出願資格の事前審査要項
立命館アジア太平洋大学
アドミッションズ・オフィス

出願資格の事前審査を希望する者は、本要項をよく読み出願資格の事前審査手続を行ってくださ
い。

1.

審査の対象者

!

1 回生新入学のための入学試験に出願しようとする者で、18 歳に達しない者または本学が指定す
る出願資格を満たしているかどうか不明な者

2.

申請の方法

本要項 2 ページの「4. 申請書類一覧」を参照の上、所定の書類を郵送で提出してください。郵送にあ
たっては、本要項 5 ページの申請書類送付ラベルをカラー印刷し、切り取ったものを封筒に貼り付けて
ください。
＜日本国内から申請する場合＞

郵便局の窓口から「速達・簡易書留郵便」で送付してください。

＜日本国外から申請する場合＞

「書留」または「DHL」、「EMS」、「FedEx」など、配達の記録が
残る方法で送付してください。

申請の締め切りは、出願を希望する入試方式の出願受付開始日の 10 日前（本学必着）です。

3.

申請の受付から結果通知まで

審査は、申請者から提出された書類に基づき行われます。審査の結果については、出願資格の有無
に関わらず、結果通知書を申請者に送付します。通知書の送付は、申請書類が受理されてから約 2 週
間後に行われます。
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4.

申請書類

申請者は、出願しようとする入試方式や、自身の状況に応じて、所定の書類（○は全員、△は該当者
のみ）を提出してください。所定の用紙は、専用の Web ページからダウンロードしてください。
URL: http://www.apumate.net/examination/pre_exam.html

【申請書類一覧】
入試方式
1 回生
新入学
提出書類
1

出願資格の事前審査申請書

○

2

修学状況確認シート

○

3

成績証明書（※1）

○

4

要卒単位数等の学位取得
―
（卒業）要件が記載された書類

5

学位を証明する書類

―

6

履修届の写し

―

7

卒業（見込み）証明書

○

8

総授業時数または取得単位数
―
を証明する書類

9

出身学校のカリキュラム表

○

10

国・地域別提出書類

△

11

在籍期間証明書

△

※1.	
  成績証明書等の教育機関が発行する証明書は、可能な限り厳封された原本、または原本から正しく複製されたことを出身
教育機関が証明した Certified True Copy を提出してください。飛び級または繰り上げ卒業により通常の課程を修業年数
未満で修了した（または修了する見込みの）者は、飛び級した学年や、その理由などが証明書に記載されていることが必要
です。証明書に記載されない場合は、学年や理由などを示すための証明書（出身教育機関が発行するもの）を別途に用意、
提出してください。
※2.	
  「専門学校等」とは、日本の高等専門学校および文部科学大臣の定める基準を満たす専修学区の専門課程を指します。

(1) 出願資格の事前審査申請書 全員提出
専用の Web ページから所定の用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、提出してください。

(2) 修学状況確認シート 全員提出
専用の Web ページから所定の用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、提出してください。
メールアドレスは、日常的に利用しているものを記入してください。
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申請の内容について確認するために、本学からメールを送信する場合があります。
編入学・転入学試験に出願しようとする者は、出身高等教育機関で取得した（またはする見込みの）学
位に加え、要卒単位数や修得済単位数、履修中単位数を記入してください。

(3) 成績証明書 全員提出
1 回生新入学

!

日本の高等学校の第 1～3 学年に相当する期間の成績証明書を提出してください。
※	
  日本以外の高校に 3 年以上在籍する者であっても、かつて日本の高校に在籍したことがある
場合は、その期間の成績証明書も提出してください。
※	
  在籍期間が短い等の理由で成績証明書が発行されない場合は、代わりに在籍期間証明書
を提出してください。
※	
  出身教育機関やその国・地域の慣例上、成績証明書が発行されない場合は、代わりに学期
ごとの学業評価レポートを提出してください。レポートには、担当教員のコメントと、学年が記
載されていなければなりません。

(4) 学位を証明する書類
学位を取得した（またはする見込みの）者は、出身高等教育機関が発行する、卒業（修了）時に取得
可能な学位が記載された証明書を提出してください。成績証明書に学位と在籍コースが記載されてい
る場合は提出不要です。

(5) 卒業見込み証明書
1 回生新入学

!

日本の高等学校に相当する学校の卒業見込み証明書を提出してください。

(6) 総授業時数または取得単位数を証明する書類
専修学校専門課程修了（見込み）者は、出身学校が発行する、下記のいずれかを証明する書類を提
出してください。
!

専門課程の修業年限が 2 年以上かつ総授業時数が 1,700 時間以上

!

専門課程の修業年限が 2 年以上かつ取得単位数が 62 単位以上

(7) 出身学校のカリキュラム表
1 回生新入学の入試に出願しようとする者は、出身教育機関の設置課程や学科、コース、カリキュラム、
修業年限、授業時間数、要卒単位数、卒業要件などが記載された資料（学校案内等）を提出してくださ
い。
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(8) 国・地域別提出書類
日本以外の教育制度に基づく学校を卒業した（またはする見込みの）者で、教育を受けた国や地域の
教育制度において大学に進学するために通常必要とされる大学入学資格試験・統一試験を受験した
者は、その成績評価証明書を提出してください。提出書類の一例を以下に示します。
教育制度・国
Abitur / アビトゥア
Baccalauréat / バカロレア
GCE-A Level
International Baccalaureate /
国際バカロレア
アメリカ
イギリス
オーストラリア、カナダ
（統一試験が実施される州）
シンガポール
ニュージーランド
※	
 

証明書
Abitur

Baccalauréat
GCE Advanced Level (Local / International) の成績証明書
最終試験 6 科目の成績評価証明書（合格者は IB Full Diploma）または
IB Predicted Grades（※）
SAT、ACT、GED のいずれかの試験のスコア
GCSE、GCE A Level
各州の統一試験の成績証明書
GCE Ordinary Level および GCE Advanced Level の成績証明書
NCEA Level 1, 2, 3

IB Predicted Grades を提出した者は、入学までに最終成績を提出する必要があります。

(9) 在籍期間証明書
帰国生徒入試 A に出願しようとする者は、日本以外における正規の教育制度に基づく学校教育期間
の在籍期間証明書を提出してください。証明書は、出身教育機関が発行するものはもちろん、本学の
専用 Web ページからダウンロードした書式によるものでも結構です。
通常の課程による 12 年の学校教育において在籍した日本以外の学校が複数ある場合、学修歴の出
願資格を満たす最低限の証明書以外は提出不要です。

5.

注意事項

(1) 申請書類の提出について
!

成績証明書等の証明書は、可能な限り厳封された原本、または原本から正しく複製されたことを出
身教育機関が証明した Certified True Copy を提出してください。SAT と ACT については、実施
機関から本学へ直送されることが望ましいです。卒業証書や Diploma 等、再発行できない書類に
ついては、申請者が作成したコピーを提出してください。ただし、出願の際には原本を提出する必
要があります。

!

申請書類は一つの封筒にまとめて送付してください。

!

審査に必要な書類が不足している場合は申請を受理しません。申請書類について不明な点があ
る場合や、出身教育機関の事情により取得困難な書類がある場合は、あらかじめアドミッションズ・
オフィスへ問い合わせてください。

!

記載事項が事実と異なる場合または不正がある場合は、出願資格を認定した後でも出願資格を取
り消します。

!

事前審査のために提出した成績証明書等の書類を、出願時に改めて利用することができます。出
願の際に、事前審査のために提出済みである旨のメモを出願書類に添付してください。
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(2) 出願資格「言語能力」の審査について
本要項に示す事前審査は、学修歴に関する出願資格のみを対象とします。一部の入試方式で出願
時に求められる「言語能力」は、出願書類として提出される言語能力証明書等により審査されます。

6.

問い合わせ先

立命館アジア太平洋大学 アドミッションズ・オフィス
Tel. 0977-78-1120 （平日 午前 9 時～午後 5 時 30 分）
Fax 0977-78-1199

E-mail apumate@apu.ac.jp
以上

申請書類送付ラベル

申請書類郵送の際、カラー印刷したものを封筒に貼り付けてください。

速 達 ・簡 易 書 留 郵 便
〒874-8577

大分県別府市十文字原 1-1

立命館アジア太平洋大学 アドミッションズ・オフィス 行
Ritsumeikan Asia Pacific University, Admissions Office
1-1 Jumonjibaru, Beppu, Oita 874-8577 JAPAN
Certified Mail

＜出願資格の事前審査(1 回生)申請書在中＞
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