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出願は以下の手順で行ってください。 

１．以下の Web サイトより Web 出願システムにアクセスして、出願に必要な情報をもれなく入力する。 

https://www.rikkyo.ac.jp/invitation/admissions/graduate/daigakuin2021/splt_ico/ 

２．選考料を納入し、Web 出願システムの入力を完了する。 

３．出願書類提出締切日までに Web 出願システムのマイページから所定の出願書類をすべてアップロー

ドする。 

 

【出願手続に関する注意事項】 

（１）Web 出願システムは、出願期間中いつでも入力手続きができますが一時保存はできません（入

力開始から 180 分経つと自動的にタイムアウトになります）。あらかじめ「入力の手引き」（12

月中旬掲載予定）を確認した上で、必要な情報・データを準備してから入力を開始してくださ

い。 

（２）Web 出願システムへの入力のみでは出願は完了しません。入力完了後、出願期間内に Web 出願

システムの「マイページ」から所定の出願書類を全てアップロードしてください。期日までに

書類のアップロードがない場合は出願を受理しません。 

（３）入学時に健康診断を行いますので健康診断書は提出する必要はありません。 

（４）病気・負傷、身体の機能に著しい障がいがある等の理由により、受験に際して特別な配慮を必

要とする者は、出願に先立ち、2020 年 12 月４日（金）までに学部事務４課異文化コミュニケ

ーション研究科入試担当に問い合わせ、「受験上の配慮申請書」を提出してください。なお、障

がいの状況によっては、研究科・専攻により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、この点についてもあわせて問い合わせてください。 

（５）出願についての問い合わせは学部事務４課異文化コミュニケーション研究科入試担当で受け付け

ます。 

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

 

 

 

Web 出願 （期間）2021 年１月８日（金）0：00：00 ～１月 21 日（木）23:59:59 

出願書類提出締切日 2021 年１月 21 日（木）23:59:59 

※日本時間 

 

  

３．出願手続 

１）出願手続 

２）出願方法 
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１．Web 出願期間中に Web 出願システムに入力する事項は以下の通りです。入力前に必ず『入力の手

引き』（12 月中旬掲載予定）も合わせて確認してください。 

 入力事項 内容 

１ 試験選択 
Web 出願システムの指示および『入力の手引き』に従って、出願する

研究科、専攻、入試区分を選択の上、必要事項を入力してください。 

２ 
個人情報登録および 

写真アップロード 

・Web 出願システムの指示および『入力の手引き』に従って、必要事

項を入力してください。 

・出願前３か月以内に撮影した写真（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）を用意してくだ

さい。アップロード時に所定のサイズ（縦４：横３）になるように

加工できます。 

※アップロード可能な画像ファイルは以下の通りです。 

・ファイル形式：JPEG(JGP)、PNG 

・ファイルサイズ：５MB 以内 

・縦 160px 以上、横 120px 以上 

・「研究計画書」の「指導を希望する教員・研究室・領域等名」には、

指導を希望する教員氏名を入力してください（第二希望は入力不

可）。 

 ※教員情報は以下から確認してください。 

 （https://www.rikkyo.ac.jp/graduate/ic/major_01.html） 

 

２．出願に必要な書類は以下の通りです。入力完了後、選考料を納入すると「マイページ」が生成さ

れます。期日までにマイページのファイルアップロード画面からアップロードしてください。 

 

※各種証明書は原本をカラーでスキャンして PDF 形式で準備してください（研究計画書、修士論文等

の要約・論文概要のみ Word 形式）。合格した場合は合格発表後に原本を提出いただきます。（出願

書類に関する注意事項１参照） 

※アップロードするファイル容量は８MB が上限です。 

 

 出願書類 

アップロード項目 
内容 

１ 

成績・単位証明書 

 
Certificate of Grades 

and Credits 

出身大学が発行した学部および大学院博士課程前期課程（修士課程）の

証明書原本。 

日本語、英語以外で記載された証明書は公的な翻訳（国の機関や翻訳会社

等の第三者によって、日本語または英語に翻訳されたもの）が必要です。 

 

※本学卒業・修了（見込み）者は提出する必要はありません。 

※１つのファイルにまとめて提出してください。 

２ 

修士学位取得（見込）

証明書 

 
Certificate of 

Graduation (expected 

graduation) for 

Master’s Degree 

出身大学が発行した証明書原本。 

日本語、英語以外で記載された証明書は公的な翻訳（国の機関や翻訳会社

等の第三者によって、日本語または英語に翻訳されたもの）が必要です。 
 

※本学修了（見込み）者は提出する必要はありません。 

※複数の証明書（翻訳を含む）を提出する場合は１つのファイルにまとめて

提出してください。 

  

３）Web 出願システムに入力する事項と出願書類 

https://www.rikkyo.ac.jp/graduate/ic/major_01.html
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３ 

英語資格・検定試験の

証明書 

 
Certificate of 

English 

Qualification/Certifi

cation Examination 

TOEFL iBT®Test または IELTS のスコア証明書。 

 

＜TOEFL iBT®Test＞ 

Examinee Score Report または Test Taker Score Report（TOEFL の My 

Home Page からダウンロードしたもの） 

＜IELTS(Academic Module)＞ 

アカデミック・モジュール成績証明書（Test Report Form） 

 

※TOEFL iBT®Test または IELTS の成績証明書を直送する場合は出願書類

提出締切日までに立教大学に届くようにしてください 

※自宅受験のスコアも提出可 

※英語母語話者および英語圏の大学を卒業した者は不要 
*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

たはその承認を受けたものではありません。 

４ 

研究計画書 

 
Research Proposal 

日本語 4,000 字程度（40 字×25 行で作成）、英語の場合は 1,200words 程

度。Word 形式で作成して提出してください。 

研究計画書には、テーマ・方法・目的・意義などを記すとともに、自分の

研究にとって重要と思われる参考文献を５点必ず挙げてください。 

必ず氏名を記入してください。 

５ 

日本語能力に関する

証明書 

 
Certificate of 

Proficiency in 

Japanese 

研究科所定の用紙の注意事項に従って作成したもの。 

日本語能力試験１級を受験したものは、その成績通知書も合わせて提出

してください（合否は問わない）。 

 

※日本語母語話者は不要 

※複数の証明書を提出する場合は１つのファイルにまとめて提出してく

ださい。 

６ 

修士論文等の要約・論

文概要 

 
Summary of Master’s 

Thesis 

日本語 4,000 字または英語 2,000words 以内。ただし、修士論文を英語ま

たは日本語以外の言語で書いた場合は、日本語 8,000 字または英語

4,000words 以内。Word 形式で作成し提出してください。 

 

※修士論文を提出せずに修士課程を修了した（修了見込の）者は、修士論

文に相当する研究成果の要約の提出をもって代えることができます。 

７ 

修士論文 

 
Master’s Thesis 

論文データを提出してください。修士論文を提出せずに修士課程を修了

した（修了見込の）者は、修士論文に相当する研究成果の提出をもって代

えることができます。 

データを準備できない場合は、学部事務４課異文化コミュニケーション

研究科入試担当まで申し出たうえで、コピー３部を１月 21 日（木）まで

に簡易書留で郵送してください。 

※日本国内から郵送する場合は、締切日の郵便局消印有効。 

※日本国外から出願する場合は、締切日必着。 

８ 

退学証明書 
（立教大学退学者のみ） 

 
Certificate of 

Withdrawal 

(only for those 

withdrawing from 

Rikkyo University) 

本学（大学院を含む）を退学した者が再び入学する場合は、退学証明書を

提出してください（入学金の減免については 13 頁参照。出願書類提出締

切日までに提出された場合のみ減免の対象となります） 

なお、提出された証明書は、在籍の確認以外の用途では使用しません。 

※本学卒業（見込み）者および本学大学院博士前期課程修了（見込み）者

は、Web 出願システムより志願票の出身校欄への入力をもって、入学金

を２分の１相当額とします。 

９ 

戸籍抄本等 

（該当者のみ） 

 
Certificate of Family 

Register 

注意事項４参照 
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【出願書類に関する注意事項】 

１．「成績・単位証明書（学部・大学院）」「修士学位取得（見込）証明書」「退学証明書（該当者のみ）」

「戸籍抄本（該当者のみ）」については、合格した場合は合格発表後（３月上旬）に原本を提出い

ただきますので、原本は大切に保管してください。提出方法の詳細は合格者に案内します。原本

の提出が期日までになされない場合には入学を認めない場合があります。なお、入学が認められ

なかった場合も選考料は返還しません。 

２．提出書類は、日本語で記入してください。また、各種証明書は、原則として日本語または英語に

限ります。ただし、国の機関や翻訳会社等の第三者によって、日本語または英語に翻訳されたも

のは受付可能です。 

３．証明書記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、氏名変更を証明する公的な書類（戸籍抄本等）

を提出してください。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。詳細は合格者に対して送付する書類を参照してください。  

４．提出書類の氏名を確認するために、追加書類の提出を求めることがあります。 

 

 

１．Web 出願システムより選考料を納入してください。選考料の納入方法はクレジットカードによる

決済となります。使用できるクレジットカードは VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS です。 

２．Web 出願システムでの納入期間は 2021 年１月８日（金）（日本時間 0：00：00）～１月 21 日（木）

（日本時間 23：59：59）までです。Web 出願システムでの納入期間後の手続はできませんので注

意してください。  

３．選考料の納入にあたっては、Web 出願システム利用料（1,500 円）が別途かかります。 

４．納入後、本学よりメールが送信されます。決済の控えとして保管してください。  

 

【選考料に関する注意事項】 

１．選考料の納入は Web 出願システムからのみです。 

※現金、郵便為替、海外送金等での納入は受け付けません。  

２．一度納入された選考料は返還しません。 

ただし、下記（１）に該当する場合は返還しますので、下記（２）に従って手続を行ってください。 

（１）選考料の返還ができる場合 

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。 

 

  

４）選考料 

選考料 35,000 円 
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（２）選考料の返還手続方法 

次の書類を締切日までにメール添付で提出してください。 

‹提出書類› 

選考料返還請求願（請求の申出があった場合に、異文化コミュニケーション研究科入試担当より

送付します。） 

 

‹提出締切日› 

2021 年２月４日（木） 

 

‹書類提出先› 

 学部事務４課 異文化コミュニケーション研究科入試担当 

Mail ibunkagakubu@rikkyo.ac.jp  

 

≪注意≫ 

・提出締切日までに必要書類を提出できない場合、提出書類の記載内容に不備・誤りがある場合は、

選考料を返還できない場合があります。 

・返還には書類受領後 1 か月程度を要します。 

 

 

出願手続完了者には、Web 出願システムより、出願締切後 14 日以降に「受験票」を発行します。入

学試験当日までにマイページからダウンロードして提示できるよう準備してください。 

また、受験当日および合格発表、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。  

５）受験票の発行について 




