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操作マニュアル

Ver.３.1 更新⽇︓2021/12/21

（学部⽇本語版）

• ⽴命館⼤学では、⼊学⼿続の⼀部をインターネット上で⾏うインターネット⼊学⼿続システム「Ritsu-Mate」（リツメ
イト）を導⼊しています。

• 本マニュアルは「Ritsu-Mate」の操作⽅法について案内しています。利⽤する際には必ず⼀読してください。
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はじめに

＜1＞「Ritsu-Mate」を利⽤する前の確認事項

□ インターネット環境の確認
インターネットに接続されたパソコン、タブレット、スマートフォン等を⽤意してください。

▼ ブラウザのバージョン
下記の推奨環境であっても、機器によっては正常に操作が⾏えない場合があります。
【Windows】Internet Explorer 11.0, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
【MacOS】Safari10以上
【iOS10以上】Apple Safari
【Android7.0以上】Google Chrome

▼その他必要なソフトウェア条件
宛名ラベルをPDFのフォーマットで確認する場合は、アドビシステムズ社のAdobe Acrobat Reader(無

償)が必要です。

□ 印刷できる環境の確認
宛名ラベルのPDF ファイルを印刷できる環境が必要です。
⾃宅にプリンターがない場合、コンビニエンスストア等の印刷できる環境を確認しておいてください。

□「Ritsu-Mate」で⼊⼒する情報の準備
「Ritsu-Mate」上では、本⼈および保護者・監督者またはそれに代わる⾝元引受者の住所情報等を⼊⼒す

る必要があります。あらかじめ登録項⽬について本マニュアルを⾒て確認し、必要に応じて事前に準備をし
ておいてください。

90分間、画⾯遷移を伴う操作がなければ、⾃動でログアウトされますので、注意してください。

□ 操作の途中で画⾯が動かなくなった・表⽰がされない場合
⼀度ログアウトして、開いているウィンドウをすべて閉じてから、再度ログインをして操作を⾏ってくだ

さい。

3

「Ritsu-Mate」へのアクセス⽅法

「Ritsu-Mate」URL︓http://www.ritsumei.ac.jp/applicants/
「⽴命館⼤学 ⼊試情報サイト」から「Ritsu-Mate」へのリンクをはっています。

〈⼤学トップページからの⾏き⽅〉
「 ⽴命館⼤学トップページ」→「受験⽣の⽅」→「学部受験⽣の⽅へ」
→「⽴命館⼤学⼊試情報サイト」→「Ritsu-Mate」



はじめに

＜2＞ログイン画⾯の説明

「新規登録」ボタンをクリックしないでください。
アカウントには受験番号を使⽤します。
複数合格した場合は、⼊学⼿続を⾏う受験番号でログインしてください。⼊学⾦・授業料の納⼊、⼊

学⼿続書類の送付、インターネット⼊学⼿続まで⼀貫して同じ受験番号を使⽤し、他と混同しないよう
注意してください。

万⼀、異なる受験番号で⼊⼒した場合は、正しい受験番号で⼊⼒し直してください。受験番号間での
情報移⾏はできません。⼿続を完了しなかった情報は⾃動的に破棄されます。

アカウント・パスワードを⼊⼒し「ログイン」をクリックしてください。
詳細については⼊学⼿続要項を参照してください。
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【ENGLISH】
画⾯の右上の「ENGLISH」ボタンで⽇英の切り替えができます。

【新規登録・パスワード再発⾏】
学部⼊試(⽇本語基準)の⼊学⼿続では使⽤しません
（⼤学院⽣および学部⼊試（英語基準）のみ使⽤）。
クリックしないでください。



はじめに

＜3＞画⾯表⽰説明

①右上「マニュアル」をクリックすると、画⾯操作中にマニュアルの確認が可能です。
②⼊⼒を終了する場合は、必ず右上「ログアウト」をクリックしてください。
③ログイン後の進⾏状況が表⽰されます。
④各⼊⼒項⽬選択・登録後の進⾏状況が表⽰されます。
⑤現在の画⾯から進む・戻る場合は、各画⾯末尾の⻘いボタンに従って操作してください。

もしくは画⾯上部（③）の前画⾯表⽰部分をクリックしてください。
ブラウザの「戻る」ボタンを使⽤しないでください。

1 2
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5

＜4＞注意事項
１. タイムアウト時間

90分間、画⾯遷移を伴う操作がなければ、⾃動でログアウトされます。
２. 登録した内容を修正したい場合

個⼈情報登録・修正、家族情報登録・修正、健康情報登録・修正、留学⽣情報登録・修正は⼿続期間中
は修正が可能です。
⼿続書類送付⽤宛名ラベルは⼿続期間中は何度でも作成・印刷が可能です。
外国語選択、政策科学部EPS科⽬選択、経営学部会計キャリアプログラム受講申請、学⽣証⽤写真アッ
プロードは「登録」ボタンを押した後に修正をすることはできません。

３.「Ritsu-Mate」利⽤停⽌時間帯について
システムメンテナンスを⾏うため、毎週⽔曜19︓30〜翌朝5︓30(⽇本時間）まで利⽤を停⽌します。
緊急に停⽌する場合は、「Ritsu-Mateへようこそページ」にある「利⽤情報」(Maintenance Schedule)
にてご案内します。

5



⼊学⼿続概要

⼊学⼿続の概要について
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登録項⽬ 対象者 登録 修正 参照

1 個⼈情報登録・修正 全員 〇 〇 〇

2 家族情報登録・修正 全員 〇 〇 〇

3 健康情報登録・修正 全員 〇 〇 〇

4 外国語選択
法学部、産業社会学部、国際関係学
部、⽂学部、経営学部、経済学部、
⾷マネジメント学部のみ※1

〇 × 〇

5 政策科学部EPS科⽬選択 政策科学部のみ※2 〇 × 〇

6 経営学部会計キャリアプログラム
受講申請 経営学部のみ※3 〇 × 〇

7 留学⽣情報登録・修正 ⽇本国籍を有しない⽅（特別永住者、
永住者、定住者を含む）のみ 〇 〇 〇

8 ⼿続書類送付⽤宛名ラベル作成 全員 － － 〇

9 学⽣証⽤写真アップロード 全員 〇 × 〇

※1 法学部・産業社会学部・国際関係学部で⼊試⽅式が留学前期、留学後期、海外推薦、AU-DUDP、
SMU-DUDPの⽅は不要です。
⽂学部で⼊試⽅式がAU-DUDP、SMU-DUDPの⽅は不要です。
国際関係学部のアメリカン⼤学・⽴命館⼤学国際連携学科は不要です。
不要な⽅には外国語選択の表⽰がされません。

※2 CRPS専攻は不要です（表⽰されません）。
※3 DUDPは不要です（表⽰されません）。

⼊学⼿続とは・・
①第1次⼊学⼿続（⼊学⾦の納⼊）
②第2次⼊学⼿続（授業料および諸会費の納⼊）
③⼊学⼿続書類の送付
④インターネット⼊学⼿続
以上の4点をもって⼊学⼿続完了としています。

⼊学⼿続期間は⼊試⽅式によって異なります。⼊学⼿続要項をよく読んで漏れがないよう必ず期間内に
⼿続を完了してください。

以下は④インターネット⼊学⼿続で登録する項⽬を記載しています。
登録項⽬は⼊学⼿続をする学部、⼊試⽅式、国籍等により異なりますので注意してください。
また、⼀旦登録すると修正できないものもありますので、間違いのないよう登録してください。



マイページ〜インターネット⼊学⼿続メニュー

マイページ

ログインすると個⼈ページが開きます。
「インターネット⼊学⼿続」ボタンをクリックしてください。
※インターネット⼊学⼿続期間前はボタンが表⽰されません。
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マイページ〜インターネット⼊学⼿続メニュー
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インターネット⼊学⼿続⼀覧

アカウントで使⽤した受験番号の⼊試情報が表⽰されます。

①学部・研究科、学科・専攻、専攻・コース等︓⼊学⼿続を⾏う学部・学科・専攻等に間違いないか
確認してください。

受験番号 ︓⼊学⼿続を⾏う受験番号
試験⽇ ︓試験実施⽇。試験を実施しない⼊試⽅式の場合は合格発表⽇を表⽰しています。

2段階選抜の場合は2次試験の試験⽇を表⽰しています。
奨学⾦ : 以下の奨学⾦の受給予定者は奨学⾦名（略称）を表⽰しています。

・⽂化・芸術活動に優れた者の特別選抜⼊学試験特別奨学⾦
・スポーツ能⼒に優れた者の特別選抜⼊学試験特別奨学⾦
・⽴命館⼤学私費外国⼈留学⽣授業料減免
・緊急⼊学時給付奨学⾦
上記以外の奨学⾦は表⽰されません。

⼊学⾦納⼊⽇ ︓⼊学⾦が納⼊された⽇を表⽰しています。納⼊から表⽰まで１〜2営業⽇かかります。
授業料納⼊⽇ ︓授業料が納⼊された⽇を表⽰しています。納⼊から表⽰まで１〜2営業⽇かかります。
⼿続書類到着⽇︓⼿続書類が到着した⽇を表⽰しています。到着から表⽰まで１〜2営業⽇かかります。

②上記を確認後、「⼿続」リンクをクリックしてください。

２
1



マイページ〜インターネット⼊学⼿続メニュー

インターネット⼊学⼿続

登録するメニュー画⾯が表⽰されます。
⼊学⼿続をする学部・⼊試⽅式によりメニューの項⽬が異なります。
※以下は法学部の例で、「個⼈情報登録・修正」、「家族情報登録・修正」を登録済みの画⾯です。
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①登録すべきメニューが表⽰されます。学部・⼊試⽅式により項⽬が異なります。
②最終登録⽇・時刻が表⽰されます。
③登録・照会・作成ボタンをクリックするとその項⽬の登録・照会・作成画⾯に移ります。

登録は上から順に⾏う必要はありません。いずれからも登録を開始できます。

1 2
3



１．個⼈情報登録・修正

⼿順（1）個⼈情報⼊⼒①

個⼈情報の登録を⾏います。「個⼈情報登録・修正」はインターネット⼊学⼿続期間中は何度でも修正が
可能です。
個⼈情報は出願時の情報を引き継いで表⽰しています。必要に応じて、追加・修正をしてください。
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【⾃宅電話番号・携帯電話番号】
⼿続に関して⼤学から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。

【⽒名・⽒名（カナ）・性別・⽣年⽉⽇】
出願時の情報を表⽰しており、修正はできません。万⼀、修正が必要な場合は⼊学センターに連
絡してください。
システムの都合上JIS第2⽔準までの漢字で表⽰しています。JIS第1・2⽔準以外の漢字の使⽤
を希望する場合は、⼊学後の新⼊⽣オリエンテーションで申し出てください。

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「個⼈情報登録・修正」の「登録」リンクをクリックしてください。

【郵便番号・都道府県・市区郡・町村番地・マンション名・アパート名等】
⼊学時点の本⼈の住所を⼊⼒してください。未定の場合は、現住所を⼊⼒してください。
⼊学後に変更する機会があります。
＜「⾍眼鏡」機能について＞
郵便番号横の「⾍眼鏡」ボタンをクリックして、
検索画⾯上で郵便番号を直接⼊⼒して
検索し、⾃動⼊⼒することもできます。

＜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、⼊⼒できる⽂字制限(40⽂字)の範囲で⼊⼒してください。漢字圏であっても、
アルファベットで⼊⼒してください。国名を必ず⼊⼒してください。
例︓10  Xisanhuan Beilu, 

Haidian District, 
Beijing, China

【第1国籍・第2国籍】
国籍を選択してください。
⼆重国籍で⽚⽅が⽇本の場合は第1国籍で⽇本を選択してください。
⼆重国籍でどちらも⽇本でない場合は、⼊国時に使⽤するパスポートの国籍を第1国籍で選択し
てください。



１．個⼈情報登録・修正

⼿順（1）個⼈情報⼊⼒②

帰省先住所等、保護者・監督者等情報、学費請求先住所は出願時の保護者情報を引き継いで表⽰しています。
必要に応じて、追加・修正をしてください。
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【⾃宅電話番号・携帯電話番号】
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。

【緊急連絡先情報】
緊急連絡先は保護者・監督者等と異なってもかまいません。

【保護者・監督者等情報】
保護者・監督者等は、成⼈であり、独⽴の⽣計を営み、確実に責務を果たすこと
ができる⼈にしてください。原則、⽗⺟（兄姉）とします。本⼈が社会⼈の場合は、
配偶者や兄弟・姉妹・成⼈した⼦も可とします。
外国⼈留学⽣等で保護者・監督者等が海外にいる場合は海外の住所をアルファ
ベットで⼊⼒してください。漢字やハングルは使⽤しないでください（保護者・監督
者等が⽇本国内在住者または⽇本⼈である必要はありません）。

【⾃宅電話番号・携帯電話番号】
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。

【学費請求先住所】
⼊学以降、学費の納付書を送付する住所です。
学費の納付案内は海外には発送していません。必ず⽇本在住の⽅を⼊⼒してくだ
さい。適切な⽅がいなければ、⾃分の名前、住所を登録してください。



１．個⼈情報登録・修正

⼿順（2）学歴情報確認

出願時に登録された⼤学⼊学資格情報が表⽰されますので確認してください。
万⼀誤りがある場合は、⼊学センターに連絡してください。
正しければ、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。

12
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１．個⼈情報登録・修正

⼿順（3）個⼈情報⼊⼒確認

個⼈情報の確認画⾯です。
修正がある場合は、「前に戻る」ボタンを2回クリックして個⼈情報登録画⾯で修正してください。
修正がなければ、「登録」ボタンをクリックしてください。

13

省略



１．個⼈情報登録・修正

⼿順（4）個⼈情報⼊⼒完了

個⼈情報の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。
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「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
「個⼈情報登録・修正」の「登録」リンクからインターネット⼊学⼿続期間中は何度でも修正が可能です。



２．家族情報登録・修正

⼿順（1）家族情報登録①

家族情報は⼤学および⽴命館⼤学⽗⺟教育後援会からイベント等の情報を提供する場合や緊急の連絡を要す
る場合等に利⽤します。⼊学時点の家族情報を⼊⼒してください（⾒込み・予定で結構です）。

15

【保護者・監督者等情報】
外国籍の場合は⽒名はアルファベットで⼊⼒してください。
⽗または⺟がいない場合は⼊⼒不要です。下の⽗⺟以外の欄に⼊⼒してください。
保護者・監督者等が⽇本国内在住者である必要はありません。

【勤務先名･職業種別コード】
勤務先が外国の場合はアルファベットで記⼊ください。
職業種別コードは上記リンクの「OBコード・職業種別コード表」から選んで⼊⼒してく
ださい。専業主婦、年⾦受給者、無職等、該当しない場合は⼊⼒の必要はありま
せん。職業種別は統計に使⽤しますので、判断に迷う場合は近いコードを選んでくだ
さい。

【⽇中連絡が取れる電話番号・メールアドレス】
緊急の連絡を要する場合やイベント等の情報を提供する場合等に⼤学および⽴命
館⼤学⽗⺟教育後援会からの連絡先として使⽤しますので、⽇中連絡の取りやす
いものを⼊⼒してください。

⽗⺟以外が保護者・監督者等の場合、続柄を選択し、その⽒名以下を⼊⼒してく
ださい。

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「家族情報登録・修正」の「登録」リンクをクリックしてください。

家族情報登録は「⽗」「⺟」「その他の続柄」のいずれかの「⽒名」、「⽇中連絡が取
れる電話番号」の⼊⼒が必須です。

【OBコード・卒業年度（⻄暦）】
保護者・監督者等が本学および附属校の卒業⽣である場合のみ、該当するOB区
分を上記リンクの「OBコード・職業種別コード表」から選び⼊⼒し、卒業年度を⻄暦
で⼊⼒してください。



２．家族情報登録・修正

⼿順（1）家族情報登録②

兄弟姉妹が⽴命館⼤学の学部（⼤学院を除く）に在学中の場合は、⽗⺟教育後援会の⼊会⾦（5,000円）を
返還しますので、以下のように⼊⼒してください。⼊⼒後、「⼊⼒内容の確認へ進む」ボタンをクリックし
てください。

16

【学⽣証番号】
兄弟・姉妹の現在の学⽣証番号（11桁）を⼊⼒してください。学⽣証番号が不
明の場合は空欄でかまいません。

該当する兄弟姉妹が4⼈以上いる場合は、年齢が上の⽅から３名分のみ⼊⼒して
ください。
双⼦や兄弟姉妹が同時に⼊学される場合は、相⼿の「⽒名」「カナ」「学部」のみ⼊
⼒してください。



２．家族情報登録・修正

⼿順（2）家族情報登録確認

⼊⼒情報を確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。

17

省略



２．家族情報登録・修正

⼿順（3）家族情報登録完了

家族情報の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

18

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
「家族情報登録・修正」の「登録」リンクからインターネット⼊学⼿続期間中は何度でも修正が可能です。
インターネット⼊学⼿続期間後に修正・変更が⽣じた場合は、⼊学後に学びステーションに申し出てくだ
さい。



3．健康情報登録・修正

⼿順（1）健康情報登録

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「健康情報登録・修正」の「登録」リンクをクリックしてください。

19

⺟⼦⼿帳等 ⿇   ⾵  予防接種歴 確認   接種⽇(年⽉⽇)
 ⼊⼒       
接種⽇ 不明 場合  空欄     ⼊⼒内容確認 進      
クリックしてください。

内容を確認後、⿇しん・⾵しん予防接種歴を⼊⼒して、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックして
ください。
接種したことが無い、もしくは不明な場合は、⼊⼒は不要です。空欄のまま、「⼊⼒内容確認へ進む」
ボタンをクリックしてください。



3．健康情報登録・修正

⼿順（2）健康情報登録確認

⼊⼒情報を確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。

20



3．健康情報登録・修正

⼿順（3）健康情報登録完了

健康情報の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

21

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
「健康情報登録・修正」の「登録」リンクからインターネット⼊学⼿続期間中は何度でも修正が可能です。
インターネット⼊学⼿続期間後に修正・変更が⽣じた場合は、⼊学後に保健センターに申し出てください。
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4．外国語選択 ①法学部

⼿順（1）外国語選択

法学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
ただし、⼊試⽅式が留学前期・留学後期・海外推薦・AU-DUDP・SMU-DUDPの⽅は不要です（外国語選択
の項⽬が表⽰されません）。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。

22

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「法学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。

語種が重複しないように第1希望から第3希望まですべて選択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。

���������� ��������



4．外国語選択 ①法学部

⼿順（2）外国語選択確認

23

選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。



4．外国語選択 ①法学部

⼿順（3）外国語選択完了

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

24

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。



4．外国語選択 ②産業社会学部

⼿順（1）外国語選択

25

産業社会学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
ただし、⼊試⽅式が留学前期・留学後期・海外推薦・AU-DUDP・SMU-DUDPの⽅は不要です（外国語選択
の項⽬が表⽰されません）。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。

語種が重複しないように第1希望から第3希望まですべて選択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「産業社会学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。



4．外国語選択 ②産業社会学部

⼿順（2）外国語選択確認

26

選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。



4．外国語選択 ②産業社会学部

⼿順（3）外国語選択完了

27

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。



4．外国語選択 ③国際関係学部

⼿順（1）外国語選択

28

国際関係学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
ただし、⼊試⽅式が留学前期・留学後期・海外推薦・AU-DUDP・SMU-DUDPの⽅、アメリカン⼤学・⽴命
館⼤学国際連携学科の⽅は不要です（外国語選択の項⽬が表⽰されません）。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。

語種が重複しないように第1希望から第2希望まですべて選択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「国際関係学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。



4．外国語選択 ③国際関係学部

⼿順（2）外国語選択確認

29

選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。



4．外国語選択 ③国際関係学部

⼿順（3）外国語選択完了

30

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。



4.  外国語選択 ④⽂学部

⼿順（1）外国語選択

31

⽂学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
ただし、⼊試⽅式がAU-DUDP・SMU-DUDPの⽅は不要です（外国語選択の項⽬が表⽰されません）。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。
注）「外国⼈留学⽣以外（⽇本⽂学研究、⽇本史研究、国際⽂化、⾔語コミュニケーション、東アジア研究、地域研究、
国際コミュニケーション）」、「外国⼈留学⽣以外（⼈間研究）」、「外国⼈留学⽣」によって選択箇所が異なります。すべて
プルダウンメニューが表⽰されますが、該当する箇所のみプルダウンメニューの項⽬が表⽰されます。
「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「⽂学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。

①外国⼈留学⽣以外（⽇本⽂学研究、⽇本史研究、国際⽂化、⾔語コミュニケーション、東アジア研究、
地域研究、国際コミュニケーション）の場合

学域ごとの注意事項をよく読んで語種が重複しな
いように第1外国語から第2外国語まですべて選
択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリッ
クしてください。

②外国⼈留学⽣以外（⼈間研究）の場合



4．外国語選択 ④⽂学部

③外国⼈留学⽣の場合

32

①外国⼈留学⽣以外（⽇本⽂学研究、⽇本史研究、国際⽂化、⾔語コミュニケーション、東アジア研究、
地域研究、国際コミュニケーション）の場合

⼿順（1）外国語選択

⼿順（2）外国語選択確認
選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。

学域ごとの注意事項をよく読んで第2外国語を選択し
てください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックし
てください。



4．外国語選択 ④⽂学部

⼿順（2）外国語選択確認

33

②外国⼈留学⽣以外（⼈間研究）の場合

③外国⼈留学⽣の場合



4．外国語選択 ④⽂学部

⼿順（3）外国語選択完了

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

34

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。



4．外国語選択 ⑤経営学部

⼿順（1）外国語選択

35

経営学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。

注）「経営学科・外国⼈留学⽣以外」、「経営学科・外国⼈留学⽣」、「国際経営学科・外国⼈留学⽣以外」 、
「国際経営学科・外国⼈留学⽣」によって選択箇所が異なります。すべてプルダウンメニューが表⽰されます
が、該当する箇所のみプルダウンメニューの項⽬が表⽰されます。

①経営学科・外国⼈留学⽣以外の場合

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「経営学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。

注意事項をよく読んで重複しないように第1希望から第3希望まですべて選択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。



4．外国語選択 ⑤経営学部

⼿順（1）外国語選択

③国際経営学科・外国⼈留学⽣以外の場合

36

②経営学科・外国⼈留学⽣の場合

④国際経営学科・外国⼈留学⽣の場合



4．外国語選択 ⑤経営学部

⼿順（2）外国語選択確認

37

選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。

②経営学科・外国⼈留学⽣の場合

③国際経営学科・外国⼈留学⽣以外の場合

④国際経営学科・外国⼈留学⽣の場合

①経営学科・外国⼈留学⽣以外の場合



4．外国語選択 ⑤経営学部

⼿順（3）外国語選択完了

38

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。



4．外国語選択 ⑥経済学部

⼿順（1）外国語選択

39

経済学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。
注）「経済専攻・外国⼈留学⽣以外」、「経済専攻・外国⼈留学⽣」、「国際専攻」によって選択箇所が
異なります。すべてプルダウンメニューが表⽰されますが、該当する箇所のみプルダウンメニューの項⽬
が表⽰されます。

①経済専攻・外国⼈留学⽣以外の場合

②経済専攻・外国⼈留学⽣の場合

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「経済学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。

注意事項をよく読んで重複しないようにすべて選択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。

← ※出⾝国・地域の⺟語を
選択することはできません。



4．外国語選択 ⑥経済学部

⼿順（1）外国語選択

40

③国際専攻の場合（全員共通）

①経済専攻・外国⼈留学⽣以外の場合

⼿順（2）外国語選択確認

選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。



4．外国語選択 ⑥経済学部

⼿順（2）外国語選択確認

41

②経済専攻・外国⼈留学⽣の場合

③国際専攻の場合



4．外国語選択 ⑥経済学部

⼿順（3）外国語選択完了

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

42

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。



4．外国語選択 ⑦⾷マネジメント学部

⼿順（1）外国語選択

⾷マネジメント学部では⼊学後の外国語クラス編成のために、⼊学前に外国語選択を⾏います。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
外国語選択は⼀旦登録した後は、修正できません。
注）「外国⼈留学⽣以外」、「外国⼈留学⽣」によって選択箇所が異なります。すべてプルダウンメ
ニューが表⽰されますが、該当する箇所のみプルダウンメニューの項⽬が表⽰されます。

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「⾷マネジメント学部外国語選択」の「登録」リンクをクリックしてください。

①外国⼈留学⽣以外の場合

②外国⼈留学⽣の場合

注意事項をよく読んで語種が重複しないように第1希望から第3希
望まですべて選択してください。
選択後、画⾯下の「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックして
ください。

注意事項をよく読んで、⾃⾝の⺟語と語種が重複しないように履
修を希望する第2外国語の第1希望から第3希望まですべて選択し
てください。
選択後、画⾯下の「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックして
ください。
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4．外国語選択 ⑦⾷マネジメント学部

⼿順（2）外国語選択確認

①外国⼈留学⽣以外の場合

②外国⼈留学⽣の場合

選択した外国語が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。
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4．外国語選択 ⑦⾷マネジメント学部

⼿順（3）外国語選択完了

外国語選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。
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5．政策科学部EPS科⽬選択

⼿順（1）政策科学部EPS科⽬選択

政策科学部では⼊学後のEPS科⽬クラス編成のために、⼊学前にEPS科⽬選択を⾏います。
別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
EPS科⽬選択は⼀旦登録した後は、修正できません。
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「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「政策科学部EPS科⽬選択」の「登録」リンクをクリックしてください。

重複しないようにすべて選択してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。



5．政策科学部EPS科⽬選択

⼿順（2）政策科学部EPS科⽬選択確認
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選択した科⽬が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。



5．政策科学部EPS科⽬選択

⼿順（3）政策科学部EPS科⽬選択完了

EPS科⽬選択の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。
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「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。



6．経営学部会計キャリアプログラム受講申請

⼿順（1）経営学部会計キャリアプログラム受講申請

49

経営学部では、⽇商簿記検定2級レベルの知識を修得している学⽣を対象に、⽇商簿記検定1級合格を通じて、
会計キャリアの基礎を築くための「会計キャリアプログラム」を開設しています。
1回⽣から、1級合格を⽬指すための会計キャリアプログラム科⽬の受講を希望する⽅は、「希望する」を、
希望しない⽅は「希望しない」を必ず申請してください。

「希望しない」場合でも、1回⽣時に⽇商簿記検定3級および2級合格を⽬指す科⽬を受講・知識の修得によ
り、2回⽣時以降に改めてプログラム科⽬を受講することができます。

別冊「履修・外国語選択の⼿引き」をよく読んで間違いのないよう登録してください。
会計キャリアプログラム受講申請は⼀旦登録した後は、修正できません。

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「経営学部会計キャリアプログラム受講申請」の「登録」リンクをクリッ
クしてください。

希望する、しないを選択してください。受講を希望しない場合でも必ず登録してください。
選択後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。



6．経営学部会計キャリアプログラム受講申請

⼿順（2）会計キャリアプログラム受講申請確認・完了
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会計キャリアプログラム受講申請の登録が完了しました。「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に
戻ります。

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照することは
可能です。

受講希望の有無が正しく表⽰されているか確認し、「登録」ボタンをクリックしてください。
「登録」ボタンをクリックした後は修正できません。



7．留学⽣情報登録・修正

⼿順（1）留学⽣情報登録

留学⽣情報の登録は⽇本国籍を有しない⽅は全員⾏ってください。特別永住者・永住者・定住者も登録が必
要です。
⽇本国籍の⽅および⼆重国籍でどちらかが⽇本国籍の場合は登録不要です。
⼆重国籍で両⽅⽇本国籍でない場合は⼊国時に使⽤するパスポートの国籍を第１国籍として登録してくださ
い。
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「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「【⽇本国籍を有しない⽅のみ】留学⽣情報登録・修正」の「登録」リ
ンクをクリックしてください。



7．留学⽣情報登録・修正

⼿順（1）留学⽣情報登録

52

留学⽣情報の登録を⾏います。「留学⽣情報登録・修正」はインターネット⼊学⼿続期間中は何度でも
修正が可能です。
来⽇前で未定の項⽬は空欄でかまいません。
⼊⼒後、「⼊⼒内容確認へ進む」ボタンをクリックしてください。

⼊学前に⽇本語教育機関での修学経験がある場合は
⼊⼒してください。

【⽇本語学校コード・⽇本語学校名称】
⽇本語学校コード横の「⾍
眼鏡」ボタンをクリックして⽇
本語学校名を検索し、
選択してください。

⽇本語学校名称が⾃動で⼊⼒されます。
検索の結果、⽇本語学校名が無い場合は「099」と⼊⼒
したうえで、⽇本語学校名称を⼊⼒してください。

【⼊学年⽉・卒業年⽉】
⼊学年⽉・卒業年⽉を「YYYY/MM」の形式で⼊⼒してく
ださい。

【⽒名（アルファベット）】
パスポートに記載されているアルファベット⽒名
を⼊⼒してください。ファミリーネームはすべて
⼤⽂字、ファーストネーム・ミドルネームは頭⽂
字を⼤⽂字、後は⼩⽂字で⼊⼒してください。

【第1国籍・第2国籍】
国籍を選択してください。
⼆重国籍でどちらかが⽇本の場合は「留学⽣情報登録」
の登録が不要です。
⼆重国籍でどちらも⽇本でない場合は、⼊国時に使⽤す
るパスポートの国籍を第1国籍で選択してください。

【留学⽣区分】
特別永住者の場合︓特別永住者を選択してください。
特別永住者以外の場合︓留学⽣を選択してください。

【在留資格・在留期間満了⽇】
特別永住者は在留資格の選択は不要です。
特別永住者以外は、現在の在留資格を選択してください。
未定の場合は空欄でかまいません。

【過去の国費留学⽣実績】
「なし」を選択してください。



7．留学⽣情報登録・修正

⼿順（2）留学⽣情報登録確認
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留学⽣情報の確認画⾯です。
修正がある場合は、「前に戻る」ボタンをクリックして修正してください。
修正がなければ、「登録」ボタンをクリックしてください。

RITSUMEI



7．留学⽣情報登録・修正

⼿順（3）留学⽣情報登録完了

留学⽣情報の登録が完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。
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メニュー画⾯で「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
「留学⽣情報登録・修正」の「登録」リンクからインターネット⼊学⼿続期間中は何度でも修正が可能です。



8．⼿続書類送付⽤宛名ラベル作成

⼿順（1）印刷環境の確認

55

⼿続書類を送付するための宛名ラベルを印刷します。
インターネット⼊学⼿続期間中は何度でも印刷が可能です。
宛名ラベルを印刷できる環境が必要です。
⾃宅にプリンターがない場合、学校・コンビニエンスストア等の印刷できる環境を確認しておいてください。

⼿順（2）宛名ラベル作成・ダウンロード

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「⼿続書類送付⽤宛名ラベル作成」の「作成」リンクをクリックして
ください。

「実⾏」ボタンをクリックしてください。

「ダウンロード」リンクをクリックしてください。ダウンロードしたデータはPDFで保存することができます。



PDFファイルが開きます。カラー印刷を推奨しますが、⽩⿊でもかまいません。
どうしても印刷することができない場合は、表⽰された項⽬を封筒に⼿書きしてください。その場合バー
コードの記⼊は不要です。
差出⼈住所は「個⼈情報登録・修正」で⼊⼒した住所が印字されます。郵送⽇現在の住所と異なる場合は、
修正液等で修正してください。

8．⼿続書類送付⽤宛名ラベル作成

⼿順（3）宛名ラベルの表⽰・印刷

56

⼿順（4）宛名ラベルの貼り付け・書類郵送

印刷した宛名ラベルを⼊学⼿続書類に同封していた無地の茶封筒に
貼り付け、⼿続書類を⼊れて、期⽇までに簡易書留・速達で郵送し
てください。
なお海外から送付する場合は、宛名ラベルを無地の茶封筒に貼り付
け、国際郵便の封筒に⼊れて郵送してください。
※⽇本国外から送付する場合は、⼊学⼿続要項P.11を確認してくだ
さい。

【郵送⽅法】
郵便局の窓⼝で簡易書
留・速達で郵送してください。
ポストへの投函はできません。
配達状況は郵便局のホー
ムページで簡易書留の問い
合わせ番号を⼊⼒し確認
することができます。

【封⼊物チェック欄】
封⼊したものにチェック
（レ）をしてください。
漏れがないかよく確認して
ください。 【差出⼈欄】

「個⼈情報登録・修正」で⼊
⼒した情報が印字されます。
住所等が異なる場合は、修正
液等で郵送⽇現在の住所に修
正してください。



9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（1）学⽣証⽤写真の準備（写真について）

57

・証明写真機またはフォトスタジオで撮影した⼊学予定者本⼈の正⾯の写真のデータを⽤意してください。
ない場合は以下に留意し、デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影してください。すでにある紙写真
をスマートフォンで撮影しなおす、またはスキャンすることは画像が荒くなるため、避けてください。

・⾼校の制服でも問題ありませんが、学⽣証⽤写真は在学期間中使⽤します。
・無背景（新規に撮影する場合は、⽩い壁等を背景に撮影してください）・無帽・正⾯・カラーで撮影し

てください。
・出願時の志願票または受験時の受験票に貼付したものと同じ写真が望ましいですが、ない場合は、第三

者が⾒ても出願時や受験時と同⼀⼈物であることが分かる写真であればかまいません。

【適当な写真例】

【不適当な写真例】

正⾯を向いていない 顔が⼿で隠れている 複数⼈で撮影されている サングラス、帽⼦を
着⽤している

背景がある 普段の表情と異なる 写真いっぱいに顔が
写っている

イラスト︓映像学部卒業⽣ 萬喜 美穂

※スマートフォンで写真を撮影する場合は、スマートフォ
ンのブラウザから「Ritsu-Mate」にログインし、アップ
ロードすると簡単です。

※スマートフォンを使⽤する場合
iPhone ➡ Safari
Android ➡ Google Chrome を使⽤してください。

上記以外のブラウザを使⽤すると、うまくアップロード
できないことがあります。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（２）学⽣証⽤写真アップロード

「インターネット⼊学⼿続」画⾯で「学⽣証⽤写真アップロード」の「登録」リンクをクリックして
ください。

「編集画⾯を開く」をクリックしてください。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（２）学⽣証⽤写真アップロード

「ファイルを選択」をクリックして学⽣証⽤に利⽤する写真を選択してください。

※ファイルの容量やピクセルは問いません。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（２）学⽣証⽤写真アップロード

[拡⼤][縮⼩][左回転][右回転]を使⽤して写真を編集してください。

⻘枠内のシルエットに合わせて適当な位置・サイズに調整
してください。
⻘枠は、ドラッグ(⻘枠にマウスポインタをあわせ、クリッ
クしたまま移動させること)で移動させることができます。

ページ下部に学⽣証のイメージが表⽰されます。
学⽣証のイメージを確認し、よければ「画像を確定してタ
ブを閉じる」をクリックしてください。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（3）学⽣証⽤写真確認

アップロードする写真が学⽣証のプレビューに反映されていることを確認して、修正の必要がなければ
「次へ」をクリックしてください。
編集が必要な場合は、「編集画⾯を開く」をクリックして、再度編集してください。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（３）学⽣証⽤写真確認

アップロードする写真がチェック項⽬に該当するかをチェックし、「⼊⼒確認内容へ進む」をクリックして
ください。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（３）学⽣証⽤写真確認

表⽰中の写真をアップロードします。
写真を変更する場合は「前に戻る」をクリックしてください。
この写真でよければ「実⾏」をクリックしてください。

学⽣証⽤写真は⼀度アップロードした後は、差し替え・修正ができません。
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9．学⽣証⽤写真アップロード

⼿順（４）学⽣証⽤写真アップロード完了

「最終登録⽇」に登録⽇時が表⽰されます。
登録後は「登録」リンク表⽰が消え、修正はできません。「照会」リンクが表⽰され、参照する
ことは可能です。

学⽣証⽤写真アップロードが完了しました。
「完了」ボタンをクリックするとメニュー画⾯に戻ります。



10．インターネット⼊学⼿続の完了

インターネット⼊学⼿続の完了をお知らせするメールや郵便物等は送付されません。
以下のように最終登録⽇に全て⽇時が表⽰されていれば完了していることになります。

＜例1＞法学部で⽇本国籍の場合（⽇本国籍の⽅は「留学⽣情報登録・修正」の登録は不要です）

＜例2＞経営学部で外国籍の場合

インターネット⼊学⼿続の完了
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1１．RAINBOW ID／パスワードの通知について

⼊学後に学内のITサ－ビス（メール、manaba＋R等）など、各種さまざまなシステムへのアクセス
時に必要となるRAINBOW ID/パスワードを通知します。

RAINBOW ID/パスワードは、Ritsu-Mate（本システム）にログインし、My Page内の「お知らせ
欄」で確認することができます。

RAINBOW ID／パスワードの通知
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こちらのお知らせ欄に
通知が届いたことが表⽰されます。

以下は、お知らせ欄を開いた際のイメージです。


