
早稲田大学ビジネススクール
(早稲田大学大学院経営管理研究科)

2018 年 4 月入学試験要項
【全日制グローバルプログラム ＡＯ入試】

目次

1. 早稲田大学大学院経営管理研究科の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2. 早稲田大学院経営管理研究科の３つのポリシー・・・・・・・・・・・・・・ 2

3. プログラム紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4. 全日制グローバルプログラム設置ゼミ紹介・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

5. 受験要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

 入学試験の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

 募集人数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

 出願資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

 選考日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

 選考方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

 出願手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

 出願書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

 合格者発表・入学手続締切日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

6. 入学手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

7. 入学金・学費・諸会費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

8. 学位・修了要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

9. 奨学金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

10. 留学ビザについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

11. 各種試験問合せ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

12. 特定国からの志願者に対する検定料免除措置制度・・・・・・・・・・・・・ 20

コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法・・・・・・・・・・・・・・ 21

クレジットカード・銀聯カード・アリペイでの検定料支払方法・・・・・・・ 22

出願書類作成の流れ

＜早稲田大学ビジネススクール オンライン出願システム＞

① 以下 URL にアクセスし、画面の要領に従って必要事項を入力

https://application.wasedamba.jp

② PDF フォームを出力し、手書きで作成する書類等と併せて送付（郵送）・出願

出願書類の作成要領については、本要項の 5ページ以降（5.受験要領）をご確認ください。

<重要>全日制グローバルプログラムのＡＯ入試（４月入学）について、2018 年度入試（2017

年度に実施される入試）を最後とし、2019 年度入試より募集を停止します。
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1．早稲田大学大学院経営管理研究科の概要

早稲田大学大学院経営管理研究科（専門職学位課程・通称：早稲田大学ビジネススクール）は、早稲田大学

が建学の精神としてその教旨に掲げてきた「学問の独立、学問の活用、模範国民の造就」に則り、学問と実務

の融合を目指し、経営管理の専門家として必要な高い倫理観を備え、経営に関する高度な専門知識およびビジ

ネスにおける幅広い応用能力を有する人材の育成を教育上の理念とする。また、（1）ビジネスおよびファイナ

ンスに関する高度な専門・実務教育、（2）関連諸領域の高度な知識の修得、（3）ビジネスおよびファイナンス

のプロフェッショナルのリカレント教育、（4）グローバルなビジネス環境への対応、を教育上の目的とする。

ビジネスとファイナンスに関する高度な専門・実践教育を行うことから、専攻の名称は、「経営管理専攻／

Major in Business Administration」とする。また、ビジネス系科目の修得を中心とする「MBA プログラム」

とファイナンス系科目の修得を中心とする「MSc in Finance プログラム」を設置する。MBA プログラムの学位

名称は、経営の全分野に通じる者に与える学位として広く普及している「経営管理修士（専門職）／ Master of

Business Administration」とし、MSc in Finance プログラムの学位名称は、数量分析を必要とする性質およ

び主にファイナンスの知識を修得する趣旨から、主にヨーロッパやアジア圏で広く普及している「ファイナン

ス修士（専門職）（Master of Science in Finance）」とする。

当研究科では、国内外から入学する学生の様々なバックグランドおよび多様なニーズに対応するため、授業

時間帯や履修年限、入学時期、履修科目、履修言語等が異なる合計 8 つのプログラムを設置する。

全日制グローバルは、グローバルマインドを備えたビジネスリーダーを養成する 2 年間のフルタイムのプロ

グラムである。履修言語を①4 月入学は日本語、②9 月入学は英語とする。③ 1 年制総合と④夜間主総合は、

ジェネラルマネジメント＋α の能力を幅広く修得する日本語のプログラムである。1 年制総合は、主に昼間に

集中的に学習・研究を行う総合プログラムのインテンシブ版である。夜間主総合では、働きながら、2 年間で

幅広く知識や理論を修得する。夜間主プロフェッショナルでは、働きながら、広いマネジメントの知識に加え

て、特定分野の高度な専門知識を修得した「専門性の高い MBA」を目指す。夜間主プロフェッショナルには、

⑤マネジメント専修と⑥ファイナンス専修を設置する。⑦ MSc in Finance は、企業活動等において必要とな

るファイナンスの知識・技能を備えた人材を養成する英語による 2 年間のフルタイムのプログラムである。⑧

早稲田－ナンヤン・ダブル MBA は、国際的なビジネスパーソンのマネジメント能力のブラッシュアップを目指

すプログラムである。

プログラム 入学時期 履修言語 学位

①
全日制グローバル

4月 日本語

経営管理修士（専門職）

Master of Business Administration

② 9 月 英語

③ 1 年制総合 4月 日本語

④ 夜間主総合 4月 日本語

⑤ 夜間主プロフェッショナル・マネジメント専修 4月 日本語

⑥ 夜間主プロフェッショナル・ファイナンス専修 4月 日本語

⑦ MSc in Finance 9 月 英語
ファイナンス修士（専門職）

Master of Science in Finance

⑧ 早稲田－ナンヤン ダブル MBA 7 月 英語

Master of Business

Administration, Waseda University

Master of Business Administration, Nanyang

Technological University
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２．早稲田大学大学院経営管理研究科の３つのポリシー

(1) ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）
早稲田大学は、当学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生活環境の

もとに、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材を育成すること

を使命とする。

大学院経営管理研究科の使命は、高度な理論と先端的な実践の融合により、ビジネスおよびファイナンスの

高い専門的能力を活用して広く国際社会に貢献できるビジネスリーダーを育てることである。

大学院経営管理研究科は、最先端の研究成果を反映したビジネス教育プログラムを適切な基準に基づき履修し、

ビジネスリーダーとしての高い実践的な専門知識と高い判断力を修得した者に対して、「経営管理修士（専門

職）：Master of Business Administration」を、国際社会に通用する高度なファイナンス知識と理論を修得し

た者に「ファイナンス修士（専門職）：Master of Science in Finance」の学位を授与する。

(2) カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）
大学院経営管理研究科の目標は、ビジネス社会において専門的能力と的確な判断力を備え、世界的視野で活躍

できる高度専門職業人を育成することである。

大学院経営管理研究科には、多様なバックグラウンドをもった者が入学してくると想定している。ビジネスに

関する基礎的な知識をすでに有している者は、基礎的な知識を再認識することと入学まで関係の少なかった学問

領域の基礎を履修することで、専門的な新しい概念や理念をより深く理解することができる。一方、学部までの

教育課程においてビジネス及びファイナンスに関する基礎知識を学んだことのない者は、入学後基礎的な知識を

修得することが、専門的な選択科目の履修や論文の作成のために必要である。

そうした多様な入学者に対応するべく、段階的な学習を明示することとし、講義科目としては、必修コア科目、

選択必修コア科目及び選択科目を設置する。

また、優れた問題解決能力及び専門性を育成することを目的に、専門研究（専門職学位論文またはプロジェク

ト研究論文）を必修として設置する。

その他、関連する選択科目群の履修によって、国際的視野、職業倫理を涵養し、理論と実証、およびその実務

への応用を体系的に修得できるバランスのとれた教育体系を提供する。

(3) アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
早稲田大学は、「学問の独立」の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇心が旺盛で、当

学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から多数迎え入れる。

大学院経営管理研究科入学者は当研究科を修了した後、将来のビジネスリーダー・経営幹部およびマネジメン

ト・ファイナンス分野のプロフェッショナルとして、修得した高度な専門知識・能力・倫理観を通じて国際社会

に広く貢献することを期待する。

どのようなバックグラウンドを有する人であれ、当研究科のカリキュラム・ポリシーに賛同し、自己の将来に

向けたビジョンを明確に描き、その実現に向けて意欲と情熱をもって継続的な努力を惜しまない人を受け入れる。

昼間主の全日制グローバル、MSc in Finance の２つのプログラムは実務経験を必須の条件とはしない（全日制

グローバルにおいては 3 年以上の実務経験を有することが望ましい）が、1 年制総合、夜間主総合、夜間主プロ

フェッショナルの３つのプログラムは 3年以上、早稲田-ナンヤンダブル MBA プログラムは 2 年以上の実務経験が

必要である。これは、自らの実務経験をバックグラウンドとして、これに高度な理論と先端的な研究成果を授け

ることにより専門職業人となることが期待されているためである。
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３．プログラム紹介

早稲田大学ビジネススクールでは、グローバルな環境下での将来のビジネスリーダー・経営幹部および各マネジ

メント分野の専門を究めたプロフェッショナルを育成することを教育目標として、次のプログラムを提供します。

全日制グローバル、１年制総合、夜間主総合、夜間主プロフェッショナルおよび早稲田－ナンヤンダブルMBA の各

プログラムの修了者には経営管理修士（専門職）が、MSc in Finance プログラム修了者にはファイナンス修士（専

門職）が授与されます。

全日制グローバル（4月入学/9月入学）

フルタイムで２年間学び、グローバルマインドを備えたビジネスリーダーとなることを目指すプログラムです。

日本語科目と英語科目の両方をバランスよく提供します。日本語生（主に日本語で学ぶ学生）は４月入学、英語生

（主に英語で学ぶ学生）は９月入学となります。日英科目（日本語生と英語生が一緒に学ぶ授業）やシンガポール

で開講される集中授業なども提供します。入学後に配属されるゼミおよび２年次の研究指導を通じて、専門職学位

論文を作成します。「言語科目」として他言語コア科目（日本語生は英語、英語生は日本語）や語学学習科目を履

修することを推奨します。

本入試要項により出願を受け付けるのは、全日制グローバルプログラムの４月入学（日本語履修）です。全日制

グローバルの9月入学（英語履修）および以下のプログラムは別の入試要項がありますので、詳細はWebサイトにて

確認してください。

[URL] https://www.waseda.jp/fcom/wbs/

１年制総合（全日制）

総合プログラムのインテンシブ版として位置づけられる、1 年間の集中プログラムです。MBA の必修コア科目（７科目）と、選択必修コア科

目（３科目以上）を中心に、1 年間フルタイムで集中的に学習します。日本語での科目履修に加え、グローバルプログラムに設置されている英

語科目を履修することも可能です。入学後に配属されるゼミでは今後のビジネスで活きる＋αの得意領域を修得し、その成果をプロジェクト研

究論文としてまとめます。ほとんどの授業を同じ仲間とともに履修しますので、より濃密なLearning Communityの形成が可能なプログラムです。

夜間主総合

マネジメントの総合能力に加え、自身の「強み」となる得意領域を手に入れることができる２年間のプログラムです。

１年次は必修コア科目（７科目）と選択必修コア科目（３科目）を中心とした履修を通して、幅広い分野の知識を深め、２年次からのゼミ履

修および研究指導を通じて、＋αの得意領域となるべき分野に関するプロジェクト研究論文を作成します。より多くの科目を履修することを目

指す人に最適なプログラムです。一部英語による授業も設置されています。

夜間主プロフェッショナル（マネジメント専修・ファイナンス専修）

スペシャリティを武器に経営幹部となることを目指す人、および財務・金融のスペシャリストを目指す人に向けた2 年間のプログラムです。

授業は平日夜間および土曜日に開講されます（平日18：50 ～ 22：00、土曜日9：00～ 19：45）。究めたい専門領域が出願時にはっきりしてい

る志願者向けのプログラムで、専門領域別のモジュール制で運用されます。マネジメント専修の学生は、出願時に選択したモジュールによって

決定しているゼミおよび２年次の研究指導を通じて、専門職学位論文を作成します。ファイナンス専修には、複数教員が共同で指導するファイ

ナンスモジュールが設置され、1.5 年間にわたる演習と２年次からの研究指導を通じてプロジェクト研究論文を作成します。

MSc in Finance（全日制）

ファイナンス理論をコアとして、企業活動等において必要となる知識、技能を備えたグローバルに活躍する人材を育成するプログラムです。

本プログラムでは修了に必要なすべての授業・演習（ゼミ）を英語で行います。ファイナンスに関する基礎的な知識から高度な専門知識、先端

的な理論までを体系的に修得できるカリキュラムを編成しています。

早稲田ーナンヤン ダブルMBA

アジアのビジネス拠点であるシンガポールと東京で学び、国際派ビジネスパーソンとしての能力アップを狙う14 か月間のプログラムです。

コア科目は主にナンヤン理工大学、選択科目は主に当研究科が提供します。ゼミは3 学期目の5 か月の東京滞在期間に行い、Japan Industry

Studies（JIS）Paper を作成します。

注 1）  MSc in Finance プログラムおよび早稲田−ナンヤン ダブル MBA プログラムへの出願方法等詳細は 

Web サイト(https://www.waseda.jp/fcom/wbs/about/overview）にてご確認ください。
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４．全日制グローバルプログラム設置ゼミ紹介

全日制グローバルでは、入学後にゼミを選択し、演習や研究指導(論文指導)を通じて、優れた問題解決能力を錬

成します。教員の指導のもと、学生は能動的に研究の遂行に必要な知識や方法論を修得し、自ら課した課題に関す

る専門職学位論文を執筆します。学生はこの活動を通じて、現実問題に対する鋭い関心を研ぎ澄まし、かつ合理的

な問題解決能力を向上させることが求められます。

2018 年度に開講予定のゼミは下表の通りです。

ゼミ名称 担当教員

事業戦略と総合経営 相葉 宏二

経営戦略と産業進化 淺羽 茂

Risk Management 張 明恩

アントレプレヌールシップと起業家的リーダーシップ 東出 浩教

組織と情報 平野 雅章

Global Strategy and Organization 謝 凱宇

フロンティアの経営学 入山 章栄

市場と組織のインセンティブ設計 伊藤 秀史

経営戦略とオペレーション戦略 菅野 寛

マーケティングと新市場創造 川上 智子

マーケティング・マネジメント 木村 達也

イノベーションとアントレプレナーシップ 牧 兼充

マネジリアル・エコノミクス 眞野 芳樹

マーケティング戦略 永井 猛

デザイン＆ブランド・イノベーション 長沢 伸也

企業価値 西山 茂

技術経営 長内 厚

金融法務事情 柴崎 暁

日本企業の戦略と管理会計 清水 信匡

組織行動 竹内 規彦

会計制度の経済分析 薄井 彰

※ゼミ開講予定は一部変更になる場合があります。
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５．受験要領

■入学試験の種類

全日制グローバルプログラム（4月入学）の入学試験には、AO 入試、一般入試、企業派遣入試、事業承継者入

試の 4 種類があります。

【AO入試】

AO 入試は、GMAT または GRE スコアを保有する志願者を対象とした入試方式です。GMAT/GRE スコアに加えて、

学歴・学業成績・実務経験・社会活動・エッセイ・推薦状・語学能力等を総合的に判断して合否判定を行います。

対象者（出願条件） ：GMAT または GRE の有効なスコアを保有する者。

選考方式 ：書類審査 ※別途、電話面接を実施する場合があります。

【一般入試】

日本語を主な履修言語とする方を対象とした入試方式です。出願時に志望プログラムを１つ選択し、プログラ

ム別に選考を行います。一般入試は秋募集と冬募集の 2 回実施します。

選考方式 ：【第一次選考】書類審査、筆記試験（小論文）

【第二次選考】面接

【企業派遣入試】

企業からの派遣により出願する場合に適用される入試方式です。出願書類として提出していただく「推薦書（企

業派遣承諾書）」を加味して選考を行います。企業派遣入試は秋募集と冬募集の 2回実施します。

対象者（出願条件） ：証券取引所上場企業およびそれに準じる企業、公的機関（※）が出願者の在学期間

中の学費を全額負担することが出願の時点において確定している者。（一部負担は対

象外となります。）

※本入試制度に該当するかどうかについては、必ず事前に当研究科

（wbs-admissions@list.waseda.jp）にお問い合わせください。

選考方式 ：【第一次選考】書類審査、筆記試験（小論文）

【第二次選考】面接

【事業承継者入試】

親族等が企業を経営し、将来的にその企業を承継する予定の者が全日制グローバルに出願する場合に適用され

る入試方式です。出願書類として提出していただく「事業承継者選考申請書」および承継予定の企業経営者から

の推薦状（自由書式・要直筆署名）に基づき、後継者・経営者としての資質を加味して選考を行います。事業承

継者入試（4 月入学）は秋募集と冬募集の 2回実施します。

対象者（出願条件） ：親族等が企業を経営し、将来的にその企業を承継する予定の者。

選考方式 ：【第一次選考】書類審査、筆記試験（小論文）

【第二次選考】面接

※AO 入試（全日制グローバルプログラム/4 月入学）以外の詳細は、本要項には記載されておりませんので、以

下の Web サイトにて確認してください。

[URL] https://www.waseda.jp/fcom/wbs/
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■ 募集人数

全日制グローバルプログラムにおける募集人数は以下の通りです。

入学時期 履修言語 入試区分 募集人数

４月 日本語

AO 入試※

25 名
一般入試

企業推薦入試

事業承継者入試

９月 英語

AO 入試

45 名事業承継者入試

学内推薦入試

※4月入学の AO 入試は 2019 年度入試より募集を停止します。

■出願資格

以下の①〜⑥のいずれかに該当する者。当研究科入学までに原則として満 3 年以上の実務経験を有することが

望ましいですが、出願の前提条件とはしません。

①日本において学士号以上の学位を取得した者および当研究科入学までに取得見込みの者

②大学評価・学位授与機構により、学士の学位を授与された者、および当研究科入学までに授与される見込み

のある者

③外国において通常の課程による 16 年の学校教育を修了した者、および当研究科入学までに修了見込みの者

④文部科学大臣の指定した者

⑤大学に３年以上在学し、外国において学校教育における 15 年の課程を修了、または当研究科入学までに修

了見込みの者で、当研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者（注）

（中国の３年制大学（専科）卒業生は該当しません）

⑥当研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

2018 年 4 月 1 日までに 22 歳に達する者（注）

※日本語を母語としない方は、日本語能力試験 1 級または N1 に合格したことを証明するスコアレポートの提

出が必要です。

（注） 上記⑤⑥で出願しようとする者については、出願前に個別の入学資格審査を行いますので、

当研究科入試事務所までお申し出いただき、その指示に従ってください。入学資格審査で

大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者について出願を受け付け、受験を許可します。

入学資格審査申出期日 Ⅰ期：9月 1日（金）、Ⅱ期：10 月 27 日（金）、Ⅲ期：12 月 22 日（金）

身体機能の障がいや疾病等により、受験・就学に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願の 1 か月前ま

でに、当研究科事務所（wbs-admissions@list.waseda.jp）までお問合せください。

また、大きな病気やけがのため、受験に支障をきたす恐れがある場合、あるいは出願後にそのような状態に

なった場合も、速やかにお問合せください。
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■ 選考日程

入学時期 出願時期 出願締切日[必着] 合格者発表日 入学手続締切日

2018 年 4 月

Ⅰ期 2017 年 9月 11 日(月) 2017 年 10 月 5日(木) 2017 年 11 月 3日(金)

Ⅱ期 2017 年 11 月 6日(月) 2017 年 12 月 7日(木) 2018 年 1 月 12 日(金)

Ⅲ期 2018 年 1 月 8 日(月) 2018 年 2 月 8日(木) 2018 年 3 月 2日(金)

[注意事項]

1.AO 入試において、異なるプログラム（全日制グローバル／MSc in Finance）、異なる入学時期

(4 月入学／9月入学)の出願について、同時期（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）での併願は認めません。

2.出願後は入学時期、プログラムの変更等は一切できません。

■ 選考方法

出願時の提出書類に基づき、学歴・学業成績・実務経験・社会活動・エッセイ・推薦状・GMAT/GRE スコア・語

学能力など総合的に審査します。AO入試への出願に際しては、GMATまたはGREスコアレポートの提出が必要です。

AO 入試では提出された全ての書類を総合的に審査しますので、GMAT/GRE スコアが高いだけでは合格とならな

い場合があります。実務経験や学業成績が非常に優れているなど特筆すべき事項がある場合は考慮して選考を行

いますので、結果として合格者の GMAT/GRE スコアは一律ではありません。

また、個別に電話などによる遠隔インタビューを行う場合があります。遠隔インタビューの対象者には出願を

受け付けた後、当研究科から個別に連絡します。

■ 出願手続

①出願方法

出願はすべて郵送により出願締切日まで随時受け付けます。国内から郵送する場合は、各出願締切日までに

当研究科へ郵送してください（当日消印有効）。国外から郵送する場合は、各出願締切日までに当研究科へ到着

するように郵送してください(締切日必着)。

≪日本国内から送付する場合≫

市販の封筒（角型 2 号サイズ）に出願書類一式を封入し、オンライン出願システムから出力される宛名ラ

ベルを貼り付け、必ず「簡易書留郵便」で送付してください。なお、出願締切日が近いときは「簡易書留・速

達郵便」にて送付してください。※出願締切日まで消印がある願書をそれぞれの期で有効とします。

≪日本国外から送付する場合≫

EMS(Express Mail Service)などで、出願締切日までに到着するように次の宛先へ送付してください。

※出願締切日までに到着した願書をそれぞれの期で有効とします。

【出願書類宛先】

〒169-8050

東京都新宿区西早稲田１－６－１

早稲田大学大学院経営管理研究科 ＡＯ入試係

・ 出願書類はすべて郵送により提出してください。当研究科事務所窓口への提出は受け付けません。

・ 出願書類受理についての連絡は行いません。出願書類が当学に到着しているかどうかの確認を希望される

場合は、書留の個別番号から日本郵便などの Web ページにてご確認ください。
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②入学検定料納入方法

出願に際して、以下に定めている入学検定料の納入が必要です。入学検定料の納入は必ず出願前に行ってくだ

さい。入学検定料を納入していない方の出願は受け付けません。

入試区分 出願時の居住地 入学検定料

ＡＯ入試
日本国内 35,000円

日本国外 5,000円

・ 入学検定料納入は、以下のいずれかの方法で行ってください。

A．日本国内のコンビニエンスストアで納入

B．クレジットカード・中国オンライン決済で納入

・ 支払いは、入学検定料納入期間内の土・日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です。

・ ただし、納入期限日のe-支払いサイトでの申込みは23 時00分まで、コンビニエンスストア店頭の情報端末で

の支払手続は23時30分までとなります。

・ クレジットカード・銀聯カード・アリペイでの支払いの場合は、支払最終日23 時00 分（日本時間）までにカ

ード決済を完了させてください。

・ 支払最終日は、出願書類の提出時間を考慮して、納入手続を行ってください。

A．日本国内のコンビニエンスストアから納入する場合

・ 入学検定料は、21ページに記載の「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法」に従い、事前にe- 支払

いサイト（https://e-shiharai.net/）にて支払いの番号を取得した後、所定のコンビニエンスストア店頭に

ある情報端末から支払ってください。支払い終了後、レジより受け取る「入学検定料・選考料取扱明細書」の

収納証明書部分を切り取って入学願書Form 2 の所定欄に貼り付け、出願書類とともに提出してください。

・ コンビニエンスストアでの支払いに際しては、家族・知人が代理で手続をする場合でも、必ず情報端末に志願

者本人の情報を入力するようにしてください。

・ お住まいの地域に所定のコンビニエンスストアが無い等の事情によりコンビニエンスストアでの支払いが困

難である場合には、事前に当研究科事務所（wbs-admissions@list.waseda.jp）までご連絡ください。

B．クレジットカード・中国オンライン決済で納入

・ 22ページに記載の「クレジットカード・銀聯カード・アリペイでの検定料支払方法」に従い、e- 支払いサイ

ト（https://e-shiharai.net/card/）にて支払ってください。

・ 支払い終了後、「照会結果」を印刷し、出願書類とともに提出してください。

・ 支払いに使用するカードは、志願者以外の名義でも構いません。ただし、家族等が代理で手続をする場合でも、

「基本情報」には必ず志願者本人の情報を入力してください。

＜検定料免除および返還について＞

・ 現在、国費留学生（科目等履修生）として在学している学生が合格し、正規生として入学する場合、当該入学

検定料は返還されます。詳細は当学留学センターにご確認ください。

・ 当学が指定する国に居住しかつ国籍を有する場合、本人からの申請に応じて検定料を免除します。詳細は 20

ページをご確認ください。本免除申請をする場合は、検定料を支払う必要はありません。なお、本免除申請を

行う前に支払ってしまった場合には、検定料の返還は行いません。
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③出願上の注意

・ 一度受理した書類およびお支払いいただいた入学検定料は、原則として返還できません。ただし、以下のケース

に該当する場合には、入学検定料に限り返還いたします。該当する方は当研究科事務所

(wbs-admissions@list.waseda.jp)までご連絡ください。

 入学検定料を支払ったが、出願書類は提出しなかった。

 入学検定料を支払ったが、出願締切後に出願書類が到着した。

 入学検定料を支払い、出願書類を提出したが、出願書類の不備や出願資格を満たしていない等の理由によ

り、出願が受理されなかった。

なお、クレジットカードにより入学検定料を納入された場合や、日本国外の金融機関口座へ入学検定料を返還

する場合、返還に伴い発生する手数料等は志願者の負担となります。

・ 出願書類に不備があった場合は、受験できないことがありますので十分注意してください。また、当研究科から

連絡があった場合は、速やかにその指示に従ってください。

・ 出願後は入学時期、プログラムの変更等は一切認めません。

・ 出願時に、本入試要項記載の出願資格を満たすために大学入学資格取得見込の証明書を提出した場合は、入学手

続時に、その資格取得を証明する書類を提出してください。入学試験に合格しても、入学までにその資格取得の

証明書を提出できない（大学院入学資格を満たすことができない）場合は、入学を認められませんので注意して

ください。

・ 出願後に住所・電話番号・E メールアドレス等を変更した場合は、速やかに当研究科事務所

（wbs-admissions@list.waseda.jp）までご連絡ください。

④不正行為について

早稲田大学では、入学試験を厳正に実施し、全ての受験者が公平・公正に受験できるよう、以下の注意事項を

定めています。当学入学試験の受験に際しては、この注意事項を熟読のうえ、真剣な態度で試験に臨んでください。

１．出願の際に当学に提出した書類・資料、提供した情報等に偽造・虚偽記載・剽窃等があった場合は、

不正行為となることがあります。

２．不正行為と認められた場合、次のような対応をとることがあります。

・当該年度における当学の全ての入学試験の受験を認めないこと（入学検定料は返還しない）。

・当該年度における当学の全ての入学試験の結果を無効とすること。
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■ 出願書類
志願者は、オンライン出願システムにて志願者情報とエッセイを入力し、オンライン上で出願書類を作成します。

志願者情報等を入力する際は、履修言語である日本語で入力してください。志願者情報の登録が完了すると、PDF

形式の出願書類がダウンロードできるため、内容を確認の上、Ａ４サイズの用紙に印刷してください。出願書類の

中には、志願者が手書きで記入する書類があるため、必要に応じて作成してください。

【出願書類の種類】

Form 番号 内容 書類作成方法 備考

1-1～1-12

志願者情報（Form 1-1～1-6）

（志望プログラム、連絡先、学歴、職歴

語学能力・資格等）

エッセイ（Form 1-7～1-12）

オンライン

出願システム

・Form1-1 の所定欄に写真を

貼付

・Form 1-12 所定欄に直筆署

名・捺印

2 入学検定料納入証明書・写真票 PDF 様式を出力 ・所定欄に写真を貼付

3 早稲田大学ビジネススクールアンケート
オンライン

出願システム

4 推薦書（派遣承諾書） ― ・AO 入試は提出不要

5 事業承継者選考申請書 ― ・AO 入試は提出不要

6 提出書類返却依頼書 PDF 様式を出力 ・該当者のみ

7 早稲田大学検定料免除措置申請書 PDF 様式を出力 ・該当者のみ

8 留学にかかる経費負担計画書 PDF 様式を出力 ・外国籍の方のみ

9 予約型奨学金申請書 PDF 様式を出力 ・該当者のみ

10 志願者評価書（推薦状） ２通 PDF 様式を出力
・異なる 2 名の評価者による

評価書を計 2通

各自で準備が

必要な書類

大学以降の卒業証明書 ―
・大学入学以降すべて

大学以降の成績証明書 ―

GMAT または GRE のスコアレポート

（テストセンターから直送する場合は

GMAT Test Taker Copy またはGRE Examinee

Score Report を提出）

―
・スコアレポートの原本は必

須（詳細はＰ12 参照）

取得した資格・検定試験成績等の

証明書
― ・該当者のみ

日本語能力試験 1級または N1 に

合格したことを証明するスコアレポート
―

・日本語を母語としない方は

必須

英語能力を証明する証明書

TOEFL, TOEIC, IELTS のいずれか
―

・英語を母語としない方は、

英語能力証明書の提出を推奨

パスポートのコピー ―

・外国籍の方で保有している

場合は、写真の貼付されたペ

ージを提出

在留カードのコピー ―
・日本における在留資格を有

する方は提出

※ 書類作成方法が「オンライン出願システム」の書類は、オンライン出願システム上で志願者情報を入力し、入力完了後に

書類を印刷してください。

※ 書類作成方法が「PDF 様式を出力」の書類は、オンライン出願システム上でのデータ入力はありません。オンライン出願

システム上で表示される PDF 様式を印刷し、必要事項を黒インクペンまたはボールペン等で記入してください（フリク

ション等の文字が消せるペンは使用不可）。

※ Form4～10 の様式については、下記の Web サイトからダウンロードすることができます。

〔URL〕http://www.waseda.jp/fcom/wbs/applicants/admission
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【出願の流れ】

手順1. オンライン出願システムにて志願者情報とエッセイを入力

下記の URL にアクセスし、オンライン出願システムの ID とパスワードを取得します。取得した ID とパスワー

ドでログインした後、画面の要領に従って必要事項を入力します。すべての必要事項を入力した後に「登録完

了」ボタンを押下すると、Web エントリーが完了します。

URL: https://application.wasedamba.jp

手順2. PDF 形式の出願書類を印刷

オンライン出願システムのマイページ上で「出願書類（PDF ファイル）をダウンロードする」ボタンを押下す

ると PDF 形式の出願書類がダウンロードできるため、内容を確認の上、各自でＡ４サイズの用紙に印刷します。

【注意】

オンライン出願システムの最終画面で「登録完了（マイページへ）」のボタンを押すと、「出願書類（PDF ファ

イル）をダウンロードする」ボタンと「エントリ―内容を編集する」ボタンが現れます。

PDF ファイルを確認し、入力内容を修正したい場合は、「エントリ―内容を編集する」ボタンからいつでも修正

が可能です。ただし、修正が完了し、出願書類の内容を確定した後は、「エントリ―内容を編集する」ボタン

を絶対に押さないでください。システムの仕様上、「エントリ―内容を編集する」ボタンを押してからインタ

ーネットのブラウザを閉じてしまうと、当研究科に出願データが届かない場合があります。

手順3. その他必要書類の準備・作成

各種証明書（卒業証明書等）や志願者評価書など、その他の必要書類を準備します。また、手順２で出力され

る PDF 様式の申請書等について、必要に応じて手書きで作成します。

手順4. 入学検定料の納入

8 ページに記載の入学検定料納入方法に従い、入学検定料を納入します。

手順5. 出願書類の提出

7 ページに記載の出願方法に従い、全ての出願書類を郵送してください。なお、国内から郵送する場合は、各

出願締切当日までに当研究科へ郵送してください（当日消印有効）。国外から郵送する場合は、各出願締切日

までに当研究科へ到着するように送付してください（締切日必着）。

【出願書類作成にあたっての注意事項】

■オンライン出願システムによる書類について

Form 1-1～1-12 志願者情報・エッセイ

・ Form 1-1 〜Form 1-12 を順番で重ねて左上をホチキスで留めた形で提出してください。 

・ Form 1-12 の所定欄に、署名・捺印およびサインした日付を記入してください。

・ Form 1-1 の所定欄にカラー写真を貼り付けてください。写真は、タテ 4㎝×ヨコ 3㎝（枠なし）、上半身・正

面・無帽・無背景・枠なしで、出願書類提出日前 3 か月以内に撮影したカラー写真とします。スナップ写真等

の不鮮明な写真や、髪型の違い等により個人の判別・本人確認が困難な写真は受け付けません。

・ 写真裏面には氏名を記入し、全面のりづけしてください。提出された写真は、試験当日の本人確認や、入学後

の学生証の写真として使用しますので、本人判別が可能な写真を用意してください。

・ 学歴および実務経験の記入に際し、記入欄が不足する場合は、別紙に記入し、提出してください。

・ 「 ７．その他資格・検定試験成績等」に記載した内容について、証明する証書等のコピーを各 1 部必ず添付

してください。
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Form 2 入学検定料納入証明書・写真票

・ コンビニエンスストアで入学検定料を納入された場合、「入学検定料・選考料取扱明細書」の収納証明書を所

定欄に貼り付けして提出してください。

・ クレジットカードで入学検定料を納入された場合、「照会結果」画面を印刷し、出願書類とともに提出してく

ださい。

・ 写真票に Form 1-1 と同じ写真を所定欄に貼り付けてください。

Form 3 早稲田大学ビジネススクールアンケート

・ 早稲田大学ビジネススクールの今後の入試広報活動等の参考とさせていただきますので、アンケートにご協

力ください。なお、アンケートの回答内容は入学試験の合否には一切関係ありません。

Form 4 推薦書（派遣承諾書）※ ＡＯ入試は提出不要です。

Form 5 事業承継者選考申請書※ ＡＯ入試は提出不要です。

Form 6 提出書類返却依頼書

・ 学位記等の原本の再発行が不可能な書類など、返却が必要な書類について申請してください。

Form 7 早稲田大学検定料減免措置申請書

・ 当学が指定する国に居住しかつ国籍を有する場合のみ本制度が適用されます。詳細は 20 ページをご確認くだ

さい。

Form 8 留学にかかる経費負担計画書

・ 外国籍の方は提出必須です。ただし、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者または子の在留資格を有する

者を除きます。

・ 当研究科に留学する間（２年間）の総費用の支出元を明記してください。奨学金受給者は受給証明書を添付し

てください。２年間の総費用目安は、生活費含めて約 6,000,000 円です。

Form 9 予約型奨学金申請書

・ 全日制グローバル志願者で予約型（入学前）奨学金を希望する方は提出してください。奨学金の詳細は 16 ペ

ージをご確認ください。

Form 10 志願者評価書（推薦状）２通（異なる２名の評価者による）

・ 出身大学の指導教員（早稲田大学ビジネススクール教員及び授業担当者を除く）、所属組織等の上司、または

それに相当する者（異なる２名）が作成し、厳封・割印（または署名）したものを２通提出してください。提

出手順は次のとおりです。封筒の様式は自由です。

１）志願者が評価者へ所定用紙（および封筒）を渡す。

２）評価者が署名・厳封した評価書を志願者へ返却する。

３）志願者は未開封のままの評価書を願書と共に当研究科へ提出する。

■志願者が準備する書類について

Ａ.大学以降の卒業証明書、成績証明書

・ 日本語または英語で書かれた原本を提出してください。

・ 出身大学や自国政府から英文または和文証明書が発行されない場合は、自身で翻訳文を用意し、大使館や自国

公証処などが発行した、その翻訳文が正しいことを証明する「公正証書」を添付してください。

・ 証明書は封をしないでください。

・ ①卒業証明書もしくは②成績証明書に入学年月日、卒業年月日が記載されていることを確認してください。

・ ①卒業証明書と②成績証明書が一体となった証明書も受け付けます。

・ 改姓等により入学願書と証明書の氏名が異なる場合は、その旨の申告書（書式自由）を提出してください（そ
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の場合は、入学手続時に戸籍抄本等の証明書を提出していただきます）。

・ 大学院修了者は、学部および大学院それぞれの卒業証明書と成績証明書を提出してください。また、該当する

学歴について、入学願書学歴欄に記入してください。

・ 編入学を経て卒業した者は、卒業時と編入学前の両方の成績証明書を提出してください。

・ 早稲田大学に在籍（在学中を含む）したことがある場合は、どのような形態の在学であっても、必ず在籍を証

明する証明書を提出してください。例）科目等履修生、退学者

・ 中国本土（香港・台湾を除く）の大学を卒業し、学士を取得した出願者は、「卒業証明書」と「成績証明書」

に加えて、「学位取得証明書」を提出してください。なお、「卒業証明書」、「成績証明書」、「学位取得証明書」

（注）の代わりに、中国政府学歴認証センター（または中国政府指定学歴・学籍認証センター日本代理機構）

が発行する「学歴認証報告書（英語版）」「成績認証報告書（英語版）」による提出も認めます。

（注）中国の大学が発行する証明書について、「証明書」と「証書」は異なります。当研究科に提出いただく

証明書は、大学が何度でも発行できる「卒業証明書」、「成績証明書」、「学位取得証明書」であり、再発行でき

ない「卒業証書」や「学位記」ではありませんのでご注意ください。

Ｂ．GMAT または GRE のスコアレポート

・ ＡＯ入試の志願者は、GMAT または GRE のスコアレポートの原本を必ず提出してください。

・ 試験実施団体からスコアレポートを直送する際は、各出願締切日までに到着するように注意してください。

また、試験実施団体からスコアレポートを直送する場合、GMATは Test Taker Copy、GRE は Examinee Score Report

を印刷したものを必ず出願書類に同封してください。

・ スコアの有効期限は、各期の出願締切日から 5年以内です。有効期限切れのスコアは無効になります。

Ｃ．取得した資格・検定試験成績等の証明書（コピー可）

・ オンライン出願システムには、受験に際してアピールしたい資格を上限３つまで記載してください。

・ 志願者情報に入力した資格・検定試験の成績等を証明する証明書を提出してください。

・ 有効期限が定められている証明書については、出願締切日時点で有効なものを提出してください。

Ｄ．日本語能力試験（JLPT）1級または N1 に合格したことを証明するスコアレポート

・ 日本語を母語としない方は必ず提出してください。ただし、高等教育機関（大学以上）において日本語を主な

履修言語として学位を取得した場合（取得見込みも含む）は提出不要です。

・ 学習言語として日本語を学んだ場合は、日本語能力試験（JLPT）のスコアレポートの提出は必須となります。

（例：日本語学部で日本語を学習した場合など）

・ 外国籍かつ日本語を母語とする方は、その旨を示した「申告書」（書式自由）を提出してください。

Ｅ．英語能力を証明する書類（TOEFL, TOEIC, IELTS のいずれかの試験のスコアレポート）

・ 英語を母語としない方は、英語能力証明書を提出することを推奨します。

・ 英語能力証明書（TOEFL, TOEIC, IELTS）は各期の出願締切日から 2 年以内のものを提出してください。

Ｆ．パスポートのコピー（写真の添付されたページ）

・ 外国籍の方で保有している場合は提出してください。

Ｇ．在留カードのコピー（表面および裏面）

・ 日本における在留資格を有する外国籍の方は提出してください。
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■ 合格者発表・入学手続締切日

入学時期 出願時期 出願締切日 合格者発表日 入学手続締切日

2018 年 4 月

Ⅰ期 2017 年 9月 11 日（月） 2017 年 10 月 5 日(木) 2017 年 11 月 3日(金)

Ⅱ期 2017 年 11 月 6日（月） 2017 年 12 月 7 日(木) 2018 年 1 月 12 日(金)

Ⅲ期 2018 年 1月 8日（月） 2018 年 2月 8日(木) 2018 年 3 月 2日(金)

出願締切日以降、当研究科より出願を受け付けた出願者に対して受験番号をメールにて通知します。合格者発表

日の午前 10 時に当研究科 Web サイト（http://www.waseda.jp/fcom/wbs/）にて合格者の受験番号を発表するととも

に、同日に合格者宛てに「入学手続書類」を発送します。発表日より１週間経っても合格通知が届かない場合は、

当研究科事務所(wbs-admissions@list.waseda.jp)に連絡してください。なお、合否結果について、電話、メールな

どによる照会には一切応じません。また、出願後は入学時期、プログラムの変更等は一切できません。

６．入学手続

入学手続締切日までに「入学手続料（入学金および初年度第 1 学期目の学費・諸会費）の納入」および「入学手

続書類の送付」の両方を完了することで入学手続完了となります。なお、締切日までに入学手続料の納入、入学手

続書類の送付が確認できない場合は、入学を認められませんのであらかじめご了承ください。

【入学手続書類】

（1）当学が交付する書類

（2）住民票

（3）出身大学の「卒業証明書」原本および「成績証明書」原本（卒業見込で出願した場合のみ）

（4）学費等振込領収証のコピー（取扱銀行収納印のあるもの）

（5）その他当研究科が必要と定めた書類

※詳細については、合格通知とともにお送りする『入学手続の手引き』をご参照ください。

【重要】留学ビザが必要な方は、在留資格認定証明書交付申請に係る書類を当研究科へ送付してください。

詳細は 17 ページをご参照ください。

７．入学金・学費・諸会費
2018 年度入学者の全日制グローバルプログラムにおける入学金・学費・諸会費は以下の通りです。なお、当学の

学部、大学院、専攻科の卒業、修了または退学者が再度当学に入学する場合、入学金が免除されます（過去、入学

前に入学を辞退された場合、入学金は免除されません）。

≪全日制グローバル≫ (単位：円)

年

度
納入期 入学金

学 費 諸 会 費

合 計
授業料

学生健康増

進互助会費
校友会費

初
年
度

入学時(春学期) 200,000 820,000 1,500 - 1,021,500

秋学期 - 820,000 1,500 - 821,500

２
年
度

春学期 - 920,000 1,500 - 921,500

秋学期 - 920,000 1,500 40,000 961,500

合計 200,000 3,480,000 6,000 40,000 3,726,000
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（重要）

全日制グローバルでは他言語科目または語学学習科目の履修を推奨していますが、語学学習科目を履修する場合に

は別途費用が生じます。履修する科目により費用が異なりますが、8 単位（4 科目）分を履修する場合、英語を学

習する場合はおおむね約 16 万円、日本語を学習する場合はおおむね約 4 万円が追加で必要となります。その他、

一部の当研究科設置科目においても別途費用が必要となる場合があります。

一度提出した書類および納入した入学金、学費、諸会費は、原則として返還しません。ただし、やむを得ない事

情により入学を辞退する場合には、学費、諸会費のみ返還の対象となります。

また、複数の研究科から入学を許可された場合、本人からの申し出により、既に納入した入学金、学費、諸会費を

入学希望研究科の費用に振り替えることができます（入学手続期間が全く重ならない研究科間に限られます）。手続

方法等の詳細については、合格通知とともに送付される「入学手続の手引き」をご参照ください。

８．学位・修了要件

【学位】

経営管理修士（専門職）／英文学位名称：Master of Business Administration

【修了要件】

■ 全日制グローバル

2 年以上在学して 50 単位以上を修得し、演習および研究指導を経て専門職学位論文を執筆します。論文審査

および試験に合格した者に対して、「経営管理修士（専門職）」の学位が授与されます。

なお、全日制グローバルでは修了要件とは別に、「言語科目」の履修を推奨します。言語科目は、8 単位以上

の履修を目標とします。修了要件単位数には算入されません。主に日本語で履修する学生はグローバルエデュ

ケーションセンターの英語科目を、主に英語で履修する学生は日本語教育研究センターの日本語科目を履修し

ます。通常履修が完了した 2回目の履修から当研究科の他言語コア科目（4 月入学生は英語、9 月入学生は日本

語）を言語科目として履修することも可能です。この場合の成績は Pass/Fail での評価となります。

必修

コア科目

選択必修

コア科目

選択科目 専門研究

計
言語科目

（推奨）
日英科目または

海外開講科目
一般選択科目 演習 研究指導

専門職

学位論文

14 6- 6- 8- 8 合格（※） 4 50 8

※研究指導について：

2年次以降に配当されます。単位付与はありませんが、所定の指導を受けて合格する必要があります。
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９．奨学金制度

当研究科で受給できる主な奨学金等は以下のとおりです。

【予約型（入学前）給付奨学金】
入試成績等により選考を行い、合格発表時に採用が内定する奨学金です。希望する志願者は、出願時に申請する
必要があります。 （2017 年度実績）

【入学後奨学金】
主な奨学金は以下のとおりです。詳細については入学手続の手引きとともに送付する「奨学金情報 Challenge」
等を参照してください。なお、外国人留学生の方は奨学金制度が異なりますので、以下の URL を参照してください。
［URL］ https://www.waseda.jp/inst/scholarship/

（2017 年度実績）

※奨学金の種類によっては、所得制限など別途規定がある場合があります。
（注１）在留資格が「永住者」「定住者」「日本人（永住者）の配偶者､子」の外国籍の方を含みます。
（注２）私費外国人留学生は、入学後に在留資格が「留学」の方に限ります（「留学」に申請中も含みます）。

奨 学 金 名 奨 学 金 額 出願資格

学

内

奨

学

金

経営管理研究科
専門職奨学金
【給付】

入学初年度学費全額（単年度） ・全日制グローバル志願者で、かつ日本人等（注１）
・英語スコア（TOEIC800 点以上）

私費外国人留学生
授業料減免奨学金
【給付】

入学初年度学費半額（単年度） ・私費外国人留学生（注２）

渡日前入試予約
採用給付奨学金
【給付】

年額 50 万円
(2 年目進級時継続判定あり。
継続の場合は追加で 50 万円給
付。)

・渡日を要さない入試に国外から出願した私費外国
人留学生（注２）

奨 学 金 名 奨 学 金 額 出願資格

学

内

奨

学

金

大隈記念奨学金
【給付】

400,000 円（単年度） ・日本人等（注１）、もしくは私費外国人留学
生（注２）

小野梓記念奨学金
【給付】

400,000 円（単年度） ・日本人等（注１）

小野梓記念
外国人留学生奨学金
【給付】

400,000 円（単年度） ・私費外国人留学生（注２）

私費外国人留学生
授業料減免奨学金
【給付】

初年度学費半額（単年度） ・私費外国人留学生（注２）

学

外

奨

学

金

日本学生支援機構
奨学金
【貸与】

●第一種 （無利子）
（月額）50,000 円、88,000 円
のいずれかから希望額を選択
●第二種 （有利子）
（月額）50,000 円～150,000 円の
5 つの設定額から希望額を選択

・日本人等（注１）
・当研究科に所属する標準修業年限内の学生

文部科学省
外国人留学生
国費奨学金
【給付】

（月額）144,000 円
および標準修業年限内の学費全額
免除

・私費外国人留学生（注２）
・AO 入試Ⅰ期、またはⅡ期で合格し、入学手続
が完了した学生

文部科学省
外国人留学生
学習奨励費
【給付】

（月額）48,000 円 ・私費外国人留学生（注２）
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＜教育訓練給付金制度について＞

厚生労働省の教育訓練給付金制度は、雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般被保険者であった方（離職

者）のうち一定の条件を満たす方が、指定講座に正規生として入学し、かつ必要な要件を満たした場合、支払った

教育訓練経費の一部がハローワーク（公共職業安定所）から支給される制度です。

当研究科は、専門職大学院認証評価の受審後（2021 年度を予定）に教育訓練給付金制度に申請する予定にしてお

り、現時点では、教育訓練給付金の指定講座ではありませんのでご注意ください。

10.留学ビザについて

当学への入学を許可された外国人学生は、在留資格「留学」を取得することができます。「留学」の在留資格を有

する学生は、留学生対象奨学金(私費外国人留学生授業料減免等)申請等各種留学生対象の補助制度を利用すること

ができます。「留学」以外の日本に長期で滞在できる在留資格でも入学・在学することはできますが、その場合留学

生対象の各種補助制度を利用できませんのでご了承ください。また、「短期滞在」の在留資格で当学に在籍すること

はできません。

(1)日本の在留資格を有していない場合(日本に居住していない者)

1. 当学への入学を目的として日本に入国するには、まず日本国内の法務省入国管理局に在留資格「留学」の「在

留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、以下 COE)」の交付申請を行う必要があります。所定の入学手続

のうち、入学手続料の納入が完了した者について、当学留学センターで代理申請を行います。必要書類を入学

手続期限内に、書留便(国際スピード郵便等)で当研究科に送付してください。「在留資格認定証明書」の交付に

は 1～2 ヶ月の時間を要しますので、早めに申請することを推奨します。

2. 「在留資格認定証明書」が交付されたら、申請者にお送りします(日本国外住所に限る)。「在留資格認定証明書」

の発行日から 3 ヶ月以内に、居住国の日本国大使館・領事館でパスポート、入学許可証とともに提示して「留

学」ビザ(査証)を取得し、渡日してください。

3. 「在留資格認定証明書」を送付する際、入学許可書も併せてお送りします。

4. 当学が代理申請する在留資格は「留学」です。その他の在留資格を申請する場合は、ご自身で申請を行ってく

ださい。

＜留学ビザ取得までの流れ(①→⑥)＞

法務省

入国管理局

早稲田大学 入学予定者 日本国大使館

日本国領事館

①COE 申請書類提出②COE の代理申請
⑥留学ビザの交付

④COE・入学許可書の発送③COE の交付 ⑤COE 提出・留学ビザの申請

入学手続料の納入を完了していること
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【在留資格「短期滞在」で滞在している者について】

在留資格「短期滞在」(観光、商用、知人、親族訪問等 90 日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合及び査証

免除)で入国した場合、原則として日本国内で「留学」へ在留資格を変更することは認められていません。一度出

国し、日本以外の国の日本国大使館・領事館に在留資格認定証明書を提出し、留学ビザを取得してから再入国して

ください。やむを得ない理由で、新学期までに再度、帰国が難しい場合等は、速やかに当学留学センターまでご相

談ください。

(2)日本の在留資格を有している場合(日本に居住している者)

1. 在留資格「留学」を有している場合は、在留期限に応じて「在留期間更新許可申請」をご自身で行ってくださ

い。手続に関する詳細は、以下の Web サイトを参照してください。在留期間更新は期間満了日の 3 ヶ月前から

当日まで申請できます。なお、日本国内に所在する日本語学校在籍者で、日本語学校の出席・成績が不良の場

合、当学への入学が許可されても法務省入国管理局により在留資格が付与されないことや、在留資格の期間更

新・変更等が許可されない場合がありますのでご注意ください。

2. 「定住者」、「家族滞在」等の「留学」以外の在留資格を有している場合は、特に手続の必要はありませんが、

留学生対象の各種補助制度を利用できませんのでご了承ください。「留学」の在留資格へ変更を希望する場合

は、「在留資格変更許可申請」を行ってください。手続に関する詳細は、以下の Web サイトを参照してくださ

い。

3. 在留期間更新許可申請書または在留資格変更許可申請書には、当学の印が必要です。法務省入国管理局に申請

する前に、在留期間・在留資格変更許可申請書と入学許可書を持参して留学センター(早稲田キャンパス 22 号

館 4階) 事務所にお越しください。東京近郊に居住していない等の理由で来校できない場合は、留学センター

まで問い合わせてください。

【URL:http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/current/changevisastatus.html】

留学ビザに関する問い合わせ先

早稲田大学 留学センター

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14 22 号館 4 階

電話：03-3203-9806、FAX：03-3202-8638

E-mail：in-cie@list.waseda.jp
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11．各種試験問合せ先

◇日本語能力試験

主催：財団法人日本国際教育支援協会／国際交流基金

【日本で受験する場合】[URL] http://info.jees-jlpt.jp/

【日本以外で受験する場合】[URL] http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

◇TOEFL

主催：国際教育交換協議会

Institution code : 2463

【日本で受験する場合】

＞一般的な案内

・カウンシル・オン・インターナショナル・エクスチェンジ

[URL] http://www.cieej.or.jp/

＞申込

・プロメトリック

[URL] http://ac.prometric-jp.com/toefl/jp/online.html

【日本以外で受験する場合】

[URL] http://www.ets.org/toefl/

◇TOEIC

主催：一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

[URL] http://www.toeic.or.jp/

◇IELTS

主催：ブリティッシュ・カウンシル

[URL] http://www.britishcouncil.jp

◇GMAT: Graduate Management Admission Test

主催：GMAC: Graduate Management Admission Council

Institution code : 3TX-GK

[URL] http://www.mba.com/global/the-gmat-exam.aspx

◇GRE: Graduate Record Examination

主催：ETS: Educational Testing Service

Institution code : 2463

[URL] http://www.ets.org/gre
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12．特定国からの志願者に対する検定料免除措置制度

［概要］

当研究科への入学を希望する出願者が、当学が指定する国に居住しかつ国籍を有する場合、本人からの申請に応

じて検定料を免除します。

［対象者］

次の条件を全て満たす場合。

１） OECD/DAC が発行する ODA 受給国リストに掲載される「Least Developed Countries」「Other Low

Income Countries」の認定国に居住し、かつ該当国の国籍を有する方。ただし、居住国と国籍は同一の国で

ある必要はありません。

＊対象国は下部参照。

＊日本国内に居住する場合は対象外とします。

２）重国籍の場合は、いずれの国籍も前項の国に該当していることが必要です。

［手続］

当研究科を志願する際、出願書類として提出をもとめている検定料振込証明書（海外送金依頼書のコピーなど）

の替わりに以下の書類を同封して申請してください。事後の申請はいかなる理由でも受け付けません。

１）検定料免除措置申請書（Form 7）

２）パスポートのコピー（本人に関する記載事項の全ての欄）

＊「検定料免除措置申請書」は当研究科 Web サイトよりダウンロードしてください。

＊ 本免除申請をする場合は、検定料を支払う必要はありません。なお、本免除申請を行う前に支払ってしまっ

た場合には、検定料の返還は行いません。

＊ 万が一、申請者が本免除措置の対象とならない場合や、虚偽の申請があった場合は、その事実が判明した

時点で出願自体を取り消すことがあります。

［対象国］

アフガニスタン、アンゴラ、バングラデシュ、ベニン、ブータン、ブルキナファソ、ブルンディ、カンボジア、中

央アフリカ、チャド、コモロ、朝鮮民主主義人民共和国、コンゴ民主共和国、ジブチ、赤道ギニア、エリトリア、

エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ハイチ、ケニア、キリバス、ラオス、レソト、リベリア、マダガ

スカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、ニジェール、ルワンダ、サント

メ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソロモン諸島、ソマリア、南スーダン共和国、スーダン、タジキスタ

ン、タンザニア、東ティモール、トーゴ、ツバル、ウガンダ、バヌアツ、イエメン、ザンビア、ジンバブエ



●検定料の他に事務手数料が別途かかります。■注意事項

検定料が5万円未満

検定料が5万円以上

432円

648円
事務
手数料

事務手数料は変更になる場合があります。

●出願期間を入試要項でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもってお支払い
　ください。
●支払最終日の「Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は23:30までです。
●一度お支払いされた検定料は、コンビニでは返金できません。
●取扱いコンビニ、支払い方法は変更になる場合があります。
　変更された場合は、Webサイトにてご連絡いたします。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、入学志願票の所定欄に貼る。
●ローソン　●ミニストップ　
●ファミリーマート
「入学検定料・選考料 取扱明細書」
の収納証明書部分を切り取る。
「取扱明細書兼領収書」は保管。

●セブン-イレブン
「入学検定料・選考料 取扱明細書」
の収納証明書部分を切り取る。
「チケット等払込領収書」は保管。

●サークルK・サンクス
「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証明書
部分を切り取る。
「オンライン決済領収書」は保管。

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

オンライン決済
領収書

取扱明細書兼領収書

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

入学志願票に貼付する「収納証明書」部分

入学志願票

○○大学
 検定料収

納証明書

切り取った「収納証明書」を
入学志願票の所定の欄に貼付。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載されている糊はご使用にならないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

チケット等
払込領収書

出 願33

●検定料はATMでは振込できません。必ずレジでお支払いください。
●「収納証明書」には収納印は押印されません。（コンビニ払込時には収納印は不要です）コンビニでお支払い22

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

代金支払い

各種代金お支払い

【お客様番号】【確認番号】を入力

へ

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】　

各種サービスメニュー

各種代金お支払い

各種代金・インターネット受付
(紫のボタン)

【お客様番号】【確認番号】を入力

へ

【払込票番号（13ケタ）】

マルチコピー機は使用しません

●レジにて
「インターネット支払い」
と店員に伝え、プリントア
ウトした【払込票】を渡す
か、【払込票番号】をお伝
えください。

マルチペイメントサービス

●レジにて代金をお支払いください。
●その際、「入学検定料・選考料　取扱
明細書」を受け取ってください。

●端末機より「申込み控え」(レシート)が出力されますので、30分以内にレジでお支払いください。
●その際、「入学検定料・選考料　取扱明細書」を受け取ってください。
※画面ボタンのデザイン等は、予告なく変更される場合があります。

【オンライン決済番号
（11ケタ）】

各種支払い

チケット受け取りはこちら

11ケタの番号をお持ちの方

オンライン決済番号を
入力してお支払い

【オンライン決済番号】を入力

へ

まずはパソコン、スマートフォンで事前申込み11

※入力内容を間違えた場合は、始めからもう一度やり直し、新たな番号を取得してお支払いください。
   申込み完了後に通知する支払期限内に代金を支払わなければ、入力情報は自動的にキャンセルされます。

https://e-shiharai.net/

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。 本学ＨＰ
からも
アクセス
できます！

端末の未成年者アクセス制限サービスは解除してご利用ください。

早稲田大学
コンビニエンスストアでの検定料払込方法
検定料はコンビニエンスストア「セブン-イレブン」「サークルＫ」「サンクス」「ローソン」「ミニストップ」「ファミリーマート」

で24時間いつでも払い込みが可能です。

 https://e-shiharai.net/「検定料納入」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭では
お応えできません。詳しくはサイトでご確認ください。
「検定料納入」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭では
お応えできません。詳しくはサイトでご確認ください。

0000514085
テキストボックス
21



クレジットカード・銀聯カード・アリペイでの検定料納入についてのお問い合わせは、サイトのよくある質問をご確認ください。

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

24時間・365日いつでも支払いＯＫ！これが簡単・便利なシンプルスタイル！

早稲田大学 
クレジットカード・銀聯カード・アリペイでの検定料支払方法

クレジットカード・銀聯カード・アリペイを
　　　　　　利用して検定料のお支払が可能です。

端末の未成年者アクセス制限サービスは解除してご利用ください。

■手数料について

当学ＨＰ
からも
アクセス
できます！

W
e
b
申
込
み
〜
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済

出
　
願

https://e-shiharai.net/card/

トップページ

学校選択

基本情報入力

お支払い先(大学・短大)を選択してください。

学校一覧から、「早稲田大学」を選択。

申込者本人の基本情報を入力してください。
支払い方法を選択し、「次へ」をクリック

学校案内 注意事項等を確認のうえ、個人情報の取扱について同意してください。

カテゴリ選択 第1～第4選択を選択して「次へ」をクリック

1.

検定料の他に事務手数料が別途かかります。　

5.

4.

3.

2.

クレジットカードの場合 銀聯カード・アリペイの場合

　

それぞれの専用画面に推移します。
画面の指示に従って、支払いを完了してください。

携帯電話をご利用の場合は、プリンタのある環境で申込内容照会を行ってください。

全入力内容が表示されますので、
よろしければ「上記の内容で確定する」をクリック

支払いに利用するカード番号(16桁)を入力してください。
※American Expressの場合は15桁
※お支払いされるカードの名義人は申込者本人でなくても構いません。

「申込内容照会」にアクセスし「照会結果」を印刷する

「申込内容照会」にアクセスし「照会結果」を印刷する

郵便局から
郵送にて出願。

必
要
書
類

〒000-0000
XXXXXX XXX1-1-1

○○大学
入試課　行

印刷した「申込内容照会結果」と必要書類を、出願用封筒に入れる。

入学志願票

POST OFFICE

●出願・申請書類に記載されている支払い期間内であれば、いつでもお支払可能です。
支払い期間を入試要項でご確認のうえ、出願に間に合うよう十分に余裕をもってお支払い
ください。
●支払最終日は日本時間の23:00までにカード決済を完了させてください。
●銀聯カード・アリペイで決済する場合は、パソコンからお申し込みください。
●カードの名義人は、申込者本人でなくても構いません。但し、基本情報入力画面では、必ず
申込者本人の情報を入力してください。
●申込内容照会は、e-shiharaiサイトの「申込照会」にて、お申し込み時に通知された
【受付番号】【生年月日】を入力すると表示されます。
●カード審査が通らなかった場合は、カード会社へ直接お問い合わせください。
●検定料の他に事務手数料が別途かかります。

【注意事項・よくあるお問合せ】

入学検定料金額
555 円
987 円

1,420 円
1,800 円
2,037 円
2,571 円
4,320 円

29,999 円
49,999 円
69,999 円
99,999 円
199,999 円
299,999 円

 
30,000 円
50,000 円
70,000 円
100,000 円
200,000 円
300,000 円

～
～
～
～
～
～
～

事務手数料(消費税込)
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個人情報の取扱いについて

当学では、志願時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）を、入学試験実施、合格者発表、入学手続お

よびこれらに附随する業務のために利用します。また、入学者の個人情報については、在籍中および卒業・離籍

後の連絡手段、サービス等の提供・案内等に利用する場合があります。その際、当該個人情報の漏洩・流出・不

正利用等がないよう、必要かつ適切な管理を行います。また、上記業務の全部又は一部を委託する場合がありま

す。その場合、委託先に対し、契約等により、必要かつ適切な管理を義務付けます。

早稲田大学大学院経営管理研究科

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1－6－1

早稲田大学早稲田キャンパス 11 号館 3 階

3rd Floor, Building 11, Waseda University, Waseda Campus,
1-6-1, Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8050 JAPAN

TEL +81-(0)3-5286-8719
FAX +81-(0)3-5286-8720

E-mail wbs-admissions@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/fcom/wbs/


