
　「令和５年度大学入学共通テスト」で受験した科目の成績を、共通テスト方式、共通テスト併用方式、後期分割方式＜共通テスト
併用３教科型＞、「共通テスト＋面接」グローバルコース方式、「経営学部で学ぶ感性＋共通テスト」方式で合否判定に使用します。
本学の入学試験で使用できない科目や、必要以上の科目数を受験しても構いませんが、出願する学部・学科等の入試方式におい
て定めた大学入学共通テストの科目を、必要数受験してください。科目が不足する場合は、不合格となります。また出願時に、使用
する科目を届け出る必要はありません。「高得点科目採用」は、学部・学科等の入試方式において定めた大学入学共通テスト科目を
受験していれば、高得点の科目から自動的に採用されます。
　志望する学部・学科等の入試方式で定めた科目の配点と、大学入学共通テストでの配点が異なる場合は、得点換算を実施します。
　なお、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部の共通テスト方式、情報理工学部の共通テスト併用方式（情報理工学部型）
では、高等学校等での履修に関する出願要件がありますので、9ページで確認してください。

■外国語
リーディング100点満点を200点満点に、リスニング100点満点を50点満点に換算します。その上で、下記①②のうち高得点とな

る方を自動的に採用します。ただし、「共通テスト＋面接」グローバルコース方式（情報理工学部）はリスニングの受験が必須のため①
を採用します。

①リーディングとリスニングの合計250点満点を200点に換算
②リーディングのみ200点満点（リスニングを受験しなかった場合を含む）
また、「ドイツ語」「フランス語」「中国語」も情報理工学部と薬学部を除くすべての学部で使用できます。「韓国語」は産業社会学部、

国際関係学部、文学部、映像学部、政策科学部、総合心理学部、食マネジメント学部で使用できます。

■国　語
大学入学共通テストの「国語」は、近代以降の文章（２問100点）、古典〔古文（１問50点）、漢文（１問50点）〕で構成されています。

本学の入学試験で使用する範囲は、以下の3通りです。使用範囲や使用方法は、各学部・学科等の入試方式ごとに定めていますので、
11～40ページで確認してください。
（１）近代以降の文章のみ
（２）古文、漢文のみ
（３）近代以降の文章、古文、漢文

■数　学
大学入学共通テストの「数学」は、数学①と数学②の２つの試験時間帯に分けて実施されます。本学の入学試験では、数学①は「数

学Ⅰ・数学Ａ」、数学②は「数学Ⅱ・数学Ｂ」（産業社会学部は「情報関係基礎」と「簿記・会計」を、映像学部は「情報関係基礎」を、
経営学部は「簿記・会計」を含む）の得点を使用します。使用できる科目および使用方法は、各学部・学科等の入試方式ごとに定め
ていますので、11～40ページで確認してください。主な使用方法は以下の通りです。
（１）「数学Ⅰ・数学A」および「数学Ⅱ・数学B」…２科目の合計点を使用します。２科目両方の受験が必要です。
（２）「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」から高得点１科目…高得点の１科目のみを採用候補とします。そのうえで学部・学科等の

入試方式において定められた科目数だけ、他の教科の採用候補も含めたなかから高得点科目を自動的に採用します。
（３）「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」…いずれの科目も採用候補とします。そのうえで学部・学科等の入試方式において定め

られた科目数だけ、他の教科の採用候補も含めたなかから高得点科目を自動的に採用します。

■地理歴史・公民
大学入学共通テストの「地理歴史・公民」は、１科目または２科目を選択して受験できます。使用できる科目および使用方法につ

いては、各学部・学科等の入試方式ごとに定めていますので、11～40ページで確認してください。

■理　科
大学入学共通テストの「理科」は、以下の通り理科①と理科②の２つの試験時間帯に分けて実施されます。
　理科①：「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
　理科②：「物理」「化学」「生物」「地学」
理科①および理科②については、以下の選択方法を大学入学共通テスト出願時に申し出ることになっています。
　Ａ：理科①を受験する
　Ｂ：理科②を１科目受験する
　Ｃ：理科①を受験、理科②を１科目受験する
　Ｄ：理科②を２科目受験する
理科①の『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目』は、２科目の合計点を１科目の得点と見なし、法学部、産

業社会学部、国際関係学部、文学部、映像学部、経営学部、政策科学部、総合心理学部、経済学部、スポーツ健康科学部、食
マネジメント学部で使用できます。理科②は、使用できる科目が学部・学科等によって異なります。使用できる科目および使用方法は、
各学部・学科等の入試方式ごとに定めていますので、11～40ページで確認してください。

大学入学共通テスト科目の成績利用方法（過年度の成績は利用できません）
【対象入試方式】
　共通テスト方式、「共通テスト＋面接」グローバルコース方式（情報理工学部）
　＊「経営学部で学ぶ感性＋共通テスト」方式は対象となりません。

【対象とする英語外部資格試験および本学が定める基準スコア・等級】
　出願登録時に「外国語『英語』」の特例措置を希望し、以下のいずれかのスコア等を証明する書類を出願時に提出した場合は、
大学入学共通テストにおける「外国語『英語』」を満点に換算し、合否判定を行います。
　＊大学入学共通テストで「外国語『英語』」の受験は必要です。
　　① 実用英語技能検定（CBT、S-CBTも可） ：準１級以上（受験時期は問わない）
　　② TOEFL iBT®テスト※１ ：72点以上（2021年4月1日以降に受験したもの）
　　③ IELTS（Academic Module）（CDIも可） ：Overall Band Score５.５以上（2021年4月1日以降に受験したもの）
　　④ GTEC※２  ：1260点以上（2021年4月1日以降に受験したもの）
　　⑤ TEAP（4技能）  ：334点以上（2021年4月1日以降に受験したもの）

※１　TOEFL iBT® Home Editionも対象とします。
Test Dateスコアのみを採用します（My BestTMスコアは採用しません）。

※２　オフィシャルスコアに限ります。
　提出が必要な出願書類については54ページで確認してください。

【出願方法】（詳細は45ページ以下を参照）
　インターネット出願画面の英語外部資格試験スコア等保持者への「外国語『英語』」の特例措置の項目で必要事項を入力してくだ
さい。そして、英語外部資格試験の合格証明書･スコア等（コピー）を郵送してください。インターネット出願画面にて、当該出願書類の
流用希望のための項目を選択すれば、英語外部資格試験の合格証明書やスコア等は初回出願時のみの提出で構いません（流用希
望のための項目を選択しなかった場合は、再度、書類送付が必要です）。
　大学入学共通テストで「外国語『英語』」を受験しなかった場合や、インターネット出願で上記の入力を完了しても、合格証明書･スコ
ア等（コピー）の送付がない場合は、特例措置の対象となりません。

英語外部資格試験スコア等保持者への「外国語『英語』」の特例措置

　試験の当日に持参できるものや試験中に利用できるものには制限があり、試験教室や座席位置等についても指定することは
できませんが、病気・負傷や障害等がある場合に限り、受験上の配慮を認める場合があります。
　本学の独自試験を受験するにあたり、病気・負傷や障害等のために配慮を希望する方は、立命館大学入試情報サイトの「受
験上の配慮について」のページ（https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/disability.html）より申請書類をダウンロードし、必要
書類を揃えて以下の締切日までに立命館大学入学センターに提出してください。
　ただし、試験形態や申請内容によっては、申請どおりの配慮を行えない場合があります。また、申請内容のヒアリングのため、
本学にお越しいただく場合があります。
　なお、共通テスト方式のみに出願する方で入学後の履修や学生生活に配慮が必要な場合は、各学部事務室までご相談ください。
＊申請内容に関わる情報は、入学センターおよび当該学部事務室等の関連部署間で共有し、受験上の配慮や、入学後の配慮に関

する検討や準備等のために活用することがあります。

　　　　　　　　 　　2022 年 12 月２日（金）まで 　　　　2023 年１月 27 日（金）まで

病気・負傷や障害等がある場合の受験について

２月実施入学試験 ３月実施入学試験

〈衣笠キャンパス〉
法学部事務室 075-465-8175 文学部事務室 075-465-8187
産業社会学部事務室 075-465-8185 映像学部事務室 075-465-1990
国際関係学部事務室 075-465-1211

〈大阪いばらきキャンパス（ＯＩＣ）〉
経営学部事務室 072-665-2090 総合心理学部事務室 072-665-2190
政策科学部事務室 072-665-2080 グローバル教養学部事務室 072-665-2492

〈びわこ・くさつキャンパス（ＢＫＣ）〉
経済学部事務室 077-561-3940 情報理工学部事務室 077-561-5202
スポーツ健康科学部事務室 077-561-3760 生命科学部事務室 077-561-5021
食マネジメント学部事務室 077-561-4801 薬学部事務室 077-561-2563
理工学部事務室 077-561-2625

〈学部事務室　問い合わせ窓口一覧〉
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　「令和５年度大学入学共通テスト」で受験した科目の成績を、共通テスト方式、共通テスト併用方式、後期分割方式＜共通テスト
併用３教科型＞、「共通テスト＋面接」グローバルコース方式、「経営学部で学ぶ感性＋共通テスト」方式で合否判定に使用します。
本学の入学試験で使用できない科目や、必要以上の科目数を受験しても構いませんが、出願する学部・学科等の入試方式におい
て定めた大学入学共通テストの科目を、必要数受験してください。科目が不足する場合は、不合格となります。また出願時に、使用
する科目を届け出る必要はありません。「高得点科目採用」は、学部・学科等の入試方式において定めた大学入学共通テスト科目を
受験していれば、高得点の科目から自動的に採用されます。
　志望する学部・学科等の入試方式で定めた科目の配点と、大学入学共通テストでの配点が異なる場合は、得点換算を実施します。
　なお、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部の共通テスト方式、情報理工学部の共通テスト併用方式（情報理工学部型）
では、高等学校等での履修に関する出願要件がありますので、9ページで確認してください。

■外国語
リーディング100点満点を200点満点に、リスニング100点満点を50点満点に換算します。その上で、下記①②のうち高得点とな

る方を自動的に採用します。ただし、「共通テスト＋面接」グローバルコース方式（情報理工学部）はリスニングの受験が必須のため①
を採用します。

①リーディングとリスニングの合計250点満点を200点に換算
②リーディングのみ200点満点（リスニングを受験しなかった場合を含む）
また、「ドイツ語」「フランス語」「中国語」も情報理工学部と薬学部を除くすべての学部で使用できます。「韓国語」は産業社会学部、

国際関係学部、文学部、映像学部、政策科学部、総合心理学部、食マネジメント学部で使用できます。

■国　語
大学入学共通テストの「国語」は、近代以降の文章（２問100点）、古典〔古文（１問50点）、漢文（１問50点）〕で構成されています。

本学の入学試験で使用する範囲は、以下の3通りです。使用範囲や使用方法は、各学部・学科等の入試方式ごとに定めていますので、
11～40ページで確認してください。
（１）近代以降の文章のみ
（２）古文、漢文のみ
（３）近代以降の文章、古文、漢文

■数　学
大学入学共通テストの「数学」は、数学①と数学②の２つの試験時間帯に分けて実施されます。本学の入学試験では、数学①は「数

学Ⅰ・数学Ａ」、数学②は「数学Ⅱ・数学Ｂ」（産業社会学部は「情報関係基礎」と「簿記・会計」を、映像学部は「情報関係基礎」を、
経営学部は「簿記・会計」を含む）の得点を使用します。使用できる科目および使用方法は、各学部・学科等の入試方式ごとに定め
ていますので、11～40ページで確認してください。主な使用方法は以下の通りです。
（１）「数学Ⅰ・数学A」および「数学Ⅱ・数学B」…２科目の合計点を使用します。２科目両方の受験が必要です。
（２）「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」から高得点１科目…高得点の１科目のみを採用候補とします。そのうえで学部・学科等の

入試方式において定められた科目数だけ、他の教科の採用候補も含めたなかから高得点科目を自動的に採用します。
（３）「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」…いずれの科目も採用候補とします。そのうえで学部・学科等の入試方式において定め

られた科目数だけ、他の教科の採用候補も含めたなかから高得点科目を自動的に採用します。

■地理歴史・公民
大学入学共通テストの「地理歴史・公民」は、１科目または２科目を選択して受験できます。使用できる科目および使用方法につ

いては、各学部・学科等の入試方式ごとに定めていますので、11～40ページで確認してください。

■理　科
大学入学共通テストの「理科」は、以下の通り理科①と理科②の２つの試験時間帯に分けて実施されます。
　理科①：「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
　理科②：「物理」「化学」「生物」「地学」
理科①および理科②については、以下の選択方法を大学入学共通テスト出願時に申し出ることになっています。
　Ａ：理科①を受験する
　Ｂ：理科②を１科目受験する
　Ｃ：理科①を受験、理科②を１科目受験する
　Ｄ：理科②を２科目受験する
理科①の『「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目』は、２科目の合計点を１科目の得点と見なし、法学部、産

業社会学部、国際関係学部、文学部、映像学部、経営学部、政策科学部、総合心理学部、経済学部、スポーツ健康科学部、食
マネジメント学部で使用できます。理科②は、使用できる科目が学部・学科等によって異なります。使用できる科目および使用方法は、
各学部・学科等の入試方式ごとに定めていますので、11～40ページで確認してください。

大学入学共通テスト科目の成績利用方法（過年度の成績は利用できません）
【対象入試方式】
　共通テスト方式、「共通テスト＋面接」グローバルコース方式（情報理工学部）
　＊「経営学部で学ぶ感性＋共通テスト」方式は対象となりません。

【対象とする英語外部資格試験および本学が定める基準スコア・等級】
　出願登録時に「外国語『英語』」の特例措置を希望し、以下のいずれかのスコア等を証明する書類を出願時に提出した場合は、
大学入学共通テストにおける「外国語『英語』」を満点に換算し、合否判定を行います。
　＊大学入学共通テストで「外国語『英語』」の受験は必要です。
　　① 実用英語技能検定（CBT、S-CBTも可） ：準１級以上（受験時期は問わない）
　　② TOEFL iBT®テスト※１ ：72点以上（2021年4月1日以降に受験したもの）
　　③ IELTS（Academic Module）（CDIも可） ：Overall Band Score５.５以上（2021年4月1日以降に受験したもの）
　　④ GTEC※２  ：1260点以上（2021年4月1日以降に受験したもの）
　　⑤ TEAP（4技能）  ：334点以上（2021年4月1日以降に受験したもの）

※１　TOEFL iBT® Home Editionも対象とします。
Test Dateスコアのみを採用します（My BestTMスコアは採用しません）。

※２　オフィシャルスコアに限ります。
　提出が必要な出願書類については54ページで確認してください。

【出願方法】（詳細は45ページ以下を参照）
　インターネット出願画面の英語外部資格試験スコア等保持者への「外国語『英語』」の特例措置の項目で必要事項を入力してくだ
さい。そして、英語外部資格試験の合格証明書･スコア等（コピー）を郵送してください。インターネット出願画面にて、当該出願書類の
流用希望のための項目を選択すれば、英語外部資格試験の合格証明書やスコア等は初回出願時のみの提出で構いません（流用希
望のための項目を選択しなかった場合は、再度、書類送付が必要です）。
　大学入学共通テストで「外国語『英語』」を受験しなかった場合や、インターネット出願で上記の入力を完了しても、合格証明書･スコ
ア等（コピー）の送付がない場合は、特例措置の対象となりません。

英語外部資格試験スコア等保持者への「外国語『英語』」の特例措置

　試験の当日に持参できるものや試験中に利用できるものには制限があり、試験教室や座席位置等についても指定することは
できませんが、病気・負傷や障害等がある場合に限り、受験上の配慮を認める場合があります。
　本学の独自試験を受験するにあたり、病気・負傷や障害等のために配慮を希望する方は、立命館大学入試情報サイトの「受
験上の配慮について」のページ（https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/disability.html）より申請書類をダウンロードし、必要
書類を揃えて以下の締切日までに立命館大学入学センターに提出してください。
　ただし、試験形態や申請内容によっては、申請どおりの配慮を行えない場合があります。また、申請内容のヒアリングのため、
本学にお越しいただく場合があります。
　なお、共通テスト方式のみに出願する方で入学後の履修や学生生活に配慮が必要な場合は、各学部事務室までご相談ください。
＊申請内容に関わる情報は、入学センターおよび当該学部事務室等の関連部署間で共有し、受験上の配慮や、入学後の配慮に関

する検討や準備等のために活用することがあります。

　　　　　　　　 　　2022 年 12 月２日（金）まで 　　　　2023 年１月 27 日（金）まで

病気・負傷や障害等がある場合の受験について

２月実施入学試験 ３月実施入学試験

〈衣笠キャンパス〉
法学部事務室 075-465-8175 文学部事務室 075-465-8187
産業社会学部事務室 075-465-8185 映像学部事務室 075-465-1990
国際関係学部事務室 075-465-1211

〈大阪いばらきキャンパス（ＯＩＣ）〉
経営学部事務室 072-665-2090 総合心理学部事務室 072-665-2190
政策科学部事務室 072-665-2080 グローバル教養学部事務室 072-665-2492

〈びわこ・くさつキャンパス（ＢＫＣ）〉
経済学部事務室 077-561-3940 情報理工学部事務室 077-561-5202
スポーツ健康科学部事務室 077-561-3760 生命科学部事務室 077-561-5021
食マネジメント学部事務室 077-561-4801 薬学部事務室 077-561-2563
理工学部事務室 077-561-2625

〈学部事務室　問い合わせ窓口一覧〉
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