
ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（1）出願登録開始

希望する研究科・入試方式の出願開始日の午前10時(日本時間)になれば、出願登録ができます。
期間外の出願はできません。
「出願登（大学院）」をクリックしてください。
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＜登録した内容を修正したい場合＞

各項目において、「登録」ボタンを押した後に修正をすることはできません。登録内容に誤りがある

場合は、以下の通り対応してください。再度出願登録はしないでください。

①志願票に表示されている項目の修正

１）入学年度・入学時期・出願研究科

・・・修正できません。誤って登録した場合は、出願した研究科事務室に連絡してください。

２）上記１）以外の項目

・・・印刷した志願票に手書き（赤字）で修正してください。

②志願票に表示されない項目（学歴や留学生情報など）の修正

・・・修正内容を明確にして、出願した研究科事務室に連絡してください。



ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（2）「登録規約および個人情報の取扱いについて」の確認

内容を確認のうえ、「同意する」を選択し、「次に進む」ボタンをクリックしてください。
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（3）入学時期選択

希望する入学時期を選択してください。
注意：ログイン時に出願受付中の入学時期のみ表示されます。
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（4）研究科選択

研究科一覧から、希望する研究科を選択してください。
注意：ログイン時に出願受付中の研究科のみ表示されます。
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（5）課程選択

希望する課程を選択してください。
注意：ログイン時に出願受付中の研究科の課程のみ表示されます。
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（6）専攻選択

希望する専攻を選択し、「次に進む」をクリックしてください。
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（7）コース選択

希望するコースを選択し、「次に進む」をクリックしてください。
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（8）試験日および入試方式選択

入学試験要項を確認のうえ、希望する試験日・入試方式・課程をクリックしてください。

書類選考のみの入試方式および出願開始時点で受験日が確定していない入試方式については、受験日ではなく合格発表
日が表示されます。
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【コース】
コース選択が不要な場合は、選択肢の中にある「＊」を選択してください。

試験日 入試方式名称 課程名



＜検定料の支払いが不要な方*への留意事項＞

システム処理の関係で、本画面で「検定料金額」が表示されることがありますが、実際に検定料を納入し
ていただく必要はありません。

*ご自身が検定料の支払い不要の対象者であるかどうかについては、「大学院入学試験要項（研究科
共通）」の 「１．出願手順について」の 「（3）入学検定料について」を確認してください。

＜検定料の支払いが不要な方*への留意事項＞

システム処理の関係で、本画面で「検定料金額」が表示されることがありますが、実際に検定料を納入し
ていただく必要はありません。

*ご自身が検定料の支払い不要の対象者であるかどうかについては、「大学院入学試験要項（研究科
共通）」の 「１．出願手順について」の 「（3）入学検定料について」を確認してください。

ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（9）検定料確認

検定料の納入締切日を確認し、「次に進む」をクリックしてください。
注意：表示されている検定料とは別に、手数料が必要です。
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http://www.ritsumei.ac.jp/gr/exam/supplement.html/
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ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（10）基本情報入力

各項目を入力し、「次に進む」をクリック
してください。
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【氏名】
※氏名の入力方法の詳細は、大学院入学試験要項（研究科共通）「2．出願上の注意事
項」を確認してください。

＜日本国籍の方＞
戸籍上（戸籍抄本または住民票）の氏名

＜日本国籍を有しない方で、在留資格が「留学」の方（取得見込みを含む）＞
・住民票またはパスポートに記載されているアルファベット
・漢字圏の国・地域出身の方であっても、漢字では入力しないでください。
・ファミリーネーム（すべて大文字）、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）の順に入力してください。
例：RITSUMEI Taro Saionji

＜日本国籍を有しない者で、在留資格が「留学」以外の者（特別永住者、永住者 等）
住民票またはそれに代わるもの（パスポート、在留カード）に記載されている氏名または通称
名。入学後に通称名を使用する場合は、住民票に記載されている通称名を入力してください。

【氏名】
※氏名の入力方法の詳細は、大学院入学試験要項（研究科共通）「2．出願上の注意事
項」を確認してください。

＜日本国籍の方＞
戸籍上（戸籍抄本または住民票）の氏名

＜日本国籍を有しない方で、在留資格が「留学」の方（取得見込みを含む）＞
・住民票またはパスポートに記載されているアルファベット
・漢字圏の国・地域出身の方であっても、漢字では入力しないでください。
・ファミリーネーム（すべて大文字）、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）の順に入力してください。
例：RITSUMEI Taro Saionji

＜日本国籍を有しない者で、在留資格が「留学」以外の者（特別永住者、永住者 等）
住民票またはそれに代わるもの（パスポート、在留カード）に記載されている氏名または通称
名。入学後に通称名を使用する場合は、住民票に記載されている通称名を入力してください。

【氏名（カナ）】
「カナ」欄の入力をしてください。
・STEP2)「本登録」の際に、日本国籍を選択した場合、カナは必須です。
・日本国籍を有しない方は、カナまたはアルファベット（住民票もしくはパスポートに記載されている
もの）の氏名を入力してください。

【氏名（カナ）】
「カナ」欄の入力をしてください。
・STEP2)「本登録」の際に、日本国籍を選択した場合、カナは必須です。
・日本国籍を有しない方は、カナまたはアルファベット（住民票もしくはパスポートに記載されている
もの）の氏名を入力してください。

【生年月日】
生年月日の入力は、直接手入力してください。 例：1990/04/01
【生年月日】
生年月日の入力は、直接手入力してください。 例：1990/04/01

【保護者・監督者等電話番号】
保護者・監督者等の電話番号は、「自宅電話番号」「携帯電話番号」いずれかの入力が必須で
す。

【保護者・監督者等電話番号】
保護者・監督者等の電話番号は、「自宅電話番号」「携帯電話番号」いずれかの入力が必須で
す。

【住所】
郵便番号横の「虫眼鏡」ボタンをクリックすると、
検索画面が表示されます。
検索画面上で郵便番号を直接入力して検索し、
住所を自動入力することもできます（日本国内の住所のみ）。

＜海外の住所の場合＞
郵便番号：999-9999 と入力
都道府県：「その他」を選択
市区郡、町村番地、マンション名・アパート名：
・項目名に関係なく、40文字以内で入力してください。
・住所には、国名を含めてください。
・漢字圏であっても、アルファベットで入力してください。

例：10  Xisanhuan Beilu, 
Haidian District, 
Beijing, China

＜合格結果通知の送付先が、入力した住所と異なる場合＞
STEP5「志願票印刷」で印刷した「志願票」の下部にある「自由記述欄」に合格結果通知送付
先を記入してください。

【住所】
郵便番号横の「虫眼鏡」ボタンをクリックすると、
検索画面が表示されます。
検索画面上で郵便番号を直接入力して検索し、
住所を自動入力することもできます（日本国内の住所のみ）。

＜海外の住所の場合＞
郵便番号：999-9999 と入力
都道府県：「その他」を選択
市区郡、町村番地、マンション名・アパート名：
・項目名に関係なく、40文字以内で入力してください。
・住所には、国名を含めてください。
・漢字圏であっても、アルファベットで入力してください。

例：10  Xisanhuan Beilu, 
Haidian District, 
Beijing, China

＜合格結果通知の送付先が、入力した住所と異なる場合＞
STEP5「志願票印刷」で印刷した「志願票」の下部にある「自由記述欄」に合格結果通知送付
先を記入してください。

【電話番号】
出願に関して問い合わせる場合に必要となりますので、連絡が取れる電話番号を必ず入力してく
ださい。電話番号は、「自宅電話番号」「携帯電話番号」いずれかの入力が必須です。
ハイフンは必要です。

【電話番号】
出願に関して問い合わせる場合に必要となりますので、連絡が取れる電話番号を必ず入力してく
ださい。電話番号は、「自宅電話番号」「携帯電話番号」いずれかの入力が必須です。
ハイフンは必要です。

【検定料要否】
・「必要」を選択してください。
・検定料の支払いが不要な方*のみ「不要」を選択してください。

*検定料の支払い不要対象者とは・・・「大学院入学試験要項（研究科共通）」の 「1．出願
手順について」 「（3）入学検定料について」を確認してください。

【検定料要否】
・「必要」を選択してください。
・検定料の支払いが不要な方*のみ「不要」を選択してください。

*検定料の支払い不要対象者とは・・・「大学院入学試験要項（研究科共通）」の 「1．出願
手順について」 「（3）入学検定料について」を確認してください。

http://www.ritsumei.ac.jp/gr/exam/supplement.html/
http://www.ritsumei.ac.jp/gr/exam/supplement.html/
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必要な項目を入力し、「入力内容確認へ進む」をクリックしてください。

①

②

③

ＳＴＥＰ3-1 出願登録

手順（11）学歴情報入力
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【学歴別入力方法と学歴区分・終了区分入力例】
※学歴情報の入力は「学位名」以外は必須項目です。
※高校以下の学歴については、入力不要です（最終学歴が高校の場合を除く）。
※出身学校が複数ある場合は、出願資格にかかわる最終学校の情報を入力してください。

例１：現在大学４回生で、博士課程前期課程を希望する場合
①に卒業見込みの大学情報を入力

学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業見込
例２：すでに大学を卒業していて、博士課程前期課程を希望する場合

①に卒業した大学情報を入力
学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業合格

例３：現在博士課程前期課程２回生で、博士課程後期課程を希望する場合
①に卒業した大学情報を入力

学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業合格
②に修了見込みの大学院情報を入力

学歴区分：博士課程前期課程修了 終了区分：修了見込(論文審査中)
例 4：現在立命館大学３回生で、飛び級入学試験で博士課程前期課程を希望する場合

①に在籍している大学情報を入力
学歴区分：大学３年次修了 終了区分：単位取得見込
※大学卒業（見込）年月：大学3年次終了予定年月を入力してください。

例 5：大学・大学院を卒業、修了し、かつ、専門学校等を卒業している場合
①に卒業した大学情報を入力

学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業合格
②に修了した大学院情報を入力

学歴区分：博士課程前期課程修了 終了区分：修了
③に卒業した専門学校情報を入力※出身大学コードは空欄で構いません
学歴区分：その他 終了区分：卒業合格

例 6：早期卒業の場合
①に卒業見込みの大学情報を入力

学歴区分：3年次修了 終了区分：修了見込

【学歴別入力方法と学歴区分・終了区分入力例】
※学歴情報の入力は「学位名」以外は必須項目です。
※高校以下の学歴については、入力不要です（最終学歴が高校の場合を除く）。
※出身学校が複数ある場合は、出願資格にかかわる最終学校の情報を入力してください。

例１：現在大学４回生で、博士課程前期課程を希望する場合
①に卒業見込みの大学情報を入力

学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業見込
例２：すでに大学を卒業していて、博士課程前期課程を希望する場合

①に卒業した大学情報を入力
学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業合格

例３：現在博士課程前期課程２回生で、博士課程後期課程を希望する場合
①に卒業した大学情報を入力

学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業合格
②に修了見込みの大学院情報を入力

学歴区分：博士課程前期課程修了 終了区分：修了見込(論文審査中)
例 4：現在立命館大学３回生で、飛び級入学試験で博士課程前期課程を希望する場合

①に在籍している大学情報を入力
学歴区分：大学３年次修了 終了区分：単位取得見込
※大学卒業（見込）年月：大学3年次終了予定年月を入力してください。

例 5：大学・大学院を卒業、修了し、かつ、専門学校等を卒業している場合
①に卒業した大学情報を入力

学歴区分：大学卒業 終了区分：卒業合格
②に修了した大学院情報を入力

学歴区分：博士課程前期課程修了 終了区分：修了
③に卒業した専門学校情報を入力※出身大学コードは空欄で構いません
学歴区分：その他 終了区分：卒業合格

例 6：早期卒業の場合
①に卒業見込みの大学情報を入力

学歴区分：3年次修了 終了区分：修了見込

＜個別審査で入学資格を得た者＞ …以下のとおり入力してください。
※学歴情報の入力は「学位名」以外は必須項目です。
①に、最終出身学校の情報を入力してください。
例：最終出身学校が高校の場合

学歴区分：高校卒業 終了区分：卒業合格
出身大学コード：空欄
出身大学名：卒業した高校名を入力
学部学科名：卒業した高校の学科名を入力
大学卒業（見込）年月：高校を卒業した年月

③に、「その他学歴」欄に以下のとおりを入力してください。
学歴区分：その他 終了区分：資格取得 出身大学/大学院コード：9998
大学/大学院名、学部学科名/研究科専攻名：「入学資格弾力化対象」
大学/大学院終了（見込）年月：個別審査の許可年月

＜個別審査で入学資格を得た者＞ …以下のとおり入力してください。
※学歴情報の入力は「学位名」以外は必須項目です。
①に、最終出身学校の情報を入力してください。
例：最終出身学校が高校の場合

学歴区分：高校卒業 終了区分：卒業合格
出身大学コード：空欄
出身大学名：卒業した高校名を入力
学部学科名：卒業した高校の学科名を入力
大学卒業（見込）年月：高校を卒業した年月

③に、「その他学歴」欄に以下のとおりを入力してください。
学歴区分：その他 終了区分：資格取得 出身大学/大学院コード：9998
大学/大学院名、学部学科名/研究科専攻名：「入学資格弾力化対象」
大学/大学院終了（見込）年月：個別審査の許可年月

【出身大学コード】
「虫眼鏡」ボタンをクリックすると「都道府県」や「大学名」から検索できます。
※部分一致で検索します。
※大学名の頭に「(旧)」と記載されている大学は選択しないでください。
※国コードは使用できません。
※大学名がヒットしない場合は、 出身大学コード「9999」と入力、出身大学名は直接入力してください。

＜本学大学コード＞
立命館大学 ・・・ 2200
立命館アジア太平洋大学・・・ 2480

＜海外の大学の場合＞
「虫眼鏡」ボタンでの検索機能は使用しないでください。
出身大学コード・・・「9200」と手入力してください。
出身大学名・・・大学名を直接手入力してください。

【出身大学コード】
「虫眼鏡」ボタンをクリックすると「都道府県」や「大学名」から検索できます。
※部分一致で検索します。
※大学名の頭に「(旧)」と記載されている大学は選択しないでください。
※国コードは使用できません。
※大学名がヒットしない場合は、 出身大学コード「9999」と入力、出身大学名は直接入力してください。

＜本学大学コード＞
立命館大学 ・・・ 2200
立命館アジア太平洋大学・・・ 2480

＜海外の大学の場合＞
「虫眼鏡」ボタンでの検索機能は使用しないでください。
出身大学コード・・・「9200」と手入力してください。
出身大学名・・・大学名を直接手入力してください。

【学位名】
入力必須ではありません。卒業証明書等に記載されている場合もありますが、不明な場合は空欄で結
構です。

【学位名】
入力必須ではありません。卒業証明書等に記載されている場合もありますが、不明な場合は空欄で結
構です。

【学生証番号】
立命館大学の在籍者・出身者は必ず入力してください（ハイフン除く）
【学生証番号】
立命館大学の在籍者・出身者は必ず入力してください（ハイフン除く）
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手順（12）アンケート入力(任意）

該当する項目にチェック（複数回答可）し、「入力内容確認へ進む」をクリックしてください。
なお、本アンケートは、合否には一切関係ありません。

27
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手順（13）出願情報登録確認

28

登録した出願情報を確認し、内容に間違いがなければ 「登録」をクリックしてください。

注意！！ 「登録」クリック後の修正はできません。
クリックする前に、登録内容に間違いがないか確認してください。

省略

修正がある場合は、「前に戻る」ボタンで前画面に戻ってください。

【注意】

「登録」ボタンを押した後に修正をすることはできません。登録内容に誤りがある場合は、以下のとおり対応してください。再度

出願登録はしないでください。

①志願票に表示されている項目の修正

１）入学年度・入学時期・出願研究科

・・・修正できません。誤って登録した場合は、出願した研究科事務室に連絡してください。

２）上記１）以外の項目

・・・印刷した志願票に手書き（赤字）で修正してください。

②志願票に表示されない項目（学歴や留学生情報など）の修正

・・・修正内容を明確にして、出願した研究科事務室に連絡してください。

修正がある場合は、「前に戻る」ボタンで前画面に戻ってください。

【注意】

「登録」ボタンを押した後に修正をすることはできません。登録内容に誤りがある場合は、以下のとおり対応してください。再度

出願登録はしないでください。

①志願票に表示されている項目の修正

１）入学年度・入学時期・出願研究科

・・・修正できません。誤って登録した場合は、出願した研究科事務室に連絡してください。

２）上記１）以外の項目

・・・印刷した志願票に手書き（赤字）で修正してください。

②志願票に表示されない項目（学歴や留学生情報など）の修正

・・・修正内容を明確にして、出願した研究科事務室に連絡してください。
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手順（14）出願情報登録完了

下記表示を確認し、「完了」をクリックしてください。
■日本国籍を有しない方 ・・・STEP3-2「留学生情報登録」 へ進んでください。
■日本国籍を有する方 ・・・STEP４「入学検定料支払」 へ進んでください。
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トップ画面に戻ります。

【留学生情報登録】
STEP3-2 「留学生情報登録」 参照
【留学生情報登録】
STEP3-2 「留学生情報登録」 参照

【出願情報照会】
登録した内容はこちらから照会ができます。
【出願情報照会】
登録した内容はこちらから照会ができます。


