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人材育成目的、アドミッション・ポリシー

１．人材育成目的

先端総合学術研究科先端総合学術専攻は、現代の諸科学分野に共有された主題群を「プロジェクト
研究」によって追求することを通じて、新たな研究領域の創出を担う先端的で総合的な知の探求者、
制作者としての研究者を養成することを目的としています。

２ ．入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）【求める学生像】

先端総合学術研究科先端総合学術専攻は、「プロジェクト型大学院」としての教育研究体制のもと、
従来のディシプリンの枠組みを超えた複数の分野と果敢に連携し共同する試みを展開するため、大学
院における教育を現実の複雑さの水準に見合ったものに引き上げることだけでなく、世界の動向に一
歩先んじつつ、今後必要とされる新しい人材を、さまざまな分野に向けて輩出することを目的にして
います。このように、テーマとなる分野の専門的でかつ最新の情報に精通し、さらに必要な情報を収
集し総合的に判断する能力、明確な判断の上に立って一定のプロジェクトを設立し、問題解決の方向
を人的なネットワークと協力関係を通して切り拓いていく力が本研究科において形成しようとする研
究者の能力であり、そのためにも自身のテーマを自らの力で徹底的に思考することができる人材を求
めています。

先端総合学術研究科
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2019 年 9 月入学　先端総合学術研究科一貫制博士課程
一般入学試験

Ⅰ．募集する専攻、課程、入学定員および募集人数

専攻 課程 入学定員 募集人数
先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 名 若干名

入学定員は全入学試験方式の募集人数をあわせたものです。
出願状況および試験結果によっては、合格者数は募集人数を満たさない場合があります。

Ⅱ．出願資格
つぎの⑴〜⑿のいずれかに該当する者。
※�修士の学位を有する者、または 2019 年 9 月までに修士の学位を授与される見込みの者は、原則
として「転入学試験」（21 ページ参照）で出願してください。

⑴　�大学＊を卒業した者または本研究科入学までに卒業する見込みの者
　　＊学校教育法第 83 条の大学（わが国の大学における学部の正規の課程）
⑵　�独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者または本研究科�
入学までに授与される見込みの者

⑶　�外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了す
る見込みの者

⑷　�外国の大学その他の外国の学校（＊ 1）において、修業年限が 3年（医学を履修する博士課程、
歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程または獣医学を履修する博士課程への入学
については、5年）以上である課程を修了すること（＊ 2）により、学士の学位に相当する学
位を授与された者または本研究科入学までに授与される見込みの者（平成 28 年文部科学省令
第 19 号）

⑸　�外国の学校が行う通信教育をわが国において履修することにより当該国の学校教育における�
16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了する見込みの者

⑹　�わが国において、文部科学大臣が外国の大学相当として指定した外国の学校の課程を修了した
者または本研究科入学までに修了する見込みの者

⑺　�文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者また
は本研究科入学までに修了する見込みの者

⑻　�旧制大学等を修了した者（昭和 28 年文部省告示第 5号第 1号〜第 4号、昭和 30 年文部省告示
第 39 号第 1号）

⑼　�防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者または本研究科入学
までに修了する見込みの者（昭和 28 年文部省告示第 5号第 5号〜第 9号、昭和 30 年文部省告
示第 39 号第 2号）

⑽　�教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭もしくは養護教諭の専
修免許状または一種免許状を有する者もしくは本研究科入学までに取得する見込みの者で 22
歳以上の者もしくは本研究科入学までに 22 歳に達する者、その他教育職員免許状を有する文
部科学大臣の指定した者（本研究科入学までに指定の要件を満たす見込みの者を含む）（昭和
28 年文部省告示第 5号第 10 号〜第 12 号）

⑾　�飛び級入学により大学院に入学した者であって、本学大学院において大学院における教育を�
受けるにふさわしい学力があると認めた者（＊ 3）
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⑿　�本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、22 歳以上の者または本研究科入学までに 22 歳に達する者（＊ 4）

＊ 1　�教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者
による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに
限ります。

＊ 2　�当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該
課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号（＊ 1）の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含みます。

＊ 3　�⑾に該当する可能性がある場合は、本学大学院における教育をうけるにふさわしい学力があ
るかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照のうえ、
所定の期日までに必要な手続きをとってください。

＊ 4　�⑿に該当する可能性がある場合は、出願に先立ち事前に大学を卒業した者と同等以上の学力
があるかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照の
うえ、所定の期日までに必要な手続きをとってください。

※�外国の学校教育課程の年数や取得した学位の取扱い等、上記に該当するかどうか少しでも疑問や
不明な点がある場合は、必ず事前の個別審査申出期限前（「大学院入学試験要項（別冊）」19 ペー
ジを参照）に本研究科の事務室（衣笠独立研究科事務室）に照会してください。
※�『最終学歴が中国の 3年制の大学（専科）の者』または『最終学歴が中国の大学であるが、「大
学院入学試験要項（別冊）」の 13 ページの基準を満たしていない者』は、事前の個別審査が必要
です。個別審査については「大学院入学試験要項（別冊）」の 17 ページを参照してください。
※�出願資格において「見込み」で受験し、合格した者が、その出願資格を入学前日の 2019 年 9 月
25 日までに満たせない場合は、入学を許可しません（「見込み」のままで入学することはできま
せん）。

Ⅲ．出願期間

試験日 出願期間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 7 日（日） 2019 年 5 月 31 日（金）〜 2019 年 6 月 14 日（金）
※出願書類の提出は、郵送に限ります（出願期間最終日の消印有効です）。
※「Ritsu-Mate」での出願登録は、出願開始日の 10：00（日本時間）から可能です。

Ⅳ．出願方法
※出願上の注意は「大学院入学試験要項（別冊）」11 ページを参照してください。

出願期間内に検定料を納入のうえ、所定の出願書類を郵送してください。出願書類の一部は「Ritsu-
Mate」での入力となります。「Ritsu-Mate」で入力した出願書類は印刷し、その他の出願書類とと
もに一括して郵送してください。

1．出願書類
書類名 内容 様式等

⑴ 入学試験志願票 「Ritsu-Mate」で出願情報入力後に
印刷したもの。

⑵ 外国籍志願者情報
日本国籍を有しない者（特別永住者
を除く）のみ該当する部分を記入し
てください。

様式GS�1
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書類名 内容 様式等

⑶ 最終学校の成績証明書
および卒業（見込）証明書

出願資格にかかわる出身学校のもの
を提出してください。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」11 ページを参照してくださ
い。

原本を提出して
ください。

⑷ 研究計画書 2,000 字程度 様式CE�1
⑸ 年次計画書 様式CE�2

⑹ 卒業（演習）論文の概要

完成した卒業（演習）論文があれば
参考資料として提出してください。
執筆中あるいは未完成の場合は卒業
（演習）論文の概要のみを提出して
ください。

様式自由

⑺ 学位授与証明書もしくは
学位授与申請受理証明書 Ⅱ．出願資格⑵で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑻ 教育職員免許状の授与証明書 Ⅱ．出願資格⑽で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑼ パスポートの氏名・生年月日が
記載されたページのコピー

出願時に有効期限内のパスポートを
取得している日本国籍を有しない者
のみ。
※特別永住者を除く

⑽
教育部学歴証書電子注冊備案表
もしくは教育部学籍在線験証報
告

・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院を卒業（修了）
した者は、教育部学歴証書電子注
冊備案表（‘教育部学历证书电子
注册备案表’）を印刷したもの。
・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院に在学中の者
は、教育部学籍在線験証報告（‘教
育部学籍在线验证报告’）を印刷
したもの。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」13 ページを参照してくださ
い。

どちらも証明書
の言語表記は英
文版のもの。

2．出願書類の提出について
出願書類の提出は郵送に限ります。
⑴　日本国内から出願する場合
①市販の封筒（A４サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②「Ritsu-Mate」から「宛名ラベル」をダウンロードして印刷してください。
③�②の「宛名ラベル」を①の封筒に貼付し、出願書類を一括して封入したうえで「簡易書
留速達郵便」にて送付してください（郵便局窓口から送付してください。ポストへの投
函不可）。

⑵　日本国外から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�①の封筒に必要事項を記入のうえ出願書類を一括して封入し、国際スピード郵便（EMS）
等、航空扱いの国際宅配便等配送状況を確認できる方法で送付してください。

3．出願書類提出先
立命館大学　大学院入学試験　衣笠独立研究科事務室（先端総合学術研究科）
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〒 603-8577　京都市北区等持院北町 56-1
電話（075）465-8348（直通）（月〜金　9：00 〜 17：30）

Ⅴ．入学検定料
35,000 円
※出願期間内に納入してください。
※�納入は、クレジットカード、コンビニエンスストア、Paypal、Alipay もしくは海外送金を利用
してください。詳細は「大学院入学試験要項（別冊）」13 ページを参照してください。

Ⅵ．受験票
受験票は試験日の約 1週間前から「Ritsu-Mate」よりダウンロードできます。印刷したうえで試験
当日に持参してください（「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページ参照）。

Ⅶ．選考方法・試験科目
書類選考、筆記試験および面接試験を総合評価し、合格者を決定します。
書類選考

筆記試験
専門科目

公共、生命、共生、表象の４つのテーマ領域にかかわる専門的知識を
問う問題から選択
＊英語での受験を選択することができます。

小論文 読解力と論述能力を問う問題
＊英語での受験を選択することができます。

面接試験

Ⅷ．試験日・試験時間割

試験日 入室・説明 第 1時限
専門科目

第 2時限
小論文

第 3時限
面接試験

2019 年 7 月 7 日（日） 9：30 〜 9：40 9：40 〜 11：10 11：40 〜 12：40 13：30 〜

Ⅸ．試験会場
立命館大学衣笠キャンパス（詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします。）

Ⅹ．合格発表
合否結果は「Ritsu-Mate」ならびに「大学院入試情報サイト」で発表します。また、合否結果�
および入学手続書類は、入学試験志願票に記載されている住所宛に合格発表日当日に発送します。

合格発表日 発表時間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 24 日（水） 10：00

※�「大学院入試情報サイト」上の合格者受験番号一覧の掲示については「大学院入学試験要項（別冊）」25 ペー
ジを参照してください。

Ⅺ．入学手続（案内）
「大学院入学試験要項（別冊）」26 ページを参照してください。
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2019 年 9 月入学　先端総合学術研究科一貫制博士課程
一般入学試験（自己推薦）

Ⅰ．募集する専攻、課程、入学定員および募集人数

専攻 課程 入学定員 募集人数
先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 名 若干名

入学定員は全入学試験方式の募集人数をあわせたものです。
出願状況および試験結果によっては、合格者数は募集人数を満たさない場合があります。

Ⅱ．出願資格
つぎの⑴〜⑿のいずれかに該当し、4つのテーマ領域（公共・生命・共生・表象）にかかわって独
自の経験・成果を挙げ、研究に結びつけ得る者。
※�修士の学位を有する者、または 2019 年 9 月までに修士の学位を授与される見込みの者は、原則
として「転入学試験」（21 ページ参照）で出願してください。

⑴　�大学＊を卒業した者または本研究科入学までに卒業する見込みの者
　　＊学校教育法第 83 条の大学（わが国の大学における学部の正規の課程）
⑵　�独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者または本研究科�
入学までに授与される見込みの者

⑶　�外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了す
る見込みの者

⑷　�外国の大学その他の外国の学校（＊ 1）において、修業年限が３年（医学を履修する博士課程、
歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程または獣医学を履修する博士課程への入学
については、5年）以上である課程を修了すること（＊ 2）により、学士の学位に相当する学
位を授与された者または本研究科入学までに授与される見込みの者（平成 28 年文部科学省令
第 19 号）

⑸　�外国の学校が行う通信教育をわが国において履修することにより当該国の学校教育における�
16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了する見込みの者

⑹　�わが国において、文部科学大臣が外国の大学相当として指定した外国の学校の課程を修了した
者または本研究科入学までに修了する見込みの者

⑺　�文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者また
は本研究科入学までに修了する見込みの者

⑻　�旧制大学等を修了した者（昭和 28 年文部省告示第 5号第 1号〜第 4号、昭和 30 年文部省告示
第 39 号第 1号）

⑼　�防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者または本研究科入学
までに修了する見込みの者（昭和 28 年文部省告示第 5号第 5号〜第 9号、昭和 30 年文部省告
示第 39 号第 2号）

⑽　�教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭もしくは養護教諭の専
修免許状または一種免許状を有する者もしくは本研究科入学までに取得する見込みの者で 22
歳以上の者もしくは本研究科入学までに 22 歳に達する者、その他教育職員免許状を有する文
部科学大臣の指定した者（本研究科入学までに指定の要件を満たす見込みの者を含む）（昭和
28 年文部省告示第 5号第 10 号〜第 12 号）

⑾　�飛び級入学により大学院に入学した者であって、本学大学院において大学院における教育を受
けるにふさわしい学力があると認めた者（＊ 3）
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⑿　�本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、22 歳以上の者または本研究科入学までに 22 歳に達する者（＊４）

＊ 1　�教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者
による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに
限ります。

＊ 2　�当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該
課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号（＊１）の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含みます。

＊ 3　�⑾に該当する可能性がある場合は、本学大学院における教育をうけるにふさわしい学力があ
るかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照のうえ、
所定の期日までに必要な手続きをとってください。

＊ 4　�⑿に該当する可能性がある場合は、出願に先立ち事前に大学を卒業した者と同等以上の学力
があるかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照の
うえ、所定の期日までに必要な手続きをとってください。

※�外国の学校教育課程の年数や取得した学位の取扱い等、上記に該当するかどうか少しでも疑問や
不明な点がある場合は、必ず事前の個別審査申出期限前（「大学院入学試験要項（別冊）」19 ペー
ジを参照）に本研究科の事務室（衣笠独立研究科事務室）に照会してください。
※�『最終学歴が中国の 3年制の大学（専科）の者』または『最終学歴が中国の大学であるが、「大
学院入学試験要項（別冊）」の 13 ページの基準を満たしていない者』は、事前の個別審査が必要
です。個別審査については「大学院入学試験要項（別冊）」の 17 ページを参照してください。
※�出願資格において「見込み」で受験し、合格した者が、その出願資格を入学前日の 2019 年 9 月
25 日までに満たせない場合は、入学を許可しません（「見込み」のままで入学することはできま
せん）。

Ⅲ．出願期間

試験日 出願期間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 7 日（日） 2019 年 5 月 31 日（金）〜 2019 年 6 月 14 日（金）
※出願書類の提出は、郵送に限ります（出願期間最終日の消印有効です）。
※「Ritsu-Mate」での出願登録は、出願開始日の 10：00（日本時間）から可能です。

Ⅳ．出願方法
※出願上の注意は「大学院入学試験要項（別冊）」11 ページを参照してください。

出願期間内に検定料を納入のうえ、所定の出願書類を郵送してください。出願書類の一部は「Ritsu-
Mate」での入力となります。「Ritsu-Mate」で入力した出願書類は印刷し、その他の出願書類とと
もに一括して郵送してください。

1．出願書類
書類名 内容 様式等

⑴ 入学試験志願票 「Ritsu-Mate」で出願情報入力後に
印刷したもの。
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書類名 内容 様式等

⑵ 外国籍志願者情報
日本国籍を有しない者（特別永住者
を除く）のみ該当する部分を記入し
てください。

様式�GS�1

⑶ 最終学校の成績証明書
および卒業（見込）証明書

出願資格にかかわる出身学校のもの
を提出してください。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」11 ページを参照してくださ
い。

原本を提出して
ください。

⑷ 自己推薦書および関連資料 様式CE�3
⑸ 研究計画書 2,000 字程度 様式CE�1
⑹ 年次計画書 様式CE�2
⑺ 自由テーマ論文 2,000 字程度 様式自由

⑻ 学位授与証明書もしくは
学位授与申請受理証明書 Ⅱ．出願資格⑵で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑼ 教育職員免許状の授与証明書 Ⅱ．出願資格⑽で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑽ パスポートの氏名・生年月日が
記載されたページのコピー

出願時に有効期限内のパスポートを
取得している日本国籍を有しない者
のみ。
※特別永住者を除く

⑾
教育部学歴証書電子注冊備案表
もしくは教育部学籍在線験証報
告

・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院を卒業（修了）
した者は、教育部学歴証書電子注
冊備案表（‘教育部学历证书电子
注册备案表’）を印刷したもの。
・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院に在学中の者
は、教育部学籍在線験証報告（‘教
育部学籍在线验证报告’）を印刷
したもの。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」13 ページを参照してくださ
い。

どちらも証明書
の言語表記は英
文版のもの。

2．出願書類の提出について
出願書類の提出は郵送に限ります。
⑴　日本国内から出願する場合
①�市販の封筒（A４サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�「Ritsu-Mate」から「宛名ラベル」をダウンロードして印刷してください。
③�②の「宛名ラベル」を①の封筒に貼付し、出願書類を一括して封入したうえで「簡易書
留速達郵便」にて送付してください（郵便局窓口から送付してください。ポストへの投
函不可）。

⑵　日本国外から出願する場合
①�市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�①の封筒に必要事項を記入のうえ出願書類を一括して封入し、国際スピード郵便（EMS）
等、航空扱いの国際宅配便等配送状況を確認できる方法で送付してください。
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3 ．出願書類提出先
立命館大学　大学院入学試験　衣笠独立研究科事務室（先端総合学術研究科）
〒 603-8577　京都市北区等持院北町 56-1
電話（075）465-8348（直通）（月〜金　9：00 〜 17：30）

Ⅴ．入学検定料
35,000 円
※出願期間内に納入してください。
※�納入は、クレジットカード、コンビニエンスストア、Paypal、Alipay もしくは海外送金を利用�
してください。詳細は「大学院入学試験要項（別冊）」13 ページを参照してください。

Ⅵ．受験票
受験票は試験日の約１週間前から「Ritsu-Mate」よりダウンロードできます。印刷したうえで試験
当日に持参してください（「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページ参照）。

Ⅶ．選考方法
書類選考および面接試験を総合評価し合格者を決定します。

Ⅷ．試験日・試験時間割

試験日 面接試験
2019 年 7 月 7 日（日） 詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします。

Ⅸ．試験会場
立命館大学衣笠キャンパス（詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします。）

Ⅹ．合格発表
合否結果は「Ritsu-Mate」ならびに「大学院入試情報サイト」で発表します。また、合否結果�
および入学手続書類は、入学試験志願票に記載されている住所宛に合格発表日当日に発送します。

合格発表日 発表時間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 24 日（水） 10：00

※�「大学院入試情報サイト」上の合格者受験番号一覧の掲示については「大学院入学試験要項（別冊）」25 ペー
ジを参照してください。

Ⅺ．入学手続（案内）
「大学院入学試験要項（別冊）」26 ページを参照してください。
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2019 年 9 月入学　先端総合学術研究科一貫制博士課程
社会人入学試験

Ⅰ．募集する専攻、課程、入学定員および募集人数

専攻 課程 入学定員 募集人数
先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 名 若干名

入学定員は全入学試験方式の募集人数をあわせたものです。
出願状況および試験結果によっては、合格者数は募集人数を満たさない場合があります。

Ⅱ．出願資格
つぎの⑴〜⑿のいずれかに該当する者で、入学時点で 1年以上の職業経験を有し、4つのテーマ領
域（公共・生命・共生・表象）にかかわって独自の経験・成果を挙げ、研究に結びつけ得る者。
※�修士の学位を有する者、または 2019 年 9 月までに修士の学位を授与される見込みの者は、原則
として「転入学試験」（21 ページ参照）で出願してください。

⑴　�大学＊を卒業した者または本研究科入学までに卒業する見込みの者
　　＊学校教育法第 83 条の大学（わが国の大学における学部の正規の課程）
⑵　�独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者または本研究科�
入学までに授与される見込みの者

⑶　�外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了す
る見込みの者

⑷　�外国の大学その他の外国の学校（＊ 1）において、修業年限が 3年（医学を履修する博士課程、
歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程または獣医学を履修する博士課程への入学
については、5年）以上である課程を修了すること（＊ 2）により、学士の学位に相当する学
位を授与された者または本研究科入学までに授与される見込みの者（平成 28 年文部科学省令
第 19 号）

⑸　�外国の学校が行う通信教育をわが国において履修することにより当該国の学校教育における�
16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了する見込みの者

⑹　�わが国において、文部科学大臣が外国の大学相当として指定した外国の学校の課程を修了した
者または本研究科入学までに修了する見込みの者

⑺　�文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者また
は本研究科入学までに修了する見込みの者

⑻　�旧制大学等を修了した者（昭和 28 年文部省告示第 5号第 1号〜第 4号、昭和 30 年文部省告示
第 39 号第 1号）

⑼　�防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者または本研究科入学
までに修了する見込みの者（昭和 28 年文部省告示第 5号第 5号〜第 9号、昭和 30 年文部省告
示第 39 号第 2号）

⑽　�教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭もしくは養護教諭の専
修免許状または一種免許状を有する者もしくは本研究科入学までに取得する見込みの者で 22
歳以上の者もしくは本研究科入学までに 22 歳に達する者、その他教育職員免許状を有する文
部科学大臣の指定した者（本研究科入学までに指定の要件を満たす見込みの者を含む）（昭和
28 年文部省告示第 5号第 10 号〜第 12 号）

⑾　�飛び級入学により大学院に入学した者であって、本学大学院において大学院における教育を受
けるにふさわしい学力があると認めた者（＊ 3）
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⑿　�本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、22 歳以上の者または本研究科入学までに 22 歳に達する者（＊４）

＊ 1　�教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者
による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに
限ります。

＊ 2　�当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該
課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号（＊１）の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含みます。

＊ 3　�⑾に該当する可能性がある場合は、本学大学院における教育をうけるにふさわしい学力が�
あるかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照のう
え、所定の期日までに必要な手続きをとってください。

＊ 4　�⑿に該当する可能性がある場合は、出願に先立ち事前に大学を卒業した者と同等以上の学力
があるかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照の
うえ、所定の期日までに必要な手続きをとってください。

※�外国の学校教育課程の年数や取得した学位の取扱い等、上記に該当するかどうか少しでも疑問や
不明な点がある場合は、必ず事前の個別審査申出期限前（「大学院入学試験要項（別冊）」19 ペー
ジを参照）に本研究科の事務室（衣笠独立研究科事務室）に照会してください。
※�『最終学歴が中国の 3年制の大学（専科）の者』または『最終学歴が中国の大学であるが、「大
学院入学試験要項（別冊）」の 13 ページの基準を満たしていない者』は、事前の個別審査が必要
です。個別審査については「大学院入学試験要項（別冊）」の 17 ページを参照してください。
※�出願資格において「見込み」で受験し、合格した者が、その出願資格を入学前日の 2019 年 9 月
25 日までに満たせない場合は、入学を許可しません（「見込み」のままで入学することはできま
せん）。

Ⅲ．出願期間

試験日 出願期間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 7 日（日） 2019 年 5 月 31 日（金）〜 2019 年 6 月 14 日（金）
※出願書類の提出は、郵送に限ります（出願期間最終日の消印有効です）。
※「Ritsu-Mate」での出願登録は、出願開始日の 10：00（日本時間）から可能です。

Ⅳ．出願方法
※出願上の注意は「大学院入学試験要項（別冊）」11 ページを参照してください。

出願期間内に検定料を納入のうえ、所定の出願書類を郵送してください。出願書類の一部は「Ritsu-
Mate」での入力となります。「Ritsu-Mate」で入力した出願書類は印刷し、その他の出願書類とと
もに一括して郵送してください。

1．出願書類
書類名 内容 様式等

⑴ 入学試験志願票 「Ritsu-Mate」で出願情報入力後に
印刷したもの。

⑵ 外国籍志願者情報
日本国籍を有しない者（特別永住者
を除く）のみ該当する部分を記入し
てください。

様式GS�1
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書類名 内容 様式等

⑶ 最終学校の成績証明書
および卒業（見込）証明書

出願資格にかかわる出身学校のもの
を提出してください。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」11 ページを参照してくださ
い。

原本を提出して
ください。

⑷ 自己推薦書および関連資料 様式CE�3
⑸ 研究計画書 2,000 字程度 様式CE�1
⑹ 年次計画書 様式CE�2
⑺ 自由テーマ論文 2,000 字程度 様式自由
⑻ 履歴書 市販用紙

⑼ 学位授与証明書もしくは
学位授与申請受理証明書 Ⅱ．出願資格⑵で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑽ 教育職員免許状の授与証明書 Ⅱ．出願資格⑽で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑾ パスポートの氏名・生年月日が
記載されたページのコピー

出願時に有効期限内のパスポートを
取得している日本国籍を有しない者
のみ。
※特別永住者を除く

⑿
教育部学歴証書電子注冊備案表
もしくは教育部学籍在線験証報
告

・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院を卒業（修了）
した者は、教育部学歴証書電子注
冊備案表（‘教育部学历证书电子
注册备案表’）を印刷したもの。
・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院に在学中の者
は、教育部学籍在線験証報告（‘教
育部学籍在线验证报告’）を印刷
したもの。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」13 ページを参照してくださ
い。

どちらも証明書
の言語表記は英
文版のもの。

2．出願書類の提出について
出願書類の提出は郵送に限ります。
⑴　日本国内から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②「Ritsu-Mate」から「宛名ラベル」をダウンロードして印刷してください。
③�②の「宛名ラベル」を①の封筒に貼付し、出願書類を一括して封入したうえで「簡易書
留速達郵便」にて送付してください（郵便局窓口から送付してください。ポストへの投
函不可）。

⑵　日本国外から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�①の封筒に必要事項を記入のうえ出願書類を一括して封入し、国際スピード郵便（EMS）
等、航空扱いの国際宅配便等配送状況を確認できる方法で送付してください。

3．出願書類提出先
立命館大学　大学院入学試験　衣笠独立研究科事務室（先端総合学術研究科）
〒 603-8577　京都市北区等持院北町 56-1
電話（075）465-8348（直通）（月〜金　9：00 〜 17：30）
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Ⅴ．入学検定料
35,000 円
※出願期間内に納入してください。
※�納入は、クレジットカード、コンビニエンスストア、Paypal、Alipay もしくは海外送金を利用�
してください。詳細は「大学院入学試験要項（別冊）」13 ページを参照してください。

Ⅵ．受験票
受験票は試験日の約１週間前から「Ritsu-Mate」よりダウンロードできます。印刷したうえで試験
当日に持参してください（「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページ参照）。

Ⅶ．選考方法
書類選考および面接試験を総合評価し合格者を決定します。

Ⅷ．試験日・試験時間割

試験日 面接試験
2019 年 7 月 7 日（日） 詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします。

Ⅸ．試験会場
立命館大学衣笠キャンパス（詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします。）

Ⅹ．合格発表
合否結果は「Ritsu-Mate」ならびに「大学院入試情報サイト」で発表します。また、合否結果�
および入学手続書類は、入学試験志願票に記載されている住所宛に合格発表日当日に発送します。

合格発表日 発表時間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 24 日（水） 10：00

※�「大学院入試情報サイト」上の合格者受験番号一覧の掲示については「大学院入学試験要項（別
冊）」25 ページを参照してください。

Ⅺ．入学手続（案内）
「大学院入学試験要項（別冊）」26 ページを参照してください。
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2019年9月入学　先端総合学術研究科一貫制博士課程
外国人留学生入学試験

Ⅰ．募集する専攻、課程、入学定員および募集人数

専　　　攻 課　　　程 入　学　定　員 募　集　人　数
先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 名 若干名

入学定員は全入学試験方式の募集人数をあわせたものです。
出願状況および試験結果によっては、合格者数は募集人数を満たさない場合があります。

Ⅱ．出願資格
わが国における「留学」の在留資格を有する者または本研究科入学までに取得する予定の者で、つ
ぎの⑴〜⑾のいずれかに該当する者。
⑴　大学＊を卒業した者または本研究科入学までに卒業する見込みの者。
　　＊学校教育法第 83 条の大学（わが国の大学における学部の正規の課程）
⑵　�独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者または本研究科入
学までに授与される見込みの者。

⑶　�外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了す
る見込みの者。

⑷　�外国の大学その他の外国の学校（＊ 1）において、修業年限が 3年（医学を履修する博士課程、
歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程または獣医学を履修する博士課程への入学
については、5年）以上である課程を修了すること（＊ 2）により、学士の学位に相当する学
位を授与された者または本研究科入学までに授与される見込みの者。（平成 28 年文部科学省令
第 19 号）

⑸　�外国の学校が行う通信教育をわが国において履修することにより当該国の学校教育における
16 年の課程を修了した者または本研究科入学までに修了する見込みの者。

⑹　�わが国において、文部科学大臣が外国の大学相当として指定した外国の学校の課程を修了した
者または本研究科入学までに修了する見込みの者。

⑺　�文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者また
は本研究科入学までに修了する見込みの者。

⑻　�旧制大学等を修了した者。（昭和 28 年文部省告示第５号第１号〜第４号、昭和 30 年文部省告
示第 39 号第１号）

⑼　�教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭もしくは養護教諭の専
修免許状または一種免許状を有する者もしくは本研究科入学までに取得する見込みの者で 22
歳以上の者もしくは本研究科入学までに 22 歳に達する者、その他教育職員免許状を有する文
部科学大臣の指定した者（本研究科入学までに指定の要件を満たす見込みの者を含む）。（昭和
28 年文部省告示第 5号第 10 号〜第 12 号）

⑽　�飛び級入学により大学院に入学した者であって、本学大学院において大学院における教育を受
けるにふさわしい学力があると認めた者（＊ 3）。

⑾　�本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、22 歳以上の者または本研究科に入学までに 22 歳に達する者（＊ 4）。

＊ 1　�教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けた者
による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに
限ります。
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＊ 2　�当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該
課程を修了することおよび当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号（＊ 1）の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含みます。

＊ 3　�⑽に該当する可能性がある場合は、本学大学院における教育をうけるにふさわしい学力があ
るかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照のうえ、
所定の期日までに必要な手続きをとってください。

＊ 4　�⑾に該当する可能性がある場合は出願に先立ち事前に大学を卒業した者と同等以上の学力が
あるかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照のう
え、所定の期日までに必要な手続きをとってください。

※�修士の学位を有する者、または 2019 年９月までに修士の学位を授与される見込みの者は、原則
として「転入学試験」（21 ページ参照）で出願してください。
※�外国の学校教育課程の年数や取得した学位の取扱い等、上記に該当するかどうか少しでも疑問や
不明な点がある場合は、必ず事前の個別審査申出期限前（「大学院入学試験要項（別冊）」19 ペー
ジを参照）に本研究科の事務室（衣笠独立研究科事務室）に照会してください。
※�『最終学歴が中国の 3年制の大学（専科）の者』または『最終学歴が中国の大学であるが、「大
学院入学試験要項（別冊）」の 13 ページの基準を満たしていない者』は、事前の個別審査が必要
です。個別審査については「大学院入学試験要項（別冊）」の 17 ページを参照してください。
※�出願資格において「見込み」で受験し、合格した者が、その出願資格を入学前日の 2019 年 9 月
25 日までに満たせない場合は、入学を許可しません（「見込み」のままで入学することはできま
せん）。
※�大学院の授業内容を理解できる程度の日本語能力を必要とします。

Ⅲ．出願期間

試験日 出願期間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 7 日（日） 2019 年 5 月 31 日（金）〜 2019 年 6 月 14 日（金）

※出願書類の提出は郵送に限ります（出願期間最終日の消印有効です）。
※�「Ritsu-Mate」での出願登録は、出願開始日の 10：00（日本時間）から可能です。

Ⅳ．出願方法
※出願上の注意は「大学院入学試験要項（別冊）」11 ページを参照してください。

出願期間内に検定料を納入のうえ、所定の出願書類を郵送してください。出願書類の一部は「Ritsu-
Mate」での入力となります。「Ritsu-Mate」で入力した出願書類は印刷し、その他の出願書類とと
もに一括して郵送してください。

1．出願書類
書類名 内容 様式等

⑴ 入学試験志願票 「Ritsu-Mate」で出願情報入力後に
印刷したもの。

⑵ 外国籍志願者情報� 該当する部分を記入してください。 様式GS�1

⑶ 最終学校の成績証明書
および卒業（見込）証明書

出願資格にかかわる出身学校のもの
を提出してください
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」11 ページを参照してくださ
い。

原本を提出して
ください。
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書類名 内容 様式等
⑷ 研究計画書 2,000 字程度 様式CE�1
⑸ 年次計画書 様式CE�2

⑹ 卒業論文の概要

完成した卒業（演習）論文があれば
参考資料として提出してください。
執筆中あるいは未完成の場合は卒業
（演習）論文の概要のみを提出して
ください。

様式自由

⑺ 学位授与証明書もしくは
学位授与申請受理証明書 Ⅱ．出願資格⑵で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑻ 教育職員免許状の授与証明書 Ⅱ．出願資格⑼で出願する場合のみ。 原本を提出してください。

⑼ パスポートの氏名・生年月日が
記載されたページのコピー

出願時に有効期限内のパスポートを
取得している日本国籍を有しない者
のみ。
※特別永住者を除く

⑽
教育部学歴証書電子注冊備案表
もしくは教育部学籍在線験証報
告

・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院を卒業（修了）
した者は、教育部学歴証書電子注
冊備案表（‘教育部学历证书电子
注册备案表’）を印刷したもの。
・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院に在学中の者
は、教育部学籍在線験証報告（‘教
育部学籍在线验证报告’）を印刷
したもの。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」13 ページを参照してくださ
い。

どちらも証明書
の言語表記は英
文版のもの。

2．出願書類の提出について
出願書類の提出は郵送に限ります。
⑴　日本国内から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②「Ritsu-Mate」から「宛名ラベル」をダウンロードして印刷してください。
③�②の「宛名ラベル」を①の封筒に貼付し、出願書類を一括して封入したうえで「簡易書留
速達郵便」にて送付してください（郵便局窓口から送付してください。ポストへの投函不
可）。

⑵　日本国外から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�①の封筒に必要事項を記入のうえ出願書類を一括して封入し、国際スピード郵便（EMS）
等、航空扱いの国際宅配便等配送状況を確認できる方法で送付してください。

3．出願書類提出先
立命館大学　大学院入学試験　衣笠独立研究科事務室（先端総合学術研究科）
〒603-8577　京都市北区等持院北町 56-1
電話（075）465-8348（直通）（月〜金　9：00 〜 17：30）
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4 ．出願上の注意事項
⑴　�出願書類に記載する氏名・生年月日は、パスポートの記載どおりに記入してください。
⑵　�一旦受理した書類は理由の如何にかかわらず返却しません。受験後に出願資格を満たさない
ことが判明した場合も返却しません。

Ⅴ．入学検定料
35,000 円
※出願期間内に納入してください。
※�納入は、クレジットカード、コンビニエンスストア、Paypal、Alipay もしくは海外送金を利用
してください。詳細は「大学院入学試験要項（別冊）」13 ページを参照してください。

Ⅵ．受験票
受験票は試験日の約 1週間前から「Ritsu-Mate」よりダウンロードできます。印刷したうえで試験
当日に持参してください（「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページを参照）。

Ⅶ．選考方法
書類選考および面接試験を総合評価し合格者を決定します。

Ⅷ．試験日・試験時間割

試験日 試験時間割
2019 年 7 月 7 日（日） 詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします

Ⅸ．試験会場
立命館大学衣笠キャンパス（詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします）

Ⅹ．合格発表
合否結果は「Ritsu-Mate」ならびに「大学院入試情報サイト」で発表します。また、合否結果およ
び入学手続書類は、入学試験志願票に記載されている住所宛に合格発表日当日に発送します。

合格発表日 発表時間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 24 日（水） 10：00

※�「大学院入試情報サイト」上の合格者受験番号一覧の掲示については「大学院入学試験要項（別冊）」25 ペー
ジを参照してください。

Ⅺ．入学手続（案内）
「大学院入学試験要項（別冊）」26 ページを参照してください。

-�17�-



2019年9月入学　先端総合学術研究科一貫制博士課程
APU 特別受入入学試験

Ⅰ．募集する専攻、課程、入学定員および募集人数

専　　　攻 課　　　程 入　学　定　員 募　集　人　数

先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 名 若干名
入学定員は全入学試験方式の募集人数をあわせたものです。
出願状況および試験結果によっては、合格者数は募集人数を満たさない場合があります。

Ⅱ．出願資格
つぎの 1、2のいずれかに該当する者。
1．APUを卒業（早期卒業を含む）して入学する者。
つぎの⑴⑵のいずれかに該当する者。
⑴　�2018 年 10 月１日現在、APU各学部第 7セメスターに在学し、2019 年 9 月に卒業見込の
者で、第 6セメスター終了時までに修得した卒業要件単位数が、100 単位以上でかつその
通算GPA* が 2.80 以上である者。

⑵　�2018 年 10 月１日現在、APU各学部第 5セメスターあるいは第 6セメスターに在学する
早期卒業プログラム登録者のうち、2019 年 9 月に卒業見込の者で、第 4セメスター終了
までに取得した卒業要件単位数が、64 単位以上、かつその通算 GPA* が早期卒業プログ
ラムの要件を満たしていること。

2．APUを卒業しないで入学しようとする者。
2018 年 10 月１日現在、APU各学部第５セメスターあるいは第 6セメスターに在学する者で、
第 6セメスター終了時までに以下の要件を満たす者（出願時は見込みで可）。
⑴　外国語の卒業必要単位を修得している者。
⑵　卒業要件単位数を 100 単位以上修得している者。
⑶　卒業要件単位の通算GPA* が 3.20 以上の者。

＊�GPA（GRADE�POINT�AVERAGEの略）算出方法については、「大学院入学試験要項（別冊）」
25 ページを参照してください。

※�外国人留学生の場合、大学院の授業内容を理解できる程度の日本語能力を必要とします。
※�出願資格において「見込み」で受験し、合格した者が、その出願資格を入学前日の 2019 年９月
25 日までに満たせない場合は、入学を許可しません（「見込み」のままで入学することはできま
せん）。

Ⅲ．出願期間

試験日 出願期間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 7 日（日） 2019 年 5 月 31 日（金）〜 2019 年 6 月 14 日（金）

※出願書類の提出は、郵送に限ります（出願期間最終日の消印有効です）。
※�「Ritsu-Mate」での出願登録は、出願開始日の 10：00（日本時間）から可能です。
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Ⅳ．出願方法
※出願上の注意は「大学院入学試験要項（別冊）」11 ページを参照してください。
出願期間内に検定料を納入のうえ、所定の出願書類を郵送してください。出願書類の一部は「Ritsu-
Mate」での入力となります。「Ritsu-Mate」で入力した出願書類は印刷し、その他の出願書類とと
もに一括して郵送してください。

1．出願書類
書類名 内容 様式等

⑴ 入学試験志願票 「Ritsu-Mate」で出願情報入力後に
印刷したもの。

⑵ 外国籍志願者情報�
日本国籍を有しない者（特別永住者
を除く）のみ該当する部分を記入し
てください。

様式GS�1

⑶ 成績証明書 原本を提出して
ください。

⑷ 卒業（見込）証明書 APUを卒業しないで入学しようと
する者については不要です。

⑸ 研究計画書 2,000 字程度 様式CE�1
⑹ 年次計画書 様式CE�2

⑺ 演習論文計画書

完成した卒業（演習）論文があれば
参考資料として提出してください。
執筆中あるいは未完成の場合は卒業
（演習）論文の概要のみを提出して
ください。
APUを卒業しないで入学しようと
する者については不要です。

様式自由

⑻ パスポートの氏名・生年月日が
記載されたページのコピー

出願時に有効期限内のパスポートを
取得している日本国籍を有しない者
のみ。
※特別永住者を除く

2．出願書類の提出について
出願書類の提出は郵送に限ります。
⑴　日本国内から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②「Ritsu-Mate」から「宛名ラベル」をダウンロードして印刷してください。
③�②の「宛名ラベル」を①の封筒に貼付し、出願書類を一括して封入したうえで「簡易書
留速達郵便」にて送付してください（郵便局窓口から送付してください。ポストへの投
函不可）。

⑵　日本国外から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�①の封筒に必要事項を記入のうえ出願書類を一括して封入し、国際スピード郵便（EMS）
等、航空扱いの国際宅配便等配送状況を確認できる方法で送付してください。

3．出願書類提出先
立命館大学　大学院入学試験　衣笠独立研究科事務室（先端総合学術研究科）
〒603-8577　京都市北区等持院北町 56-1
電話　（075）465-8348（直通）（月〜金　9：00 〜 17：30）

-�19�-



Ⅴ．入学検定料
35,000 円
※出願期間内に納入してください。
※�納入は、クレジットカード、コンビニエンスストア、Paypal、Alipay もしくは海外送金を利用
してください。詳細は「大学院入学試験要項（別冊）」13 ページを参照してください。

Ⅵ．受験票
�受験票は試験日の約 1週間前から「Ritsu-Mate」よりダウンロードできます。印刷したうえで試験
当日に持参してください（「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページを参照）。

Ⅶ．選考方法
書類選考および面接試験を総合評価し合格者を決定します。

Ⅷ．試験日・試験時間割

試験日 試験時間割
2019年 7月 7日（日） 詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします

Ⅸ．試験会場
立命館大学衣笠キャンパス（詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします）

Ⅹ．合格発表
合否結果は「Ritsu-Mate」ならびに「大学院入試情報サイト」で発表します。また、合否結果およ
び入学手続書類は、入学試験志願票に記載されている住所宛に合格発表日当日に発送します。

合格発表日 発表時間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 24 日（水） 10：00

※�「大学院入試情報サイト」上の合格者受験番号一覧の掲示については「大学院入学試験要項（別冊）」25 ペー
ジを参照してください。

Ⅺ．入学手続（案内）
「大学院入学試験要項（別冊）」26 ページを参照してください。
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2019年9月入学　先端総合学術研究科一貫制博士課程
転入学試験

Ⅰ．募集する専攻、課程、入学定員および募集人数

専　　攻 課　　程 入学定員 募集人数
先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 名 若干名

入学定員は全入学試験方式の募集人数をあわせたものです。
出願状況および試験結果によっては、合格者数は募集人数を満たさない場合があります。

Ⅱ．出願資格
つぎの⑴〜⑺のいずれかに該当する者。
⑴　修士の学位もしくは専門職学位を有する者または本研究科入学までに授与される見込みの者。
⑵　�外国において、修士の学位もしくは専門職学位に相当する学位を授与された者または本研究科
入学までに授与される見込みの者。

⑶　�外国の学校が行う通信教育をわが国において履修し、修士の学位もしくは専門職学位に相当す
る学位を授与された者または本研究科入学までに授与される見込みの者。

⑷　�わが国において、文部科学大臣が外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程を修了し、
修士の学位もしくは専門職学位に相当する学位を授与された者または本研究科入学までに授与
される見込みの者。

⑸　�国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者または本研究科入学
までに授与される見込みの者。

⑹　�大学等を卒業し、大学、研究所等において 2年以上研究に従事した者で、本学大学院において、
修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者（平成元年文部省告示第 118 号）（＊
1）。

⑺　�本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位を有する者と
同等以上の学力があると認めた者で、24 歳以上の者または本研究科入学までに 24 歳に達する
者（＊ 2）。

＊１　�⑹に該当する可能性がある場合は、修士の学位を有する者と同等以上の学力があるかどうか
個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参照のうえ、所定の
期日までに必要な手続きをとってください。

＊２　�⑺に該当する可能性がある場合は、修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学
力があるかどうか個別審査を行いますので、「大学院入学試験要項（別冊）」17 ページを参
照のうえ、所定の期日までに必要な手続きをとってください。

※本入試方式は 3年次に入学するものです。
※�外国の学校教育課程の年数や取得した学位の取扱い等、上記に該当するかどうか少しでも疑問や
不明な点がある場合は、必ず事前の個別審査申出期限前（「大学院入学試験要項（別冊）」19 ペー
ジを参照）に本研究科の事務室（衣笠独立研究科事務室）に照会してください。
※�出願資格において「見込み」で受験し、合格した者が、その出願資格を入学前日の 2019 年９月
25 日までに満たせない場合は、入学を許可しません（「見込み」のままで入学することはできま
せん）。
※�外国人留学生の場合、わが国における「留学」の在留資格を要します。また、大学院の授業内容
を理解できる程度の日本語能力を必要とします。
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Ⅲ．出願期間

試験日 出願期間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 7 日（日） 2019 年 5 月 31 日（金）〜 2019 年 6 月 14 日（金）

※出願書類の提出は、郵送に限ります（出願期間最終日の消印有効です）。
※�「Ritsu-Mate」での出願登録は、出願開始日の 10：00（日本時間）から可能です。

Ⅳ．出願方法
※出願上の注意は「大学院入学試験要項（別冊）」11 ページを参照してください。
出願期間内に検定料を納入のうえ、所定の出願書類を郵送してください。出願書類の一部は「Ritsu-
Mate」での入力となります。「Ritsu-Mate」で入力した出願書類は印刷し、その他の出願書類とと
もに一括して郵送してください。

1．出願書類
書類名 内容 様式等

⑴ 入学試験志願票 「Ritsu-Mate」で出願情報入力後に
印刷したもの。

⑵ 外国籍志願者情報
日本国籍を有しない者（特別永住者
を除く）のみ該当する部分を記入し
てください。

様式GS�1

⑶
最終学校の成績証明書および修
了（卒業）証明書または修了（卒
業）見込証明書

出願資格にかかわる出身学校のもの
を提出してください。
外国の大学において修士の学位に相
当する学位を授与された者は学位授
与証明書。
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」11 ページを参照してくださ
い

原本を提出して
ください。

⑷ 研究計画書 2,000 字程度 様式CE�1

⑸ 修士論文（またはそれに相当す
る研究実績）およびその概要

修士論文等のほかに別の論文を提出
し、審査の対象とすることができま
す。修士論文を執筆中の場合には
その概要（2,000 字程度　様式自由）
のみを提出してください。

様式自由

⑹ パスポートの氏名・生年月日が
記載されたページのコピー

出願時に有効期限内のパスポートを
取得している日本国籍を有しない者
のみ。
※特別永住者を除く

⑺
教育部学歴証書電子注冊備案表
もしくは教育部学籍在線験証報
告

・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院を卒業（修了）
した者は、教育部学歴証書電子注
冊備案表（‘教育部学历证书电子
注册备案表’）を印刷したもの
・�中国（台湾、香港、マカオを除く）
の大学または大学院に在学中の者
は、教育部学籍在線験証報告（‘教
育部学籍在线验证报告’）を印刷
したもの
※�詳細は「大学院入学試験要項（別
冊）」13 ページを参照してくださ
い

どちらも証明書
の言語表記は英
文版のもの
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2 ．出願書類の提出について
出願書類の提出は郵送に限ります。
⑴　日本国内から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②「Ritsu-Mate」から「宛名ラベル」をダウンロードして印刷してください。
③�②の「宛名ラベル」を①の封筒に貼付し、出願書類を一括して封入したうえで「簡易書
留速達郵便」にて送付してください（郵便局窓口から送付してください。ポストへの投
函不可）。

⑵　日本国外から出願する場合
①市販の封筒（A4サイズの書類が入るもの）を用意してください。
②�①の封筒に必要事項を記入のうえ出願書類を一括して封入し、国際スピード郵便（EMS）
等、航空扱いの国際宅配便等配送状況を確認できる方法で送付してください。

3．出願書類提出先
立命館大学　大学院入学試験　衣笠独立研究科事務室（先端総合学術研究科）
〒603-8577　京都市北区等持院北町 56-1
電話（075）465-8348（直通）（月〜金　9：00 〜 17：30）

Ⅴ．入学検定料
35,000 円
※出願期間内に納入してください。
※�納入は、クレジットカード、コンビニエンスストア、Paypal、Alipay もしくは海外送金を利用
してください。詳細は「大学院入学試験要項（別冊）」13 ページを参照してください。
※�本学大学院の博士課程前期課程、修士課程または専門職学位課程を 2019 年 3 月修了または 2019
年 9 月修了見込みのものが引き続いて本研究科（3年次）に進学するために出願する場合は、入
学検定料の納入は不要です。ただし、「Ritsu-Mate」で検定料要否選択する際に留意いただきた
い事項がありますので、「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページで詳細を確認してください。

Ⅵ．受験票
�受験票は試験日の約 1週間前から「Ritsu-Mate」よりダウンロードできます。印刷したうえで試験
当日に持参してください（「大学院入学試験要項（別冊）」10 ページを参照）。

Ⅶ．選考方法
書類選考および面接試験を総合評価し合格者を決定します。

Ⅷ．試験日・試験時間割

試験日 試験時間割
2019 年 7 月 7 日（日） 詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします

Ⅸ．試験会場
立命館大学衣笠キャンパス（詳細は「Ritsu-Mate」にてお知らせします）
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Ⅹ．合格発表
合否結果は「Ritsu-Mate」ならびに「大学院入試情報サイト」で発表します。また、合否結果およ
び入学手続書類は、入学試験志願票に記載されている住所宛に合格発表日当日に発送します。

合格発表日 発表時間
7月実施入学試験 2019 年 7 月 24 日（水） 10：00

※�「大学院入試情報サイト」上の合格者受験番号一覧の掲示については「大学院入学試験要項（別冊）」25 ペー
ジを参照してください。

Ⅺ．入学手続（案内）
「大学院入学試験要項（別冊）」26 ページを参照してください。
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出願書類の様式一覧・APPLICATION FORM LIST

様式は、つぎのページ以降に下表の順番通り綴りこんでいます。
提出すべき様式は、要項本文「出願書類」に入試方式ごとに定めていますので、要項本文をよく読
み間違いのないよう提出してください。
Application�forms�are�put�after�this�page�in�the�same�order�as�the�list�below.�Read�thoroughly�

the�Required�Documents�section�of�the�examination�that�you�will�take�and�make�sure�to�submit�all�
the�forms�that�are�required.

様式 名　　　　称 ページ

GS 1 外国籍志願者情報／APPLICATION�SHEET�FOR�NON-JAPANESE�APPLICANTS 27

CE

1 研究計画書 29

2 年次計画書 31

3 自己推薦書 33
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* 記入不要　Office use only

 現住所 Address  〒 　　　　　－ Phone number：

  氏名 Name:

勤務先（所在地）

Name of employer (Address)

(                                        )
 (MM/DD/YYYY)

(                                        )
 (MM/DD/YYYY)

(                                        )
 (MM/DD/YYYY)

(                                        )
 (MM/DD/YYYY)

2019.9

  志願者との関係  Relationship to applicant   職業  Occupation

Military service   Finished            month            year               month           year   Duty (to be) completed                month          year

学　　　　　歴
（日本語学校）

Japanese Language
School/Organization

学校名(所在地)

Name of Japanese Language School / Organization（Address）

(                                                                )

入学年月

兵　　　 役   終了  from 　   　　 , 　 　  　 to 　   　　 , 　   　　 .  終了予定                          　 ,         　      .

  以上の通り、相違ありません。
     I certify that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.

日付(Date):　　　　  　　　　　(MM/DD/YYYY)  署名(Signature):　　 　　　　　　　　　　　　　　  .

info in Japan

month                year  month               year 

Enrollment Date
卒業（見込）年月

            　 , 　　        　      .             　 , 　　        　      .

Graduation Date/Expected 

職　　　 歴
Work experience

勤務内容 勤務期間

Job description Period of employment

氏名
Name

受験番号*
Examinee No.

日 本 国 内 の
緊 急 連 絡 先

Emergency contact

立命館大学大学院 外国籍志願者情報

RITSUMEIKAN UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL APPLICATION SHEET
FOR NON‐JAPANESE APPLICANTS  

様式 / Form GS 1

［注意 / NOTE］
日本国籍を有しない者（特別永住者を除く）のみ記入対象。

該当する項目のみ記入してください。

For Applicants who do not have Japanese nationality only
(excluding special permanent residents). 
Complete only the sections that apply to you.
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2019.9 
 

様式 CEF 1 1/2
 

 

 

研 究 計 画 書 

 
出身大学（院）         大学（院）          学部（研究科） 

 

                         氏  名                        

 

研究課題（テーマ） 

研究の目的・構想（2,000 字程度） 

 

パソコン等で作成した場合には、枠内に貼り付けてください。 
 
 

先端総合学術研究科 様式 CE 1 1/2
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2019.9 
 

 
 
 

パソコン等で作成した場合には、枠内に貼り付けてください。 

様式 CE 1 2/2
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2019.9 
 

 

 

年 次 計 画 書 

 
氏  名                 

 

別紙「研究計画書」における研究の目的・構想を達成するための年次計画、方法について書いてください。 

 

1 

 

 

 

年 

 

 

 

 

次 

 

2 

 

 

 

年 

 

 

 

 

次 

 

3 

 

年 

 

次 

 

以 

 

降 

 

パソコン等で作成した場合には、枠内に貼り付けてください。 

先端総合学術研究科 様式 CE 2
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2019.9 
 

様式 CE 3 
 

一般入学試験（自己推薦）・社会人入学試験用 
 

自 己 推 薦 書 

 
出身大学（院）         大学（院）          学部（研究科） 

 

                         氏  名                        

パソコン等で作成した場合には、枠内に貼り付けてください。 

 

先端総合学術研究科 
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