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入学試験全般に関すること

合格発表に関すること

入学手続に関すること

奨学金に関すること

不備書類に関すること

受験票の不着や記載内容に関すること

電話番号 受付時間

アドミッションズ・
オフィス

試験日

学部・学科 等

方式

試験会場

座席番号

受験番号

ログイン ID

入学検定料のお支払いに必要な番号

出願登録番号

調査書等発送日

簡易書留お問い合わせ番号

備考

⑤④③②①

入学試験事務室

０９７７－７８－１１２０

９：００～１７：３０（土日祝日を除く）
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い合わせくださいますようにご協力をお願いします。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、入学試験要項どおりに試験を実施することが困難であると本学が判
断した場合には、内容の変更を行うことがあります。
内容の変更を行う場合は、以下のWEBサイトでお知らせします。

立命館アジア太平洋大学受験生サイト APUmate　https://www.apumate.net/
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巻頭2

　2023年度入学試験（2022年度実施）については、受験生の皆さんに安心して受験して頂けるよう、新型コロナウイルス感
染症への十分な感染防止対策を行ったうえで、下記の対応を行います。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

　⑴  各試験会場の収容者数は、文部科学省の定めるガイドラインに基づき、収容定員に対する参加人数の割合の半分程度
以内に設定しています。

　⑵ 試験開始前や休憩時間に試験教室の扉や窓などを開け、換気を行います。
　⑶  試験監督者は体調管理を行った上で、マスクを常時着用し、手指を消毒し、試験を実施します。
　⑷  全ての試験日において、試験前日に机と椅子のふき取り消毒を行います。

　⑴  各試験地では、これまでの実績に基づいて十分な座席数を準備していますが、それを超える出願があった場合は、イ
ンターネット出願画面で自動的に当該試験地を選択できなくなりますので、その際は出願可能な試験地を選択してく
ださい。なお、出願後に試験地を変更することはできません。

　⑵  日頃から手洗い・手指消毒、マスクの着用や咳エチケットの徹底、「３つの密」の回避に努め、体調管理を心がけてく
ださい。発熱や咳等の症状がある場合、予め医療機関を受診してください。

　⑶  試験当日はマスクを持参してください。マスクは、本人確認時および昼食時以外は常時、鼻・口を確実に覆って正し
く着用してください。

　⑷  試験当日は、試験会場へ向かう前に自宅等で検温を行ってください。発熱や咳等の症状がある場合には、「３．体調不
良等に伴う受験の取り扱い」を確認の上、入学センター（075-465-8351）まで連絡してください。

　⑸  試験教室への入退出時は、備え付けの消毒製剤で手指を消毒してください。
　⑹  休憩時間や昼食時等を含め、他者との接触、会話を極力控えてください。
　⑺  試験教室の換気を行うため、試験教室の扉や窓の開放を行うことがあります。体温調整ができるよう、上着など必要

な衣服を持参してください。
　⑻  各自昼食を持参し、自席での黙食をお願いします。
　⑼  保護者控室は設置しません。
　⑽  感染拡大を防止するため、昼食時等に発生したゴミやティッシュは各自で持ち帰ってください。
　⑾  試験教室から退出する際の混雑を避けるため、退出の順序を指定します。試験監督者から指示があるまで待機してく

ださい。
　⑿  可能な範囲で予防接種を受けてください。

⑴　受験をお断りする場合
　以下に該当する場合は、受験をお断りします。

1）  試験当日に新型コロナウイルス感染症または学校感染症（※１）に罹患しており、医師が治癒したと診断していない場合
※１　対象となる病名および治癒の基準については、立命館アジア太平洋大学の受験生であっても、立命館大学の在学

生へ適用している基準に準じて取り扱います。詳細は以下のWEBサイトをご確認ください。
　　 【立命館大学　学校感染症に罹患した場合の取り扱い】
 http://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/infection/

2） 濃厚接触者（※２）に該当する場合【次ページ⑵該当者を除く】
※２ 本要項で濃厚接触者とは、保健所より新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当すると伝えられた者を指し

ます。また、保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝達された者も含みます。

2023年度一般選抜における新型コロナウイルス感染症への対応

1．試験環境

3．体調不良等に伴う受験の取り扱い

2．受験生の皆さんへのお願い

3） 試験日にマスクを着用できない旨の申し出がある場合
4） 日本国外から入国（帰国）し、入国後の待機期間が終了していない場合

⑵　新型コロナウイルス感染症の無症状の濃厚接触者について
　無症状の濃厚接触者のうち、下記を全て満たす者は京都・大阪茨木・滋賀（草津）で別室受験を認めます。

1） 自治体または自治体から指示された医療機関が実施するPCR等の検査の結果陰性であること（※3）
2） 受験当日も無症状であること
3） 公共交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験会場に行けること

※３ 行政検査が実施されない場合、抗原定性検査による陰性確認をお願いします。

　受験を希望する場合は、受験予定日前日の午前10時までに必ず入学センター（075-465-8351）へ連絡し、手続をしてく
ださい。要件を満たさない場合および別室受験を希望しない場合は、入学検定料の返還を行います。手続方法の詳細や申請
書は、立命館アジア太平洋大学受験生サイトAPUmateから入手してください。

以上

4．追試験および試験日の振替

　追試験および試験日の振替は行いません。試験日の振替の代替措置として下記「５．入学検定料の返還」の対応を行います。
２月実施入試の受験生は、３月実施入試への出願を検討してください。

5．入学検定料の返還

　2023年度の一般選抜では、以下（※４）に該当する受験生は、医師の診断書等を提出することで入学検定料の返還を受
け る こ と が で き ま す。入 学 検 定 料 の 返 還 を 希 望 す る 場 合 は、試 験 日 当 日 の17時30分 ま で に 必 ず 入 学 セ ン タ ー

（075-465-8351）へ連絡してください。
※４　①前ページの「３．⑴　受験をお断りする場合」に該当する受験生
　　　②試験日に発熱・咳等で新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる症状があることを理由に受験を控えた受験生

1） 入学検定料の返還には、所定の申請書および医師の診断書等の提出が必要です。
2） 入学検定料の返還額には払込手数料を含みません。
3） 手続方法の詳細や申請書は、立命館アジア太平洋大学受験生サイトAPUmateから入手してください。

6．大学入学共通テストに係る対応

「共通テスト方式＜３月選考（後期型）＞」の取り扱い
 ２月選考において共通テスト３教科型や５科目型を出願した場合でも、３月選考の共通テスト３教科型や５科目型を

出願できます。
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■出願から入学手続までの流れ 受験準備・受験� 目安時期  ２月実施入試：１月〜２月　３月実施入試：２月〜３月

・受験票� 27 ページ

・試験会場� 28 ページ

・試験当日の来場・入室などの諸注意� 28 ページ

・集合時刻および試験開始時刻� 28 ページ

・試験当日に持参するものおよび使用許可物件� 29 ページ
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■出願から入学手続までの流れ
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・入学検定料� ８ページ
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・英語外部資格試験スコア等保持者への「外国語『英語』」の特例措置� 14 ページ

・病気・負傷や障がい等がある場合の受験について� 15 ページ
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教科・科目型

２０２３年度一般選抜
方式・試験地別日程表

＊同一試験日の同一入試方式では、学部が異なっても同一の試験問題を使用します。
＊立命館大学と立命館アジア太平洋大学は同一の試験問題を使用します。

試験日が異なれば、立命館大学と立命館アジア太平洋大学は併願できます。また、立命館アジア太平洋大学内でも
試験日が異なれば、学部・入試方式を問わず、併願できます。

試験日が複数ある入試方式［例：前期方式２月１日～４日］は、複数回受験することができます。
試験日ごとに試験問題が異なり、受験した試験日の受験番号ごとに合否を判定します。

オンライン

前期 英語重視 共通テスト併用 共通テスト併用 後期 共通テスト＋面接

１月６日（金）１０時～１月２２日（日）２３時 １月６日（金）１０時～１月２６日（木）２３時

２月１７日（金）９時３０分 ２月２０日（月）９時３０分

１月６日（金）１０時～
１月２６日（木）２３時 ２月１２日（日）１０時～２月２５日（土）２３時
２月２０日（月）
９時３０分 ３月１７日（金）９時３０分

全日程で実施する試験地（３／8除く）

特定日のみ実施する試験地

入試方式

合格発表日時

［千葉（柏）・埼玉（大宮）・東京（市ケ谷）・横浜・金沢・浜松・名古屋・滋賀（草津）・京都・大阪茨木・
大阪南・神戸・広島・高松・福岡・大分］★ ★と同一

札幌・仙台・松本・静岡・福井・三重・姫路・和歌山・岡山・松江・
山口・松山・北九州・熊本・鹿児島

立命館アジア太平洋大学（アジア太平洋学部・国際経営学部・サステイナビリティ観光学部共通）

［入試方式名略称一覧］

前期…前期方式〔スタンダード3教科型〕
英語重視…英語重視方式

共通テスト併用…共通テスト併用方式 共通テスト＋面接…共通テスト＋面接方式

本学独自試験は実施せず、２０２３年１月１４日（土）・１５日（日）に実施され
る大学入学共通テストの得点のみで合否を判定します。
２月選考は大学入学共通テスト前に出願を締め切ります。
３月選考は大学入学共通テスト後に出願を開始します。

選考時期 ３月選考（後期型）２月選考

◆共通テスト方式　実施一覧

１月６日（金）１０時～
１月１３日（金）２３時
２月１７日（金）
９時３０分

２月１２日（日）１０時～
３月１日（水）２３時
３月１７日（金）
９時３０分

5科目型・4科目型・3教科型7科目型・5科目型・3教科型

合格発表日時

試　験　日

※調査書等の出願書類は別途郵送が必要（出願期間最終日の消印有効）です。
※調査書等の出願書類は別途郵送が必要（出願期間最終日の消印有効）です。

後期…後期方式

 2月1日（水） 2月2日（木） 2月3日（金） 2月4日（土） 2月7日（火） 2月8日（水） 2月9日（木） 3月7日（火） 3月8日（水）

★（浜松を除く）

インターネット出願期間※
インターネット出願期間※

２月に実施する入試（本学独自試験）

３月に実施する入試（本学独自試験）

大学入学共通テストの得点のみで合否を判定する入試

試験日が異なれば、複数回受験ができます。複数回受験した場合、それぞれについて合否を判定します。
試験日・試験地・学部が異なっても出題形式・問題傾向は統一しています。

前期方式［スタンダード３教科型］

「前期方式と同一の出題形式で英語力が活かせる」方式です。
英語・国語・選択科目の３教科を受験し、「英語」＋「国語または選択科目の高得点教科」の２教科で判定します。

英　語 国　語 選択科目
（公民/地理歴史/数学）

英語重視方式

「英語と国語の本学独自試験に、大学入学共通テストの最高得点科目の得点を加えた合計点」で判定します。

共通テスト併用方式

共通テスト＋面接方式　「大学入学共通テストの得点＋面接により、基礎学力や意欲、適性を総合的に評価する」方式
大学入学共通テストの得点（300点）と面接の得点（100点）により、基礎的な学力に加えて志望学部への興味・関心や入学後の学修意欲等を総合的に評価します。なお、
大学入学共通テストの得点率が60%（合計得点180点）以上であることが合格の必要条件です。

後期方式
●2教科型（英語・国語）

共通テスト方式

●7科目型 ●5科目型 ●3教科型2月選考 ●5科目型 ●4科目型 ●3教科型3月選考（後期型）

大学入学共通テストの得点のみで合否を判定します。

英　語 国　語

本学独自試験

全学部

全学部

全学部

全学部

全学部
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教科・科目型

２０２３年度一般選抜
方式・試験地別日程表

＊同一試験日の同一入試方式では、学部が異なっても同一の試験問題を使用します。
＊立命館大学と立命館アジア太平洋大学は同一の試験問題を使用します。

試験日が異なれば、立命館大学と立命館アジア太平洋大学は併願できます。また、立命館アジア太平洋大学内でも
試験日が異なれば、学部・入試方式を問わず、併願できます。

試験日が複数ある入試方式［例：前期方式２月１日～４日］は、複数回受験することができます。
試験日ごとに試験問題が異なり、受験した試験日の受験番号ごとに合否を判定します。

オンライン

前期 英語重視 共通テスト併用 共通テスト併用 後期 共通テスト＋面接

１月６日（金）１０時～１月２２日（日）２３時 １月６日（金）１０時～１月２６日（木）２３時

２月１７日（金）９時３０分 ２月２０日（月）９時３０分

１月６日（金）１０時～
１月２６日（木）２３時 ２月１２日（日）１０時～２月２５日（土）２３時
２月２０日（月）
９時３０分 ３月１７日（金）９時３０分

全日程で実施する試験地（３／8除く）

特定日のみ実施する試験地

入試方式

合格発表日時

［千葉（柏）・埼玉（大宮）・東京（市ケ谷）・横浜・金沢・浜松・名古屋・滋賀（草津）・京都・大阪茨木・
大阪南・神戸・広島・高松・福岡・大分］★ ★と同一

札幌・仙台・松本・静岡・福井・三重・姫路・和歌山・岡山・松江・
山口・松山・北九州・熊本・鹿児島

立命館アジア太平洋大学（アジア太平洋学部・国際経営学部・サステイナビリティ観光学部共通）

［入試方式名略称一覧］

前期…前期方式〔スタンダード3教科型〕
英語重視…英語重視方式

共通テスト併用…共通テスト併用方式 共通テスト＋面接…共通テスト＋面接方式

本学独自試験は実施せず、２０２３年１月１４日（土）・１５日（日）に実施され
る大学入学共通テストの得点のみで合否を判定します。
２月選考は大学入学共通テスト前に出願を締め切ります。
３月選考は大学入学共通テスト後に出願を開始します。

選考時期 ３月選考（後期型）２月選考

◆共通テスト方式　実施一覧

１月６日（金）１０時～
１月１３日（金）２３時
２月１７日（金）
９時３０分

２月１２日（日）１０時～
３月１日（水）２３時
３月１７日（金）
９時３０分

5科目型・4科目型・3教科型7科目型・5科目型・3教科型

合格発表日時

試　験　日

※調査書等の出願書類は別途郵送が必要（出願期間最終日の消印有効）です。
※調査書等の出願書類は別途郵送が必要（出願期間最終日の消印有効）です。

後期…後期方式

 2月1日（水） 2月2日（木） 2月3日（金） 2月4日（土） 2月7日（火） 2月8日（水） 2月9日（木） 3月7日（火） 3月8日（水）

★（浜松を除く）

インターネット出願期間※
インターネット出願期間※

２月に実施する入試（本学独自試験）

３月に実施する入試（本学独自試験）

大学入学共通テストの得点のみで合否を判定する入試

試験日が異なれば、複数回受験ができます。複数回受験した場合、それぞれについて合否を判定します。
試験日・試験地・学部が異なっても出題形式・問題傾向は統一しています。

前期方式［スタンダード３教科型］

「前期方式と同一の出題形式で英語力が活かせる」方式です。
英語・国語・選択科目の３教科を受験し、「英語」＋「国語または選択科目の高得点教科」の２教科で判定します。

英　語 国　語 選択科目
（公民/地理歴史/数学）

英語重視方式

「英語と国語の本学独自試験に、大学入学共通テストの最高得点科目の得点を加えた合計点」で判定します。

共通テスト併用方式

共通テスト＋面接方式　「大学入学共通テストの得点＋面接により、基礎学力や意欲、適性を総合的に評価する」方式
大学入学共通テストの得点（300点）と面接の得点（100点）により、基礎的な学力に加えて志望学部への興味・関心や入学後の学修意欲等を総合的に評価します。なお、
大学入学共通テストの得点率が60%（合計得点180点）以上であることが合格の必要条件です。

後期方式
●2教科型（英語・国語）

共通テスト方式

●7科目型 ●5科目型 ●3教科型2月選考 ●5科目型 ●4科目型 ●3教科型3月選考（後期型）

大学入学共通テストの得点のみで合否を判定します。

英　語 国　語

本学独自試験

全学部

全学部

全学部

全学部

全学部
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受験生の個人情報の取扱いについて
入学試験に際し、受験生から取得する個人情報は、次のとおりに取扱います。

（１）利用目的
　　①　入学試験の実施（出願処理、受験票等送付および入学試験実施）および選考
　　②　合否の通知、発表
　　③　入学試験後の各種アンケート調査の送付
　　④　個人データの第三者提供
　　　　・�受験生の合否結果の出身学校および予備校への提供（受験生がインターネット出願システムの「『入試情報提供許可』欄」〈「Ⅲ．

出身学校・塾・予備校への入試情報提供」を参照〉において、第三者提供に同意した場合）
　　⑤　合格者への入学手続書類の送付
　　⑥　合格者への入学後の生活に関する案内（住宅斡旋、傷害保険および生活協同組合）の送付
　　⑦　合格者を対象とした入学前「英語クラス分けテスト」の実施
　　⑧　在留資格取得・更新に関する書類の作成
　　⑨　入学後の学修支援、学生生活支援等に関する次の各事項のための利用（第２次入学手続完了者のみ）
　　　　�・学籍管理、履修管理、成績管理、学費情報管理等、学生等の学修支援
　　　　�・学生生活相談、課外活動支援、奨学金管理、保健衛生管理等、学生等の学生生活支援
　　　　�・進路指導、就職活動支援、進路就職情報管理等、学生等の進路就職支援
　　　　�・保護者への成績通知等、保護者との履修、成績、進路相談
　　　　�・入学試験業務、入学手続業務執行
　　　　�・学校法人立命館が設置する各校の各種案内物送付
　　　　�・学内施設・設備の利用管理、保安管理
　　　　�・各種証明書発行
　　　　�・学術交流協定などによる国内外の協定校への必要情報の提供
　　　　　�■立命館アジア太平洋大学の協定校・機関一覧
　　　　　�　https://www.apu.ac.jp/abroad/search-university/
　　　　�・奨学事業を行う団体への必要情報の提供
　　　　�・卒業生で組織する団体（校友会）への必要情報の提供
　　　　�・学生の父母で組織する団体への必要情報の提供
　　　　�・学校法人立命館個人情報保護委員会で認められた団体への必要情報の提供
　　　　�・大学評価（自己点検評価・第三者評価・認証評価等）、各種統計調査
　　　　�・教育、研究、FD活動
　　　　�・その他、上記各号に関連し、または附随する目的

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

（３）個人データの提供を伴う業務委託
　�　個人データの取扱いを含む業務の一部を個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結した上で、外部の事業者に委託することがあ

ります。

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

望者への情報公開に使用します。なお、公開される統計資料により個人が特定されることはありません。　�　
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