が可能です。 

　　休学中は、在籍料として１学期につき5,000円が必要です。

ADMISSIONS OVERVIEW 入試概要

出願の流れ

入試情報サイトへアクセスし、各書類の
「ダウンロード」リンクからファイルをダウ
ンロードしてください。

第1次選考入学検定料の納入＊2　

インターネット出願システムにアクセスし、コンビニエンスストア（日本国内からに限る）、
またはクレジットカードで、納入期間内に納入してください。入学検定料のほかに、納入
金額に応じて払込手数料が必要です。

市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意し、封筒にインターネット出願システムで
印刷した封筒用ラベルを貼り付けてください。出願書類一式を封入し、出願期間内に郵便
局窓口にて「簡易書留速達」で郵送＊1してください（ポストへの投函不可）。
＊1：日本国外から出願する場合は、封筒用ラベルを貼り付けた後の封筒を国際宅配便の封筒に入れ、入学試験要

項で示している送付先へ、DHL等の追跡可能な国際宅配便を利用して送付してください。なお、出願書類の大
幅な遅延が発生した場合は、出願書類のスキャンデータの提出を求めることがありますので、発送前にすべての
出願書類のコピーまたはスキャンデータを取っておいてください。

第1次選考合格後に、第2次選考入学検定料の納入が必要です。
納入しなかった場合は受験できません。＊2

インターネット出願システムにアクセスし、コンビニエンスストア（日本国内からに限る）、
またはクレジットカードで、納入期間内に納入してください。入学検定料のほかに、納入
金額に応じて払込手数料が必要です。
＊2：後期実施の経営学部・情報理工学部では2段階選抜を行いません。Step3で入学検定料を納入してください。

Step5での入学検定料納入は不要です。詳細は入学試験要項で確認してください。

入学試験要項、提出書式などを入手するStep 1

出願書類の送付Step 4

↓

第 2次選考入学検定料の納入Step 5

第1次選考合格後

第1次選考入学検定料の納入と各種書類記入・準備Step 3

インターネット出願登録を行うStep 2

立命館大学入試情報サイトへ
アクセス

 https://ritsnet.ritsumei.jp/
application/abroad/dl.html

外国人留学生入学試験
（前期実施・後期実施）

入学試験要項ダウンロード

提出書式 その他
必要書類

記入・準備

封筒用
ラベル

書類を封入

封筒用ラベルを
貼り付け＊1

Step 1

Step 4

Step 2

Step 3

Step 5

第1次選考入学検定料の納入＊2

第2次選考入学検定料の納入＊2

コンビニエンスストア
（日本国内からに限る）

コンビニエンスストア
（日本国内からに限る）

「簡易書留速達」
で郵送＊1

郵便局窓口

提出書式

立命館大学入試情報サイト

インターネット出願システム

インターネット出願システム

印刷

封筒用
ラベル

印刷

立命館大学入試情報サイト
インターネット出願登録

クレジットカード

クレジットカード

海外留学プログラム

昨年度試験結果
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授業料減免・奨学金

学部 学科・学域・専攻
１回生 ２回生以降

入学金 春学期
授業料

秋学期
授業料 年間計 春学期

授業料
秋学期
授業料 年間計

法学部 法学科

200,000

485,900 485,900 1,171,800 485,900 485,900 971,800

産業社会学部 現代社会専攻・メディア社会専攻・
スポーツ社会専攻・人間福祉専攻 573,600 573,600 1,347,200 573,600 573,600 1,147,200

国際関係学部 国際関係学専攻 631,900 631,900 1,463,800 631,900 631,900 1,263,800

文学部

地域研究学域 570,000 570,000 1,340,000 570,000 570,000 1,140,000

人間研究学域教育人間学専攻
日本史研究学域考古学・
文化遺産専攻

559,200 559,200 1,318,400 570,000 570,000 1,140,000

上記学域・専攻以外 559,200 559,200 1,318,400 559,200 559,200 1,118,400

映像学部 映像学科 928,000 928,000 2,056,000 928,000 928,000 1,856,000

経営学部
国際経営学科 548,900 548,900 1,297,800 548,900 548,900 1,097,800

経営学科 485,900 485,900 1,171,800 485,900 485,900 971,800

政策科学部 政策科学専攻 582,900 582,900 1,365,800 582,900 582,900 1,165,800

総合心理学部 総合心理学科 601,500 601,500 1,403,000 601,500 601,500 1,203,000

経済学部 国際専攻・経済専攻 503,000 503,000 1,206,000 503,000 503,000 1,006,000

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 607,700 607,700 1,415,400 607,700 607,700 1,215,400

食マネジメント学部 食マネジメント学科 606,400 606,400 1,412,800 606,400 606,400 1,212,800

理工学部
数理科学科 754,700 754,700 1,709,400 754,700 754,700 1,509,400

上記学科以外 783,100 783,100 1,766,200 783,100 783,100 1,566,200

情報理工学部 情報理工学科 783,100 783,100 1,766,200 783,100 783,100 1,566,200

生命科学部 応用化学科・生物工学科・
生命情報学科・生命医科学科 798,500 798,500 1,797,000 798,500 798,500 1,597,000

薬学部 創薬科学科 902,800 902,800 2,005,600 902,800 902,800 1,805,600

居住地 住居費 食費 書籍・
勉強費

教養・
娯楽費 交通費 電話代 支出合計

京 都
（衣笠）

51,640

25,000

～

28,000

3,000

～

4,000

10,000

～

14,000

4,000

～

5,000
5,000

117,910

大 阪
（OIC） 

59,160 144,520

滋 賀 
（BKC）

52,030 121,350

（単位：円） （単位：円）

（単位：円）

立命館大学は外国人留学生向けのさまざまな経済的支援制度を設けています。
支援の種類は大きく分けて「授業料減免」と「大学から推薦を行う奨学金」の 2種類があります。

立命館大学の学費は、入学金と授業料で構成されています。
2022年度入学者に適用する学費については、2021年6月末に決定する予定です。決定後、入試情報サイトに掲載します。

名称 奨学金 期間 条件 2020年度採用実績

安藤百福留学生奨学金 年額1,000,000円 1年間 アジア諸国・30歳未満 2名

学校法人立命館教職員による
留学生支援金 年額 250,000円 1年間 ー 7名

立命館大学父母教育後援会
留学生支援奨学金 年額 250,000円 1年間 ー 20名

（1）立命館大学が実施している奨学金

 https://ritsnet.ritsumei.jp/fee/cost.html

名称 奨学金 期間 2020年度採用実績

文部科学省私費
外国人留学生学習奨励費 月額48,000円

1年間 190名

6ヵ月間 46名

ほか、毎年度約50財団の奨学金に学生を推薦し、70名程度が奨学金の給付を受けています。

（2）公的機関や民間機関による奨学金

＊2022年度の募集については、未定です。
　最新の奨学金情報の詳細  http://www.ritsumei.ac.jp/international/intl_students/scholarship/

授業料減免種別 減免額 減免期間 対象学部 減免対象者 募集人数の割合

学部生Ⅰ種 授業料年額の100％

1年間 全学部 1回生＊

募集人数の10％

学部生Ⅱ種 授業料年額の50％ 募集人数の10％

学部生Ⅲ種 授業料年額の20％ 募集人数の50％

❶立命館大学の学部の正規課程に在学していること   ❷ 在留資格が「留学」であること   ❸ 私費外国人留学生であること応募対象

入学試験の成績に基づいて授業料減免適用者を決定します。選考方法

入学試験合格発表の際に通知します。選考結果

（1）外国人留学生授業料減免 （2022年度外国人留学生入学試験、海外推薦入学試験による入学者）

1.授業料減免

２. 大学から推薦を行う奨学金

＊2回生以上の授業料減免の詳細は、奨学金のページを確認してください。
 http://www.ritsumei.ac.jp/international/intl_students/scholarship/

＊立命館生活協同組合「2020年度学生生活実態調査レポート」をもとに作成

授業料減免・奨学金

立命館大学生の生活費（１ヵ月の収入・支出例）参考

2021年度入学者に適用する学費一覧参考

アルバイト収入支出

0% 20% 40% 60% 80% 100%

京都
（衣笠）

大阪
（OIC）

滋賀
（BKC）

していない ～3万未満 3万以上～5万未満
5万以上～7万未満 7万以上～ 不明

TUITION FEES 学費・奨学金制度

学費
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