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Challenge your mind
Change our future

立命館大学は、創始150年・学園創立120周年の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。立命館大学は
日本で最も積極的に大学改革・学園創造をすすめる大学として社会の高い
評価を受けています。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。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は日本留学を志す外国人留学生の環
境整備に貢献することを目的に、一般財団法人日本語教育
振興協会の日本語学校教育研究大会委員会が2012年に
創設。全国の日本語学校の教職員の方々を対象に行われ
たアンケート調査をもとに立命館大学が選出されました。

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－
7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

数字で見る立命館大学

1900

120
年創立

年の歴史

16学部

20研究科がある
総合大学

海外留学参加者

日本人学生
海外派遣数全国

人

学生数

人
（学部・研究科）

35,855

1,543

1位

人134外国人教員数

民間企業受託研究実施件数

海外協定校数

1位

学費減免

留学生に適用
の70%

99.1%

カ国・地域

機関

68
461

430団体

100%

留学生の卒業後就職率

課外活動・サークル団体数

留学生数

76
2,631

か国・地域から

人

人393,425
卒業生のネットワーク

留学生受入学部英語コース数

学部4
コース5
研究科7 （2015年度）

(2017年度 JASSO調べ）

（2020年5月現在）1位
日本の
大学で 第

（日本語基準）

（2018年度卒業生）

＊

＊

*2019年5月現在 **「大学ランキング」2017年版より引用

＊＊

＊
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TOKYO

KYOTO SHIGA

Osaka Ibaraki
Campus (OIC)

OSAKA

Kinugasa
Campus

Kansai
International
Airport

JR Ibaraki Sta.

JR Osaka Sta.

JR Kyoto Sta.

JR Minami Kusatsu Sta.

Biwako-Kusatsu 
Campus (BKC)

キャンパス紹介

ABOUT OUR CAMPUSES
大学紹介

新幹線を利用して
約2時間40分

大阪いばらきキャンパス 衣笠キャンパス びわこ・くさつキャンパス

約50分

約11分 約17分

約75分

約20分

徒歩約5分 バス約30分 バス約20分

新幹線を利用して
約2時間20分

福岡

関西国際空港 東京

JR大阪 JR京都 JR南草津JR茨木

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

彦根城 琵琶湖

KYOTO

OSAKA

SHIGA

道頓堀 梅田スカイビル

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、誰とでも学び、学びあうこ
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。

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。
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* 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。
詳しくはウェブページを参照してください。http://ritsnet.ritsumei.jp/new_campus/index.html

*

*



キャンパスライフ

CAMPUS LIFE

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、学生の学生による支援「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 4,000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 *」制度は、立命館が発祥
で、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。

* 産業社会学部では「エンター」
**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 430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 7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。

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。

⃝ 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 オンキャンパス・リクルーティング

アクセンチュア（株）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、
（株）カプコン、（株）島津製作所、全日本空輸（株）、ソニー（株）、
豊田通商（株）、日本アイ・ビー・エム（株）、（株）日立製作所、
本田技研工業（株）、ヤフー（株）、ライオン（株）　他

留学生向け支援
（2019年度の実施例）

日本企業就職先例
※2017年度～

2019年度実績

ピア・サポート Spor ts & Culture

キャリアサポート

立命館大学独自の、学び成長する仕組み 430団体のクラブ・サークルから熱中できる何かを見つける

— 留学生就職決定率 99.1% —　高い就職率を実現するキャリア支援

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。

＼ S t u d e n t ’ s  V o i c e    〈 在学 生の声〉 ／

＃立命館大学を選んだ理由
私は子どもの頃から旅行が好きで、観光業界の仕組みについて興味を持っていました。立命館
大学の経営学部には観光事業に関する授業やゼミがあり、観光事業について深く学ぶことがで
きます。また、国際的なプログラムが多く、様々な国の人々に出会うことができるため立命館大
学を選びました。

＃キャンパスの魅力
図書館がとても魅力的です。図書館の中にある「ぴあら」では、みんな
で会議したり、プレゼンの練習をしたりできます。留学生も大勢集まる
場所なので、様々な国の人とも繋がれます。

＃正課で興味のある勉強内容は？
マーケティングの授業です。様々な会社を例に、どのような戦略が行われているかを正確に学
べます。個人でマーケティングの戦略を考える時間を設けている授業が多く、manaba（マナバ）
というものを利用して先生方のフィードバックももらえるのでとても勉強になります。

＃正課以外に注力している活動は？
関西を中心に日本の様々なところへ旅行しています。学校で学ぶ観光事業に関する理論も重要
だと思いますが、実際に旅行を通じて経験することも、これから事業や戦略を考えていくうえで
とても重要だと思っているからです。

＃大学入試のために準備・勉強したこと
まず最も頑張ったのはEJUです。一回間違えたことがある内容は、次から絶対間違えないよう
に毎日勉強に取り組みました。また、自分が持っている考えを言葉で完璧に説明できるようにノー
トに書いて整理しました。書いていくうちに考えがまとめられ、面接の時にとても役に立ちました。

＃受験生へのメッセージ
皆さんが日本への留学を決めた理由は様々だと思いますが、皆さんが思っている以上に日本で
の生活は有意義で、とても楽しいです。受験は本当に大変ですが、いつか絶対実を結ぶ日が
来るので、最後まで頑張ってください！

＃立命館大学を選んだ理由
以前から心理学に興味をもっていましたが、心理学の分野はあまりにも広く、大学選びにとても
悩んでいました。立命館大学の総合心理学部は主流の心理学がほぼ全て含まれていて、教授も
それぞれの分野でのトップであるため、志望しました。

＃キャンパスの魅力
主にOICのキャンパスで過ごしています。隣には公園があって、夏の授業後公園のベンチで本
を読んだり、復習をしたり、とても心地よいのでお勧めします。

＃正課で興味のある勉強内容は？
入学前は主に犯罪心理に興味をもっていましたが、現在は行動分析に関する勉強をしています。
行動分析は環境がどのように人の行動を影響しているのかを研究する学問です。環境を通して
犯罪を減少させる方法を研究しています。

＃正課以外に注力している活動は？
友達に誘われて立命館大学学生ベンチャーコンテストに参加したり、
研究のためシンガポールに行って現地調査をしたり、色々な事を経験
しました。また、休みの日は趣味でベースも弾いています。

＃大学入試のために準備・勉強したこと
入試のための特別な準備をしたことはありませんでした。
普段から予習復習をして、分からない所がないようにす
るよう心がけていました。

＃受験生へのメッセージ
大学は知識を学ぶ場所だけでなく、色んな事を経験し、
成長する場所でもあります。皆さんもぜひ色んな事に
挑戦し、悔いがない大学生活を送ってください。

所属：経営学部 3回生
出身：韓国

所属：総合心理学部４回生
出身：中国

オ ギョンジン

ニュウ ボリュ

東京キャンパスは東京駅直結

「ぴあら」は衣笠・
OIC・BKCの各
キャンパスにあり
ます！

ベンチャーコンテスト
には他大学も含む日
本全国の学生が一緒
に参加しています！

※企業が大学内で「説明会」と「選考会」を同日に実施するマッチング支援

クラブ・サークル
団体を検索

留学生
就職支援
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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）
注意点

前期実施と後期実施の合計
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、得点は問わない）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） 16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 9名

280点 35点
メディア社会専攻 17名

スポーツ社会専攻 4名

人間福祉専攻 3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）

18名 280点 35点
英語外部資格試験の成績が必要です。
→10ページ参照

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）

23名 280点 35点

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 18名 280点 35点

大阪いばらき
キャンパス
（OIC）

経営学部 経営学科 （戦略とマーケティングコース／組織とマネジメントコース／会計とファイナンスコース） 48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

英語外部資格試験の成績が必要です。
→10ページ参照
前期と後期とで基準点・選考方法が異なります。
→下記別表および10ページ参照

政策科学部 政策科学科 政策科学専攻 5名 280点 35点

総合心理学部 総合心理学科 11名 280点 35点

びわこ・くさつ
キャンパス
（BKC）

経済学部 経済学科
国際専攻 2名

280点 35点 「総合科目」、「数学（コース１またはコース２）」
英語外部資格試験の成績が必要です。
→10ページ参照

経済専攻 21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） 4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科目食マネジメント学部 食マネジメント学科 12名 280点 35点

理工学部

数学物理系
数理科学科

数学コース
2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 2名

電子システム系
電気電子工学科 4名

電子情報工学科 2名

機械システム系
機械工学科 4名

ロボティクス学科 4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） 4名

建築都市デザイン学科 2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）

25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）」

前期と後期とで基準点・選考方法が異なります。
→下記別表および10ページ参照後期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 6名 250点 30点
英語外部資格試験の成績が必要です。
→10ページ参照

薬学部 創薬科学科 （4年制） 2名 250点 30点
英語外部資格試験の成績が必要です。
→10ページ参照

学部
日本語

数学（コース２） 総点 総点の計算方法
読解、聴解・聴読解 記述

経営学部

280点以上 35点以上
- 450点以上

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点以上 550点以上
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  |  入試概要

※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。

＊英語基準（英語で主に学習する）コースとして、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/

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
英語基準
コース

別表

※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。
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＊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（MyBestTMスコアは採用しません）。 
＊GTEC（３技能版）は、検定実施分のみ有効とします。 

＊TOEFL iBT® Special Home Edition、IELTS Indicatorも対象とします。 
＊❷～❼の各試験の成績評価は、出願開始日よりさかのぼって2年以内に受験したものを有効とします。 
＊❽の成績評価は、2019年7月15日以降に実施された160ポイントスケールのものを有効とします。

＊出願書類は面接の際の資料として使用します（個人面接を行わない後期実施の経営学部と情報理工学部を除く）。 
＊国際関係学部、生命科学部、薬学部では、英語外部資格試験のスコアを評価の対象とします。 

＊第2次選考入学検定料は第1次選考合格者のみ必要です。
＊後期実施（経営学部と情報理工学部）の入学検定料納入期間は、2020年11月9日（月）～ 11月16日（月）です。

外国人留学生入学試験を受験するためには、以下の条件が必要です。
◦日本以外の国籍を有していること（二重国籍含む）
 ◦ 日本の学校教育法に基づく小学校・中学校・高等学校・中等教育学校等に在学した期間が通算3年以内であること
その他、出願資格の詳細は入学試験要項で確認してください。

◦面接はすべて日本語で行います。 
◦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、志願者の自宅等でインターネットまたは電話を利用した面接（WEB 面接）を行います。 
◦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。

経済学部経済学科国際専攻、国際関係学部、経営学部、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・専攻等により、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。

〈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  

〈英語外部資格試験の種類とスコア等の要件〉

出願資格・要件 前期・後期および学部により、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

入学検定料

第 2次選考の個人面接について

英語外部資格試験

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WEB面接とします。
　出願後の面接方法の変更は認めません。

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
（WEB面接）

法
産業社会
国際関係
文
映像

2019年度第1回
または 

2019年度第2回

2020年
8月17日（月）

～

8月24日（月）

2020年
10月2日（金）

2020年
10月2日（金）

～

10月7日（水）

2020年
10月10日（土）

2020年
10月26日（月）

2020年
10月27日（火） 

～

11月9日（月）

2021年
3月8日（月）

～

3月24日（水）

2021年
3月8日（月）

～

3月17日（水）

2021年
4月1日（木）

大阪いばらきキャンパス 
（OIC）

経営
政策科学
総合心理

2020年
10月11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
（WEB面接）

法
産業社会
国際関係
文
映像

2019年度第2回
または 

2020年度第2回

2020年
11月9日（月）

～

11月16日（月）

2021年
1月7日（木）

2021年
1月7日（木）

～

1月12日（火）

2021年
1月16日（土）

2021年
1月29日（金）

2021年
2月1日（月）

～

2月12日（金）

大阪いばらきキャンパス 
（OIC）

政策科学
総合心理

2021年
1月17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

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

出願に使用できる英語外部資格試験 ❶～❽のいずれか ❶～❹、❽のいずれか ❶～❹、❻、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）  2級以上

級・スコアは問わない 級・スコアは問わない
❷ TOEFL iBT®テスト  57点以上

❸ TOEIC® Listening and Readingテスト  550点以上

❹ IELTS（Academic Module）（CDIも可）  Overall Band Score 4.5以上

❺ GTEC（3技能版）   550点以上

使用不可

使用不可

❻ TEAP （4技能）   225点以上 スコアは問わない

❼ TEAP CBT 420点以上  使用不可

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

入学試験要項
ダウンロード、
昨年度入試結果は
コチラ
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出願の流れ 出願の際の注意点

よくある質問

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。日本語・英語・中国語以外の場合は、
日本語または英語に翻訳し、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、2020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 2021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。（6月下旬公開予定）

ADMISSIONS OVERVIEW  |  入試概要

各書類の「ダウンロード」ボタンをクリックして
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　

入学試験要項に記載の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：日本国外からは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。

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。※2

入学試験要項に記載の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。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

\ SCAN THE CODE! /

［日本国内居住者の場合］

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

宛名を貼り付け

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

コンビニエンスストア

「簡易書留速達」で郵送 
※ポストへの投函不可

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

◦最初に「入学試験要項」をよく読んでください。また、インターネット出願は「インターネット出願マニュアル」を読んでから行ってください。

◦WEB 受験票の受け取り後、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。

◦第1次選考に合格した後、第 2次選考を受験するためには、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段階選抜を行わない、後期実施の経営学部・情報理工学部を除く）

◦TOEFL® iBTの有効期限（受験日から2年）が入学までに切れそうな場合は、予めInstitutional Score Reportの発送手続をしておいてください。

 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。 
　　 http://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？

 修正液等を使ってかまいません。

 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。

 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。

クレジットカード

クレジットカード

昨年度試験結果
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2021年度入学者に適用する学費一覧 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 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 経済専攻・国際専攻 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 アルバイト
収入 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
（衣笠キャンパス）

35,630 54,080

27,000
～ 28,000

3,000
～ 4,000

14,000
～ 16,000 4,000 3,000

～ 4,000

133,810

大 阪
（大阪いばらきキャンパス） 

37,160 59,930 143,080

滋 賀 
（びわこ・くさつキャンパス）

32,420 49,580 122,370

（単位：円）

（単位：円）

立命館大学では、成績優秀者への奨学金をはじめとして、学習・留学・課外活動での活躍を支援する「成長支援型奨学金」や経済的に修学困難
な学生を支援する「経済支援型奨学金」など、多種多様な奨学金があり、全国トップレベルの実績を誇っています。外国人留学生を対象とした主
な支援制度として以下のものがあります。

名称 奨学金 期間 条件 2019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 10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

（2）立命館が実施している奨学金

＊学費・諸会費についての詳細は、ウェブページを参照してください。
 https://ritsnet.ritsumei.jp/fee/cost.html

名称 奨学金 期間 2019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 7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。

（3）公的機関、民間財団などによる奨学金 （大学が推薦を行うもの）

＊2021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 （2021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）

＊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「2019年度学生生活実態調査レポート」をもとに作成。

TUITION FEES  |  学費・奨学金制度

学費・諸会費

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
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