
早稲田大学　附属校／系属校

SCHOOLS
AFFILIATED with

WASEDA  2017
7

7つの学舎から
早稲田へ、
そして世界へ

早稲田大学高等学院・中学部

早稲田大学本庄高等学院

早稲田実業学校

早稲田中学校・高等学校

早稲田渋谷シンガポール校

早稲田摂陵中学校・高等学校

早稲田佐賀中学校・高等学校

附
属
校

系
属
校

Waseda University Junior and Senior High School
Waseda University Honjo Senior High School

Waseda Jitsugyo Gakko
Waseda Junior & Senior High School
Waseda Shibuya Senior High School in Singapore
Waseda Setsuryo Junior and Senior High School
Waseda Saga Junior & Senior High School

早稲田大学 附属校/系属校

発行：2016年6月
早稲田大学
教務部附属・系属校プロジェクト室
〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104

＊掲載情報は2016年6月1日現在のものです。
　最新の情報は各校ホームページにてご確認ください。

160607_WasedaPamph_H1-4.indd   2-3160607_WasedaPamph_H1-4.indd   2-3 16/06/07   16:3716/06/07   16:37



卒業生全員が早稲田大学へと進学する附属校、

大学との強力な関係のもとで多才な若人を育む系属校。

そのいずれもが、早稲田大学の建学の精神を礎に世界を舞台に行動し、

人類の幸福に貢献できる人材の育成を使命としています。

これら7つの附属校・系属校が

一貫教育ならではの特色ある教育カリキュラムで

生徒たちの可能性を大きく伸ばし、開花させます。

早い時期からこの恵まれた環境に身を置くことで

知的好奇心が刺激され、学問への高い意欲が芽生えるのです。

附属校・系属校が育む「早稲田スピリット」を胸に

グローバル社会のリーダーとなって活躍してください。

世界に羽ばたく人間を創る
早稲田の一貫教育

　早稲田大学は現在、2つの附属校と5つの系属校を擁し、早稲田大学を

志す若人を育成するとともに、社会に貢献することのできる数多くのリー

ダーを輩出しています。

　それぞれの学校は独自の伝統と歴史に培われた校風を持ち、それぞ

れにふさわしい豊富な教育カリキュラムを展開しながら、お互いに切磋琢

磨し、個性をさらに鮮明にしています。しかし、いずれも早稲田大学の建

学の精神を受け継いでおり、早稲田大学へ進学した際には本学の中核的

人間として、リーダーシップを発揮していくことが期待されます。

　また、個性豊かな附属校・系属校の出身者が大学に多様性を与えてく

れることにより、大学自身の教育・研究の水準が向上します。

　そのためにも本学では、学部と附属校・系属校との教育連携を密にして、

早稲田の目指す一貫教育の使命・役割を探求するとともに、常に変動する

時代に合わせた人間教育を実施しています。

　これからも早稲田大学は、「早稲田の一貫教育」を推進してまいります。

早稲田大学総長

鎌田　薫

M e s s a g e

受験勉強にとらわれな
いハイレベルな教育カ
リキュラムに沿って学
習することで、高い学
力が身につき、確かな
目標が見えてきます。

1
自主自律の気風の中
で、自ら主体的に考え、
学び、考えを示すとい
う行動を通して、自立
した人間の基礎となる
力が養われます。

2
充実した課外活動やク
ラブ活動などを通じて
豊かな人間性が育まれ
るとともに、視野が広
がり、物事を多角的に
考える力が備わります。

3

早稲田の杜から
個性豊かなリーダーを
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早稲田の中高大連携

〈 附属校・系属校と大学を結ぶ多彩なサポート 〉 〈 早稲田大学への進学、そして社会へ、世界へ 〉

附属校・系属校の生徒には早稲田大学の学生・教員との幅広い交流の場を提供。
大学進学を経て社会で活躍するための学力と意欲、チャンスをもたらします。

学部進学説明会 学部・学年の垣根を越えた教育

大学講義の聴講 早稲田の学びを支える環境

クラブ活動・行事への参加 全世界に広がる卒業生

大学教員による模擬授業 世界につながるキャンパス

大学生・大学院生との交流 キャリア・資格支援

他大学への進学サポートも 各界で活躍する早稲田人

早稲田大学のキャンパスに高校生を招いて行う
説明会と、各附属校・系属校に早稲田の各学部か
ら教員を派遣する説明会を開催しています。大学
の学部をよく知り、自身の進路について考えるよ
い機会となっています。

全学共通の「オープン科目」は4000あまり。社会
と連携する講座も充実しています。たとえば、「プ
ロフェッショナルズ・ワークショップ」では、学
生と企業・自治体・団体などが協働して1つのプ
ロジェクトを進め、グループワークを通じて問題
解決を図ります。

附属校・系属校の高校2年生以上の希望者を対象
に、早稲田大学の正規授業が受講できる「特別聴
講」制度を設けています。興味のある分野の学習
を深め、高い学力を養うことが可能。所定の成績
を修めれば、大学進学後にその単位が認められる
場合もあります。

新入生の希望者の7割以上が奨学金を受給。また、
学内奨学金はすべて返済不要。560万冊の蔵書を
誇る国内有数の図書館や、約570の公認団体やそ
れ以外の多数のサークルなど、充実した学生生活
を送るための環境が整っています。

早稲田大学の学生が附属校・系属校の課外活動・
クラブ活動にコーチとして参加するなど、交流を
深める機会も豊富。オープンキャンパスなどの大
学行事に参加することも可能です。六大学野球の
早慶戦は、ほとんどの学校が正規の学校行事に位
置づけています。

早稲田大学の卒業生（校友）は約61万人。国内外
の各地域や職場ごとに多種多様な「稲門会」が組織
され、広範囲におよぶ早稲田人材のネットワーク
を形成しています。就職に際して、あるいは社会
に出てからの交流の広がりに大きな強みとなるこ
とでしょう。

早稲田大学の教員が附属校・系属校に出向いて行
う「模擬授業」。中高生のニーズに応じて多彩な
テーマを設定します。ハイレベルな大学の授業を
ひと足早く体験することで、どんなことに興味を
持ち、何を学ぶべきかを考えるきっかけづくりが
できます。

早稲田大学は約5000人もの外国人留学生が学ぶ
日本屈指の国際派キャンパスです。学術・人材交
流に取り組む海外協定校は70を超える国と地域
で400校以上。多彩な留学制度と充実したサポー
ト体制で、年間3000人以上の学生を海外へ派遣
しています。

附属校・系属校出身の大学生や大学院生と懇談す
る場もあります。日常の大学生活や学問のことな
どを何でも質問し、先輩たち自身の体験にもとづ
く貴重な話を聞くことができます。大学に進んで
からの生活や勉強を具体的にイメージできる絶好
の機会です。

就職活動のためのキャリア支援だけでなく、海外
実習やボランティア活動、起業支援など広く社会
を知るためのプログラムも多彩。毎年100名を
超える司法試験合格者、全合格者の 1割以上を
占める公認会計士試験合格者が早稲田大学出身
です。

系属校では各学校の理念・特色に基づき、本人の
希望や適性に応じた進路指導を行っています。充
実した進学サポート体制を組み、早稲田大学だけ
でなく医歯薬系を含む難関大学への進学実績も
築いています。

早稲田大学出身者の活躍の場は各界に広がってい
ます。たとえば、歴代首相のうち7名が早稲田大
学卒。官公庁や企業をはじめ、言論界、芸術界、
プロ野球やサッカーJリーグなどスポーツ界でも
活躍しています。

早稲田附属校ハ�ンフ2016_本文_160607.indd   4-5早稲田附属校ハ�ンフ2016_本文_160607.indd   4-5 16.6.7   5:10:59 PM16.6.7   5:10:59 PM



7

本庄高等学院

早稲田大学

高等学院 高等学院
中学部

早稲田実業
高等部

早稲田実業
中等部

早稲田実業
初等部

早稲田高等学校 早稲田中学校

早稲田摂陵
高等学校

早稲田摂陵
中学校

早稲田佐賀
高等学校

早稲田佐賀
中学校

早稲田渋谷
シンガポール校

附属校

系属校

■■＝男子校　■■＝男女共学
※数字は 1学年の定員数

政治経済学部

法学部

文化構想学部

文学部

教育学部

商学部

基幹理工学部

創造理工学部

先進理工学部

社会科学部

人間科学部

スポーツ科学部

国際教養学部

男子 480名

男女 405名

男女 320名

男女 315名（含 吹奏
楽コース女子 35名）

男女 240名 男女 120名

男女 100名

男女 105名

男子 300名 男子 300名

男女 225名 男女 108名

男子 120名

Waseda University Junior and Senior High School

早稲田大学高等学院・中学部

好奇心を育み探求心を伸ばす一貫教育　
　1920年旧制高校として設立された本校は、早稲
田大学の建学理念に基づく一貫教育により、生徒の
豊かな人間形成を目指してきました。学問を愛し、活
かし、そして地球市民の一員として自覚をもった生
徒を育成します。将来、全員が早稲田大学へ進学し
て、深く専門の学芸を研究するために必要な知的好
奇心や知的探究心を育むことができるように、独自
の教育課程を編成しています。
　たとえば、一人ひとりの個性に対応した多様な選
択科目の設置が挙げられます。また、高校での3年
間に必修となる第二外国語は、独・仏・露・中から一つ
を選んで学びます。「総合的な学習の時間」では、
自ら問題を発見し、調査し、発表する力や議論する力
の育成に努め、３年次に卒業論文を執筆します。

　現在52のクラブ（体育系28、文化系24）や、生徒
が中心となって活動する委員会、プロジェクト活動も
盛んで、学校の内外を舞台に幅広く活動しています。
　中学部は、高等学院の伝統と歴史を継承し、2010
年4月に早稲田大学で唯一の附属中学として併設。
充実した高校生活につながるレベルの高い教育内
容が用意され、行事やさまざまな活動が活発に行わ
れています。

〉〉〉 自主自立を重んじる校風
〉〉〉 一人ひとりの個性に対応した多様な選択科目、第二外国語と卒業論文の必修
〉〉〉 問題発見・解決能力の育成と「情報」教育の徹底
〉〉〉 スーパーグローバルハイスクール（SGH）指定校（2014年度～）として、
留学の派遣・受入をはじめ、国際交流活動を積極的に展開

〉〉〉 スーパーサイエンスハイスクールとして培ったノウハウに基づく充実した理数教育

〒177-0044 東京都練馬区上石神井3-31-1　　Tel. 03-5991-4151（代）　　Fax. 03-3928-4110
E-mail　gakuin@list.waseda.jp

お問い合わせ先

http://www.waseda.jp/gakuin/
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 政経 法 文構 文 教育 商 基幹理工 創造理工 先進理工 社学 人科 スポーツ 国際教養

［総計444名］
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早稲田大学への
進学実績
2016年4月
入学者数

早稲田大学の附属校・系属校
～都の西北、早稲田の杜に～

早稲田大学には2つの附属校と5つの系属校があり、
それぞれが特色ある独自の教育や課外活動を行っています。

附 属 校

ココに注目！

5つの特色
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Waseda University Honjo Senior High School Waseda Jitsugyo Gakko

早稲田大学本庄高等学院 早稲田実業学校

緑豊かなキャンパスで自然と語らい仲間と語らう 早稲田スピリットを育む12年間の一貫教育
　1982年の早稲田大学建学100周年を機に、都
の西北80km埼玉県本庄市の大久保山に早稲田大
学の附属校として創立され、日本全国、海外から多
様な価値観を持った生徒が集まり、ともに学んでい
ます。大学建学125周年、本学院の創立25周年よ
り男女共学となり、2012年4月に新しい学舎に移転
し、早苗寮（生徒寮）が新設されました。また2015
年には、428座席のホール、図書室、音楽教室を備
えた稲稜ホール棟が竣工しました。
　広大なキャンパスと恵まれた自然環境を背景に、
次の4つを教育方針に掲げ、自由と創造に満ちた教
育を行っています。①断片的な知識の集積ではない、
総合的な理解力、個性的な判断力を涵養する。②地
域とのさまざまなレベルでの交流を通じて、人間・社

会・自然に対するみずみずしい感性を育成する。③知
識と実行力（気力と体力）との融合を期する。④「自
ら学び、自ら問う」ことを学習姿勢の基本とする。
　卒業後は原則として全員が早稲田大学に進学しま
す。高大一貫教育の特色を活かし、大学教員やOB/
OGを講師とする課外講義やセミナーに参加するこ
とで、最先端の学問研究や職業世界の醍醐味に触れ
ることができます。高校生活を有意義に過ごし、借り
ものではない「ほんもの」を身につけてください。

  1901年に大隈重信侯により創立された早稲田実
業学校は、「智・徳・体」の三者の調和がとれた生徒を
育てることを基本的な教育理念とし、「豊かな個性と
高い学力をもち、苦難に打ち勝つたくましい精神力
を兼ね備えた人物」の育成を目指しています。
　その目的を果たすために、創立当初から、校是と
して「去華就実」を、校訓として「三敬主義」を掲げ
てきました。質実剛健の校風のもと、他を敬し、己を
敬し、事物（人間環境）を大切にする気持ちをもち将
来、社会に多くの貢献をなしうる人格の育成を教育
方針としています。また、教育現場では、知的好奇心
と創造性を育成する授業はもとより、課外活動も充
実させ、文武両道の実践を図っています。
　さらに、早稲田大学の系属校として「進取の精神」

など大学の教旨、建学の精神を併せて尊重する教育
を行っています。卒業生の多くは早稲田大学へと進
学します。つまり、本校で学んだ生徒は、早稲田大学
の学生たちの中核となる使命も担っており、ここで
伝統的な“早稲田スピリット”が培われています。そ
して、社会に出た後もさまざまなステージで卒業生
は活躍しています。

〉〉〉 「自ら学び　自ら問う」探求型学習の集大成としての卒業論文
〉〉〉 基礎学力強化から学部・学科の専門への導入まで、幅広い選択科目群
〉〉〉 台湾、韓国、中国への修学旅行、海外の学校との多彩な国際交流
〉〉〉 スーパーグローバルハイスクール（SGH）指定校（2015年度～）
〉〉〉 本庄キャンパス内に位置する各種研究室との高大・高院連携

〉〉〉 早稲田大学の“建学の精神”が息づく校是と校訓
〉〉〉 初等教育から中高、大学へつながる12年間の一貫教育
〉〉〉 「知力・体力・感性」を育む、広大で理想的なキャンパス
〉〉〉 「総合的な学習の時間」としての特色ある「校外教室」
〉〉〉 中央アルプスを望むロケーションに立地する駒ヶ根校舎

〒367-0032 埼玉県本庄市栗崎239-3　　Tel. 0495-21-2400　　Fax. 0495-24-4065
E-mail　honjosh@list.waseda.jp

〒185-8505 東京都国分寺市本町1-2-1
E-mail　webmaster@wasedajg.ed.jp

Tel.042-300-2121（代）
Fax. 042-300-1123

Tel.042-300-2171（代）
Fax. 042-300-2175

お問い合わせ先 お問い合わせ先 中・高等部 初等部

http://waseda-honjo.jp/ http://www.wasedajg.ed.jp/
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附 属 校 系 属 校

ココに注目！

5つの特色
ココに注目！

5つの特色

校舎 早苗寮（生徒寮）
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Waseda Junior & Senior High School Waseda Shibuya Senior High School in Singapore

早稲田中学校・高等学校 早稲田渋谷シンガポール校

早稲田の地で「誠」をはぐくむ６年間 シンガポールで世界を知る、地球市民への目覚め
　1895年、大隈重信の教育理念に基づき、坪内逍
遙らによって現在の早稲田の地に創立されました。
　本校の教育目標は、常に「誠」を基本とする人格の
養成に努め、個性を伸長して、国家社会に貢献し得
る有為の人材を育成することにあります。
　なかでも言行一致という意味での「誠」の精神は
坪内逍遙により校訓として掲げられ、以来本校の人
間教育の根本精神となってきました。その精神をも
とに中学・高校６カ年の一貫教育を通じて、生徒の
心と体の成長と自らの志を遂げ得る学力の向上を目
指しています。
　したがって、生徒が志望するいかなる大学・学部
へも進学でき、大学入学後に必要となる学力が身に
つくようにカリキュラムを設定しています。また、推

薦入学制度により、多数の生徒が早稲田大学の各学
部へ進学します。
　大隈重信が多情多感な少年時代にいろいろな経
験を積むことの重要性を説いているとおり、日常の
学習はもとより、自主的なクラブ活動、全校をあげて
の体育大会や興風祭（文化祭）、林間学校・スキー学
校・関西研修やオペラ
鑑賞・歌舞伎鑑賞をは
じめとする校外授業
など、人間として必要
な教養を高め、感性を
磨くための、さまざま
な学校行事にも力を
入れています。

　社会経済のグローバル化に伴い、国外で生活す
る日本人の数が増加の一途をたどるなか、在外子女
の高等学校段階での教育が海外勤務者にとって大
きな問題となっています。本校はそうした在外邦人
の強いニーズに応えるべく設置されました。
　時代は大きく国際化へ向けて動き、その本流はア
ジアへと連なっています。本校の存在は、世界とよ
り密接な関係の中で生きなければならないわが国に
とって、海外との国際交流、異文化理解を実践する
うえで、少なからぬ意義を有しているものと確信し
ています。
　本校は、「人種のるつぼ」といわれるシンガポー
ルにあります。生徒たちはグローバル社会の現実を
強く実感しながら、勉学に励むことができます。この

恵まれた環境を最大限に生かし、異文化交流を図り、
語学力や国際交渉力に磨きをかけ、地球市民として
の素地を身につけていくことができます。アジアの
ハブであるシンガポールの地から、地球が抱える諸
問題の解決に果敢に挑戦する意欲と能力を持った
人間を輩出することにより、今後も「地域への貢献」
と「地球市民の育成」を目指してまいります。

〉〉〉 「誠」の精神を基本においた中学・高校６カ年の一貫教育
〉〉〉  将来を見据えた学習カリキュラムと生徒の志望を尊重した進路指導
〉〉〉 幅広い教養・感性を養うための本物志向の学校行事
〉〉〉 推薦入学制度により約50％が早稲田大学へ進学
〉〉〉  推薦を含め約80％が現役で早慶・国公立大へ進学

〉〉〉 早稲田大学唯一の海外系属校
〉〉〉 １クラス3～４人の少人数制英会話授業（一歩校外へ出ると広がる実践の場）
〉〉〉 希望進路に応じたきめ細かな習熟度別授業
〉〉〉 早稲田大学への推薦入学枠67名（60％以上）
〉〉〉 全室個室の寮に各室インターネット接続環境を完備

〒162-8654 東京都新宿区馬場下町62　　Tel. 03-3202-7674　　Fax. 03-3202-7692 57 WEST COAST ROAD, SINGAPORE 127366 Tel.  010-800-6771-8118（日本国内から通話料無料）
E-mail　admission@waseda-shibuya.edu.sg Fax. +65-6773-2951

お問い合わせ先 お問い合わせ先

http://www.waseda-h.ed.jp/ http://www.waseda-shibuya.edu.sg/
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　2010年４月、大隈重信の生誕地である佐賀県に
男女共学校として開校しました。早稲田大学では建
学以来「人づくり」をその精神の一つに掲げてきま
した。その精神を受け継ぎ、物事を自分の頭で考え、
問題を発見し、それを解決していける「学力」「教養」
「人間としての力」をもった、アジアや世界で活躍
する国際的リーダーを育成します。
　中高一貫教育による継続的なカリキュラムを通し
て、基礎学力を徹底的に指導します。特に判断や解
釈、表現、外国語の基礎となる国語と、論理的な思考
の基礎となる数学を重点的に学びます。また、英語
教育にも重点を置き、その背景にある文化や社会を
総合的に理解できる「国際感覚」を身につけるよう
指導します。

　早稲田大学へは、最大で高校定員（240名）の50％
にあたる推薦枠を設定し、また、難関国公私立大学や
医・歯・薬系の大学への進路指導も徹底しています。
　生徒寮も「豊かな人間を育てる」教育の場として
位置づけ、共同生活のなかで自立（自律）心と社会性
を養い、高い目的意識をもった人材を育成します。
早稲田大学の伝統の精神のもとに、独自の建学の精
神を定め、地球市民の育成を実現します。

　大阪の茨木市に位置し、緑に囲まれた広大な校地
の中、校訓である「自律・責任・質実」を教育の根幹に
すえ、「地域社会・国際社会に貢献する人材」の育成
に努めています。早稲田大学の教育資産などの活用
による早摂公開講座では地域の方とともに学び、中
高大連携プログラムのハイレベルな教育実践によっ
て創造力を育みます。また、こうした取り組みを通じ
て養われる早稲田スピリッツは、スケールの大きな
人間を育成します。海外語学研修（希望者）などにも
力を入れ、語学力の向上に努めています。また、地球
環境問題にも興味をもってもらうために、太陽エネ
ルギーによる空調熱源システムを採用した「エネル
ギーゼロ」教室も設置しています。
　早大推薦入学枠（現在40名程度）をもち、早大進

学の拠点としての役割を担います。全国より生徒を
募り、東京などでも入学試験を実施。全国から集まる
生徒の、安全で快適な寮は進化を続けています。進
学指導面では偏りのないカリキュラムのもと、熱意
あふれる授業や基礎的補習・発展的補習や学習支援
センターでの手厚い指導を通じ、幅広く確かな学力
の定着を図り、難関国公立・難関私立大学に合格でき
る力を養います。

Waseda Setsuryo Junior and Senior High School Waseda Saga Junior & Senior High School

早稲田摂陵中学校・高等学校 早稲田佐賀中学校・高等学校

スケールの大きな人間を目指す教育 唐津から、世界に貢献できるリーダーを

〉〉〉 地域から国際社会まで貢献できる基礎学力の強化
〉〉〉  中高大連携プログラムによる高いレベルの教育実践
〉〉〉 学習支援センターなどの教育環境の充実
〉〉〉 早稲田大学などと連携して多様な文化・知識を学ぶ「早摂公開講座」
〉〉〉  勉強とクラブ活動の両立を可能にする整った教育環境

〉〉〉 難関国公私立大学や医・歯・薬系の大学にも対応できるカリキュラム
〉〉〉  早稲田大学への推薦入学枠定員（240名）の50％
〉〉〉  豊富な研修と豊かな自然、歴史、文化に根ざした唐津ならではの学校行事
〉〉〉 寮生活で育まれる仲間との絆
〉〉〉 勉学とともに文化・芸術・スポーツの振興

〒567-0051 大阪府茨木市宿久庄7丁目20-1　　Tel. 072-640-5570（代） Fax. 072-640-5571
E-mail　nyusi-hs@waseda-setsuryo.ed.jp

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内7-1　　Tel. 0955-58-9000　　Fax. 0955-65-8690
E-mail　info@wasedasaga.jp

お問い合わせ先 お問い合わせ先

http://www.waseda-setsuryo.ed.jp/ http://www.wasedasaga.jp/
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ココに注目！

5つの特色
ココに注目！

5つの特色

校舎 附設寮 八太郎館
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■ 早稲田摂陵高等学校
種 別 普通科A　一般 普通科A　資格点数化型 普通科A　帰国生（日本人学校） 普通科A　帰国生（現地校）
募集人員 男女105名
願書受付 ※詳しくは入試要項またはホームページを参照

試験日

1回目： 1月15日（日） 
早大・名古屋

2回目：2月10日（金） 本校
3回目：2月16日（木） 早大

1回目： 1月15日（日） 
早大・名古屋

2回目： 2月10日（金） 
本校

1回目： 1月15日（日） 
早大・名古屋

2回目： 2月10日（金） 
本校

1回目： 1月15日（日） 
早大・名古屋

2回目： 2月10日（金） 
本校

試験科目
１回目：国・数・英［理・社］
２回目：国・数・英・理・社
３回目：国・数・英

国・数・英・理・社
英検・数検認定書

国・数・英・面接
帰国生証明

数・英・作文・面接
帰国生証明

合格発表/入学手続日 ※詳しくは入試要項またはホームページを参照
検定料 20,000円

普通科A　吹奏楽 普通科B　一般 普通科B　資格点数化型
募集人員 女子35名 男女70名
願書受付 ※詳しくは入試要項またはホームページを参照

試験日 2月10日（金） 本校

1回目： 1月15日（日） 早大・名古屋
　　　　　 （３教科 or ５教科）
2回目：2月10日（金） 本校
3回目：2月16日（木） 早大

1回目： 1月15日（日） 早大・名古屋
2回目：2月10日（金） 本校

試験科目 国・数・英
実技・面接

１回目：国・数・英［理・社］
２回目：国・数・英・理・社
３回目：国・数・英

国・数・英・理・社　
英検・数検認定書

合格発表/入学手続日 ※詳しくは入試要項またはホームページを参照
検定料 20,000円

2017年度　入学試験日程・概要 高等学校

■ 早稲田大学高等学院

■ 早稲田大学本庄高等学院

種 別 一 般 自己推薦
募集人員 男子260名 男子約100名
願書受付 2017年1月25日（水）～1月30日（月） ※郵送（消印有効） 2017年1月15日（日）～1月16日（月） ※郵送（消印有効）
試験日 2月11日（土・祝） 1月22日（日）
試験科目 英語・国語・数学・小論文 面接
合格発表 2月15日（水） 1月23日（月）
入学手続日 2月17日（金） 1月24日（火）
検定料 30,000円
　 帰国生
募集人員 男子18名（一般入試募集人員260名に含む）
願書受付 2017年1月25日（水）～1月30日（月） ※郵送（消印有効）
試験日 2月11日（土・祝）
試験科目 英語・国語・数学・小論文
合格発表 2月15日（水）
入学手続日 2月17日（金）
検定料 30,000円
受験資格 ※事前に受験資格の認定が必要（申請期間11月1日～11月30日郵送必着）

種 別 一 般 自己推薦（α選抜）
募集人員 男子100名　女子70名 男子45名　女子30名
願書受付 2017年1月16日（月）～1月26日（木） ※消印有効 2016年12月22日（木）～2017年1月7日（土） ※必着

試験日 1次：2月9日（木）
2次：男子2月14日（火） 女子2月15日（水）

1次：書類選考
2次：1月22日（日）

試験科目 1次：国語（100点）・数学（100点）・英語（100点）
2次：面接

1次：書類選考
2次：面接

合格発表 1次：2月12日（日）
2次：2月16日（木）

1次：1月16日（月）
2次：1月24日（火）

入学手続日 2月17日（金） 学費：1月30日（月）　書類：2月17日（金）
検定料 30,000円 1次：10,000円　2次：20,000円
　 帰国生 帰国生自己推薦（Ⅰ選抜）
募集人員 男子15名　女子10名 男女20名
願書受付 2017年1月16日（月）～1月26日（木） ※消印有効 2016年12月22日（木）～2017年1月7日（土） ※必着

試験日 1次：2月9日（木）
2次：男子2月14日（火） 女子2月15日（水）

1次：書類選考
2次：1月22日（日）

試験科目 1次：国語（100点）・数学（100点）・英語（100点）
2次：面接

1次：書類選考
2次：基礎学力試験（数学・国語）、面接

合格発表 1次：2月12日（日）
2次：2月16日（木）

1次：1月16日（月）
2次：1月24日（火）

入学手続日 2月17日（金） 学費：1月30日（月）　書類：2月17日（金）
検定料 30,000円 1次：10,000円　2次：20,000円
受験資格 ※事前に受験資格の認定が必要（申請期間 9月1日～12月16日必着）

■ 早稲田実業学校（高等部）
種 別 一 般 推 薦
募集人員 男女120名（男子80名 女子40名） 男女60名（スポーツ・文化分野50名、指定校10名）
願書受付 2017年1月25日（水）～1月27日（金） ※郵送必着 2017年1月15日（日）～1月16日（月） ※郵送必着
試験日 2月10日（金） 1月22日（日）
試験科目 英語（100点）・国語（100点）・数学（100点） ※面接試験なし 課題作文　本人のみ面接
合格発表 2月11日（土・祝） 15：00　本校内掲示場に発表 1月24日（火） 10：00　本校内掲示場に発表
入学手続日 第1次：2月13日（月） 1月25日（水）
検定料 28,000円
　 帰国生
募集人員 男女10名以内
願書受付 2017年1月25日（水）～1月27日（金） ※郵送必着
試験日 2月10日（金）
試験科目 英語（100点）・国語（100点）・数学（100点） ※面接試験なし
合格発表 2月11日（土・祝） 15：00　本校内掲示場に発表
入学手続日 第1次：2月13日（月）
検定料 28,000円

受験資格
海外滞在期間が継続して1年9カ月以上3年未満 ………………………………………………… 帰国日が2016年1月1日以降
海外滞在期間が継続して3年以上 ………………………………………………………………… 帰国日が2015年1月1日以降

■ 早稲田渋谷シンガポール校
種 別 一 般
募集人員 男女100名
願書受付 第1回：2016年11月1日（火）～11月10日（木） ※書類必着　第2回：2017年1月16日（月）～1月26日（木） ※書類必着
試験日 第1回：12月3日（土）　第2回：2月4日（土）
試験科目 国語（100点）・数学（100点）・英語（100点）・本人のみ面接
合格発表 第1回：12月8日（木）　第2回：2月9日（木）
入学手続日 第1回：12月9日（金）～12月20日（火） ※書類必着　第2回：2月10日（金）～2月24日（金） ※書類必着
検定料 S$460

■ 早稲田佐賀高等学校
種 別 一 般 推 薦
募集人員 男女120名 男女若干名（学力系、体育系・芸術系、帰国生）
願書受付 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。

試験日 1回目：1月14日（土） 本校･福岡･北九州･熊本･沖縄･名古屋･首都圏
2回目：2月18日（土） 本校･早大本部 12月18日（日） 本校

試験科目

1回目： 本校･その他/５教科（国･数･英･社･理）
首都圏/５教科（国･数･英･社･理）または
３教科（国･数･英）を選択

2回目：３教科（国･数･英･面接）

国語・数学・英語、面接、実技（野球のみ）

合格発表 1回目：1月17日（火）　2回目：2月20日（月） 12月21日（水）
入学手続日 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。
検定料 22,000円
　 帰国生
募集人員 男女若干名
願書受付 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。
試験日 1月14日（土） 本校・首都圏
試験科目 国語・数学・英語・面接
合格発表 1月17日（火）
入学手続日 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。
検定料 22,000円

受験資格

①海外滞在期間が継続して1年8カ月以上3年未満 ……………………………………………… 帰国日が2016年1月1日以降
　海外滞在期間が継続して3年以上 ……………………………………………………………… 帰国日が2015年1月1日以降
②海外勤務者を保護者とし、日本国籍を有すること
③緊急連絡に対応できる保護者等が日本国内に居住すること　など

※日程・概要は予定です。入試要項またはホームページでご確認ください。

（３教科
 or ５教科）
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2017年度　入学試験日程・概要 学校所在地中学校

■ 早稲田大学高等学院中学部
種 別 一 般
募集人員 男子120名
願書受付 2017年1月20日（金）～1月21日（土） ※郵送（消印有効）
試験日 2月1日（水）
試験科目 国語（100点）・算数（100点）・社会（80点）・理科（80点）・面接（15分程度）
合格発表 2月3日（金）　本校内掲示場に発表
入学手続日 2月4日（土）
検定料 30,000円

■ 早稲田実業学校（中等部）
種 別 一 般 帰国生
募集人員 男女125名（男子85名　女子40名） 男女3名以内
願書受付 2017年1月20日（金）～1月23日（月） ※郵送必着
試験日 2月1日（水）
試験科目 国語（100点）・算数（100点）・社会（50点）・理科（50点） ※面接試験なし
合格発表 2月2日（木） 15：00　本校内掲示場に発表
入学手続日 2月3日（金）
検定料 28,000円

■ 早稲田中学校
種 別 一 般 帰国生

募集人員 第1回：2月1日（水） 男子200名
第2回：2月3日（金） 男子100名 男子若干名

願書受付 2017年1月20日（金）～1月23日（月） ※締切日消印有効 2017年1月13日（金） ※締切日消印有効
試験日 第1回：2月1日（水）　第2回：2月3日（金）
試験科目 国語（60点）・算数（60点）・社会（40点）・理科（40点） ※面接試験なし
合格発表 第1回：2月2日（木） 10：00　本校内掲示場に発表　第2回：2月4日（土） 10：00　本校内掲示場に発表
入学手続日 第1回・第2回共通　第1次：2月6日（月） 9：00～15：00　第2次：2月中旬予定
検定料 1回につき25,000円

■ 早稲田摂陵中学校
種 別 一 般 活動実績 帰国生 適性検査型
募集人員 男女105名
願書受付 ※詳しくは入試要項またはホームページを参照

試験日

本校： ①1月14日（土）午前　②1月14日（土）午後 
③1月15日（日）午前　④1月21日（土）午前

早大： ①1月9日（月・祝）　  ②1月14日（土） 
③2月4日（土）午後　④2月12日（日）午前

名古屋： ①1月9日（月・祝）　②1月14日（土） 

本校： 1月14日（土）午前
1月15日（日）午前
1月21日（土）午前
（実績証明）

本校： 1月14日（土）午前
1月15日（日）午前

早大・名古屋： 1月14日（土）
（帰国生証明）

早大： 1月14日（土）

試験科目

本校①：国、算、理または国、算、社
本校②～④：国、算
早大・名古屋①～②：国、算、社、理
早大③：国、算
早大④：国、算、面接

基礎学力テスト、面接 基礎学力テスト、面接 適性検査

合格発表/入学手続日 ※詳しくは入試要項またはホームページを参照
検定料 20,000円

■ 早稲田佐賀中学校
種 別 一 般 帰国生
募集人員 男女120名 男女若干名
願書受付 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。
試験日 第1回：1月8日（日） 本校･福岡･北九州･熊本･沖縄･首都圏　第2回：2月5日（日） ※一般のみ  本校･早大本部

試験科目 第1回：国語（100点）･算数（100点）･社会（50点）･理科（50点）
第2回：国語（100点）･算数（100点）･面接 国語（100点）・算数（100点）・面接

合格発表 第1回：1月11日（水）　第2回：2月6日（月） 
入学手続日 ※詳しくは、2016年秋に発行する入試要項でご確認下さい。
検定料 22,000円

受験資格 　

①海外滞在期間が継続して1年8カ月以上3年未満
　………………………………帰国日が2016年1月1日以降
　海外滞在期間が継続して3年以上
　………………………………帰国日が2015年1月1日以降
②海外勤務者を保護者とし、日本国籍を有すること
③ 緊急連絡に対応できる保護者等が日本国内に居住すること

　など

※日程・概要は予定です。入試要項またはホームページでご確認ください。
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■ 体育系 ■ 説明会

■ 説明会

■ 説明会

■ 説明会

■ 説明会

■ 説明会

■ 体育系

■ 体育系

■ 体育系

■ 体育系

■ 体育系

■ 体育系

■ 文化系

■ 文化系

■ 文化系

■ 文化系

■ 文化系

■ 文化系

■ 文化系

■ 同好会

■ 同好会

■ 同好会

■ 同好会

■ 同好会

［中学］  サッカー、バレーボール、バスケットボール、野球、剣道
［高校］  ボート、ラグビー、サッカー、バレーボール、バスケットボー

ル、軟式庭球、硬式庭球、軟式野球、硬式野球、グランド
ホッケー、水泳、競走、卓球、柔道、剣道、弓道、ハンドボー
ル、ヨット、米式蹴球、ワンダーフォーゲル、空手、フェンシン
グ、ゴルフ、スキー、バドミントン、洋弓、吹奏楽

［中高共通］  弓道、剣道、柔道、ワンダーフォーゲル、スキー、陸上
競技、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、バドミントン、
サッカー、バスケットボール、バレーボール、硬式野
球、軟式野球、フェンシング、水泳、サイクリング

［中高共通］  剣道、軟式野球（中学のみ）、サッカー、バスケット
ボール、バレーボール、卓球、陸上競技

［高校のみ］  ラグビー、硬式野球、テニス、チアダンス、水泳、バド
ミントン

［中高共通］  剣道、軟式野球（中学のみ）、硬式テニス、サッカー、
バスケットボール、卓球、競走、応援、弓道、ボート

［高校のみ］  硬式野球

［中高共通］  弓道、剣道、硬式テニス、ゴルフ、サッカー、山岳、軟
式野球、少林寺拳法、柔道、水泳、スキー、ソフト
ボール、卓球、軟式テニス、ハンドボール、バスケット
ボール、バドミントン、バレーボール、米式蹴球、ラグ
ビー、陸上競技

［高校のみ］  アイススケート、硬式野球、ボート

［高校］  陸上競技、サッカー、ラグビー、硬式テニス、ソフトテニス、
硬式野球、バレーボール、バスケットボール、剣道、体操競
技、卓球、バドミントン、スキー、ワンダーフォーゲル、応援、
自転車

［高校］  剣道、陸上、テニス、卓球、サッカー、バスケットボール、バレー
ボール、ソフトボール、アルティメット・フリスビー、ダンス、水泳

［中学］  語学、理科、グリー、吹奏楽、鉄道研究、コンピュータ研究
［高校］  語学（英語・仏語）、理科（生物・物理・化学・地学）、美術、

グリー、写真、演劇、映画研究、雄弁、鉄道研究、ラス・ギタ
ルラス、将棋、囲碁、フォークソング、室内合奏、漫画研
究、コンピュータ研究

［中高共通］  軽音楽、吹奏楽、化学研究、物理研究、地学、歴史
研究、鉄道研究、囲碁、将棋、クイズ研究、模型、
PCプログラミング、弦楽、生物園芸

［中高共通］  吹奏楽、生物研究、囲碁将棋、文芸、写真、芸術研究

［中高共通］  吹奏楽、放送、演劇、文芸、新聞、サイエンス、ESS、
美術、書道、茶華道、写真

［中高共通］  英語、演劇、音楽、科学、考古学、写真、珠算、商業
経済、書道、吹奏楽、美術、文芸

［高校］  文芸、天文、スーパーサイエンスクラブ、美術、グリー、ブラ
スバンド、ESS、写真、囲碁・将棋、軽音楽、EMANON、
ピアノ、地歴、数学研究会、昔 男ありけり会（古典研
究）、化学、クイズ、演劇、映画、書道、政治経済、落語、
茶道、ディベート

［高校］  軽音楽、吹奏楽、自然研究、茶道、クッキング、競技カルタ

［高校］  釣り、文芸、ジャグリング、ロシア語、歴史探究

［高校］  美術

［中高共通］  釣り研究、美術、マジック、折紙、アイスホッケー、数
学研究、英会話、文芸

［中学のみ］  家庭科

［中高共通］  空手道、女子軟式野球、馬術、映画研究、茶道、将
棋囲碁、鉄道研究、漫画研究、軽音楽

◇小学生対象
10月 2日（日） 10：00～ 本校講堂11月20日（日）
◇中学生対象
10月 1日（土）

14：00～ 本校講堂10月 2日（日）
11月20日（日）
★予約不要／上履き不要

◇小学生対象
  9月10日（土） 14：45～ 本校
10月 2日（日） 10：00～ 早稲田大学
10月22日（土） 14：45～ 本校
11月12日（土） 14：45～ 本校
11月27日（日） 10：00～ 早稲田大学
◇中学生対象
  9月10日（土） 14：45～ 本校
10月 2日（日） 10：00～ 早稲田大学
11月27日（日） 10：00～ 早稲田大学
12月10日（土） 14：45～ 本校
◇小中学生対象 入試個別相談会
12月11日（日） 10：00～ 早稲田大学
★要予約
◇中学オープンスクール　7月 2日（土）／11月5日（土）
◇高校オープンスクール　8月27日（土）／11月5日（土）

◇小学生対象
  6月18日（土） 10：00～ 本校（中学オープンスクール）
  7月24日（日） 10：00～ 福岡
  9月19日（月・祝） 10：00～ 早稲田大学
10月15日（土） 13：30～ 本校
10月16日（日） 10：00～ 本校
11月13日（日） 10：00～ 早稲田大学

◇中学生対象
  7月24日（日） 10：00～ 福岡
  8月27日（土） 10：00～ 本校（高校オープンスクール）
  9月19日（月・祝） 13：30～ 早稲田大学
10月15日（土） 10：00～ 本校
10月16日（日） 13：30～ 本校
11月13日（日） 13：30～ 早稲田大学

★要予約（ホームページより申込）。
★6月～7月に全国各地で開催。詳しくはホームページを参照。

◇中学生対象
  9月  3日（土） 15：00～ シンガポール本校
10月  9日（日） 13：00～14：30 早稲田大学（国際会議場3階）
★予約不要／上履き不要

◇小学生対象
10月22日（土） 9：30～ 本校第1体育館10月23日（日）
◇中学生対象
【一般】
10月22日（土） 14：00～ 本校第1体育館10月23日（日）
【推薦】
10月15日（土） 14：00～ 本校小室哲哉記念ホール
★予約不要／上履き不要
◇オープンスクール　7月9日（土）10:00～
※詳細はホームページをご覧ください。

◇中学生対象
  7月 9日（土）

13：40～／15：20～ 本校校舎  9月24日（土）
11月  5日（土）
★ 要予約：約1カ月前よりホームページで受付開始（電話も可）
／上履き不要

◇中学校
体育祭（非公開）／学習発表会（非公開）
◇高等学校
体育祭（非公開）
文化祭（学院祭） 10月 8日（土）／9日（日） 10：00～16：00
学芸発表会 11月12日（土） 9：00～13：00（予定）

文化祭（稲稜祭） 10月22日（土）／23日（日） 

文化祭（いなほ祭） 10月1日（土）／2日（日） 10：00～

体育祭 高等部　9月27日（火） 9：00～
中等部　9月28日（水） 9：00～

体育祭 中学　6月14日（火） ／高校　6月21日（火）
文化祭（早摂祭） 9月25日（日）

各学校の説明会・学校行事各学校のクラブ活動

早稲田大学高等学院・中学部 早稲田大学高等学院・中学部

■ 説明会
◇小学生対象
  9月10日（土） 12：00～／15：00～ 早稲田大学

大隈講堂  9月11日（日） 10：00～／13：00～
★予約不要／上履き不要

早稲田中学校・高等学校

早稲田摂陵中学校・高等学校

早稲田佐賀中学校・高等学校

早稲田渋谷シンガポール校

早稲田中学校・高等学校

早稲田摂陵中学校・高等学校

早稲田佐賀中学校・高等学校

早稲田実業学校

早稲田大学本庄高等学院

早稲田渋谷シンガポール校

■ 行事

■ 行事

■ 行事

■ 行事

文化祭（非公開）／体育祭（非公開）

■ 行事

早稲田大学本庄高等学院

早稲田実業学校

文化祭（興風祭） 10月1日（土）／2日（日） 
※詳細は9月頃に本校ホームページに掲載します。

文化祭（星蘭祭） 9月18日（日）9：30～16：30

■ 行事

■ 行事

※予定です。ホームページでご確認ください。
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