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立教大学入学者受入れの方針 
立教大学は、「立教大学の使命」「教育の理念」「教育の目的」に賛同し、正課教育および正課外教育において

積極的に学ぶ意志があり、学士課程を４年間で修了するために必要な資質・能力を有する学生を求めていま

す。多様な学生を迎え、互いの学び合いを促すことを目指して、一般選抜（一般入試および大学入学共通テ

スト利用入試）、指定校推薦入学、関係校推薦入学、自由選抜入試、国際コース選抜入試、アスリート選抜入

試、帰国生入試、外国人留学生入試、社会人入試といった様々な入試種別を用意しています。 

立教大学入学者受入れの方針の詳細は、 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/disclosure/educational_policy/をご覧ください。  

 

立教大学「アスリート選抜入試」について 
立教大学は、大学で学ぶために必要な能力は多様であると考え、推薦入試や社会人入試をはじめとする種々

の入試制度を他大学にさきがけて採用してきました。そのような入試改革の実績を踏まえて、2008 年度か

ら「アスリート選抜入試」を導入しました。 

「アスリート選抜入試」は、知性・感性・身体のバランスがとれた、幅広い視野と総合的な判断力を備え

た人材を受け入れ育成していくことを目的としています。スポーツ競技の実績が優秀であるだけでなく、

人格的にも優れ学業に対する高い意欲を持つ者を選抜し、立教大学体育会各部をリードするとともに立教

大学生の模範と成り得る学生を育てていきます。 

なお、本学の言語教育（英語、初習言語）は、多文化共生を視野に入れた「異文化理解」を深めるととも

に、異質な文化に属するさまざまな人々とコミュニケーションすることのできる「言語運用能力」を習得

することを目指しています。入学後は積極的に英語および初習言語を学ぶ姿勢が必要となります。 

 

個人情報の取扱いについて 
出願および入学手続にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、①入学試験実施（出

願処理・試験実施）、②合格者発表、③入学手続およびこれらに付随する事項を行うためにのみ利用します。

その際、当該個人情報の漏洩、流出、不正利用等がないよう、必要かつ適切な管理を行います。 

上記の業務は、その全部または一部を立教大学より当該業務の委託を受けた業者等（以下「受託業者」と

いいます。）において行う場合があります。その場合、受託業者に対して、お知らせいただいた個人情報の

全部または一部を提供することがあります。業務委託にあたっては、機密保持条項を含む契約を締結し、

委託先に対し、情報に関する厳重管理を求め、委託業務の目的以外の利用を行わせないようにしています。 

また、個人が特定できないように統計処理した個人情報を、立教大学における入学者選抜のための調査・

研究の資料として利用します。 

なお、入学者については、当該個人情報および入試成績の一部を、大学の学生情報データベースに登録し、

入学後の学生相談・指導に利用する場合があります。あらかじめご了承ください。 

立教大学のプライバシーポリシーについては、https://www.rikkyo.ac.jp/privacypolicy/をご覧くださ

い。 

 

大規模自然災害（激甚災害）被災地の受験生に対する特別措置について 
立教大学では、大規模自然災害（激甚災害）による被害が生じた場合、被害を受けた受験生に対して、経

済的な面で支援を図るため、被災の状況を考慮して、それに応じた特別な措置を講じることがあります。

その際の手続の詳細は、立教大学 Web サイトに掲載しますので、確認のうえ手続をしてください。 

立教大学 Web サイトは 

https://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/scholarship/aid_undergraduate.html をご覧ください。 

 

  



 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する対応について 
 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、本要項に記載されている入学試験とは異なる方

法で試験を実施する場合があります。入学試験の変更等のお知らせは、立教大学 Web サイトに掲載し

ます。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、文部科学省の定める「大学入学者選抜実施要

項」に則り、以下の措置を講じます。 

 

１．試験場における感染予防策 

・試験会場内にアルコール消毒液を設置します。 

・試験場においては、受験者の座席を１メートル程度の間隔を空けて配置します。 

・試験場内のアルコール消毒を行います。 

・試験場内の窓やドアを適宜開け、換気を行います。 

・試験業務に携わる試験監督、係員等については、日ごろから体調管理に努め、マスク着用、手指消

毒、体温測定を徹底します。 

 

２．受験者の皆様へのお願い 

・発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関での受診を行ってください。 

・新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に

保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者は受験を控えてください。なお、試験を欠席した場

合でも、追試験は行いません。 

・試験当日は、必ずマスクを持参し、試験場では昼食時以外は常に着用をお願いします。なお、本人

確認のために写真照合する際には、顔が見えるよう一時的にマスクを外すよう試験監督者から指示

があります。感覚過敏等により、マスクの着用が難しい場合には、出願に先立って入学センターへ

必ず問い合わせてください（問い合わせ先は１頁参照）。 

・フェイスシールドは透明のもののみ着用を認めます。フェイスシールド着用時も、必ずマスクを着

用してください。配付はしませんので、着用する場合は必ず持参してください。 

・試験当日は原則、受験者一人での来場をお願いします。保護者控室の設置は行いません。 

・試験当日、試験場内の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、上着など暖かい服を持参し

てください。 

・昼食時の受験者同士の会話、交流、接触を最大限に抑制する観点から、昼食を持参し、試験場内の

自席で食事をとってください（試験が昼食の時間を挟む場合のみ）。 

・試験までの日常において、外出時のマスクの着用、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体

的距離の確保、「三つの密」の回避等の感染防止対策を行い、体調管理に努めてください。他の疾

患等のリスクを減らすため、インフルエンザワクチンその他の予防接種を受けておくことをお勧

めします。

※情勢次第で、試験をオンライン（Zoom 等）で実施する可能性があります。その際には、機材（カメ

ラ・マイク付きのタブレット端末やカメラ・マイク付きのノートパソコン等）とネットワーク環境を

ご自宅等に用意していただくことが必要となります。 
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＜本学 Web サイトからプリントアウトして提出する書類 ※本学所定書式＞ 

本学 Web サイト https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html 

  志望理由書①（３枚つづり）     志望理由書②（出願学科（専修）ごとに１枚） 

志望理由書③            競技実績証明書  

競技実績証明資料（実績ごとに１枚） 入学志願票（Ａ～Ｆ票）   出願用封筒表紙 

 

 

 

 

問い合わせ先 

入試全般について    入学センター    TEL:03-3985-3293 E-mail: admissions@rikkyo.ac.jp 

競技について      学生部学生課    TEL:03-3985-4740 

学費について      財務部経理課    TEL:03-3985-2237 

受付時間 

 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、開室時間等の変更が生じる場合があります。 

入学センター・財務部経理課・学生部学生課： 

＜月～金＞ ９:00～17:00    ＜土＞ ９:00～12:30    ＜日・祝日＞ 閉室 

2021 年８月２日～2021 年９月 18 日は夏季休業期間のため、受付時間が以下のとおりとなります。 

＜月～金＞ ９:00～16:00    ＜土・日・祝日および８月 12 日～８月 20 日＞ 閉室 

その他、以下のページから問い合わせフォームも利用可能です。 

https://www.rikkyo.ac.jp/contact/ 

問い合わせの前に、「特別入試についてのＱ＆Ａ」のページもご確認ください。 

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/faq/admissions2.html 

  

 

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
https://www.rikkyo.ac.jp/contact/
https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/faq/admissions2.html
https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/faq/admissions2.html
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１．募集学部・学科（専修）および募集人員        

 １．５学科（専修）まで出願できます（複数学部にまたがって出願できます）。 

 ２．複数学科（専修）を出願した場合は、大学が第２次選考の受験学部・学科（専修）を１つに決

定し、第２次選考受験許可者発表時に通知します。 

学 部 学 科 （ 専 修 ） 募集人員 

文学部 

キリスト教学科 史学科 教育学科  

文学科（英米文学専修 ドイツ文学専修 フランス文学専修

日本文学専修 文芸・思想専修） 

各学科 

（専修） 

とも 

若干名 

経済学部 経済学科 会計ファイナンス学科 経済政策学科 

理学部 数学科 物理学科 化学科 生命理学科 

社会学部 社会学科 現代文化学科 メディア社会学科 

法学部 法学科 政治学科 国際ビジネス法学科  

観光学部 観光学科 交流文化学科 

コミュニティ福祉学部 福祉学科 コミュニティ政策学科 スポーツウエルネス学科 

経営学部 経営学科 国際経営学科 

現代心理学部 心理学科 映像身体学科 

異文化コミュニケーション学部  異文化コミュニケーション学科 

【注意】アスリート選抜入試に出願した者でも、自由選抜入試、一般選抜（一般入試および大学入学

共通テスト利用入試）等他の入試へ出願することは可能です。 

 

２．入試関連日程                    

 

出願受付期間 
2021 年９月１日（水）～2021 年９月３日（金） 

締切日の金融機関収納印および郵便局消印有効 

受験票発送 2021 年９月 17 日（金） 

第２次選考 

受験許可者発表 
2021 年９月 28 日（火）11:00(予定) 

第２次選考 

（筆記試験・面接試験） 
2021 年 10 月 7 日（木） 

第２次選考 

合格者発表 
2021 年 11 月 1 日（月）11:00(予定) 

入
学
手
続 

第１次 

入学手続期間 
2021 年 11 月２日（火）～2021 年 11 月９日（火） 

第２次 

入学手続期間 
2022 年１月 24 日（月）～2022 年２月 4 日（金） 
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３．出願資格                        

 

次の１～４の条件をすべて満たす者。ただし、文学部文学科英米文学専修、経営学部国際経営学科、異

文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科は次の１．２．３．５の条件を満たす者。 

１．本学への入学を強く希望し、入学後、学業と体育会でのスポーツ活動とを両立させる強い意欲を持

つ者。 

２．次の(a)・(b)のいずれかに該当する者。 

(a)2021 年４月から 2022 年３月までに高等学校（中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含

む。以下同じ）を卒業する者で、高等学校第２学年末までの全体の評定平均値が 3.5 以上のもの。 

※理学部各学科を志望する者は、(a)の条件に加え、各学科が指定する下記の科目のうち、高等学校

第２学年末までに履修した科目の評定平均値が、当該学科の定める評定平均値以上の者。 

①数学科：数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂを指定科目とする。理数数学Ⅰ、理数数学Ⅱ、

理数数学特論履修者は上記科目に相当する科目に置き換えることができる（理数数学特

論を履修していない場合は、出願前に問い合わせてください）。履修した科目の評定平均

値が 4.2 以上の者。 

②物理学科：物理基礎、物理を指定科目とする。理数物理履修者は上記科目に相当する科目に置き

換えることができる。履修した科目の評定平均値が 4.0 以上の者。 

③化学科：化学基礎、化学を指定科目とする。理数化学履修者は上記科目に相当する科目に置き換

えることができる。履修した科目の評定平均値が 4.0 以上の者。 

④生命理学科：化学基礎、化学、生物基礎、生物を指定科目とする。理数化学、理数生物履修者は

上記科目に相当する科目に置き換えることができる。履修した科目の評定平均値が 

4.0 以上の者。 

(b)本学において、個別の入学資格審査により、上記(a)に準ずると認められる者。 

３．募集競技種目において、高等学校等上記出願条件２に該当する教育課程在学中の競技実績が次の

(a)～(d)のいずれかに該当する者。 

(a)オリンピック、世界選手権、IF（インターナショナル・フェデレーション）主催の国際大会、お

よびこれらに相当する国際大会に出場した者。 

(b)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、

およびこれらに相当する全国大会において、16 位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、16

位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 

(c)各地域のブロック大会において、８位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、８位以上の成

績を収めたチームで、正選手として出場した者。 

※各地域のブロック大会とは、北海道（ただし、都道府県大会と同等の大会は除く）、東北、関東、

北信越、東海、近畿、中国、四国、九州などの地区大会を指す。 

(d)その他、上記(a)～(c)と同等以上の実績を、公式競技記録等により証明できる者。 

４．次の英語資格・検定試験のいずれかを受験し、スコアを提出できる者。 

   ▶利用できる英語資格・検定試験については、５頁を参照すること。 
(a) ケンブリッジ英語検定 
(b) 実用英語技能検定［英検］ 
(c) GTEC  
(d) IELTS（Academic Module） 
(e) TEAP 
(f) TEAP CBT 
(g) TOEFL iBT 
※英語資格・検定試験の成績は４技能スコアのみ有効とする。 
※いずれも出願期間の初日から遡って２年以内に受験したものを有効とする。 

５．次の英語資格・検定試験のいずれかの成績を取得している者。 
▶利用できる英語資格・検定試験については、５頁を参照すること。 
(a) ケンブリッジ英語検定スコア 140 点以上 
(b) 実用英語技能検定［英検］スコア 1,950 点以上 
(c) GTEC スコア 960 点以上 
(d) IELTS（Academic Module）オーバーオール・バンド・スコア 4.0 以上 
(e) TEAP スコア 225 点以上 
(f) TEAP CBT スコア 420 点以上 
(g) TOEFL iBT スコア 42 点以上 
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※英語資格・検定試験の成績は４技能スコアのみ有効とする。 
※いずれも出願期間の初日から遡って２年以内に受験したものを有効とする。 

 
【出願条件２(b)の詳細内容について】 

(1)外国において、学校教育における 12 年の課程を 2021 年４月から 2022 年３月 31 日までに修了見

込みの者。 

(2)日本国内において、高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

ける 12 年の課程を修了したとされるものに限る。）と同等の課程を有するものとして当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設の当該課程を 2021 年４月から 2022 年３月 31 日ま

でに修了見込みの者。 

(3)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を 2021 年４月から 2022 年３月 31 日までに修了見込みの者。 

(4)文部科学大臣が指定する国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の 12 年の

課程を 2021 年４月から 2022 年３月 31 日までに修了見込みの者。 

 (5)その他、本学において、2021 年４月から 2022 年３月 31 日までに高等学校を卒業した者と同等以

上の学力が備わる見込みがあると認めた者で、2022 年３月 31 日までに満 18 歳に達するもの。 

※ここでいう「高等学校を卒業した者と同等以上の学力が備わる見込みがあると認めた者」には、

高等専門学校の３年次を修了見込みの者、専修学校の高等課程を修了見込みの者、高等学校卒業

程度認定試験に合格見込みの者は含めない。 
 

【出願資格に関する注意事項】 

注１ 理学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。 

注２ 出願条件３．の「募集競技種目」については８頁「５．募集競技種目」を参照してください。詳細

は、学生部学生課（TEL:03-3985-4740）へ問い合わせてください。 

注３  出願条件３．(a)～(c)について、国公立高等学校大会、私立高等学校大会などは競技実績の対象と

はなりません。 

注４ 出願条件３．(a)～(d)について、パラリンピック種目の競技大会は競技実績の対象とはなりません。 

 

※ 出願条件３．に該当しない競技実績についても、自由選抜入試で出願できる場合があります。詳細は自 

由選抜入試要項を確認してください。 

 

 

言語教育について 

本学の言語教育（英語、初習言語）は、多文化共生を視野に入れた「異文化理解」を深めるととも

に、異質な文化に属するさまざまな人々とコミュニケーションすることのできる「言語運用能力」

を習得することを目指しています。入学後は積極的に英語および初習言語を学ぶ姿勢が必要となり

ます。 

 

 

 

  

〔商標について〕 

・「英検🄬（従来型）」、「英検 CBT🄬」、「英検 S-Interview🄬」、「英検 S-CBT🄬」について、本要項では、

「英検（従来型）」、「英検 CBT」、「英検 S-Interview」、「英検 S-CBT」と表記します。 

・TOEFL はｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ･ﾃｽﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ（ETS）の登録商標です。この印刷物は ETS の検討を受けまたはそ

の承認を得たものではありません。 

・「TOEFL iBT🄬Test」について本要項では「TOEFL iBT」と表記します。 
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 【利用できる英語資格・検定試験について】 

・ケンブリッジ英検については、Linguaskill も有効とします。A2 Key、B1 Preliminary、B2 

First、C1 Advanced、C2 Proficiency の試験種別を利用可能とします。A2 Key、B1 

Preliminary、B2 First については for schools も利用可能とします。各試験種別を合格して

いない場合でも、スコア基準を満たしていれば出願可能です。 

・実用英語技能検定［英検］については、英検（従来型）、英検 CBT、英検 S-Interview、英検

S-CBT いずれも有効とします。受験した級に合格していない場合でも、スコア基準を満たして

いれば出願可能です(一次試験で取得したスコアのみで基準を満たした場合でも、二次試験を

受験している必要があります)。一次試験・二次試験が別日である英検（従来型）、英検 S-

Interview については、二次試験を出願期間の初日から遡って２年以内に受験したものを有効

とします。 

・GTEC については、CBT タイプ、検定版いずれも有効とします。アセスメント版は利用できませ

ん。 

・IELTS(Academic Module）は、Computer-delivered IELTS も有効とします。IELTS Indicator

は利用できません。 

・TOEFL iBT については、（Special） Home Edition も有効とします。また、Test Date Scores

を有効とし、MyBest™ Scores は利用できません。 
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４．出願資格事前審査（該当者のみ）            

「日本の学校教育制度に基づく高等学校」以外の学校
．．．．．

の出身者は出願に先立ち、「出願資格事前審査」

を受ける必要があります。不明な点がある場合には、事前に入学センターまで問い合わせてくださ

い（問い合わせ先は１頁を参照）。 

 出願資格事前審査の対象者 

次の ① ～ ③のすべての要件を満たす者とします。 

①「日本の学校教育制度に基づく高等学校」以外の学校
．．．．．

の出身者 

   ② アスリート選抜入試の出願資格事前審査を希望するもので、本学での勉学に強い意欲のあ

る者 

  ③ 本学の指定する以下の書類を提出できる者 

   ※ただし、下記一覧に記載されている学校の 12 年以上の課程を修了した者(修了見込みの者を

含む)については、事前審査は不要です。 

   【文部科学省 Web サイト】我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm） 

 

 提出期限 

2021 年７月９日(金)必着 

※日本国外から提出する場合は、時間に余裕をもって提出してください。 

※出願資格事前審査には１～２週間を要するため、出願受付期間中の申請は受け付けません。 

⑴ 提出書類(必要に応じて、下記以外の書類の提出を求める場合があります。) 

学歴調書 本学所定書式（下記よりダウンロード）に必要事項を記入

したもの。 

（ https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduat

e/guidelines/form.html）  

高等学校の成績証明書(原本) 高等学校全期間の成績および入学年月、卒業年月が記載

されたもの。 

高等学校の卒業(見込)証明書(原本) 卒業している者は卒業証明書。 

※飛級あるいは繰り上げ卒業などをしている場合には、

その証明書も提出してください。 

高等学校の学校案内 出身学校の概要、カリキュラム（修業年限)、成績のつけ

方などがわかるもの。 

パンフレットの他、ホームページのコピーでも可。 

履修した理系科目の内容を説明する

資料（理学部のみ） 

理学部への出願を希望する者は、出願条件２に定める科

目を履修していることが出願の条件となるため、高等学

校在籍中に履修した理系科目の内容を説明する資料を提

出してください。 

【注意】 

①証明書は原則として「原本」を提出してください。写しを提出する場合は、「原本からの正しい複製で

あることが出身学校によって証明されたもの（Certified True Copy）」(作成方法は 13 頁参照)を提出

してください。 

②出身学校からの証明書類が日本語または英語以外の言語の場合は、証明書の原本とともに日本語ま

たは英語の翻訳を提出してください。翻訳については、公的機関による証明は不要ですので、自身で

作成してかまいません。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
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⑵ 提出方法 

作成した学歴調書のアップロード（①）と、郵送による書類提出（②）の両方が必要です。 

（2021 年７月９日(金)必着）。 

 

①入力した学歴調書の Excel ファイルを、以下の提出フォームからアップロードしてください。 

学歴調書提出フォーム URL: http://s.rikkyo.ac.jp/PSEA 

 ※アップロードする Excel ファイルの名前を、「〇〇〇〇_2022 学歴調書.xlsx」に変更してくだ

さい。〇〇〇〇には、申請者本人の氏名を入力してください。 

 ※提出フォームは Google フォームを使用しているため、申請の際には Google アカウントへのロ

グインが必須となります。あらかじめ Google アカウントをご用意ください。Google アカウン

トをご用意できない場合には、立教大学入学センターに問い合わせてください(問い合わせ先

は１頁参照)。 

 

②各自で用意した封筒を使用し、下記宛に簡易書留・速達で郵送してください。 

 日本国外から郵送する場合は必ず宛名を「Rikkyo University Admissions Office」としてくださ

い。 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1  

立教大学入学センター アスリート選抜入試 出願資格事前審査係 宛   

 

⑶ 審査結果の回答方法と出願手続 

審査結果（出願資格の有無）は、学歴調書に記載された連絡先へ、本人宛に電話またはメールにて

回答します。出願資格があると判定された者は、出願受付期間に所定の出願手続を行ってください。

その際、出願資格事前審査時に提出済みの出願書類（「高等学校の成績証明書」および「高等学校の

卒業（見込）証明書」）は、再度提出する必要はありません。出願書類を送付する際には、「出願資

格事前審査済」である旨と審査結果の回答時に伝えられる「受付番号」を明記したメモを同封して

ください。 

http://s.rikkyo.ac.jp/PSEA
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５．募集競技種目                    

 

募  集  競  技  種  目 

・山岳 

・アメリカンフットボール 

・バドミントン 

・硬式野球   

・バスケットボール  

・ボート  

・ボクシング    

・自転車競技 

・フェンシング   

・陸上競技 

・ハンドボール   

・体操競技(新体操を含む) 

・ホッケー   

・テニス 

・空手道  

・馬術  

・ラグビー   

       スピード  

フィギュア   

・スキー    

・サッカー   

  準硬式野球   

軟式野球 

・ソフトテニス    

・相撲 

・水泳競技  

・卓球  

・バレーボール 

・レスリング 

・ヨット 

・弓道 

・柔道   

・剣道  

・ウエイトリフティング  

・合気道    

・日本拳法  

・洋弓   

・ゴルフ 

・射撃   

・少林寺拳法 

・ラクロス   

・アイスホッケー 

 

〔注意事項〕  

１．山岳については、登山または縦走競技に限ります。 

２．水泳競技については、競泳競技に限ります。 

３．アメリカンフットボール、硬式野球、ボクシング、ハンドボール、ラグビー、サッカー、準硬

式野球、軟式野球、アイスホッケーについては、男子のみ募集します。 

※各競技種目の詳細については、学生部学生課(問い合わせ先は１頁参照)へ問い合わせてください。 

※上記以外の種目についても、自由選抜入試で出願できる場合があります。詳細は自由選抜入試

要項を確認してください。 

 

 

・ 

・スケート 
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６．選考料                         

 選考料の納入 35,000 円   

(1) 選考料 35,000 円は入学志願票（Ｄ・Ｅ・Ｆ票）を使用して、金融機関（ゆうちょ銀行および郵

便局は利用できません）から電信扱いで振り込んでください。なお、ＡＴＭによる振り込みは

できません。 

(2) 選考料の金融機関振込期間は 2021 年９月１日（水）～2021 年９月３日（金）です（締切日の金

融機関収納印有効）。 

(3) 振り込み後、Ｄ・Ｆ票を受け取り、Ｄ・Ｆ票に収納印が押されていることを必ず確認してくださ

い。 

(4) Ｄ票（選考料領収書）は切り離して本人が保管してください。 

(5) Ｆ票は大学提出用です。切り離して【［Ｆ票］選考料受領書 貼付欄】に収まるように貼ってく

ださい。 

【選考料に関する注意事項】 

いったん納入された選考料は返還しません。ただし、下記Ⅰに該当し、かつ下記Ⅱの手続方法に則

り、請求があった場合のみ選考料を返還します。 

請求締切日までに必要書類が提出できない場合、提出書類の記載内容に不備・誤りがある場合には、

選考料は返還しません。 

 

Ⅰ. 選考料の返還請求ができる場合 

(a) 選考料を納入したが、出願書類を提出しなかった。 

(b) 選考料を納入し、出願書類を提出したが、出願が受理されなかった。 

(c) 選考料を誤って二重または過剰に納入した。 

 

Ⅱ. 返還請求方法 

提出書類 

 選考料の返還請求願（請求の申し出があった場合に、入学センターより送付します） 

請求締切 

2021 年 10 月 1 日(金) 必着 

なお、返金には提出書類到着後１か月程度かかります。 

  請求先および問い合わせ先 

 立教大学入学センター 〒171-8501  東京都豊島区西池袋３-34-１  

 ※問い合わせ先は１頁を参照してください。 
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７．出願書類                      
本学所定の出願書類は本学 Web サイト

（https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html）よりプリントアウ 

トし、それぞれ注意事項に従って準備の上、提出してください。 

※出願書類はすべて黒または青のボールペン（消せるものは不可）で記入してください。誤って記入

し、訂正する場合は、修正液・修正テープ等で訂正し、上から丁寧に記入し直してください。ただ

し、「競技実績証明書」と「競技実績証明資料」の署名欄については、必ず二重線と署名者訂正印

で訂正してください。 

出願書類 注意事項 

１．入学志願票 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ票 

（本学所定用紙） 

(1)15 頁の「８．入学志願票記入上の注意」をよく読み、志願者本人が記入
してください。 

(2)Ｂ票の所定欄に出願前３か月以内に撮影した写真（縦４cm、横３cm。半身
脱帽、正面向き、背景のない、顔の鮮明なもの。白黒、カラーいずれでも
可）を貼付してください。写真裏面に氏名を記入してください。 

(3)Ｆ票の太枠内のみ記入して下さい。選考料を振込み後、金融機関の収納印
が押されていることを確認してから、「［ Ｆ 票］選考料受領書 貼付欄」
にＦ票を糊付けしてください。 

２．志望理由書① 

  （本学所定用紙） 

 

(1)必ず志願者本人が記入してください。 
(2)所定欄に出願前３か月以内に撮影した写真（縦４cm 、横３cm。半身脱帽、

正面向き、背景のない、顔の鮮明なもの。白黒、カラーいずれでも可）を
貼付してください。写真裏面に氏名を記入してください。 

【注意】 
・欄外への記入、指定枚数以上の提出は認めません。 

３．志望理由書② 

  （本学所定用紙） 

※出願学科（専修）数分  

を提出 

(1)必ず志願者本人が記入してください。 
(2)出願する学科（専修）毎に、１枚ずつ作成してください。 
【注意】 
・「志望理由書②」の提出がない学科（専修）については、入学志願票Ａ票の
「出願学科（専修）」欄に記載があっても、出願を認めません。 

・欄外への記入、指定枚数以上の提出は認めません。 

４．志望理由書③ 

  （本学所定用紙） 

(1)必ず志願者本人が記入してください。 
(2)高等学校在籍中に、自ら周囲の人を巻き込み活動した経験とそこから学

んだことについて記載してください。なお、志望理由書③は得点化せず、
合否判定には使用しません。入学後の教育の参考資料として活用します。 

【注意】 
・欄外への記入、指定枚数以上の提出は認めません。 

５．調査書 (1)高等学校第２学年末までの成績が記載された調査書で、出身学校長が証
明し、厳封されたものを提出してください。 

【注意】 
※第３学年第１学期までの成績が記載された調査書の場合は、調査書の備
考欄に高等学校第２学年末までの全体の評定平均値を記載してください。 

※理学部を出願する者で、各学科が指定する科目を履修中の場合は、調査
書の備考欄に、履修中であることを記載してください。 

※「調査書」記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、同一人物である
ことを証明する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。提出され
た書類は同一人物であることの確認以外の用途では使用しません。なお、
入学後に「旧姓使用」、「通称使用」、「別名併記制度に基づく氏名使用」を
希望する者は、届け出により許可されます。 
詳細は、合格後に入学手続の手引を確認してください。 

※海外留学により単位認定を受けた場合は、外国の高等学校の発行する「成
績や在籍に関する証明書」の「原本」または「原本からの正しい複製であ
ることが 出身学校によって証明されたもの（Certified True Copy）」(作
成方法は 13 頁参照)をあわせて提出してください。 

※転校歴のある者は、高等学校第１学年からのすべての成績および在籍歴
がわかるように、各校の調査書・成績証明書などを提出してください。 

６．競技実績証明書 

  （本学所定用紙） 

(1)高等学校在籍中の競技実績を具体的に記入してください。 
(2)20 頁の「９．競技実績証明書の記入について」をよく読んで作成してく

ださい。 
(3)必ず志願者本人が記入し、在籍する高等学校長または所属団体の代表者、

および指導責任者（部長・監督・顧問等）による証明を受けてください。 

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
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７．競技実績証明資料 

  （本学所定用紙） 

 

※競技実績数分を提出 

(1)本学所定の用紙を表紙にして、「競技実績証明書」に記入した競技実績毎
に作成してください。 

(2)23 頁の「10．競技実績証明資料の作成について」をよく読んで作成して
ください。 

(3)出願条件３(d)（３頁参照）で提出する場合は、出願条件３(a)～(c)と同
等以上の実績であることを客観的に確認できる資料を添付してくださ
い。 

(4)作成後、すべての「競技実績証明資料」について、在籍する高等学校長ま
たは所属団体の代表者、および指導責任者（部長・監督・顧問等）による
証明を受けてください。 

【注意】 
「競技実績証明資料」を作成していない競技実績については、「競技実績証明
書」に記載があっても、競技実績として認めません。 

８．出願条件４． 

および５． 

 を証明する証明書 

(1)以下に示した出願資格を証明する英語資格・検定試験の証明書の「原本」
または「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明された
もの（Certified True Copy）」（作成方法は 13 頁参照）を提出してくださ
い。ただし、2019 年 9 月 2 日以降に受験し取得した４技能（Reading、
Listening、Writing、Speaking)のスコアに限ります。 

(2)出願条件に定めるスコアを複数有している者は、複数の証明書を提出して

かまいません。ただし、異なる実施回の各技能のスコアを組み合わせるこ

とはできません。 

(3)証明書記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合、氏名変更を証明する公的

な書類（戸籍抄本等）１通を添付してください。 

(4）文学部文学科英米文学専修・経営学部国際経営学科・異文化コミュニケー

ション学部異文化コミュニケーション学科のスコア条件の詳細は、３頁を

確認してください。 

 
※1  A2 Key、B1 Preliminary、B2 First、C1 Advanced、C2 Proficiency の

試験種別を利用可能とします。A2 Key、B1 Preliminary、B2 First につ

いては for schools も利用可能とします。各試験種別を合格していない

場合でも、出願条件を満たしていれば出願可能です。 

※2 本学では同日に一括受験し取得した４技能スコアのみを有効とします。

直近３か月のベストスコアが出力された Test Report は利用できません
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ので、試験実施団体にセッション日時を設定して結果出力を行ってくだ

さい。また、自宅受験のスコアも有効とします。 

※3 英検（従来型）、英検 CBT、英検 S-Interview、英検 S-CBT いずれのスコア

も有効とします。受験した級に合格していない場合でも、スコア基準を満

たしていれば出願可能です（一次試験で取得したスコアのみで基準を満

たした場合でも、二次試験を受験している必要があります）。一次試験・

二次試験が別日である英検（従来型）、英検 S-Interview については、二

次試験を出願期間の初日から遡って２年以内に受験し取得したスコアを

有効とします。 

※4 Computer-delivered IELTS（Academic Module）のスコアも有効とします。

IELTS Indicator のスコアを利用することはできません。 

※5 （Special）Home Edition のスコアも有効とします。また、Test Date 

Scores のスコアを有効とし、MyBestTM Scores を利用することはできませ

ん。 
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〔出願書類に関する注意事項〕 

（１）「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの（Certified True 

Copy）」の作成方法について 

以下の手順Ａ～Ｃに従って作成してください。 

手順Ａ：志願者による証明書の「原本」の取得および出身学校への依頼 

１．証明書の「原本」を取得する。 

２．「原本」を出身学校へ提出し、次の手順Ｂのとおり作成するよう依頼する。 

          （見本） 

 

手順Ｂ：出身学校にて「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの

（Certified True Copy）」を作成 

３．出身学校が証明書の「原本」であることの確認を行い、コピー（カラー、白黒いずれも可）

をとる。 

４．コピーした書類の余白スペースに「原本と相違ないことを証明する」旨を記入（ゴム印等

の使用可。消せるインクの使用不可）し、出身学校の印（学校長の印など。担当者等の個

人印は不可）を押印する（ただし、外国の学校の場合は、エンボス加工やサインも可）。 

          （見本） 

※「日本の学校教育制度に基づく高等学校」以外の学校において、出身学校の印がない場合は、

学校長か担当者が直筆でサインをしたもので構いません。 

※出身学校が海外等の理由により「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明

されたもの（Certified True Copy）」を作成できない場合には、本学で原本照合を行うので、

入学センターに原本を持参するか、または出願時に下記（２）の返却願を同封してください。 

 

手順Ｃ：他の出願書類と併せて郵送する 

 

・「原本と相違ないことを証明する」旨を記載する。 ・出身学校の印（学校長の印など）を押印する。 

※日本語、英語いずれも可。 

志願者が 

「原本」を取得 

出身学校が 

コピー作成 
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（２） 証明書類の返却について 

いったん提出された出願書類は返却しません。ただし、証明書の「原本」が１通しかなく、かつ、

「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの（Certified True Copy）」

を提出できない等、やむを得ない理由により返却を希望する場合は「証明書類返却願」を出願書

類に同封してください。なお、返却には出願書類受領後２週間程度かかります。出願後の申請は

受け付けませんので注意してください。 

「証明書類返却願」は本学 Web サイト

（https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html）からダウンロ

ードしてください。 

    

 （３）「調査書」および「証明書」記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合 

氏名変更を証明する公的な書類（戸籍抄本等）１通を添付してください。提出された書類は同一

人物であることの確認以外の用途では使用しません。なお、入学後に「旧姓使用」「通称使用」

「別名併記制度に基づく氏名使用」を希望する者は、届け出により許可されます。詳細は、合格

後に入学手続の手引を確認してください。 

 

  

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
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８．入学志願票記入上の注意                 

下記の注意事項および記入例（本学 Web サイトよりダウンロード

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html ）をよく読み、黒ま

たは青のボールペン（消せるものは不可）で記入してください。ただし、「※大学使用欄」には何も

記入しないでください。誤って記入し、訂正する場合、Ａ票、Ｂ票、Ｃ票は修正液・修正テープ等で

訂正し、上から丁寧に記入し直してください。Ｄ票、Ｅ票、Ｆ票については、必ず二重線と本人訂正

印で訂正してください。 

 (1) Ａ票（入学志願票） 

記入欄 注意事項 

氏 名 欄  

 

 

カタカナ欄は左端から１マスに１字ずつ記入し、濁点・半濁点も１マス分として

使用してください。また、姓と名の間は１マスあけてください。漢字欄は楷書で

正確に記入してください。 

性 別 欄  該当する性を、○で囲んでください。 

生 年 月 日 欄  生年月日を西暦で記入してください。月日が１ケタの場合は、先頭に０をつけて

ください（例：１月１日→０１月０１日）。 

受 信 場 所 欄  

 

大学からの送付物の宛先として登録されます。試験および入学に関して迅速かつ

確実に連絡がとれる住所を記入してください。 

「丁目」「番地」「号」は間に―（ハイフン）を入れて各区分の左端から漢字（楷

書）、カナ、数字で１マスに１字ずつ正確に記入してください（濁点・半濁点のみ

で１マスは使用しないでください）。マンション名は郵便物を確実に郵送できる住

所であれば省略可能です。それでもマス内に収まりきらない場合は１マスに２字

ずつ記入してください。なお、親せき宅等に住んでいる場合は、必ず「…様方」

まで記入してください。 

電 話 番 号 欄  志願者本人と確実に連絡がとれる電話番号を記入してください。 

メールアドレス欄 志願者本人と確実に連絡がとれるメールアドレスを記入してください。「数字の１

とアルファベットの Ｉ（アイ）」「数字の２とアルファベットの Ｚ（ゼット）」な

ど、判別が難しい場合がありますので、筆記体ではなく楷書で丁寧に記入し、必

要に応じてフリガナをつけてください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況次第で、選考に関する重要なお知らせを送る

場合があります。 

出 身 校 欄  

高 校 コ ー ド 欄 

在籍している高等学校の都道府県名と学校名を記入し､高校コード欄には大学入

試センター発行の｢高等学校等コード表」を参照して在籍高等学校のコード番号を

記入してください。 

卒 業 年 月 欄  

 

 

高等学校の卒業見込年月を記入してください。卒業見込年は西暦で記入してくだ

さい。卒業見込月が１月から９月の場合は、「０１」「０９」のように記入してく

ださい。 

志望学科（専修）欄 

 

５学科（専修）まで出願できます（複数学部にまたがって出願できます）。第１志

望学科（専修）から順に記入してください。 

志望学科（専修）が５学科（専修）に満たない場合は、志望学科（専修）欄に「な

し」と記入してください。 

＊文学部文学科に出願する場合は、必ず専修まで記入してください。 

英語資格・検定試験欄 提出する証明書に基づいて、出願条件を満たす英語資格・検定試験の情報を記入

してください。出願条件に定めるスコアを複数有している者は、複数のスコアを

記入してかまいません。 

高校での競技種目欄 高等学校在学中に活動していた競技種目名を記入してください。 

大学での志望種目欄 大学入学後に活動する競技種目名を募集競技種目（８頁参照）より１つだけ選ん

で記入してください。 

調 査 書 欄  
大学使用欄のため記入しないでください。 

平 均 （ 理 ） 欄 

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
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(2) Ｂ票（写真票） 

顔写真は入学試験当日の本人確認用として使用します。 

氏名を楷書で記入し、出願前３か月以内に撮影した写真（縦４cm 、横３cm。半身脱帽、正面向

き、背景のない、顔の鮮明なもの。白黒、カラーいずれでも可）を貼付してください。写真裏面

に氏名を記入してください。 

【受付ができない写真例】 

 

 

(3) Ｃ票（受験票） 

右側には、氏名を楷書で記入してください。左側には受験票を確実に受け取ることのできる住所、

氏名を記入してください（返信用の切手は不要です）。 

※氏名欄の「様」を「行」等に書き直す必要はありません。 

※受験番号欄は大学が入力するため、何も記入しないでください。  
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【Ａ票（入学志願票）記入例】 
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【Ｂ・Ｃ票（入学志願票）記入例】 
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【Ｄ・Ｅ・Ｆ票（入学志願票）記入例】 
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９．競技実績証明書の記入について               

下記をよく読んで、必ず本人が記入し、在籍する高等学校長または所属団体の代表者、および指導責

任者による証明を必ず受けてください。指導責任者の役職は、「部長」「監督」「顧問」等と記入してく

ださい。なお、「競技実績証明書」と「競技実績証明資料」の証明者は同一としてください。 

 

(1)志望する競技種目 

大学入学後に本学体育会で行う競技種目です。８頁記載の「５．募集競技種目」の中から選択してく

ださい。 

 

(2)競技実績 

以下の注意事項および記入例（22 頁参照）をよく読み、出願条件を満たしている実績のみ記入して

ください。その際、出願条件を満たす競技実績が複数ある場合は、自分で上位だと思う実績を３つま

で選び、大会開催年月日の早い順に記入してください。 

※23 頁「10．競技実績証明資料の作成について」をよく読んで、記入した内容が確認できる資料を

必ず用意してください。 

 

【注意事項：①～⑦の記入について】 

①開催年月日 当該大会の開催年月日（西暦）を記入してください。 

②学年 
当該大会出場時の学年を記入してください。大会開催の初日が４月１日以前

の場合は、進級前の学年（１学年もしくは２学年）を記載してください。 

③出場大会名 

 

正式名称を記入してください（例：「令和○年度第○回全国高等学校総合体育

大会」「令和○年度第○回国民体育大会」等）。 

④種目 個人競技の場合は、「シングルス」「ダブルス」「100m 平泳ぎ」等と記入してく

ださい。また、個人競技の団体戦の場合は、「テニス団体」「剣道団体」「４×

100m リレー」等と記入してください。団体競技の場合は記入不要です。 

⑤順位 

 

当該大会での成績を「１位/〇〇人中」「ベスト４/〇〇校中」等と記入してく

ださい。その際、参加人数（校数、チーム数）を分母に記入してください。 

⑥記録(タイム等) タイム、スコアを記入してください。また、「大会新」「高校新」「最優秀選手

賞」等の特記事項がある場合も記入してください。 

⑦役職等 当該大会出場時に、部長・主将・キャプテン等、指導的役割を果たしていた場

合はその役職名を記入してください。 
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【注意事項：⑧～⑪について（団体競技または個人競技の団体戦の場合のみ記入してください）】 

 

団体競技の場合 

⑧出場試合数 上段にあなたが出場した試合数を記入し（例：１回戦を除く４試合に出場）、 

下段に当該大会の団体（チーム）の総試合数を記入してください（例：１回戦

から準決勝まで５試合）。 

⑨出場時間・イニング数 上段にあなたが出場した時間を記入し（例：４試合で 215 分出場）、下段に当

該大会の団体（チーム）の総試合時間を記入してください（例：５試合で 450

分）。野球の場合はイニング数を記入してください。ボートの団体戦は記入不

要です。 

⑩個人の勝敗 記入不要です。 

⑪ポジション・役割等 「投手」「ゴールキーパー」等のポジションがあれば記入してください。 

 

個人競技の団体戦の場合 

⑧出場試合数 上段にあなたが出場した試合数を記入し（例：１回戦を除く４試合に出場）、

下段に当該大会の団体の総試合数を記入してください（例：１回戦から準決

勝まで５試合）。 

⑨出場時間・イニング数 記入不要です。 

⑩個人の勝敗 「３勝１敗」等記入してください。リレー等の場合は記入不要です。 

⑪ポジション・役割等 「団体戦先鋒」「リレーの第１走者」等の役割があれば記入してください。 
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 【競技実績証明書記入例】 
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10．競技実績証明資料の作成について           

競技実績証明資料は「競技実績証明書」に記入した競技実績毎に、１枚ずつ作成してください。「競技

実績証明資料」（本学所定用紙）を表紙にし、証明資料をホチキス留め（上部２か所）後、「競技実績

証明資料」用紙下欄に「競技実績証明書」と同様に、在籍する高等学校長または所属団体の代表者、

および指導責任者による証明を必ず受けてください。指導責任者の役職は、「部長」「監督」「顧問」等

と記入してください。なお、「競技実績証明書」と「競技実績証明資料」の証明者は同一としてくださ

い。 

※一度提出された書類は返却を行わないため、証明資料は必ずコピーを提出してください。 

(1) 証明資料について 

「競技実績証明書」に記入した内容の証明資料として、下記の内容のすべてを確認できる資料の

コピーを準備してください。 

[１]志願者氏名（学校名・チーム名のみでは認めません） 

   [２]大会名 

   [３]競技実績 

   [４]順位・記録（タイム等） 

   [５]開催年月日・開催期間 

   [６]大会規模（出場人数・団体数） 

  ※以下に該当する場合は、上記[１]～[６]に加えて添付してください。 

  【団体競技および個人競技の団体戦の場合】 

   [７]志願者
．．．

本人の
．．．

出場詳細（出場時間、試合数、勝敗等）  

【出願条件３.（d）の公式競技記録等をもって出願する場合（３頁参照）】 

    [８]当該公式記録が出願条件３.（a）～（c）と同等以上であることが客観的に確認できる資料 

証明資料例（必要に応じて複数の資料を用意し上記[１]～[８]を証明してください。） 

 ・大会主催団体の公式記録 

 ・大会全体のトーナメント表 

 ・賞状 

 ・大会のウェブサイト（ＵＲＬが記載されたもの） 

 ・新聞雑誌等の該当ページ（大会名・競技実績・順位・記録等が記載されたものに、掲載新聞・

雑誌名、掲載年月日、巻号数等を記入したもの） 

 【団体競技および個人競技の団体戦の場合】 

 ・スコアシート 

・メンバー表（ただし、大会パンフレットはメンバー登録時点の資料であるため、出場したこと

を証明する資料として認めません） 

 (2)「競技実績証明資料」の作成上の注意 

 ・「競技実績証明資料」（本学所定用紙）を表紙にし、証明資料をホチキス留めで添付してください。 

 ・「競技実績証明書」と「競技実績証明資料」の競技実績の番号は一致させてください。 

 ・証明資料のコピーは、Ａ４判用紙に統一してください。 

 ・証明資料に掲載された本人氏名等の該当する部分には赤い下線を引き、分かりやすくしてくださ

い。 

 ・コピーの不鮮明等により判読不能なものは、証明資料として認めません。 

 ・トロフィーやメダルは、証明資料として認めません。 

・学校名またはチーム名のみが記載された資料（トーナメント表など）だけでは、本人の出場証明

資料としては認められません。必ず本人の氏名や出場時間等が記載された、本人の出場を客観的
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に証明できる資料もあわせて提出してください。 

・「競技実績証明資料」（本学所定用紙）にホチキス留めで添付されていない資料は、証明資料とし

て認めません。 

 ・一度提出された証明資料は、いかなる理由があっても返還しません。 

・証明資料により、上記事項すべてを証明できない場合は、出願を認めません。書類に不備がない

ように、提出前に再度すべての事項が証明された資料となっているか確認してください。不明な

点がある場合は、入学センターまで問い合わせてください（問い合わせ先は１頁参照）。 

 

11．出願方法                      

(1) 出願受付期間 
2021 年９月１日（水）～2021 年９月３日（金）（締切日の郵便局消印有効） 

(2) 出願書類の送付方法  

出願書類を、市販の角形２号封筒（240×332mm）に入れ、簡易書留・速達で郵送してください。

郵送の際は、封筒の表に必要事項を記入した所定の出願用封筒表紙を本学 Web サイト

（https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html）よりプリント

アウトし貼り付けてください。出願用封筒表紙は、カラーで印刷してください。カラーで印刷で

きない場合は、下図のように上部「■速達■」部分を赤線で囲んでください。封筒に出願書類を

封入する際、折り曲げて封入してもかまいません。 

 

(3) 受験票の発送 

  2021 年９月 17 日（金）付で「受験票」を発送します。 

※受験票は出願を受理した場合に交付します。試験当日および合格者発表、入学手続まで必要に

なりますので、大切に保管してください。受験票が９月 21 日（火）までに届かない場合は、入

学センターにご連絡ください（問い合わせ先は１頁参照）。 

【出願に関する注意事項】 

① 出願は郵送に限ります（窓口では受け付けません）。 

② 出願後の志望学科（専修）および志望順位の変更は、いかなる理由があっても認めません。 

③ 出願期間を過ぎたもの、出願書類に不足・不備があるものは一切受け付けません。 

④ 一度提出された出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。 

⑤ 病気・負傷、しょうがい等により、受験・修学に際して配慮を必要とする場合は、出願に先

立って 2021 年７月９日（金）までに受験上の配慮申請フォーム

（http://s.rikkyo.ac.jp/hairyo）にアクセスし、申請に必要な情報をもれなく入力し、証

明書類をアップロードしてください。対応の検討に時間を要するため、期日に余裕をもって

早めに申請を行ってください。状況によっては、カリキュラムの履修が事実上不可能な場合

もありますので、希望する修学上の配慮についても申請フォームにて回答してください。 

⑥ 出願書類に事実に反する記載があった場合は、合格・入学を取り消すことがあります｡ 

⑦ 出願書類について不明な点がある場合は、入学センター（問い合わせ先は１頁参照）へ問い合わ

せてください。

速達

https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/undergraduate/guidelines/form.html
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12．選考方法および合格者発表               

(1) 第１次選考（書類選考） 

提出された書類に基づき、高等学校での競技実績、学業成績、志望理由などを総合的に評価して

選考します。 

 

(2) 第２次選考受験許可者発表 

日 時：2021 年９月 28 日（火）11:00（予定） 

①本学 Web サイト上に第２次選考受験許可者の受験番号一覧を掲載します。URL は以下のとおり

です。受験番号一覧は第２次選考当日まで掲載します。 

URL： https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/results/ 

 「第１次選考（書類選考）合格通知」の郵送はしませんので注意してください。 

②複数学科(専修)を出願した場合は、大学が第２次選考の受験学部・学科(専修)を 1 つに決定し

ます。 

 

【注意】合否に関する郵便、電話などによる問い合わせには一切応じません。 

確認を怠ったことにより不利益が生じた場合でも、本学は一切責任を負いませんので注意 

してください。 

 

(3) 第２次選考（筆記試験および面接試験による選考） 

第２次選考の受験を許可された学部・学科（専修）での勉学への意欲・資質、スポーツ活動など

を通して培われた能力、入学後の勉学に必要な基礎的な学力などについて総合的に評価して選考

します。 

試験日 筆記試験 面接試験 試験会場 

10 月 7 日（木） 
小論文＊1 

13:00～14:00＊2 
14:30～＊3 

池袋キャンパス       

５号館 

（33 頁「案内図」参照） 

＊１ 与えられたテーマについて書かれた小論文から、論理的構成力・文章表現力・知的素養・独

創的発想などを総合的に評価します。 

＊２ 集合時間は 12：30 です。 

＊３ 筆記試験に引き続き行います。終了時間は、受験者数によって異なります。 

 

【第２次選考受験上の注意】 

① 必ずマスクを持参し、試験会場では常にマスクを正しく着用してください。 

② 試験当日は受験票を必ず持参し、受験者入口で係員に受験票を提示して入場してください。試験

場には 12：00 から入室できます。 

③試験場へは必ず試験開始 30 分前までに入室し、自分の受験番号の座席に着席してください。 

  ※当日は係員の指示に従ってください。 

  ※交通混乱等により入学試験の実施に変更がある場合や入学試験に関する重要なお知らせがある

場合には、Web サイトでお知らせします。URL は、以下のとおりです。 

  URL： https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/information/ 

④ 試験開始時間に遅刻した場合は、直ちに係員に申し出てその指示に従ってください（筆記試験開

始後 30 分まで遅刻入室を認めます。ただし試験時間は延長しません）。 

⑤ 試験時間中は受験票の受験番号欄を表にして机上に置いてください。また、休憩時間に試験場を

出る場合は、必ず受験票を携帯してください。 
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⑥ 試験場内では、携帯電話やスマートウォッチ等の通信機器の使用は一切禁止します。必ず電源を

切り、バッグ等に入れて、身につけることのないようにしてください。 

⑦ 試験時間中は監督者等の指示に従ってください。監督者等の指示に従わないなど、試験の公平性

を損なう行為があった場合は、不正行為となることがあります。 

⑧ 不正行為と認められた場合、次のような対応をとります。 

・当該年度における本学のすべての入学試験の受験を認めません（選考料は返還しません）。 

・当該年度における本学のすべての入学試験の結果を無効とします。 

⑨ 試験時間中に使用できる用具は、次のとおりです。 

・黒鉛筆、黒芯のシャープペンシル 

・消しゴム 

・鉛筆削り（電動式は不可） 

・メガネ 

・時計（時間を計る機能以外のものは不可。アラーム機能付時計は、他の受験者の迷惑となるた

め、アラーム機能を解除しておくこと。また、携帯電話やスマートウォッチ等の通信機器を時

計として使用することは禁止します。試験場には時計が設置されていません。） 

上記以外の所持品は、試験時間中はバック等に入れてイスの下に置いてください。筆箱（ペンケ

ース）を試験時間中に机上に置くことは認めません。 

⑩ 手袋、ハンカチ、ハンドタオル、ティッシュ、座布団、ひざ掛け、目薬は、監督者に申し出のう

え使用できる場合があります。当日は監督者の指示に従ってください。ただし、いずれも無地の

もので、文字や地図がプリントされているものは使用できません。 

⑪ 面接試験時も受験票を携帯してください。 

⑫ 面接試験は、順番に行いますので待ち時間が生じることがあります。また、受験者により終了時

間は変わります。 

⑬ 本学では原則追試験・再試験は行いませんので、事前に公共交通機関の混乱等に備えるようにし

てください。また、道路利用の交通機関（バス、タクシー等）および自家用車・飛行機等の遅れ

では試験実施の繰り下げは行いません。 

⑭ その他、第２次選考に関する注意事項は特別入試に関するＱ＆Ａをご確認ください。  

URL：https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/faq/admissions2.html 

 

(5) 第２次選考合格者発表 

日 時：2021 年 11 月１日（月） 11：00 

①  第２次選考合格者には、「入学手続に関する案内書類」を 2021 年 11 月１日（月）付の速達

郵便で発送します。また、本学 Web サイト上に合格者の受験番号一覧を掲載します。URL は以

下のとおりです。合格者の受験番号一覧は第１次入学手続締切日まで掲載します。 

URL： https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/results/ 

 

② 最終的な合格者の判定は、書類選考、筆記試験および面接試験による選考の結果を総合的に評

価して行います。 

【注意】合否に関する郵便、電話などによる問い合わせには一切応じません。 

本学 Web サイト上の合格者受験番号一覧に自身の番号があるにもかかわらず、「入学手続に

関する案内書類」が、2021 年 11 月４日(木)までに届かない場合は、入学センターまで問い

合わせてください（問い合わせ先は１頁参照）。問い合わせないことにより合格者に不利益

が生じた場合でも、本学は一切責任を負いませんので注意してください。  



 

- 27 - 

13．入学手続                       

入学手続は第１次、第２次の２回に分かれており、いずれも期間内に手続する必要があります。詳

細は合格者に対して送付する「入学手続に関する案内書類」をよく読み、Web 入学手続システムか

ら入学手続を行ってください。なお、提出された書類はいかなる理由があっても返還しません。詳

細は、Web 入学手続システムからダウンロードする「入学手続の手引」をよく読んでください。 

Web 入学手続システムの URL は以下のとおりです。 

  URL ： https://exam-entry-sp.52school.com/rikkyo/enrollment/login  

 

■Web 入学手続システムからダウンロードする書類 

  ①合格通知書 

  ②「入学金を含む学費その他の納入金」振込依頼書 

   ③入学手続の手引 

  ④入学前課題に関する案内文書 

 

(1) 第１次入学手続 

2021 年 11 月２日（火） ～ 2021 年 11 月９日（火） 

上記の手続期間に「入学金を含む学費その他の納入金」を金融機関（ゆうちょ銀行および郵便局

は利用できません）から振り込んでください。「入学金を含む学費その他の納入金」の振込依頼書

は Web 入学手続システムよりダウンロードしてください。 

なお、上記の期間に第１次入学手続を行わない場合は、第２次入学手続を行うことができません。

詳細は、Web 入学手続システムからダウンロードする「入学手続の手引」をよく読んでください。 

※「入学金」は「入学し得る地位を取得するための対価」であり、入学辞退した場合であっても、

その地位を取得しているため返還しません（入学辞退事由Ｂの場合を除く）。 

※国による高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付奨学金）の予約採用候補者について

も、入学手続期間内に、いったん「入学金を含む学費その他の納入金」を納入する必要があり

ます。 

 

 (2) 第２次入学手続 

2022 年１月 24 日（月） ～ 2022 年２月４日（金） 

上記の期間に「入学手続書類」を本学へ郵送してください。「入学手続書類」を定められた期日ま

でに提出しない場合は、入学を許可しません。 

なお、提出された書類はいかなる理由があっても返還しません。詳細は、Web 入学手続システム

からダウンロードする「入学手続の手引」をよく読んでください。 
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入学辞退について 

本学の入学手続を行った後に、入学辞退を希望する者には、以下Ａ・Ｂいずれかの届け出により、
Ａについては「入学金を除く学費その他の納入金」、Ｂについては「入学金を含む学費その他の納入
金」をそれぞれ返還します。 

 

Ａ．本学の入学手続を行った後に、やむを得ない理由によって、入学の辞退を希望し、下記の書類を

提出して受理された者には、「入学金を除く学費その他の納入金」を返還します（５月上旬振込予

定）。 

申請締切日 2022 年３月 31 日（木）必着 

提出書類 ①本学所定の入学辞退届 

入学手続所（TEL：03-3985-2313）へ連絡してください。 

②授業料等の「入学手続納入金領収書」（コピー可） 

 

Ｂ．本学の入学手続を行った後に、卒業の不可や修了の不可などが確定し、入学資格要件を満たすこ

とができなくなった者で、下記の書類を提出して受理された者には、｢入学金を含む学費その他の納

入金｣を返還します（５月中旬振込予定）。 

申請締切日 2022 年４月 15 日（金）必着 

提出書類 ①本学所定の入学辞退届 

入学手続所（TEL：03-3985-2313）へ連絡してください。 

②授業料等の「入学手続納入金領収書」（コピー可） 

③卒業の不可や修了の不可などが確認できる証明書 

 



 

- 29 - 

14．学費その他の納入金一覧表              

2022 年度の学費その他の納入金の初年度に納入する金額は未定です。学費その他の納入金は、入学手

続時と秋学期の２回に分けての納入となります。2021 年度の学費その他の納入金は次の通りです。 
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【学費その他の納入金に関する注意】 

（１）入学金は、入学時のみ徴収します。本学学部卒業(見込)者・退学者、本学大学院修了(見込)者・

退学者の入学金は 100,000 円です。 

（２）授業料は、在籍料 120,000 円(半期 60,000 円)を含みます。 

（３）実験・実習費は、実験・実習・演習・調査・オリエンテーションの費用です。学部によっては

学年ごとに金額が異なります。 

詳細は入学後の学費案内をご確認ください。 

（４）文学部教育学科初等教育専攻は、実験・実習費 10,000 円を卒業までに(原則として 3 年次に)徴

収します。 

（５）理学部において、履修要項の定めるところにより実験を履修しない者および在学留学中の者は

実験・実習費は不要です。同様に、物理学科・化学科・生命理学科のすべての学生において、

配当年次以外の年次に実験科目を履修する場合は、各実験科目に定められた 40,000 円または

20,000 円を加えて徴収します。 

（６）)異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科においては、2 年次秋学期に原

則全員参加の「海外留学研修」という科目があります。留学先は英語、ドイツ語、フランス語、

スペイン語、中国語、朝鮮語等の言語圏から選択します。「海外留学研修」履修者は、2 年次の

授業料が減額(過年度実績で計 239,000 円の減額。ただし大学間協定校へ留学する場合、減額は

適用されません)されるとともに、立教大学グローバル奨学金申請者で、所定の支給基準を満た

した者には、選考の上、最大 600,000 円が支給されます。ただし、家計収入が多く基準を超え

る場合は支給されません。なお、留学費用は、以下のとおり留学先によって異なります。 

●学部間協定校へ留学する場合 

留学先の学費は免除になりますが(私費留学を除く)、滞在費、食費、大学指定の保険加入などで

半期の場合 200,000 ～1,200,000 円、1 年間の場合は 400,000 ～2,600,000 円(派遣先大学によ

り異なる。渡航費は除く。)が別途必要になります。 

●パートナー大学へ留学する場合 

約４～６カ月間で実習費 1,000,000～4,000,000 円(2021 年度見込額。渡航費を除いた基本プロ

グラム費、宿泊費など。研修先により異なる。為替の変動、留学先大学学費値上げなどで変動あ

り。)が別途必要になります。なお、実習費の一部(2021 年度見込額で 50,000 円～ 300,000 円)

は 1 年次の２月中旬までに納入していただく予定です。 

（７）グローバル・リベラルアーツ・プログラム(GLAP)においては、２年次秋学期から３年次春学期

の１年間、原則全員参加の「Study Abroad 1・2」という科目があります。留学先の学費は免除

されますが、渡航費、滞在費等(約 1,500,000 円～ 2,500,000 円:2019 年度実績)が別途必要と

なります。なお、留学プログラムの参加者を対象とした奨学金制度(立教大学グローバル奨学

金)があり、「Study Abroad 1・2」を履修し、申請した場合、所定の支給基準を満たした者には、

家計審査により、200,000 円、400,000 円、または 600,000 円が支給されます(家計基準を超え

る場合は、支給されません)。また、グローバル・リベラルアーツ・プログラム(GLAP)専用寮へ

の入寮希望者は、寮費・共益費 54,000 円(月額)と入寮時に諸費用(数万円程度)が別途必要とな

ります。 

（８）校友会終身会費 50,000 円は、在籍４年目の春学期に代理徴収します。なお、９月入学者の場合

は、在籍 4 年目の秋学期に代理徴収します。 

※立教大学グローバル奨学金の給与年額は 2021 年度実績となります。 
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15．奨学金制度                              

本学には、学生の経済的基盤を整え、学業継続の機会を保障するために、以下のような奨学金制度*
があります。奨学金の詳細については、冊子『奨学金案内』で案内しています。冊子『奨学金案内』
は、4 月初旬から、学生課奨学金窓口で冊子の配付および奨学金 Web サイト（立教大学 SPIRIT 奨学
金ページ https://spirit.rikkyo.ac.jp/student_affairs/scholarships/SitePages/index.aspx）へ
の PDF 掲載を予定しています。 
*奨学金制度内容は、入学年度により変更となる可能性があります。 
 
①学内奨学金（経済支援 給与奨学金） 
経済的理由により学業継続が困難な学部学生に経済援助をすることを目的としています。 

種  類 給与年額 給与期間 

学部給与奨学金 文系学部 500,000 円 理学部 700,000 円 
GLAP   800,000 円 

単年度 
（ただし、毎

年度出願で
きます） 

大柴利信記念奨
学金 500,000 円 

※給与年額は 2021 年度実績 
 
 
②学内奨学金（留学支援給与奨学金） 
立教大学が実施する各種海外留学プログラムの参加者を経済的に支援することを目的としています。 

種類 給与年額 給与期間 

グローバル奨学金 100,000 円～600,000 円 
単年度 

校友会成績優秀者留学支援奨学金 200,000 円 

※給与年額は 2021 年度実績 
 
③学内奨学金（自由の学府奨学金 入学前予約型奨学金） 
 ●立教大学「自由の学府」奨学金は、立教大学への入学を志望する首都圏以外（東京都、神奈川

県、埼玉県、千葉県以外）の高等学校等出身者で、経済的理由により入学が困難な受験生に対
し、入学後の経済支援を行うことを目的とした奨学金です。 

 ●入学前に申請を受け付け、採用候補者を決定します。採用候補者は、指定の入試種別※に合格
し、入学後に所定の手続きを行うことで奨学生として正式に採用されます。 

 ●奨学金額は年額 50 万円（理学部は 70 万円）の給付型です。 
 ●奨学金の募集は入試区分ごとに行い、特別入試（自由選抜入試、アスリート選抜入試、国際コー

ス選抜入試）を受験予定の方向けには 2021 年７月１日、一般選抜（一般入試および大学入学共
通テスト利用入試）を受験予定の方向けには 2021 年 11 月１日、募集要項を立教大学 Web サイト
（ホーム＞学生生活・キャリア＞奨学金のサポート）に掲載します。申請資格の詳細等ご確認く
ださい。 
https://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/scholarship/aid_before.html 

 ※奨学金対象の入試種別は、自由選抜入試、アスリート選抜入試、国際コース選抜入試（グローバ
ル・リベラルアーツ・プログラムを除く）、一般選抜（一般入試および大学入学共通テスト利用
入試）です。 

 
④被災地の入学者に対する経済支援制度 
被災地*の入学者を対象とした経済支援制度を設けています。 
*入学日前日からさかのぼって１年以内に発生した自然災害等に係る災害救助法適用地域 

※制度の詳細は 
https://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/scholarship/aid_undergraduate.html  で確認し
てください。 

 
⑤国による修学支援新制度（授業料等減免・給付奨学金） 
立教大学は国による高等教育の修学支援新制度について、国から認定を受けた対象校となっていま
す。同制度に高等学校で申込み、予約採用候補者となった方の進学後の手続きについては、入学手続
の手引きでご案内します。また、予約採用候補者でない方を対象とした募集も入学後に実施します。 

 
⑥その他 
本学では、学業成績優秀者や特定の活動を行っている学生に対する各種奨学金、地方公共団体や民
間育英団体の奨学金の募集も行っています。奨学金制度の詳しい内容については、立教大学 Web サ
イト（ホーム＞学生生活・キャリア＞奨学金のサポート）を参照するか、学生部学生課奨学金担当
（℡03-3985-2441）にお問い合わせください。 
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立教大学提携教育ローン制度 
立教大学が下表の金融機関と提携した教育ローンです。銀行系保証会社が保証することにより、入学
予定者の保護者または入学予定者本人（諸条件あり）が無担保で融資を受けることができます。なお、
利用に際しては金融機関が審査を行います。審査には、融資の申込み手続から相当の期間が必要であ
り、また、審査の結果によっては、利用できない場合があります。詳しい内容については、融資申込
みを希望する金融機関に直接問い合わせてください。 
 ＊提携教育ローンより一般向けの教育ローンの方が金利が低い場合があります。 
＊三菱ＵＦＪ銀行は、入学予定者本人が借主となる場合は社会人に限ります。 

 

 

16．寄付金の募集                    
本学では、寄付金の募集を入学者に対して実施しています。ただし、寄付金の応募は任意であり、入
学前の募集は行っておりません。詳細については、入学後に保証人宛に送付される案内をご覧くださ
い。 

  

金融機関名 問い合わせ電話番号 

三菱ＵＦＪ銀行 西池袋支店 03-3986-5111（代表） 

三井住友銀行 池袋支店 0120-523-605（ネットローンプラザ） 
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