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立命館大学  

新型コロナウイルス感染症の影響により、入学試験要項どおりに試験を実施す

ることが困難であると本学が判断した場合には、内容の変更を行うことがあり

ます。内容の変更を行う場合は、立命館大学入試情報サイトでお知らせします。

 
立命館大学入試情報サイト https://ritsnet.ritsumei.jp 



 

2023 年度 一般編入学・転入学試験（理工学部 3 年次） 

＜入学試験概要＞ 

 
１．選考スケジュール 

  各スケジュールの詳細は、本入学試験要項の該当する項目を確認してください。 

出願期間 2022年10月19日（水）～ 10月25日（火） 

試験日 2022年11月27日（日） 

合格発表日 2022年12月7日（水） 

第 1 次入学手続期間 2022年12月8日（木）～ 12月21日（水） 

第 2 次入学手続期間 2023年3月8日（水）～ 3月17日（金） 

 
２．選考方法 

筆記試験（専門科目）および英語外部資格試験（TOEIC® Listening and Reading テスト） 

 

３．本入学試験の出願要件 
  一般編入学試験は「２．出願資格・要件」（P.1）、一般転入学試験は「２．出願資格・要件」（P.2）をご確

認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

立命館大学入学センター 

〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1 TEL：075-465-8351 （土日祝日を除く 9:00～17:30） 

＊2022 年 8 月 11 日（木・祝）から 8 月 17 日（水）および 2022 年 12 月 27 日（火）から 2023 年 1 月 5 日（木）

までは一斉休業のため、業務を行いません。 
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2023 年度 一般編入学・転入学試験（理工学部 3 年次）入学試験要項 

 

アドミッション・ポリシー 

  理工学部は、数学と理科の確かな学力と論理的思考力を兼ね備えた、以下のような意欲的な学生を求めます。 

   旺盛な好奇心と鋭い問題意識を持ち、物事の本質をよく理解し、課題を見つけようと努力する者 

   科学技術や社会の動向に関心を持ち、幅広い視野から創造的に物事をとらえようとする者 

   他人の立場が理解でき、寛容な精神を持ち自己を律することができる者 

   確かな自分の意見を持ち、新しいことに挑戦する気構えがある者 

 

本入学試験の目的 

 一般編入学・転入学試験は、日本国内の短期大学卒業（見込）者、高等専門学校卒業（見込）者、4 年制大学の 2 年次修

了（見込）者を選考のうえ、学部 3 年次からの編入学・転入学を許可する入学試験です。本入学試験は専願（受験の際、

立命館大学のみを志願すること）ではありません。なお、単位の修得状況および入学する学科のカリキュラムによっては、

2 年次に編入学・転入学を許可する場合があります。 

 

Ⅰ．2023 年度 一般編入学試験 

１．募集学部・学科および募集人数 

学部 学科等 募集人数 

理工学部 

数学物理系 物理科学科 1 名 

電子システム系 
電気電子工学科 2 名 

電子情報工学科 2 名 

機械システム系 
機械工学科 2 名 

ロボティクス学科 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  

2 名 
都市システム工学コース 

 ＊学科別に募集します。出願できる学科は 1 つのみです。 

 ＊環境都市工学科を志望する場合は、環境システム工学コースまたは都市システム工学コースのいずれかを選択してく

ださい。 

 ＊出願状況および選考結果によっては、合格者数は募集人数を下回る場合があります。 

 ＊上記以外の学部・学科等では、2023 年度の一般編入学の募集は行いません。 

 

２．出願資格・要件 

  次の  の両方に該当する者とします。なお、以下の について卒業の「見込み」で出願し、入学試験に合格した者が、

2023 年 3 月 31 日までに卒業しなかった場合は入学を許可しません。 

   以下の①または②のいずれかに該当する者 

  ① 短期大学を卒業した者、または 2023 年 3 月までに卒業見込みの者 

  ② 高等専門学校を卒業した者、または 2023 年 3 月までに卒業見込みの者 

    ＊出願資格における短期大学とは、日本の法律（学校教育法等）にもとづくものを指し、外国の短期大学やその

日本校は出願資格がありません。また、専修学校や各種学校についても出願資格はありません。 

   TOEIC® Listening and Reading テストを受験し、証明書によってそのスコアを証明できる者 

   ＊TOEIC® IP テストは対象としません。 

   ＊出願期間 終日よりさかのぼって 2 年以内に受験し、出願期間中に必要書類を提出できるものを有効とします。 
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Ⅱ．2023 年度 転入学試験 

１．募集学部・学科および募集人数 

学部 学科等 募集人数 

理工学部 

数学物理系 物理科学科 若干名 

電子システム系 
電気電子工学科 若干名 

電子情報工学科 若干名 

機械システム系 
機械工学科 若干名 

ロボティクス学科 若干名 

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  

若干名 
都市システム工学コース 

 ＊学科別に募集します。出願できる学科は 1 つのみです。 

 ＊環境都市工学科を志望する場合は、環境システム工学コースまたは都市システム工学コースのいずれかを選択してく

ださい。 

 ＊上記以外の学部・学科等では、2023 年度の転入学の募集は行いません。 

 

２．出願資格・要件 

  次の  の両方に該当する者とします。なお、以下の について修得の「見込み」で出願し、入学試験に合格した者

が、2023 年 3 月 31 日までに修得しなかった場合は入学を許可しません。 

   以下の①または②のいずれかに該当する者 

  ① 大学に既に 2 年以上在学し、60 単位以上修得した者、または 2023 年 3 月末までに修得する見込みがある者 

  ② 2023 年 3 月末までに大学に 2 年以上在学する見込みがあり、かつ 60 単位以上を修得する見込みがある者 

    ＊出願資格における大学とは、日本の法律（学校教育法等）にもとづくものを指し、外国の大学やその日本校は

出願資格がありません。 

    ＊立命館大学に在籍する者は出願できません。ただし、2023 年 3 月に卒業見込みの者は出願可能です。 

   TOEIC® Listening and Reading テストを受験し、証明書によってそのスコアを証明できる者 

   ＊TOEIC® IP テストは対象としません。 

   ＊出願期間 終日よりさかのぼって 2 年以内に受験し、出願期間中に必要書類を提出できるものを有効とします。 

 

 

Ⅲ．2023 年度 一般編入学・転入学試験〈共通事項〉 

１．出願書類 

  提出が必要な出願書類は以下のとおりです。出願書類は本学がコピーの提出を認めた書類を除き、原本を提出してく

ださい。 

  出願書類以外（例：本学が求めていない「資格試験の合格証明書」「関係者の推薦書」等）は受理しません。 

  本学入試情報サイトよりダウンロードする出願書類は、A4 サイズの用紙に片面印刷し、黒色のペンまたはボールペン

で記入してください（消えるボールペンは不可、修正液・修正テープの使用可）。 

   入学志願票（書式 1） 

   P.8～9 の「入学志願票」記入上の注意事項を参照し、本学所定用紙を使用して作成してください。 

  志望理由書（書式2） 

   本学所定用紙を使用して作成してください。800 字以内で記入してください。 

   成績証明書 

   直近に発行された成績証明書を提出してください。また、以下の①②に該当する場合は、「（60 単位以上の）単位

修得見込証明書」または「履修届」（科目履修登録）の写し等、単位修得の見込みが証明できるものをあわせて提出

してください（科目名と単位数が明記されているもの）。 
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  ① 大学在学者で 60 単位以上修得した成績証明書がない者 

  ② 既に 60 単位以上修得している者で理数系科目（数学、物理、化学関連科目等）を今年度履修中の者 

   ＊学校の教育制度（セメスター制等）により、出願期間までに 2022 年度の成績証明書や「履修届」の写し等が発行

されない場合、「2022 年度履修（見込）の全科目と取得単位一覧表（大学在学者用）」（書式 3）に履修時期・

科目名等を記入のうえ、提出してください。 

   卒業（見込）証明書 

   大学在学者で「卒業（見込）証明書」が発行されない場合は「在学（期間）証明書」を提出してください。 

   TOEIC® Listening and Reading テストの Official Score Certificate のコピー 

   TOEIC® Listening and Reading テストの Official Score Certificate のコピーを提出してください。 

本入学試験合格後、証明書の原本を提出してください（原本証明は不可）。提出方法の詳細は入学手続書類（3 月初

旬に本人宛に送付）に同封する「入学手続要項」でお知らせします。 

 

２．選考方法 

  筆記試験（専門科目）、英語外部資格試験（TOEIC® Listening and Reading テスト）のスコアを総合的に判定し、

合否を決定します。 

筆記試験（専門科目） 英語外部資格試験のスコア 

数学 
（100 点） 

物理学 
（100 点） 

TOEIC® Listening and Reading テストの 
スコアを得点換算（注） 

（99 点） 

 （注）TOEIC® Listening and Reading テストのスコアは以下の換算式により得点換算します。 

    〈換算式〉TOEIC® Listening and Reading テストスコア÷10（小数点以下は四捨五入） 

 

３．試験日・会場・合格発表 

   試験日 ：2022年 11月 27 日（日）10：00集合 

   試験会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス （P.28 のキャンパスマップ／交通案内を参照してください） 

        詳細は、受験票で案内します。 

   試験時間割 

 

 

 

 

 

 

   合格発表日：2022年 12月 7日（水）9：30 

   本学入試情報サイトに合格者受験番号一覧を掲示します。 

   立命館大学入試情報サイト https://ritsnet.ritsumei.jp 

   合格者には、合格発表日の午後に、合格通知を発送します。12 月 12 日（月）までに未着の場合は、ただちに入学

センターまで問い合わせてください。 

   試験日に関わる注意事項 

   地震や台風等の不測の事態が発生し、試験の実施が困難であると本学が判断した場合は、試験日を以下の日程に延

期します。延期する場合は、本学入試情報サイト（https://ritsnet.ritsumei.jp）で告知しますので、適宜確認するよう

にしてください。延期日に受験しなかった場合は欠席とみなし、入学検定料は返還しません。なお、試験日を延期し

た場合、合格発表日や入学手続期間を変更することがあります。 

   延期日：2022 年 12 月 4 日（日） 

 

試験 時間 

入室・説明・試験問題配付 10：00 ～ 10：15（15 分） 

数学 10：15 ～ 11：35（80 分） 

物理学 13：10 ～ 14：30（80 分） 

3



 

   合格発表に関わる注意事項 

  ① 不合格者には不合格通知を発送しません。合格者受験番号一覧の掲示をもって代えさせていただきます。 

  ② 試験を欠席（途中退室含む）した場合は、合否判定の対象外となります。 

  ③ 合否結果の内容に関する問い合わせには一切応じません。 

  ④ 合格通知の郵送途中で生じた事故（紛失、個人情報の漏洩等）について本学では責任を負いかねます。 

 

４．受験にあたっての注意事項 

  受験にあたっては P.12～14 の「受験にあたっての注意事項」および「受験票」を十分に確認してください。 

 

５．入学検定料 

  入学検定料 35,000 円 納入期間：2022年 10月 19日（水）10：00 ～ 10月 25日（火）23：00 

   入学検定料は、コンビニエンスストア（セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ）でのみ

納入できます。納入期間内に支払ってください。納入の際、振込手数料 440 円（税込）が必要です。支払方法の詳

細については P.7 を参照してください。 

   上記 の店舗で、土日祝日を問わず 24 時間いつでも入学検定料を支払うことができます。ただし、納入期間 終

日のコンビニエンスストア端末受付は 23：00 までです。 

   支払いに際して代理人が手続する場合でも、必ず志願者本人の情報（氏名・郵便番号・住所・電話番号・生年月日・

性別等）を入力してください。 

  収納証明書（レシートタイプの場合はコピーしたもの）は、入学志願票にクリップで留めて提出してください。 

   居住地の近隣に所定のコンビニエンスストアがない等の理由で支払いが困難な場合は、納入期間開始日までに入学

センターまで問い合わせてください。 

   納入された入学検定料は、原則として返還しません。ただし、以下のケースに該当する場合には、払い込まれた金

額の全額、または一部を返還します。該当する場合は入学センターまで問い合わせてください。 

  ① 入学検定料を支払ったが、出願書類を提出しなかった。または、出願期間を過ぎて提出した。 

  ② 入学検定料を多く払い過ぎた。 

  ③ 出願資格を満たさなかった。 

  ④ 出願書類不備等の理由により、本学が出願を不受理とした。 

  ⑤ 試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症

等）に罹患しており、本学が受験をお断りした。 

 

６．出願受付 

   出願は郵送に限ります。市販の角形 2 号封筒（A4 サイズの書類が入るもの）を用意し、封筒に宛名ラベルを貼り

付けてください。出願書類一式を封入し出願期間中に郵便局窓口で「簡易書留速達」で郵送してください（ポスト

への投函不可）。 

   出願期間：2022年 10月 19 日（水）～ 10月 25日（火）＜簡易書留速達扱い・出願期間最終日消印有効＞ 

   送付先 ：〒539-8691 日本郵便 新大阪郵便局留 立命館大学 願書受付センター 

   出願上の注意事項 

  ① 入学検定料が未納の場合や、消印日付が出願期間経過後の場合は、出願を受理しません。 

  ② 出願書類に不備がある場合は、出願を受理しません。出願書類について本学より連絡があった場合は、速やかに

その指示に従ってください。本学が指示した場合を除き、出願書類提出後の内容変更は認めません。 

  ③ 出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。 

  ④  出願の受理・不受理を問わず、原則、一旦提出された出願書類は返却しません。ただし、証明書等の原本を提出

し、その返却を希望する場合は、P.10 を参照してください。 
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  ⑤ 病気・負傷や障害等のために、受験時や入学後の学修に際して配慮を希望する方は、以下の WEB サイトより「受

験上の配慮申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、7 月 15 日（金）までに入学センターに提出して

ください。 

https://ritsnet.ritsumei.jp/admission/disability.html 

ただし、試験形態や希望内容によっては、希望どおりの配慮が行えない場合があります。 

期日を過ぎた後の不慮の事故等（交通事故、負傷、発病等）により受験上の配慮を希望する場合は、入学センタ

ーまで問い合わせてください。 

なお、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。また、申請内容に関わる情報につい

ては、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ます。 

   受験票の送付 

   受験票は出願期間終了後に、発送します。11 月 16 日（水）までに未着の場合は、ただちに入学センターまで問い

合わせてください。 

 

７．入学手続 

  入学手続は、所定の期間内に完了してください。期日までに手続を完了しない場合は入学できません。 

  入学手続の詳細は、合格通知に同封する「入学手続概要」および入学手続書類（3 月初旬に本人宛送付）に同封する

「入学手続要項」でお知らせします。 

   入学手続時納付金 

   本学では、学費（入学金、授業料）および諸会費（学友会費、父母教育後援会費）をあわせて「入学手続時納付金」

としています。 

   「入学手続時納付金」は、以下のとおり納入してください。 

  ① 第 1 次入学手続 

    入学金を納入してください。なお、一旦納入された入学金は、理由のいかんにかかわらず返還しません。 

    第1次入学手続期間：2022年 12月 8日（木）～ 12月 21日（水）＜最終日の金融機関収納印有効＞ 

  ② 第 2 次入学手続 

    授業料および諸会費を納入してください。 

    第2次入学手続期間：2023年 3月 8日（水）～ 3月 17 日（金）＜最終日の金融機関収納印有効＞ 

   インターネット入学手続 

   以下の期間に、インターネット入学手続の登録を行ってください。 

   登録期間：2023年 3月 8日（水）10：00 ～ 3月 17日（金）23：59 

   入学手続書類 

   以下の期間に、入学手続書類を提出してください。 

   書類提出期間：2023年 3月 8日（水）～ 3月 17日（金）＜簡易書留速達扱い・最終日消印有効＞ 

   入学を辞退する場合の授業料および諸会費の返還について 

   授業料および諸会費は、2023 年 3 月 31 日（金）までに「入学辞退届兼入学手続時納付金返還願（入学金を除く）」

（本学所定用紙）により入学の辞退を申し出た場合に限り、後日返還します。2023 年 4 月 1 日（土）以降の申し出

には応じられません。なお、入学金は返還の対象とはなりません。 

 

８．学費・諸会費 

  P.16～17 を参照してください。 

 

９．各種奨学金等 

  P.18～22 を参照してください。 
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10．編入学・転入学後の単位認定 

  立命館大学では、編入学・転入学前の大学・短期大学・高等専門学校での学修の体系を尊重し、編入学・転入学する

学部の教育目標・教育体系にふさわしい専門科目を中心とする履修が可能となるように単位認定を行います。 

   理工学部が認定する単位数は、70 単位（2 年次に入学する場合は 34 単位）を上限として、 の趣旨にもとづいて

認定します。ただし、学部の教育目標・教育体系との関係で、上限単位数まで認定されない場合があります。 

   教職科目の単位認定 

   教職科目は、原則として次のとおり取り扱います。 

①  短期大学からの編入学の場合 

    「教育の基礎的理解に関する科目等」は法律上可能な範囲で、本学が定める範囲内で単位認定を行います。

「教育の基礎的理解に関する科目等」を単位認定する場合は、 に記載の編入学時単位数の上限とは別に行います。 

    「教育の基礎的理解に関する科目等」「大学が独自に設定する科目」は、個々のケースによって単位認定できる

場合とできない場合があります。 

  ② 4 年制大学からの転入学の場合 

    転入学前の大学で修得した「教科及び教職に関する科目」の単位認定は行いません。転入学前の大学で修得した

教職関連科目と、転入学後に本学で修得する科目とをあわせて教員免許の取得を目指すことになります。 

 

  ＊編入学・転入学前の大学における教職関連科目の履修状況によっては、本学へ編入学・転入学後、教職課程で修得

すべき単位数が多くなり、免許状取得のために少なくとも 3 年以上の期間がかかる場合があります。また、編入学・

転入学後に取得できる免許状教科と編入学・転入学前の大学で履修していた教科とが異なる場合、本学においては、

その免許状を取得できないことがあります（本学では、所属学部・学科等で課程認定を受けている教科以外の免許

状教科の取得は保障していません）。 

 

11．環境工学デザインプログラム（JABEE プログラム）について 

   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）に合格し、第 1 次入学手続をした方に、本

学より別途、環境工学デザインプログラム（JABEE プログラム）について案内を送付します。 

   環境工学デザインプログラム（JABEE プログラム）への参加を希望する場合は、案内に同封されている審査書類お

よび成績証明書等の必要書類を本学に提出してください。提出後、プログラムへの参加可否を審査します。 

 

【補記】TOEIC®は Educational Testing Service（ETS）の登録商標です。  
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「入学志願票」記入上の注意事項 

 

１．入学志願票に必要事項を丁寧に記入してください。文字は楷書、数字は算用数字で、黒色のペンまたはボールペンで

記入してください（消えるボールペンは不可）。 

 

２．一旦提出した入学志願票の記入事項の変更は認めません。間違いのないように記入してください。記入を誤った場合

は修正液・修正テープを使用して丁寧に修正してください。 

 

３．※印のついた欄は記入しないでください。 

 

４．各項目は、以下の指示にしたがって正しく記入してください。 

   氏名 

・日本国籍を有する志願者は、戸籍上の氏名を記入してください。   

・日本国籍を有しない志願者のうち在留資格「留学」を有しない者は、「住民票」またはそれに代わるものに記載さ

れている氏名または通称名を記入してください。 

・日本国籍を有しない志願者のうち在留資格「留学」を有する者は、「住民票」または「旅券（パスポート）」に記

載されているアルファベット表記の氏名を記入してください。ファミリーネーム（大文字）、ファーストネーム（頭

文字は大文字、2 文字目から小文字）、ミドルネーム（頭文字は大文字、2 文字目から小文字）の順にアルファベッ

トで記入してください。なお、ファミリーネームとファーストネームの区別がない氏名は、 初の部分を大文字、

後の部分を頭文字は大文字、2 文字目から小文字で記入してください。 

   ＜記入例＞ 姓：RITSUMEI（ファミリーネーム） 名：Taro（ファーストネーム） Saionji（ミドルネーム） 

   ＊記入欄の文字枠が不足する場合は、正式な氏名を記載したメモをクリップで留めて提出してください。 

   ＊氏名のアルファベット綴りが、本学の事務システムに登録できる文字数を超過する場合は、ミドルネームについ

て、頭文字 1 文字とピリオドの表記に省略します。 

・上記のルール以外の氏名の使用を希望する場合は出願期間開始前に入学センターまで問い合わせてください。 

   生年月日・性別 

  ・生年月日を西暦で記入し、性別をチェック してください。 

   受験票・結果通知等送付先 

  ・受験票や合格結果通知が確実に届くよう、寮名、マンション名、部屋番号等も省略せずに正確に記入してください。 

   ＊記入する住所は、日本国内に限ります。 

  ・知人宅に下宿している場合は、必ず「○○様方」まで記入してください。 

   E-mail 

 ・出願に関わって志願者に大学から質問や指示をする際、また、不測の事態が発生し、志願者に連絡を行う必要が発

生した際には、E-mail で連絡する場合があります。また、オンライン面接を行う入試方式の場合は、面接の案内を

志願票に記入した E-mail アドレス宛に送信します。日常的に使用しているパソコンあるいは携帯電話の E-mail ア

ドレスを必ず記入してください。E-mail アドレスは 0（ゼロ）/O（オー）、1（イチ）/l（エル）、－（ハイフン）

/＿（アンダースコア）等の判別がつくように、明瞭に記入してください。志願者自身の E-mail アドレスの記入漏

れ、記入誤り、変更等によって被った不利益に関しては、救済を行いません。大学からメールを送る可能性がある

ため、メール受信拒否の設定をしている場合は「@st.ritsumei.ac.jp」からのメールを受け取れるよう受信設定して

ください。 

   出身学校・学歴状況 

  ・出身学校は、 終出身学校等に関する必要事項を記入してください。 

  ・学歴状況は、必要事項を記入し、該当するものにチェック してください。 
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   保護者氏名・連絡先 

  ・保護者氏名、連絡先については、緊急時（例：出願書類の内容について、志願者本人に連絡がつかない場合、試験

中に受験生が体調を崩した時等）の連絡先として使用します。また、合格後には本データを保護者・監督者または

それに代わる身元引受者として一旦登録することを基本とします。入学後に本データ以外の方を保護者・監督者ま

たはそれに代わる身元引受者とする場合の修正方法については、入学手続要項（3 月初旬に本人宛送付）でお知ら

せします。 

   志望記入欄 

  ・志望する学科の名称および該当する志望コード（4 桁）は、P.11 の「志望コード表」を参照して記入してください。 

   英語外部資格試験 

  ・（ ）内に TOEIC® Listening and Reading テストのスコアを記入してください。 

   写真 

  ・上半身・脱帽・正面向きで、出願期間 終日よりさかのぼって 3 ヶ月以内に撮影したカラー写真を貼付してください。 

  ・裏面には必ず氏名・志望学部を記入してください。 

  ・家庭用プリンターで出力した写真は使用しないでください。 

   入学検定料の収納証明書 

  ・収納証明書（レシートタイプの場合はコピーしたもの）は、志願票にクリップ留めして提出してください。 

 

５．氏名の漢字表記について 

  氏名の漢字表記は、電算処理のため、JIS 第二水準までの文字を使用します。また、該当する漢字がシステム上で入

力できない場合、カタカナで入力する場合があります（例：濵→浜、﨑→崎、髙→高、草彅→クサナギ）。 

  入学までの氏名は、JIS 第二水準までの漢字またはカタカナでの表記になります。なお、入学後の氏名表記の修正方

法は、入学手続書類（3 月初旬に本人宛に送付）に同封する「入学手続要項」でお知らせします。 
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証明書の返却を希望する場合について 

 

１． 高等学校等の証明書の原本が一部しかなく、原本の提出が困難な場合は、証明書を発行した学校・団体から原本証

明を受けたものに限り、コピーであっても原本と同等と認めます。証明書のコピーに、正しく複製されたもの

（Certified True Copy）であることの証明を受け、提出してください。 

２． 提出された証明書等は原則として返却しません。ただし、高等学校等の証明書の原本が一部しかなく、原本の提出

が困難な場合かつ出身学校から原本証明を受けられない場合に限り、一旦原本を提出していただき、本学で確認の

うえ後日返却します。原本の返却を希望する場合は、以下の手順に従って返送を希望する証明書が入るサイズの

「返送用封筒」を各自で準備し、出願書類に同封してください（本学所定の封筒はありません）。 

   「返送用封筒」を準備し、返送先の住所・氏名を記入、簡易書留郵便の金額の切手を貼付してください。 

   ただし、返送を希望する書類の重さの合計が50ｇを超える場合は、追加料金分の切手も貼付してください。 

   返送を希望する書類の名称を「返送用封筒」の裏面に記入してください。 

  返送を希望する書類を「返送用封筒」に封をせず、入れてください。 

＊返送先の住所が日本国外の場合は、入学センターまで問い合わせてください。 
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      志望コード表 

学部 学科等 コード 

理工学部 

数学物理系 物理科学科 2102 

電子システム系 
電気電子工学科 2103 

電子情報工学科 2104 

機械システム系 
機械工学科 2105 

ロボティクス学科 2106 

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 2113 

都市システム工学コース 2114 
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受験にあたっての注意事項 

 

 出願する入学試験の選考方法に応じて、以下の「本学キャンパスでの受験にあたっての注意事項」をご確認ください。なお、本

内容は 2022 年 6 月時点における文部科学省のガイドラインに基づいたものです。今後の感染状況の見通しや文部科学省のガイ

ドラインに変更が生じた場合は、内容を変更する場合があります。変更を行った場合は、本学入試情報サイトでお知らせします。 

 

本学キャンパスでの受験にあたっての注意事項 

１．受験にあたってのお願い 

  日頃から手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、「3 つの密」の回避に努め、体調管理を心がけてください。発熱や咳等

の症状がある場合、予め医療機関を受診してください。 

  試験当日はマスクを持参し、本人確認時および昼食時以外は常時着用してください。 

  試験当日は、試験会場へ向かう前に自宅等で検温を行ってください。発熱や咳等の症状がある場合には、入学センターまで

連絡してください。 

  試験室への入退出時は、備え付けの消毒製剤で手指を消毒してください。 

  休憩時間や昼食時等を含め、他者との接触、会話を極力控えてください。 

  試験室の換気を行うため、試験室の扉や窓等を開放することがあります。体温調整ができるよう、上着など必要な衣服を持

参してください。 

  昼食が必要な場合は、各自で昼食を持参の上、自席にて黙食するようにしてください。 

 

２．試験当日の来場・入室などの諸注意 

   試験会場への来場について 

  ① 試験会場への来場は、原則、公共交通機関を利用してください。車・バイクでの入構はできません。交通機関の状況を考

慮し、試験会場には余裕を持って到着するよう心がけてください。 

② スリッパ等の上履きは不要です。 

③ 試験会場には保護者等の控室はありません。 

④ 試験会場または駅周辺で住宅案内の配布等をしている場合がありますが、本学とは一切関係ありません。 

   試験教室への入室・着席について 

  ① 試験教室へは必ず各試験の集合時刻までに入室してください。 

  ② 指示に従い着席してください。指示に従わない場合、受験を無効とする場合があります。 

  遅刻の取扱いについて 

① 各入試方式で遅刻の取扱いを定めています。志願者に送付する受験案内等で確認してください。 

  ② 人身事故等による公共交通機関（バス・タクシーを除く）の遅れや自然災害などの不可抗力による遅刻の場合は、受験を

認める場合があります。遅刻の恐れがある場合は集合時刻までに受験案内等に記載されている連絡先まで申し出てくだ

さい。なお、公共交通機関の大幅な遅れなどにより、試験当日、多くの志願者に影響があると本学が判断した場合は、試

験全体に支障がない範囲で試験開始時刻を繰り下げることがあります。ただし、それによって生じた志願者の個人的費

用や損害は、本学は一切責任を負いません。 

  ③ 受験できなかった場合の入学検定料は、原則として返還しません。 

    試験会場等の間違いについて 

  ① 受験案内等に記載された試験会場でのみ受験できます。試験会場の間違いによる他会場での受験は一切認めませんので、

十分注意してください。 

  

３．試験当日に持参するものおよび使用許可物件について 

   持参するもの 

  ① 受験票および受験案内（受験票は画面または紙面で提示できるようにしておくこと） 

  ② 筆記用具（筆記試験がある場合。詳細は以下 使用許可物件を参照すること） 

  ③ 時計（詳細は以下 使用許可物件を参照すること） 

  ④ その他、本学が指定するもの（受験案内等で案内します） 
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   使用許可物件 

試験中に使用を認めるもの 試験中に使用を認めないもの（例） 

・筆記用具（筆記試験がある場合） 

 黒鉛筆（鉛筆キャップを含む）またはシャープペンシ

ル、消しゴムとケース、鉛筆削り（電動式・大型のもの・

ナイフ類を除きます）、シャープペンシルの替芯とケー

ス 

・時計（秒針音のするものや大型のものを除きます。また

携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末（スマー

トウォッチ等）、キッチンタイマー、ストップウォッチ

などを時計として使用することはできません。ストッ

プウォッチ機能の使用は認めません。なお、アラーム機

能が付いている場合には必ず解除してください。） 

・マスク 

・和歌や格言等が記載された筆記用具 

・マーカー、カラーペン、色鉛筆、万年筆、ボールペ

ン、筆箱など 

・定規、コンパス、下敷き、グラフ用紙など 

・そろばん、電卓、翻訳機、計算機およびそれらの 

機能を持つ時計、ストップウォッチなど 

・携帯電話等の通信機器、ウェアラブル端末（スマー

トウォッチ等）、電子辞書、IC レコーダーなど 

・耳栓、サングラスなど 

 

   その他 

  ① 試験教室内では携帯電話・ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等は必ず電源を切ってください。 

  ② 試験時間中の飲食は禁止します。ペットボトルなどを机の上に置くことはできません。 

  ③ 試験当日は、文字や地図が印刷されている衣類は着用しないでください。着衣に英単語や漢字などの文字や地図が印刷

されている場合、脱衣・裏返しなどの指示をする場合があります。 

 

４．試験時間中の諸注意 

   試験時間中（説明開始から終了後の退出まで）は、試験監督者、係員の指示に従ってください。従わない場合は退室させる

ことがあります。 

   本人確認のために「写真照合」を行います。本人と判断しづらい場合は、写真撮影を行うことがあります。 

   試験時間中の退室は原則として認めません。試験中に気分が悪くなった場合には、一時退室を許可することがありますが、

その間の試験時間は保障しません。 

（筆記試験がある場合） 

   試験開始までに試験問題・解答用紙を配付しますが、開始の合図まで開いてはいけません。 

   解答用紙は試験終了後、監督者の指示に従って必ず提出してください。解答用紙を提出しなかった場合は、受験を無効と

します。 

 

５．不正行為 

   次のことをすると不正行為になります。不正行為を行った場合は、それ以後の受験はできなくなり、すでに受験した当該

年度の入学試験も含め「全ての科目の成績を無効」とします。また、それ以後の当該年度の受験は認められません。なお、

入学検定料は返還しません。 

① カンニング（試験の科目に関するメモやコピーなどを机の上等に置いたり見せたりすること、参考書の内容や他の志願

者の答案等を見ること、他の人から答えを教わることなど）をすること。 

  ② 他の志願者に答えを教えたりカンニングの手助けをしたりすること。 

  ③ 試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）、電子辞書、IC レコーダー等の

電子機器類を使用すること。 

 （筆記試験がある場合） 

  ④ 解答用紙へ故意に虚偽の記入（解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入するなど）をすること。 

  ⑤ 配付された問題用紙を、その試験時間が終了する前に試験教室から持ち出すこと。 

  ⑥ 解答用紙を試験教室から持ち出すこと。 

  ⑦ 試験開始の指示の前に、問題用紙を開いたり解答を始めたりすること。 

  ⑧ 試験時間中に、定規、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具を使用すること。 

  ⑨ 試験終了の指示に従わず、筆記用具を持っていたり解答を続けたりすること。 
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   上記 以外にも、次のことをすると不正行為となることがあります。本学の指示等に従わず、不正行為と認定された場合

の取扱いは、 と同様です。 

  ① 試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）等の電子機器類や、定規、コンパ

ス、電卓等の補助具、参考書をかばん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていたり机の上や下（棚）に置いておい

たりすること。 

  ② 試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など）を長時間鳴らすなど、試験の進行に影響を与えるこ

と。 

  ③ 試験に関することについて、自身や他の志願者を利するような虚偽の申し出をすること。 

  ④ 試験場において他の志願者の迷惑となる行為をすること。 

  ⑤ 試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。 

  ⑥ その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。 

 

６．その他の注意事項 

   受験環境 

  ① 試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の巡視による足音・監督業務上必要な打合せなど、航空機・自動車・風雨・空

調の音など、周囲の志願者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など、携帯電話や時計等の短時間の鳴動、周囲の建物のチャイ

ム音など）が発生した場合でも救済措置は行いません。 

  ② 試験時間中に携帯電話や時計などの音・振動が発生し、発生源のかばんなどが特定できた場合、持ち主の同意なく監督

者が試験教室外に持ち出し、試験本部で保管することがあります。 

  ③ 机、椅子、空調などの試験会場（試験教室）による条件の違いは一切考慮しません。 

  ④ 他の志願者が迷惑に感じる行為を行っていると判断した場合、別室受験を求めることがあります。 

   体調不良等に伴う受験の取り扱い 

  ① 試験当日、新型コロナウイルス感染症または学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ等）

に罹患している場合は受験をお断りします。これらの症状等に該当する場合、医師の診断書等を提出することで入学検

定料を返還します。該当する場合は、試験日から起算して 3 日以内に入学センターまで問い合わせてください。その他

の体調不良に伴う受験の取り扱いについては、後日、入試情報サイトに掲載します。 

  ② 日本国外に在住・滞在されている方で、入国（帰国）後の待機期間内に試験日当日を迎える場合は、受験できません。待

機期間を確認した上で、余裕を持って入国（帰国）してください。 

   新型コロナウイルス感染症の無症状の濃厚接触者※の受験について 

   無症状の新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、下記の要件を満たす場合に限り、別室での受験を認めます。ただし

下記の条件を満たす場合でも、選考の性質上、別室での受験ができない試験は受験を認めません。新型コロナウイルス感染

症の濃厚接触者に該当すると判断された場合には、試験日から起算して直前の水曜日の午前 10 時までに入学センターまで連

絡してください。要件を満たさない場合および別室受験を希望しない場合は、入学検定料の返還を行います。 

※ 濃厚接触者：保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者(保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝達された

者を含む) 

① 自治体または自治体から指示された医療機関が実施する PCR 等の検査の結果、陰性であること 

② 受験当日も無症状であること 

③ 公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて

試験会場に行くこと 

   追試験について 

   疾病・事故その他の事由も含め、受験できなかった志願者のための追試験は一切行いません。 

   不測の事態への対応 

   不測の事態により、所定の日程どおりに入学試験や合格発表等を実施することが困難であると本学が判断した場合、延期

等の対応措置を取ることがあります。ただし、このことに伴う志願者の個人的損害について本学は責任を負いません。不測

の事態が発生した際は、対応措置について本学入試情報サイトで告知します。 

   https://ritsnet.ritsumei.jp 
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受験生の個人情報の取扱いについて 

 

 入学試験に際し、受験生から取得する個人情報は、次のとおりに取扱います。 

  利用目的 

 ① 入学試験の実施（出願処理、受験票等送付および入学試験実施）および選考 

 ② 合否の通知、発表 

 ③ 入学試験後の各種アンケート調査の送付 

 ④ 合格者および第 1 次入学手続完了者への入学手続書類の送付 

 ⑤ 合格者への入学前教育に関する取り組み（入学前準備・学習をサポートするための取り組み、および学部における入学

前課題の提供、書類の送付等） 

 ⑥ 合格者への入学後の生活に関する案内（住宅斡旋、傷害保険および生活協同組合）の送付 

 ⑦ 合格者を対象とした入学前「英語クラス分けテスト」の実施 

 ⑧ 在留資格取得・更新に関する書類の作成 

 ⑨ 入学後の学修支援、学生生活支援等に関する次の各事項のための利用（第２次入学手続完了者のみ） 

・学籍管理、履修管理、成績管理、学費情報管理等、学生等の学修支援 

・学生生活相談、課外活動支援、奨学金管理、保健衛生管理等、学生等の学生生活支援 

・進路指導、就職活動支援、進路就職情報管理等、学生等の進路就職支援 

・保護者への成績通知等、保護者との履修、成績、進路相談 

・入学試験業務、入学手続業務執行 

・学校法人立命館が設置する各校の各種案内物送付 

・学内施設・設備の利用管理、保安管理 

・各種証明書発行 

・学術交流協定などによる国内外の協定校への必要情報の提供 

■立命館大学の協定校・機関一覧 

http://www.ritsumei.ac.jp/international/pdf_j/RU_partner_universities_and_Institutions.pdf 

・奨学事業を行う団体への必要情報の提供 

・学生で組織する団体（学友会）への必要情報の提供 

・卒業生で組織する団体（校友会）への必要情報の提供 

・学生の父母で組織する団体への必要情報の提供 

・学校法人立命館個人情報保護委員会で認められた団体への必要情報の提供 

・大学評価（自己点検評価・第三者評価・認証評価等）、各種統計調査 

・教育、研究、FD 活動 

・その他、上記各号に関連し、または附随する目的 

  個人情報の管理 

  受験生の個人情報は、法令に則り、漏洩、滅失、き損等がないよう安全に管理します。 

  個人データの提供を伴う業務委託 

  個人データの取扱いを含む業務の一部を、個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結した上で、外部の事業者に委託す

ることがあります。 

  入学試験の統計資料について 

 受験生から取得した個人情報は、各種の統計処理を施した上で、今後の入学試験の調査・研究の資料として利用するほか、

進学希望者への情報公開に使用します。なお、公開される統計資料により個人が特定されることはありません。 
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3 回生の学費・諸会費 

 

2023 年度の学費・諸会費について 

 2023 年度 3 回生編入学・転入学者に適用する学費および諸会費は以下のとおりです。 

 

１．2023 年度 3回生編入学・転入学者に適用する学費 

  2023 年度 3 回生編入学・転入学者に適用する学費は、卒業するまで以下の表のとおり予定しています。 

なお、本学の学費は入学金と授業料で構成されています。 

＜2023年度3回生編入学・転入学者に適用する学費一覧＞ （単位／円）

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

数理科学科 200,000 754,700 754,700 1,709,400 754,700 754,700 1,509,400

上記学科以外※1 200,000 783,100 783,100 1,766,200 783,100 783,100 1,566,200
理工学部

4回生以降

学部 学科等

3回生

 

※1 物理科学科、電気電子工学科、電子情報工学科、機械工学科、ロボティクス学科、環境都市工学科、建築都市

デザイン学科 

［注］ 

  ① 入学金は入学年度のみ納入してください。 

  ② 特定科目（教育実習等）の履修に際して、別途費用を徴収することがあります。 

  ③ 社会的な要因により物価等が急騰し、その影響への対処として在学生を含む学費改定を余儀なくされた場合には、 

    緊急的な措置として学費改定を行うことがあります。 

  ④ 学費の納入にあわせ、以下の諸会費も納入してください。 

 

２．諸会費 

  大学は各会から代理徴収を受託しており、第 2 次入学手続時に授業料とあわせて請求します。2023 年度の諸会費は、

現時点では未確定ですので、参考までに 2022 年度の入学者に適用した諸会費を以下に掲載します。 

＜（参考）2022年度諸会費一覧＞ （単位／円）

入会金 年会費 入会金 年会費

理工学部 3,000 5,000 5,000 10,000 23,000

計
（年間）

学部
学友会 父母教育後援会

 

＊学友会入会金、父母教育後援会入会金は、入学年度のみ納入してください。 

 ＊学友会（入会金、年会費）、父母教育後援会（入会金、年会費）は一括納入のみとなります。 

 ＊理工学部は学会費の徴収はありません。 

   学友会 

立命館大学学友会は、正課の学修活動や課外活動の発展・向上、学園の進展に寄与することを目的として、立命館

大学の全学部生で構成されている学生自身による自治組織です。「新入生歓迎や学園祭、学術・学芸・スポーツ・ボ

ランティアなど多様な課外活動への取り組み」、「学生の学びに関する環境の改善要求」、「課外活動などの利用条

件の改善」、「学生生活のアメニティを高める取り組み」などを行っており、学友会独自のホームページにて活動情

報も公開しています（https://www.ritsumei.club/）。 

会費は、主として新入生歓迎行事や学園祭の開催、学生の課外活動団体への支援など、学友会の諸取り組みのため

に活用されています。本学では、学友会によるこれらの学生による自律的・自主的な営みが学生自身の成長のための

重要な側面を担っていると考えており、学友会の活動を支援しています。また学友会の予算管理や活動方針の策定に

ついても、大学が一部委託を受け対応しています。 
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   父母教育後援会 

   父母教育後援会は、「立命館大学の教育方針に則り、大学と父母との連絡を密にし、教育事業を援助し、併せて会

員相互の親睦を図る」ことを目的として、会員の方を対象とした懇談会の実施や会報誌の発行、奨学金をはじめとす

る学生生活支援などを行っています。 

 

３．入学手続時の納付額 

  2023 年度第 1 次、第 2 次それぞれの手続時納付金額は、下表の予定です。 

＊諸会費の額は 2022 年度と同額で算出しています（改定される可能性があります）。 

   第 1 次入学手続時納付金 

   入学金のみ納入してください。 

   第 2 次入学手続時納付金 

   授業料（春学期＋秋学期）および諸会費（全て一括納入）、または春学期授業料および諸会費（全て一括納入）の

いずれかの方法で納入してください。 

   春学期授業料および諸会費を納入された方には、入学後 2023 年 10 月上旬に秋学期授業料等納付書を送付します。

秋学期授業料等の納入期限は 2023 年 11 月 30 日（ただし、納入期日が金融機関休業日となる場合は翌営業日）です。 

 

＜2023年度入学手続時の納入方法別納付額（予定）＞ （単位／円）

授業料（春学期＋秋学期）
および諸会費（全て一括納入）

春学期授業料および
諸会費（全て一括納入）

数理科学科 200,000 1,532,400 777,700

上記学科以外 200,000 1,589,200 806,100

学部 学科等
第2次入学手続（授業料および諸会費）

第1次入学手続
（入学金）

理工学部
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 各奨学金については、2022 年度の内容を記載しています。それぞれの奨学金によって、給付型・貸与型の違いをはじめ、

趣旨・対象・金額・募集時期が異なります。奨学金を希望される場合は、必ず 新の募集要項にて各制度の内容を確認のうえ

出願してください。各奨学金の詳細は本学奨学金制度 WEB サイトにてお知らせします。 

 奨学金制度 WEB サイト  http://www.ritsumei.ac.jp/scholarship/ 
 
 

各種奨学金等 
 

 立命館大学では、学生が安心して学生生活を送り一人ひとりの学修･学生生活の目標にチャレンジできるよう、独自の奨

学金システムを設けています。本学では、正課･課外を問わず、大学とキャンパス内外で行われる学生の多様な学びを学修

と位置づけ、学生が主体的･能動的に学ぶことを支援します。 

 奨学金制度の種類には、学修･留学･課外活動など学生が学生生活の目標にチャレンジし、主体的･能動的に学んで成長して

いくことをサポートする「成長支援型奨学金」と経済的に修学困難な学生の学修･学生生活をサポートする｢経済支援型奨学

金｣があり、種類・採用者数など日本の大学の中でもトップクラスの規模となっています。 

   
１．入学前に出願が必要な奨学金について（経済支援型） 

【立命館大学家計急変学費減免】 給付型 

 家計急変や自然災害による経済的な理由により、修学が困難となった者を学費減免することにより支援する制度です。

また、この制度は、国の「高等教育の修学支援新制度」の家計急変による授業料減免制度を包括した制度になります。詳

細は募集要項を確認してください。 

（1）募集人数 

 出願資格を満たす者は、全員「採用候補者」とする 

 （2）出願資格 

   2022 年度入学試験の出願者（出願予定者を含む）で、本学への入学の意志が明確でありながら 2021 年 1 月以降に、

受験生の家計支持者（父母等）の死亡、重度後遺障害に認定、解雇、自営業の破産、自然災害による居住家屋の被災

（半壊等）および 30 日以上の入院・加療により、入学にあたって経済的に困難な状況にある方 

 （3）減免金額   

年間授業料の 1/4 の額 

 （4）減免方法 

  4 月入学予定者は入学初年度の春学期、9 月入学者は入学初年度の秋学期 

 （5）出願期間 

4 月入学予定者 9 月入学予定者 

第１回目募集  2 月上旬～2 月下旬 
7 月～10 月下旬 

第２回目募集   1 回目締切後～4 月下旬 

 （6）願書請求方法  出願期間に以下からダウンロードしてください。 

   URL： http://www.ritsumei.ac.jp/scholarship/ 

 （7）その他    

本奨学金に採用された方も、所定の期限までに入学金・授業料と諸会費（金額は学部によって異なる）を納入する

必要があります。 

 

 ＜この奨学金に関する問い合わせ先＞ 

   立命館大学 衣笠学生オフィス 奨学金係 

   TEL：075-465-8168（直通） ＜土日祝日を除く 9:30～17:00＞ 
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【民間財団奨学金 学校推薦群】 給付型 

 多くの企業または公益法人等（以下、財団）では、広く社会に貢献する人材あるいは優秀な人材の育成を目的として奨 

学事業を実施しており、大学生を対象に奨学生を募集しています。本学に対し、一定の推薦枠を設けている財団について 

は、「学校推薦群」として学内募集・選考を一括で行い、財団に推薦します。 

（注）以下は過年度の実績であり、募集財団や出願資格、募集人数等の要件は、年によって変更となる場合があります。 

 

（1）募集人数・給付金額等（主な財団）  

財団名 設立母体 給付年額 採用人数(見込)

ワタキュー財団 ワタキューセイモア株式会社 960,000 円/年 1 

樫山奨学財団 株式会社オンワード樫山 480,000 円/年 1 

小森記念財団 丸大食品株式会社 360,000 円/年 1 

春秋育英会 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 360,000 円/年 2 

夢＆環境支援宮崎記念基金 宮崎勝氏の私財による 360,000 円/年 2 

三木瀧蔵奨学財団 三共生興株式会社株式会社 360,000 円/年 2 

瀧川奨学財団 兵庫トヨタ自動車株式会社 
文系 300,000 円/年 

理系 336,000 円/年 
1 

日揮・実吉奨学会 日揮株式会社 300,000 円/年 6 

 

 （2）出願資格 

   各財団の定めにより異なりますが、立命館大学を代表する奨学生として相応しい（学業成績優秀･品行方正）者であ

りながら経済的理由で修学が困難な方、また奨学生に採用後、各財団が求める授与式･交流会･研修会に必ず出席でき

る方。一般編入・転入学試験の入学者は出願できません。    

学業基準 高等学校成績の全体の評定平均値が 4.0 以上 

家計基準 父母合計で、給与収入 800 万円以下、その他所得 337 万円以下 

 

 （3）願書請求方法・出願締切 

   本学奨学金制度 WEB サイト（http://www.ritsumei.ac.jp/scholarship/）で例年 12 月頃お知らせします。また、3

月初旬頃に合格者に送付する入学手続書類に同封の「奨学金・学生生活の手引き」でもお知らせします。出願締切は 3

月中旬です。 

  

【民間財団奨学金 一般公募群】 給付型・貸与型 

 学校推薦群とは別に、原則、学内選考は行わず、財団の出願資格を満たす方は自由に応募ができ、選考は財団で行われ

ます。財団から募集案内が届き次第、随時本学奨学金制度 WEB サイトに公開します。直接財団へ提出する場合と、大学

経由で提出する場合とがあります。募集時期は財団により異なりますので、出願を希望する場合は、本学奨学金制度 WEB

サイトを確認してください。 
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２．入学直後に出願が必要な奨学金について（経済支援型） 

 【経済支援型奨学金】 

紙面の関係上、主な制度のみを掲載しています。 

名称 種別 奨学金の対象・金額等 目的・出願資格等 

立命館大学 
学費減免 

（国の授業料等減免制

度に本学の支援をあわ

せた制度） 

給付 
（減免型） 

 
日本学生支援機構給付奨学金の支援区分に

よる授業料減免額と、本学の支援区分によ

る年間授業料 1/2 または 1/4 のいずれか大

きい額を減免（第Ⅰ区分は 70 万円または年

間授業料 1/2 のいずれか大きい減免額を適

用）。同様に、第Ⅱ区分は約 46 万円または

年間授業料 1/4、第Ⅲ区分は約 23 万円また

は年間授業料 1/4 のいずれか大きい減免額

を適用（大学独自区分は年間授業料 1/4 を

減免）。 
 

経済的理由により修学が困難な学生

を支援 
 
＜家計基準＞ 
非課税世帯を第Ⅰ区分、それに準ず

る世帯を第Ⅱまたは第Ⅲ区分とし、

日本学生支援機構が認定する。 
第Ⅰ～Ⅲ区分に該当せず、年間給与

収入 400 万円以下の世帯を大学独自

区分として認定する。 

日本学生支援機構 
給付奨学金※ 

給付 

＜第Ⅰ区分＞ 
自宅通学：38,300 円（42,500 円） 
自宅外通学：75,800 円 
 
＜第Ⅱ区分＞ 
自宅通学：25,600 円（28,400 円） 
自宅外通学：50,600 円 
 
＜第Ⅲ区分＞ 
自宅通学：12,800 円（14,200 円） 
自宅外通学：25,300 円 
 
いずれも月額 
（ ）内の金額は、生活保護受給世帯およ

び進学後も児童養護施設等から通学する

学生が該当 

＜学業成績基準＞（1 回生） 
①②③いずれかに該当すること 
①高等学校等の入学から卒業までの

評定平均値が 5 段階評価で 3.5 以上

であること 
②高卒認定試験の合格者であること

③将来、社会で自立し、活躍する目標

をもって学修する意欲を有している

ことが、学修計画書等により確認で

きること 
 
＜所得基準・資産基準＞ 
住民税非課税世帯及びそれに準ずる

世帯、かつ資産が基準額未満 
 
「大学に進学するまでの期間に関す

る基準」「国籍・在留資格の基準」な

ど、詳細は日本学生支援機構 WEB サ

イトで確認してください。 

日本学生支援機構 
貸与奨学金※ 

貸与 

＜貸与額（以下より選択）＞ 
①第一種（無利子） 
自宅生：2 万円、3 万円、4 万円、5.4 万円

自宅外生：2 万円、3 万円、4 万円、5 万円、

5.4 万円、6.4 万円 
 
②第二種（有利子、上限 3％） 
2 万円～12 万円（1 万円単位、薬学部のみ

14 万円も選択可） 
各通学区分の 高月額は別途基準を満たす

必要あり 
 
＜期間＞ 
原則として修業年限の終期 

＜学力基準＞ 

①第一種：高等学校での評定平均値

3.5以上  

住民税非課税世帯は学力基準なし 

 

②第二種：本学入学を持って基準を

満たしているとみなす 

 

＜家計基準＞ 
詳細は日本学生支援機構の WEB サ

イトで確認してください。 

 

＊上記奨学金については、毎年度継続手続（継続審査）があります。 

＊奨学金の願書請求の方法や出願方法の詳細については、3 月初旬に合格者に送付する入学手続書類に同封する「奨学金・学

生生活の手引き」でお知らせします。出願締切を入学直後（4 月初旬）に設定している奨学金がありますので、希望する方

は、その案内に基づき、「募集要項」を取り寄せてください。 

※日本学生支援機構の給付奨学金および貸与奨学金の詳細は、日本学生支援機構奨学金 WEB サイトを確認してください。 
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３．在学中に出願をする奨学金について（経済支援型・成長支援型） 

【経済支援型奨学金】 

名称 種別 奨学金の対象・金額等 目的・出願資格等 

立命館大学 
海外留学サポート 

奨学金 
（予約採用型･家計急

変型）  

給付 

給付上限金額：10 万円～100 万円 
＊海外留学プログラムの種類や派遣期間、派遣先
の国･地域により異なります。 
また、記載の内容は、現地への渡航を前提とし
た海外留学プログラムの場合となります。予定
されていた海外留学プログラムが催行中止と 
なった場合やプログラム内容が変更された場 
合は、支給の有無、支給金額等が変更となり 
ますので、予めご了承ください。

経済上の理由で海外留学プログラム

への参加や継続が困難である学生を

支援。派遣前に出願し採用される「予

約採用型」と派遣決定後、派遣中に家

計急変した者が出願できる「家計急変

型」があります。 

立命館大学 
父母教育後援会 
家計急変奨学金 

給付 
（減免型） 

授業料相当額を採用から修業年限まで 
＊修業年限：4 年（薬学部薬学科 6 年） 

入学後･在学中に学生の生計維持者

（父母等）が、死亡･重度後遺障害によ

り就労不能となった場合に修学継続

を支援 

立命館大学 
父母教育後援会 
災害支援奨学金 

給付 
（減免型） 

授業料相当額を 2 学期分 

入学後･在学中に学生の生計維持者

（父母等）の居住する家屋が、自然災

害により被害（半壊等）を受けた場合

に修学継続を支援 

 
 
【成長支援型奨学金・助成金】（正課・課外自主活動における｢個人｣「集団」の取り組みを支援する制度） 

名称 種別 奨学金の対象・金額等 出願資格等 

立命館大学 
西園寺記念奨学金 
（成績優秀者枠） 

給付 

文系学部（映像学部・グローバル教養学部除く）

1 学期あたり 15 万円 
理系学部・映像学部・グローバル教養学部

1 学期あたり 30 万円 

学部での学修を究め、成績優秀な者 

立命館大学 
＋R 学部奨学金 

給付 

次のいずれか 
15 万円、14 万円、13 万円、12 万円、 
11 万円、10 万円、9 万円、8 万円、 
7 万円、6 万円、5 万円 4 万円、3 万円 
2 万円、１万円 

所属する学部の教学的取組において

優れた成果を挙げた者 

立命館大学 
Challenge 奨学金（個人） 

給付 

① 踏み出し支援  
1 人あたり年額 5 万円、10 万円 

② 高度化支援   
1 人あたり年額 5 万円、10 万円、 
20 万円、30 万円 

学生個人が正課や課外の通常の活動

範囲を超えて抱いた問題意識に対し

て、その解決を目指し、自主的に取り

組む者 

立命館大学 
学びのｺﾐｭﾆﾃｨ学外活動 
奨励奨学金（正課授業） 

給付 
授業での調査、コンペティション参加など

の学習活動に要する費用の一部相当額を奨

学金として給付 

授業（ゼミナールなど）を基盤とした

国内外での調査活動や学会報告、国内

外大学･諸機関との交流などの学習活

動に積極的に取り組む者 

立命館大学 
校友会未来人財育成奨励金

（団体支援） 
給付 

① 新規出願 
年間で 15 万円、30 万円、50 万円 

② 継続出願 
年間で 15 万円 

正課外活動において、社会問題の解決

を目指す自主的な集団活動 

立命館大学 
海外留学チャレンジ 

奨学金 
給付 

給付上限金額：1 万円～240 万円 
＊海外留学プログラムの種類や参加費の金額、 
派遣期間、派遣先の国･地域により異なります。
また、記載の内容は、現地への渡航を前提とし
た海外留学プログラムの場合となります。予定
されていた海外留学プログラムが催行中止と 
なった場合やプログラム内容が変更された場 
合は、支給の有無、支給金額等が変更となりま
すので、予めご了承ください。 

海外留学への参加に挑戦する者 

立命館大学 
西園寺記念奨学金 

（難関試験合格者枠） 
給付 30 万円 

公認会計士･国家公務員総合職など大

学が指定する難関試験を目指し合格

した者 

＊上記の他に、【助成金】として正課･課外自主活動における「集団」での取り組みを支援する制度、【表彰・顕彰】とし

て課外自主活動において顕著な実績をあげた「個人」「集団」を支援する制度があります。 
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４．その他 

  各種教育ローンをご紹介します。いずれも各種奨学金と重複してご利用可能です（ただし、各金融機関の審査により

ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください）。申し込み・問い合わせにつきましては、直接、各金融

機関へ問い合わせてください。いずれも WEB サイトからの申し込みが可能です。 

 

 （1）日本政策金融公庫「国の教育ローン」 

   入学には、まとまった資金が必要です。随時申し込み可能ですが、合格前から事前に申し込んでおき、合格と同時

に融資を受け、入学手続き時に必要な資金を借りることができる教育ローンです。詳しくは下記に問い合わせてくだ

さい。 

   金利：1.65％ ＜2022 年 4 月現在＞ 

 

   教育ローンコールセンター 0570-008656 

   WEB サイト https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

 

 （2）SMBC ファイナンスサービス 「セディナ学費ローン」 

   立命館大学と SMBC ファイナンスサービス株式会社（以下 SMBC）との提携により、学費などの本学への納付金

を SMBC が利用者に代わり本学へ立て替え払いし、利用者は SMBC へ分割で返済する制度を導入しています。詳し

くは下記に問い合わせてください。 

   分割払手数料（実質年率）：2.50％ ＜2022 年 4 月現在＞ 

 

   カスタマーセンター 050-3827-0375 

   WEB サイト  https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/ 

 

 （3）オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」 

   立命館大学と株式会社オリエントコーポレーション（以下オリコ）との提携により、学費などの本学への納付金を

オリコが利用者に代わり立て替え払いし、利用者はオリコへ分割で返済する制度を導入しています。詳しくは下記に

問い合わせてください。 

   分割払手数料（実質年率）：2.50％ ＜2022 年 4 月現在＞ 

 

   オリコ学費サポートデスク 0120-517-325 

   WEB サイト  http://www.orico.tv/gakuhi/ 

 

 （4）滋賀銀行「ジャストサポート提携型（教育資金）」 

   立命館大学と株式会社滋賀銀行との提携により、本学への納付金やその他にかかる費用（仕送り資金、住居費用、

留学費用など）についても幅広く対応しています。詳しくは滋賀銀行クレジットセンターへ問い合わせてください。 

   年利（変動金利）：2.25％または 3.05％ ＜2022 年 4 月現在＞ 

 

   滋賀銀行 クレジットセンター 0120-889-201 

   WEB サイト http://sbk.jp/lp/teikei/pc/ 
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II. 真空中において半径R(> 0)の球体の領域に一様な電荷分布があり、その全電荷をQ(> 0)とす
る。以下の問に答えよ。ただし、真空の誘電率を ϵ0とし、電荷や電場等の物理量はすべて時間
変化しないものとする。

(1) 球体の中心から距離 rの点の電場の大きさを求め、r ≥ R、0 ≤ r < Rそれぞれの場合に
ついて答えよ。

(2) 球体の中心から距離 rの点の電位 (静電ポテンシャル)を求め、r ≥ R、0 ≤ r < Rそれぞ
れの場合について答えよ。ただし、無限遠 r = ∞ での電位を 0とする．

(3) 全空間に蓄えられる静電エネルギーを求めよ。

(4) 今度は同じ球体の領域において、全電荷の値をQに保ったまま、より一般的な球対称 (等
方的) な電荷分布を考える。（すなわち、電荷密度 ρは rのみの関数であり、∫

球体
d3x ρ(r) ≡ 4π

∫ R

0
r2dr ρ(r) = Q,

を満たすとする。）このとき、全空間に蓄えられる静電エネルギーが最小となるためには
どのような電荷分布を選べばよいか？その理由とともに簡潔に答えよ。
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