
注意

前年度の入試情報となります。
新しい情報は随時公開いたします。

入試部　〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67
TEL：0570-017887（ナビダイヤル） FAX：075-645-4155
https://www.ryukoku.ac.jp/admission/　
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龍谷大学
心理学部（仮称）

文学部（検定試験利用型）

政策学部
国際学部（英語型）

先端理工学部
農学部
短期大学部

スポーツ活動選抜
文化・芸術・社会活動選抜

伝道者推薦型

入試ガイド
〔総合型選抜入試〕

2023
■

■

本ガイドには、����年�月時点で決定している情報を掲載しているため、今後、変更が生じる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今後、記載している内容に変更が生じる可能性があります。
変更が生じた場合、本学Webサイト「入試情報」にてお知らせいたします。

※心理学部 心理学科（仮称）は、����年�月開設予定（設置構想中）。設置計画は予定であり、内容に変更が生じる場合があります。



以下の１～３の条件をすべて満たす者。
�． 龍谷大学 心理学部（仮称）を第一志望として入学を志す者。
�． 次の（�）～（�）のいずれか１つに該当する者。

【朝鮮高級学校：��校】

高等学校もしくは中等教育学校を����年�月卒業見込みの者。
通常の課程による��年の学校教育を����年�月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第���条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると����年�月以降に認められる者で
����年�月��日までにこれに該当する見込みの者。※以下の➀～➅が該当します。

（�）
（�）
（�）

外国において、学校教育における��年の課程を����年�月以降に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者、 またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を����年�月以降に修了した者、
および����年�月��日までに修了見込みの者。
専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める
日以後に修了した者、および ����年�月��日までに修了見込みの者。
文部科学大臣の指定した者。
文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に、����年�月以降に合格した者、および����年�月��日までに合格見込みの者で、����年�月��日までに��歳に達する者。
その他本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と、同等以上の学力があると認めた者で、����年�月以降に下記の学校を修了した者、
および����年�月��日までに修了見込みの者。また、以下の学校修了者（修了見込者）に出願資格を認める。

�． 入学後に求められる知識として必要なため、高等学校もしくは中等教育学校３年１学期までの
　  英語、国語、数学IAの学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。

※２学期制の高等学校もしくは中等教育学校については、それぞれ３年１学期相当まで、あるいは前期末までの学習成績の状況（評定平均値）とする。
※出願資格２の（�）（�）に該当する者については、上記の履修状況および学習成績の状況（評定平均値）と同等以上の学力があると認められる者とする。

北海道朝鮮初中高級学校、東北朝鮮初中高級学校、茨城朝鮮初中高級学校、東京朝鮮中高級学校、神奈川朝鮮中高級学校、愛知朝鮮中高級学校、
京都朝鮮中高級学校、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校、広島朝鮮初中高級学校、山口朝鮮高級学校、九州朝鮮中高級学校

➀
➁

➂

➃
➄
➅

※心理学部 心理学科（仮称）����年�月開設予定（設置構想中）。
　設置計画は予定であり、内容に変更が生じる場合があります。心理学部  心理学科（仮称）

試験会場 龍谷大学 深草キャンパス

出願資格

出願期間 �月��日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月�日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月�日（土）

試験日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月�日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕

スケジュール

詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。



（�）志望理由書（�,���字程度）

（�）エントリーシート
（�）調査書
（�）英語の資格（スコア）取得を証明する書類 ※得点換算の希望者のみ。

➀志望理由　　➁自己アピール　　➂学習計画書　　➃社会のどのような場面で心理学を活かしたいか

提出書類

１次選考：書類選考

２次選考：論文・面接

： 志望理由書（配点 ： ➀��点、➁��点、 ➂��点、➃��点）
： 英語の資格（スコア）を点数化 ※公募推薦入試〔２教科型〕の英語資格試験利用方式の得点換算に準ずる。

当日掲示される心理学に関するテーマについての論文（�,��� 字程度）
志望理由書、課題論文に基づいた個人面接、口頭試問

���点
��点

志望理由書、課題論文、口頭試問を総合して合否判定します。

試験内容

合否判定

１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

��名募集人員

実用英語技能検定試験の合否に関わらず、指定された級を受検したCSEスコアで換算します。

��点

得点

��点

��点

��点

■ ����年�月�日以降に受検したものに限る（スコアは下限）

※実用英語技能検定は、英検１day S-CBT、英検CBT®、英検２day S-Interviewを含む（英検IBA®は除く）。
※GTECはOFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください（CBTを含む）。
※TEAPは４技能すべてを受検した場合に限る。
※TOEFL iBT®はTest Dateスコアに限る（「My Best™ Score」は利用できない）。
※TOEIC®は、L&R IPテスト・IPオンラインテスト、S&W IPテスト・IPオンラインテストは除く。
　TOEIC® L&R/TOEIC® S&Wについては、TOEIC® S&Wのスコアを�.�倍にして合算したスコアで判定する。

�,���点�,���点（２級・準１級受験） �.����点 ���点 ���点 ��点 合計�,���点

英語資格検定試験 得点換算表

�,���点

���点

���点

�,���点（準１級以上受験）

�,���点（２級・準１級受験）

�,���点（２級受験）

�.�

�.�

−

���点

���点

���点

���点

���点

���点

���点

���点

���点

��点

��点

−

合計�,���点

合計�,���点

合計�,���点

GTEC IELTS™ケンブリッジ
英語検定

TEAP
（４技能） TEAP CBT TOEFL iBT® TOEIC® L&R

TOEIC® S&W
実用英語技能検定

（CSEスコア）



文学部  仏教学科　歴史学科仏教史学専攻　英語英米文学科

以下の１～３の条件をすべて満たす者。

（検定試験利用型）

�． 龍谷大学 文学部の出願学科・専攻を第一志望として入学を志す者。
�． 次の（�）～（�）のいずれか１つに該当する者。

【朝鮮高級学校：��校】

高等学校もしくは中等教育学校を����年�月卒業見込みの者。
通常の課程による��年の学校教育を����年�月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第���条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると����年�月以降に認められる者で、
����年�月��日までにこれに該当する見込みの者。（以下の➀～➅が該当します）

（�）
（�）
（�）

外国において、学校教育における��年の課程を����年�月以降に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者、 またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を����年�月以降に修了した者、
および����年�月��日までに修了見込みの者。
専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日
以後に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者。
文部科学大臣の指定した者。
文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に、����年�月以降に合格した者、および����年�月��日までに合格見込みの者で、����年�月��日までに��歳に達する者。
その他本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と、同等以上の学力があると認めた者で、����年�月以降に下記の学校を修了した者、
および����年�月��日までに修了見込みの者。また、以下の学校修了者（修了見込者）に出願資格を認める。

北海道朝鮮初中高級学校、東北朝鮮初中高級学校、茨城朝鮮初中高級学校、東京朝鮮中高級学校、神奈川朝鮮中高級学校、愛知朝鮮中高級学校、
京都朝鮮中高級学校、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校、広島朝鮮初中高級学校、山口朝鮮高級学校、九州朝鮮中高級学校

➀
➁

➂

➃
➄
➅

スケジュール

出願資格

【仏教学科／歴史学科仏教史学専攻】

�． 次の資格（スコア）のいずれかを取得したことを、実施団体が証明する正式文書（写し）を高等学校調査書に添付すること。
　 なお、����年�月�日以降に受検した資格・検定試験を有効とする。

【英語英米文学科】

日本漢字能力検定２級以上〔公益財団法人 日本漢字能力検定協会〕
歴史能力検定２級以上〔歴史能力検定協会〕
世界遺産検定２級以上〔NPO法人世界遺産アカデミー〕

（�）
（�）
（�）

※日本漢字能力検定は漢検CBTを含む。
※実用英語技能検定は、英検１day S-CBT、英検CBT®、英検２day S-Interviewを含む（英検IBA®は除く）。
※TOEIC®は、L&R IPテスト・IPオンラインテスト除く。
※TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、公式スコア票（Official Score Report）または、受験者控用のスコアレポート（Test Taker Score Report、 または、
　Examinee Score Report）のいずれかを提出すること。TOEFL iBT®は、Test Dateスコアに限ります（「My Best™ Score」は利用できません）。

実用英語技能検定（英検）２級以上〔公益財団法人 日本英語検定協会〕
TOEFL iBT® ��点以上（TOEFL® PBT ���点以上）〔アメリカ非営利団体教育試験サービスEducational Testing Service〕
TOEIC® L&R ���点以上〔国際ビジネスコミュニケーション協会〕

（�）
（�）
（�）

試験会場 龍谷大学 深草キャンパス

詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

出願期間 �月��日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月�日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月�日（土）

試験日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月�日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕



（�）エントリーシート
（�）調査書
（�）資格（スコア）取得を証明する書類

（�）志望理由書
➀志望理由　　➁学習計画

提出書類

試験内容
１次選考：書類選考（志望理由書）

２次選考：小論文（���点）
　　　　　志望理由書に基づいた個人面接（���点）

１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

志望理由書、小論文、面接を総合して合否判定します。合否判定

若干名募集人員



政策学部  政策学科

【朝鮮高級学校：��校】
北海道朝鮮初中高級学校、東北朝鮮初中高級学校、茨城朝鮮初中高級学校、東京朝鮮中高級学校、神奈川朝鮮中高級学校、愛知朝鮮中高級学校、
京都朝鮮中高級学校、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校、広島朝鮮初中高級学校、山口朝鮮高級学校、 九州朝鮮中高級学校

龍谷大学 政策学部を第一志望として勉学を希望する者。
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および����年�月卒業見込みの者。
通常の課程による��年の学校教育を����年�月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第���条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
および����年�月��日までにこれに該当する見込みの者。

（�）
（�）
（�）
（�）

➀調査書全体の学習成績の状況が�.�以上 
➁調査書全体の学習成績の状況が�.�以上であり、かつ、英語・国語・数学・地理歴史・公民・理科の
　いずれかの教科について学習成績の状況が�.�以上
➀・➁のいずれかを満たしていること。

（�）

外国において、学校教育における��年の課程を����年�月以降に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの。
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����年�月以降に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者。
専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日
以後に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者。
文部科学大臣の指定した者。
文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に����年�月以降に合格した者、および����年�月��日までに合格見込みの者で、����年�月��日までに��歳に達する者。
または文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者で、����年�月��日までに��歳に達する者。
その他本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と、同等以上の学力があると認めた者で、����年�月以降に下記の学校を修了した者、
および����年�月��日までに修了見込みの者。また、以下の学校修了者（修了見込者）に出願資格を認めています。 

➀
➁
➂

➃
➄

➅

スケジュール

試験会場

龍谷大学 深草キャンパス

出願資格

詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

出願期間 �月��日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月�日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月�日（土）

試験日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月�日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕



１次選考：書類選考

２次選考：プレゼンテーション・面接
プレゼンテーション（７分）※PowerPointの使用可。

質疑応答（８分）
面接（��分）

２次選考の受験者は��名程度とする予定。

エントリーシートにより、大学入学後の学修意欲、地域活動実績等を評価します。

試験内容

１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

・ エントリーシート
・ 調査書

提出書類

エントリーシート��点、調査書��点、プレゼンテーション���点、
面接���点の計���点で合否判定します。合否判定

５名募集人員



国際学部  国際文化学科　グローバルスタディーズ学科
（英語型）

以下の１～３の条件をすべて満たす者。
�． 龍谷大学 国際学部を第一志望として勉学を希望する者。
�． 次のいずれか１つに該当する者。

３． 次の資格（スコア）のいずれかを取得したことを、実施団体が証明する正式文書（写し）を高等学校調査書に添付すること。

【朝鮮高級学校：��校】

高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および����年�月卒業見込みの者。
通常の課程による��年の学校教育を����年以降に修了した者および����年�月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第���条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
および����年�月��日までにこれに該当する見込みの者。

（�）
（�）
（�）

外国において、学校教育における��年の課程を����年以降に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
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����年以降に修了した者、および����年�月��日までに修了見込みの者。
専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日
以後に修了した者、および ����年�月��日までに修了見込みの者。
文部科学大臣の指定した者。
文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に����年以降に合格した者、および����年�月��日までに合格見込みの者で、����年�月��日までに��歳に達する者。
または文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者で、����年�月��日までに��歳に達する者。
その他本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と、同等以上の学力があると認めた者で、����年以降に下記の学校を修了した者、
および����年�月��日までに修了見込みの者。また、以下の学校修了者（修了見込者）に出願資格を認めています。

➀
➁
➂

➃
➄

➅

出願資格

北海道朝鮮初中高級学校、東北朝鮮初中高級学校、茨城朝鮮初中高級学校、東京朝鮮中高級学校、神奈川朝鮮中高級学校、愛知朝鮮中高級学校、
京都朝鮮中高級学校、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校、広島朝鮮初中高級学校、山口朝鮮高級学校、 九州朝鮮中高級学校

試験会場 龍谷大学 深草キャンパス

詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

出願期間 �月��日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月�日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月�日（土）

試験日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月�日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕

スケジュール

a.実用英語技能検定（英検）準２級以上　b.TOEFL iBT® ��点（TOEFL® PBT ���点）以上　c.TOEIC® L＆R ���点以上　d.GTEC ���点以上
〈 国際文化学科 〉

a.実用英語技能検定（英検）２級以上　b.TOEFL iBT® ��点（TOEFL® PBT ���点）以上　c.TOEIC® L＆R ���点以上　d.GTEC ���点以上
e.国連英検B級以上　f.IELTS™ �.�以上
※実用英語技能検定は、英検１day S-CBT、英検CBT®、英検２day S-Interviewを含む（英検IBA®は除く）。
※TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、公式スコア票（Official Score Report）または、受験者控用のスコアレポート（Test Taker Score Report または、
　Examinee Score Report）のいずれかを提出すること。TOEFL iBT®は、Test Dateスコアに限ります（「MyBest™ Scores」は、利用できません）。
※TOEIC®は、L&R IPテスト・IPオンラインテストは除く。
※GTECはOFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください（CBTを含む）。

〈 グローバルスタディーズ学科 〉



１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

（�）出願シート
（�）調査書
（�）出願者の写真
（�）志望理由書（�.志望理由　�.学習計画）
（�）出願資格に定める資格（スコア）取得を証明する資料
（�）英語によるエッセー※国際文化学科のみ。

提出書類

➀書類選考：���点 ※IC・GS学科ともに学科試験（英語）は課さない。 
➁英語によるプレゼンテーション：���点

書類選考（志望理由書、外部試験スコア等出願書類一式）：���点満点と、
英語によるプレゼンテーション：���点満点の合計点（���点満点）で合否判定します。

試験内容

合否判定

国際文化学科 ５名　グローバルスタディーズ学科 ��名募集人員

出願時に提出した「エッセー」および志望動機に関する英語でのプレゼンテーション（約��分〈質疑応答を含む〉、個人面接）。はじめに、「エッセー」および志望動機に
ついて英語でプレゼンテーションしていただきます。その後、質疑応答については、基本的に英語で行います（必要に応じて日本語で質問する場合もあります）。

注：プレゼンテーション室へはエッセーを含め一切の持ち込みは不可とします。
（参考：����年度エッセーテーマ 「The importance of language and culture to me.」）

■ 今起こっている様々な国際的事象について関心を持ち、自分なりの考えを英語で述べられるかについて、
　プレゼンテーション内容とその様子を総合的に判断します。
■ 事前に用意した内容を述べるだけではなく、柔軟な受け答えや臨機応変な対応を評価します。

〈 国際文化学科 〉

志望動機および、試験当日に与えるテーマに関する英語でのプレゼンテーション（約��分〈質疑応答を含む〉、個人面接）。
なお、質疑応答については、基本的に英語で行います（必要に応じて日本語で質問する場合もあります）。

〈 グローバルスタディーズ学科 〉



先端理工学部  応用化学課程・環境生態工学課程

詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

スケジュール

以下の１～５の条件をすべて満たす者。

出願資格

本学の建学の精神および先端理工学部のアドミッションポリシーを十分に理解し、
応用化学課程での勉学に強い意志と熱意を持つ者。
本学先端理工学部の応用化学課程を第一志望とする者。
高等学校（特別支援学校の高等部を含む）または、中等教育学校を����年�月に卒業した者、および����年�月卒業見込みの者、
または在外教育施設（文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した者）、高等専門学校第３学年、
韓国高等学校または朝鮮高級学校を����年�月に修了した者、および����年�月修了見込みの者。
次に掲げる➀・➁を共に満たしていること。

�.

�.
�.

�.

次に掲げる➀・➁のいずれかを満たしていること。�.

「生物基礎」、「化学基礎」、「物理基礎」、「地学基礎」のうち、「化学基礎」を含む３科目を履修し、かつ、「化学」を履修している者。
普通科の場合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂの「数列」、「ベクトル」を履修していること。普通科以外の場合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａを履修していること。

➀
➁

高等学校もしくは、中等教育学校後期３年１学期までの全体の学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。
「化学」の学習成績の状況が�.�以上であること。

➀
➁

試験会場 龍谷大学 瀬田キャンパス

出願期間 �月��日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月�日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月�日（土）

試験日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月�日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕

応用化学課程

以下の１～５の条件をすべて満たす者。
本学の建学の精神および先端理工学部のアドミッションポリシーを十分に理解し、「環境問題の解決」に向けて強い意志と熱意を持つ者。
本学先端理工学部の環境生態工学課程を第一志望とする者。
高等学校（特別支援学校の高等部を含む）または、中等教育学校を����年�月に卒業した者、および����年�月卒業見込みの者、
または在外教育施設（文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した者）、高等専門学校第３学年、
韓国高等学校または朝鮮高級学校を����年�月に修了した者、および����年�月修了見込みの者。
次に掲げる➀・➁を共に満たしていること。

�.
�.
�.

�.

次に掲げる➀・➁・➂のいずれかを満たしていること。�.

「生物基礎」、「化学基礎」、「物理基礎」、「地学基礎」のうち、３科目を履修し、かつ、「生物」、「化学」、「物理」、「地学」のいずれか１科目以上を履修している者。
普通科の場合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂの「数列」、「ベクトル」を履修していること。普通科以外の場合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａを履修していること。

➀
➁

高等学校もしくは、中等教育学校後期３年１学期までの全体の学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。
「生物」、「化学」、「物理」、「地学」のいずれか１科目の学習成績の状況が�.�以上であること。

在学中に本課程の学びに関連した取り組みのある者。
〔該当者の例〕

■個人またはグループ（たとえば科学部・生物部などに所属、あるいは学内外における個人の活動を含む）で環境あるいは、生物の調査や観察、
　それらの保全や保護活動・発表会への参加などの活動がある者。
■講演会等で自然や生物に関する学びの経験がある者。
■在学中の学業において、環境問題等と関連付けた学びの経験がある者。

➀
➁
➂

環境生態工学課程



１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

・ 自己推薦書
・ 調査書

提出書類

自己推薦書、プレゼンテーション、個人面接を総合して合否判定します。合否判定

応用化学課程：��名　環境生態工学課程：��名募集人員

１次選考：自己推薦書・調査書を評価
例） 高校在学中に特に力を入れたこととその成果、また入学後に応用化学課程で学びたいことについて等。

２次選考：プレゼンテーション・個人面接（口頭試問含む）
教科書にある化学の実験について何か一つを選び、目的、方法、結果、考察を要領よくまとめ
発表していただきます。 ※約��分（質疑応答を含む）。

■発表の方法はPCを用いたスライド投影、ポスター掲示、印刷したA�資料のいずれかを選択できます。
■事前に用意した内容だけではなく、柔軟な受け答えや真摯な対応も評価します。
■個人面接（約��分）では、志望動機について伺います。また、口頭試問として、社会における化学や応用化学の
　役割に対する関心の高さや理解の程度、自分なりの考えの具体性などについて評価します。

試験内容

応用化学課程

１次選考：自己推薦書・調査書を評価
例） 入学後に学びたいことのアピール、もしくは、在学中の環境や生物に関する取り組みについて等。

２次選考：プレゼンテーション・個人面接（口頭試問含む）
在学中におこなった本課程の学びに関連した取り組みについて発表していただきます。 ※約��分（質疑応答を含む）。

■発表の方法はPCを用いたスライド投影、ポスター掲示、印刷したA�資料のいずれかを選択できます。
■事前に用意した内容だけではなく、柔軟な受け答えや真摯な対応も評価します。
■個人面接（約��分）では、志望動機について伺います。また、口頭試問として、環境問題等に対する関心の高さや
　理解の程度、自分なりの考えの具体性などについて評価します。

環境生態工学課程



スケジュール

農学部  農学科

次に掲げる（�）～（�）を満たし、かつ、（�）の条件を満たす者。

出願資格

本学の建学の精神および農学部のアドミッションポリシーを十分に理解し、
「農業」・「食料」・「環境」・「生物」を探究しようとする強い意欲と情熱がある者。

本学農学部の農学科を第一志望とする者。
高等学校（特別支援学校の高等部を含む）または、中等教育学校を����年�月に卒業した者、および����年�月卒業見込みの者、
または在外教育施設（文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した者）、高等専門学校第３学年、韓国
高等学校または朝鮮高級学校を����年�月に修了した者、および����年�月修了見込みの者。 

「生物基礎」、「化学基礎」、「物理基礎」、「地学基礎」のうち、３科目を履修し、かつ、「生物」、「化学」、「物理」、「地学」の
いずれか１科目以上を履修している者。
在学中に学業以外に本学科の学びに関連した特筆すべき活動歴がある者。（注）次に掲げる➀あるいは、➁を満たす者。

（�）

（�）
（�）

（�）

（�）
高等学校(中等教育学校の場合は後期課程)在学中に、優れた能力を恒常的に発揮した者 （但し、スポーツ競技は除く）で、それを具体的・客観的に証明する資料（書類・作品・記事・書籍等）を
提出可能な者。 〔該当者の例〕 ■研究発表・懸賞論文分野：各種発表会・懸賞論文において、優秀な成績を修めた者。 ■資格検定分野：外国語や数学、簿記、パソコン技能などにおいて、高度な
資格を有している者。 ■社会貢献分野：ボランティア・地域活動などに恒常的に参加し、献身的・指導的役割を果たし、その実績を社会的に証明できる者。
高等学校（中等教育学校の場合は後期課程）在学中に、実際に植物の栽培や生物の飼育に関わった経験を有する者で、 それを証明できる写真等を提出可能な者。

➀

➁

試験会場 龍谷大学 瀬田キャンパス

詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

（����年４月「資源生物科学科」から名称変更予定）

出願期間 �月��日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月�日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月�日（土）

試験日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月�日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕



１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

・ 自己推薦書
・ 課題図書レポート
・ 調査書

提出書類

１次選考：書類選考

２次選考：グループワーク（農場での実践活動）
　　　　　個人面接（口頭試問含む、課題図書に関する質問等）

自己推薦書、課題図書レポート、 調査書、証明書類等を評価します。

試験内容

１次選考は出願書類、
２次選考はグループワークと個人面接を統合して、合否判定します。合否判定

８名募集人員

（����年４月「資源生物科学科」から名称変更予定）



【朝鮮高級学校：��校】
北海道朝鮮初中高級学校、東北朝鮮初中高級学校、茨城朝鮮初中高級学校、東京朝鮮中高級学校、神奈川朝鮮中高級学校、愛知朝鮮中高級学校、
京都朝鮮中高級学校、大阪朝鮮高級学校、神戸朝鮮高級学校、広島朝鮮初中高級学校、山口朝鮮高級学校、九州朝鮮中高級学校

出願期間 �月�日（月）～�月��日（月）

出願期間 ��月��日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月��日（土）

試験日 ��月��日（土）

試験日 ��月�日（土）

合格発表日 ��月�日（火）

〔Ⅰ期〕

〔Ⅱ期〕

スケジュール

短期大学部  社会福祉学科　こども教育学科

試験会場 龍谷大学 深草キャンパス

以下のすべての条件を満たす者。

出願資格

本学への入学を専願とする者。（�）
合格後は必ず入学することが前提となり、入学を辞退することはできません。本入試の趣旨をよく理解のうえ出願してください。※

高等学校もしくは中等教育学校を����年度以降に卒業した者、および����年�月卒業見込みの者。（�）
本学では以下の学校を����年度以降に修了した者および、����年�月��日までに修了する見込みの者については出願資格を認めています。※

詳細は、����年度入学試験要項（６月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。



課題レポートの作成について

（�）調査書
（�）志望理由書（本学所定用紙）
（�）課題レポート（本学所定用紙）

提出書類

口述試験（面接）試験内容

��,��� 円受験料

社 会 福 祉 学 科
こども教育学科

Ⅰ期：��名　Ⅱ期：��名
Ⅰ期：��名　Ⅱ期：��名

募集人員

課題レポート��点、調査書��点、口述試験（面接）���点の計���点で合否判定します。合否判定

■８月・９月開催のオープンキャンパスに参加して、短期大学部〈模擬講義〉について、本学所定のレポート用紙を用いて、
　課題レポートを作成してください。（���字～����字で作成）

■課題レポート（本学所定用紙）については、本学入試情報サイトから ダウンロードしてください。（８月頃公開予定）
　なお、オープンキャンパス〈模擬講義〉参加者には、課題レポート（本学所定用紙）を配付しますので、そちらを使用することも可能です。



試験会場

龍谷大学 深草キャンパス
心理学部（仮称）　文学部　経済学部　経営学部　法学部　政策学部　国際学部　短期大学部

龍谷大学 瀬田キャンパス
先端理工学部　社会学部　農学部

専願制 詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

スポーツ活動選抜
文化・芸術・社会活動選抜

※予備選考結果は、郵送にて通知されます。

※合否結果は、郵送にて通知されます。

スケジュール

出願期間 �月��日（月）～�月��日（水）

出願期間 ��月��日（月）～��月�日（金）

合格発表日 ��月��日（土）

２次選考日 ��月��日（土）

１次選考結果通知日 ��月��日（土）

〔１次選考〕
書類選考

〔２次選考〕

出願資格
以下の（�）～（�）の条件をすべて満たす者。

予備選考を通過した者は、必ず本選考に出願し、受験しなければなり
ません。合格した場合は必ず入学手続をしなければなりません。
また、本入試に出願中は他の専願制入試へ出願することはできません。
ただし、本入試で不合格となった場合は他の専願制入試に出願が
可能です。以上について、十分理解した上で出願してください。

（�）

※ 経済学部、短期大学部の志願者については➀～➂のいずれか１つに該当する者に加え、
����年�月��日以前に卒業または修了した者も出願可。

（�）

本学への入学を専願する者。

心理学部（仮称）、文学部、経営学部、法学部、政策学部、国際学部、
先端理工学部、社会学部、農学部の志願者は次の➀～➂のいずれか
１つに該当する者。

（�）各学部の学習成績の状況および要件を満たす者。

➀
➁
➂

高等学校もしくは中等教育学校を����年�月卒業見込みの者。
通常の課程による��年の学校教育を����年�月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第���条の規定により、高等学校を卒業した者と
同等以上の学力があると����年�月以降に認められる者で����年�月
��日までにこれに該当する見込みの者。

※ 既卒者・社会人（経済学部、短期大学部のみ出願可）については、原則として上記の
条件に準ずる。

※ 団体成績は当該出願者が出場、出演した試合もしくはコンクールの成績に限る。

（�）高等学校在学中の競技実績もしくは文化・芸術・社会活動等の
課外活動において、次のいずれかの基準を満たす者で、それを
証明できること。
A. 競技実績による基準
団体成績、個人成績のうち下記のいずれかの基準を満たしていること。
➀

➁

➂

団体成績においては、都道府県大会あるいは同コンクールにおいて８位
（ベスト８）以上となったチームのレギュラー競技者、出演者等である

こと（マネージャー等の競技者、出演者でない者は除く）。
個人成績においては、都道府県大会、コンクールにおいて６位以内の
入賞者であること。
上記➀➁の成績以下であっても特に優れた素質を有する者については
当該種目の連盟専門部の部長（または理事長、委員長）の推薦がある場
合は、出願を認める。

B. 文化・芸術・社会活動による基準
文化活動、芸術活動、ボランティア等の社会活動、各種検定、特技等の
面において顕著な実績を有する者。

出願資格（�）の➁➂に該当する者については、各学部の学習成績の状況と
同等以上の学力があると認められる者とし、学習成績の状況の要件は課さ
ない。ただし、国際学部国際文化学科・グローバルスタディーズ学科への
出願は、右記※�、※�のa～fに定める英語運用能力を満たしていること。

（�）以下の条件を満たしている者。

➀

➁

課外活動において、優れた資質と実績を有し、かつ本学の建学の精神を
理解しようとする意欲を持ち、それに則って学生生活を送ろうとする
姿勢を持っている者。
当該学部学生として人物、学習能力、意欲の点からふさわしい者。

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けて中止となった大会の、代替大会に
おける成績は、連盟専門部の推薦書の参考資料として添付することができます。



試験内容

１次選考：��,��� 円　２次選考：��,��� 円受験料

小論文：���点
志望理由書に基づいた個人面接：���点

スポーツ活動選抜
文化・芸術・社会活動選抜

※国際学部グローバルスタディーズ学科の試験科目は、
　「英語での小論文」と「日本語と英語を併用しての面接」。

区分学習成績の状況
※�学部・学科・専攻 募集人員

※� 区分学習成績の状況
※�学部・学科・課程 募集人員

※�

募集人員：単位（名）

募集人員は「スポーツ活動選抜入学試験」と「文化・芸術・社会活動選抜入学試験」とを合わせた人数です。
３学期制の高等学校においては３年１学期までの、２学期制の高等学校においては、３年１学期相当まで、あるいは前期までの学習成績の状況とします。
次の➀および➁の条件をすべて満たす者〈➀高等学校３年１学期までの全体の学習成績の状況が�.�以上であること。➁高等学校３年１学期までの英語の学習成績の状況が�.�以上であるこ
と。〉または、英語について以下の条件のうち１つを満たしていること。なお、取得したことを実施団体が証明する正式文書（写し）を高等学校調査書に添付すること。����年４月以降に受検
した資格・検定試験を有効とする。〈ａ. 英検２級以上（英検１day S-CBT、英検CBT®、英検２day S-Interviewを含む、英検IBA®は除く）　ｂ. TOEFL iBT®��点（TOEFL® PBT���点）以上（注１）
ｃ. TOEIC®L&R���点以上（IPテスト、IPオンラインテストは除く）　ｄ. 国連英検C級以上　ｅ. 全商英検１級　ｆ. GTEC���点以上（※オフィシャルスコアに限る（GTEC CBTを含む））　（注
１）TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、公式スコア票（Official Score Report）または受験者控用のスコアレポート（Test Taker Score ReportまたはExaminee Score Report）
のいずれかを提出すること。TOEFL iBT®はTest Dateスコアに限ります（「My Best™ Score」は利用できません）。
次の➀および➁の条件をすべて満たす者〈➀高等学校�年�学期までの全体の学習成績の状況が�.�以上であること。➁高等学校３年１学期までの英語の学習成績の状況が�.�以上であるこ
と。〉または、全体の学習成績の状況が�.�以上で且つ、英語の学習成績の状況が�.�以上�.�未満の場合は、英語について以下の条件のうち１つを満たしていること。なお、取得したことを実施
団体が証明する正式文書（写し）を高等学校調査書に添付すること。����年�月以降に受検した資格・検定試験を有効とする。〈ａ. 英検�級以上（英検�day S-CBT、英検CBT®、英検�day 
S-Interviewを含む、英検IBA®は除く）　ｂ. TOEFL iBT®��点（TOEFL® PBT���点）以上（ 注１）　ｃ. TOEIC®L&R���点以上（IPテスト、IPオンラインテストは除く）　ｄ. 国連英検Ｂ級以上　
ｅ.GTEC���点以上（※オフィシャルスコアに限る（GTEC CBTを含む））　ｆ. IELTS™ �.�以上　（注１）TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、公式スコア票（Official Score 
Report）または受験者控用のスコアレポート（Test Taker Score ReportまたはExaminee Score Report）のいずれかを提出すること。TOEFL iBT®はTest Dateスコアに限ります（「My Best™ 
Score」は利用できません）。
次の➀➁および➂の条件をすべて満たす者。〈➀高等学校もしくは中等教育学校３年１学期までの全体の学習成績の状況が�.�以上であること。➁高等学校もしくは中等教育学校３年１学
期までの数学の学習成績の状況が�.�以上であること。➂普通科の場合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bの「数列」、「ベクトル」を履修していること。普通科以外の場合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Aを
履修していること。〉
生命科学科・農学科は、次の➀および➁の条件をすべて満たす者。〈➀高等学校もしくは中等教育学校３年１学期までの全体の学習成績の状況が�.�以上であること。➁高等学校もしくは
中等教育学校３年１学期までの理科の学習成績の状況が�.�以上であること。〉食料農業システム学科は、次の➀および➁の条件をすべて満たす者。〈➀高等学校もしくは中等教育学校３年
１学期までの全体の学習成績の状況が�.�以上であること。➁高等学校もしくは中等教育学校３年１学期までの数学の学習成績の状況が�.�以上であること。〉
高等学校もしくは、中等教育学校３年１学期までの６教科（国語、英語、地歴、公民、数学、理科）の学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。
����年４月「植物生命科学科」から名称変更予定。
����年４月「資源生物科学科」から名称変更予定。

※�：
※�：
※�：

※�：

※�：

※�：

※�：
※�：
※�：

募集人員

応用化学課程

環境生態工学課程

電子情報通信課程

機械工学・ロボティクス課程
文学部

経済学部

仏教学科

真宗学科

哲学専攻

教育学専攻

哲
学
科

日本史学専攻

仏教史学専攻

文化遺産学専攻

歴
史
学
科

日本語日本文学科

英語英米文学科

東洋史学専攻

６
５
３
３
３
３
３
２
４
４

��

現代経済学科

国際経済学科

経営学部 経営学科

��法学部 法律学科

��政策学部 政策学科

８
１

��

�.�以上

�.�以上

�心理学部（仮称） 心理学科 �.�以上※� ��
２

国際学部
国際文化学科

グローバルスタディーズ学科

先端理工学部

数理・情報科学課程

知能情報メディア課程

７
��社会学部

社会学科

コミュニティマネジメント学科

６現代福祉学科

２

２
２

２
２
２

�.�以上※�

�.�以上

�.�以上※�

�.�以上

�.�以上※�

�.�以上※�

現役のみ

現役のみ

現役のみ

現役・既卒・
社会人を
問いません

短期大学部
社会福祉学科

こども教育学科

現役・既卒・
社会人を
問いません

現役のみ

１
２農学部

生命科学科※�

農学科※�

５食料農業システム学科



専願制 詳細は、����年度入学試験要項（７月頃本学入試情報サイト掲載予定）をご確認ください。

伝道者推薦型

※締切日消印有効。

スケジュール

出願期間 ����年��月�日（月）～��月��日（月）

試験日 ����年��月��日（日）

文学部

合格発表日 ����年��月�日（金）

※締切日消印有効。出願期間 ����年��月�日（月）～��月�日（金）

試験日 ����年��月��日（土）

文学部 〔試験会場〕 龍谷大学 深草キャンパス仏教学科／歴史学科 仏教史学専攻
社会学部

／国際学部

〔試験会場〕 龍谷大学 深草キャンパス／短期大学部

〔試験会場〕 龍谷大学 瀬田キャンパス

真宗学科

合格発表日 ����年��月�日（土）

仏教学科
小論文

面接

��分 ���点
ー ���点

社会福祉学科
小論文

面接

��分 ���点
ー ���点

１

合否判定配点時間試験科目

募集人員：単位（名）

募集人員学部・学科・専攻

英語とエッセーを
総合して、合否を判定します。

��分

文学部

真宗学科 ��

�� ※�

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）※� ���点

４

エッセー（読解力・作文力） ���分 ���点

歴史学科 仏教史学専攻
小論文

面接

��分 ���点
ー ���点

短期大学部

国際文化学科

国際学部

小論文

面接

��分 ���点
ー ���点

３

グローバルスタディーズ学科
小論文※�

面接※�

��分 ���点
ー ���点

１

コミュニティマネジメント学科

社会学部

小論文と面接を
総合して、合否を判定します。

小論文

面接

��分 ���点
ー ���点

３

現代福祉学科
小論文

面接

��分 ���点
ー ���点

２

国語力基礎テストと面接を
総合して、合否を判定します。

国語（国語力基礎テスト）

面接

��分 ���点
ー ���点

こども教育学科 １

※�：英語は、公募推薦入試〔２教科型〕と共通の問題を使用。
※�：内訳は、真宗各派（本学指定）��名、真宗各派以外の仏教各宗派（本学指定）��名。 

募集人員・試験内容等

※�：国際学部グローバルスタディーズ学科は、英語での小論文。
※�：国際学部グローバルスタディーズ学科は、日本語と英語を使用する面接。



伝道を志す真宗各派（本学指定）の得度者、または得度予定者（入学後２年以内に得度すること）で本学を専願する者。
浄土真宗本願寺派／真宗大谷派／真宗高田派／真宗興正派／真宗仏光寺派／真宗三門徒派／真宗出雲路派／
真宗山元派／真宗誠照寺派／真宗浄興寺派／真宗木辺派／浄土真宗東本願寺派

■文学部 真宗学科

出願が可能な宗派（順不同）

伝道を志す仏教各宗派（本学指定）の得度者、または得度予定者（入学後２年以内に得度すること）で本学を専願する者。
■文学部 仏教学科／歴史学科 仏教史学専攻　■社会学部 コミュニティマネジメント学科／現代福祉学科

浄土真宗本願寺派／真宗大谷派／真宗高田派／真宗興正派／真宗仏光寺派／真宗三門徒派／真宗出雲路派／真宗山元派／真宗誠照寺派／
真宗浄興寺派／真宗木辺派／浄土真宗東本願寺派／天台宗／天台寺門宗／天台眞盛宗／本山修験宗／金峯山修験本宗／和宗／高野山真言宗／
真言宗醍醐派／真言宗東寺派／東寺真言宗／真言宗泉涌寺派／真言宗御室派／真言宗大覚寺派／真言宗智山派／真言宗豊山派／真言宗山階派／
信貴山真言宗／浄土宗／浄土宗西山深草派／浄土宗西山禅林寺派／西山浄土宗／時宗／融通念佛宗／臨済宗妙心寺派／臨済宗建長寺派／
臨済宗南禅寺派／臨済宗永源寺派／臨済宗東福寺派／臨済宗相国寺派／臨済宗建仁寺派／臨済宗天龍寺派／臨済宗大徳寺派／臨済宗興聖寺派／
黄檗宗／律宗／真言律宗／法相宗／聖徳宗／華厳宗

出願が可能な宗派
（順不同）

伝道を志す本願寺派得度者、または得度予定者（入学後２年以内に得度すること）で本学を専願する者。
■国際学部 国際文化学科　■短期大学部 社会福祉学科／こども教育学科

浄土真宗本願寺派出願が可能な宗派

上記に加えて次の➀～➁の条件をすべて満たす者。

➀

➁

３学期制の高等学校においては、３年１学期までの、２学期制の高等学校においては、３年前期までの教科全体の学習成績の状況（評定平均値）が
 �.�以上であること。
３学期制の高等学校３年１学期までの、２学期制の高等学校においては、３年前期までの英語の学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。

２学期制の高等学校においては、３年前期までの教科全体および英語の学習成績の状況が上記の基準を満たしていること。ただし、前期末の成績が出せない場合に限り、
３学期制にいう第１学期末相当までの成績により学習成績の状況を算出してもよい。なお、この場合には、調査書備考欄等に評価時期を明記すること。

〈高等学校卒業見込みの者・中等教育学校卒業見込みの者〉

〈高等学校卒業者・中等教育学校卒業者〉
➀
➁

３年終了時における教科全体の学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。
３年終了時における英語の学習成績の状況（評定平均値）が�.�以上であること。

伝道を志す本願寺派得度者、または得度予定者（入学後２年以内に得度すること）で本学を専願する者。
■国際学部 グローバルスタディーズ学科

浄土真宗本願寺派出願が可能な宗派

または、学習成績（全体の学習成績の状況）が�.�以上、且つ英語の学習成績の状況が�.�以上�.�未満の場合は、英語について以下の条件のうちの
１つを満たしていること。上記の出願資格（�）（�）に該当する者については、上記の学習成績の状況と同等以上の学力があると認められる者とし、
学習成績の状況は課さない。ただし、以下のa～fに定める英語運用能力を満たしていること。なお、取得したことを実施団体が証明する正式文書

（写し）を高等学校調査書に添付すること。

a. 実用英語技能検定２級以上（英検１day S-CBT、英検CBT®、英検２day S-Interviewを含む。※英検IBA®は除く。）　b. TOEFL iBT® ��点（TOEFL® PBT���点）以上（注�）
c. TOEIC®L&R���点以上（IPテスト、IPオンラインテストは除く）　d. 国連英検B級以上　e. GTEC���点以上（※オフィシャルスコアに限る（GTEC CBTを含む））　f. IELTS™ �.�以上

（注�）TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、公式スコア票（Official Score Report）または受験者控用のスコアレポート（Test Taker Score ReportまたはExaminee Score 
Report）のいずれかを提出すること。TOEFL iBT®はTest Dateスコアに限ります（「My Best™ Score」は利用できません）。

����年４月１日以降に受検した資格・検定試験を有効とする

次の（�）～（�）のいずれかに該当するとともに、出願する学部・学科・専攻が定める（�）を満たす者。

（�）
（�）
（�）

（�）

高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および����年�月卒業見込みの者。
通常の課程による��年の学校教育を修了した者、および����年�月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第���条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、
および����年�月��日までにこれに該当する見込みの者。
学部・学科・専攻が定める出願資格・出願が可能な宗派。

本入試は専願制の入学試験です。合格した場合は必ず入学手続をしなければなりません。また、本入試に出願中は他の専願制入試へ出願（スポーツ活動選抜
入試／文化・芸術・社会活動選抜入試の１次選考を含む）することはできません。ただし、本入試で文学部（仏教学科・歴史学科 仏教史学専攻）・国際学部・
社会学部に出願した人が本入試の文学部（真宗学科）・短期大学部の他の入学試験（専願制を除く）に出願することは可能です。本入試の文学部（仏教学科・歴史
学科 仏教史学専攻）・国際学部・社会学部の合格者は、本入試の文学部（真宗学科）・短期大学部の他の入学試験（専願制を除く）に合格した場合でも、最初に合格
した本入試以外での入学手続をすることはできません。以上について、十分理解した上で出願してください。

出願資格



龍谷大学は、あらゆる「壁」や「違い」を乗り越えるために、「まごころ」を持ち、「人間・社会・自然」について深く考える人を育むことに
重きを置いた教育システムがあります。学生は、在学期間において本質を見極める目を養い、自らの可能性を広げていきます。

Tel.075-645-7887（9：00～17：00）〔お問い合わせ〕 龍谷大学 入試部 龍谷入試

龍谷大学　学部・学科・課程・専攻

文学部
真宗学科　　仏教学科
哲学科 哲学専攻　　哲学科 教育学専攻
歴史学科 日本史学専攻　　歴史学科 東洋史学専攻
歴史学科 仏教史学専攻　　歴史学科 文化遺産学専攻
日本語日本文学科　　英語英米文学科

経済学部
現代経済学科　　国際経済学科

心理学部（仮称）

心理学科（仮称）
※心理学部（����年４月 新設予定）
　����年４月 文部科学省へ設置届出書類提出。
　設置計画は予定であり、内容に変更が生じる場合があります。

経営学部
経営学科

法学部
法律学科

政策学部
政策学科

国際学部
グローバルスタディーズ学科　　国際文化学科

先端理工学部
数理・情報科学課程　　知能情報メディア課程　　電子情報通信課程
機械工学・ロボティクス課程　　応用化学課程　　環境生態工学課程

社会学部
社会学科　　コミュニティマネジメント学科　　現代福祉学科

農学部
生命科学科※�　　農学科※�　　食品栄養学科　　食料農業システム学科

短期大学部
社会福祉学科　　こども教育学科

※� ： ����年�月「植物生命科学科」から名称変更予定。
※� ： ����年�月「資源生物科学科」から名称変更予定。


