
この推薦入学試験要項は、２０１８年５月末現在のものです。万一変更が生じた場合は当学教職大学院 HP 上で公表

し、必要に応じ通知いたします。

２０１９年度

早稲田大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

専門職学位課程（教職大学院）

推薦入学試験要項

１．早稲田大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の３つの方針（ポリシー）

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

早稲田大学では、『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。

教育学研究科高度教職実践専攻では、次の２つのタイプの教員の養成を目的としている。

① より優れた実践的指導力・行動力を備え、学校づくりの有力な一員となり得る新人教員

② 指導理論と高度の実践力・応用力を備え、学校における指導的役割を果たし得るスクールリーダー

それぞれの教員像に必要な基本的な知識・コミュニケーション力が前提となる。

これに加えて、教職への高い意欲を有すること、適切な履修プランが立てられること、修了後の現実的な

キャリア・プランが立てられることを条件とする。

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

教育学研究科高度教職実践専攻は、「教員のキャリアに応じた臨床的教育能力と自己改善力の育成」「先人

の知恵と先端的な学問知識に裏打ちされた広い教養と確かな人間力の追求」「社会的連携能力の開発」という

３つの基本理念を掲げ、その実現のため、「基本科目」と「学校における実習」、「分野別選択科目」、「共通選

択科目」の４種類の科目群でカリキュラムを構成している。

「基本科目」では高度な専門性を有する教員に共通に求められる内容について学び、「学校における実習」

は３種類の科目を発展的に配置し、理論と実践の融合を実現する構成となっている。「分野別選択科目」では、

「基本科目」で学習した内容をさらに発展させ教職キャリアに応じた探究を行い、実践への融合を可能にす

る力量の形成を行う。さらに、「共通選択科目」では広い教養と豊かな人間力を形成することを目的としてい

る。

修了認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

早稲田大学の総合性・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。

教育学研究科高度教職実践専攻では、学部等新卒者・民間経験者を対象として、「より優れた実践的指導力・

行動力を備え、学校づくりの有力な一員となり得る人材」を育成するとともに、現職教員を対象として、「指

導理論と高度の実践力・応用力を備え、学校における指導的役割を果たし得る人材」を育成する。修了者に

は、教職修士（専門職）を授与する。

【上記３つの方針（ポリシー）を十分理解した上で出願してください。】
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２．募集人員

若干名（２年制コース・一般入試区分）

３．出願資格

下記のすべてを満たしていること。

（１）２０１８年度中に早稲田大学各学部を卒業見込みであること。

（２）２０１９年３月までに一種教員免許状（中学校及び高等学校、または小学校）を取得見込みで

あること。

（３）志願者本人の所属学部専任教員（指導・演習担当教員、または、所属の学科・専攻・専修主任）

によって推薦された者。

（４）大学院教育学研究科高度教職実践専攻を第一志望とする者。

（５）教員になる強い意志をもつ者。

４．出願期間・試験日

（１）出願期間

２０１８年７月２４日（火）～７月３１日（火） 月曜日～金曜日の事務所開室時間内

（２）試験日

２０１８年８月３１日（金）

５．出願方法

当研究科事務所窓口（月曜日～金曜日の事務所開室時間午前９時～午後５時）で志願者本人が出願

書類を提出してください。（郵送等での提出は認めません。）

６．入学検定料

（１） 検定料支払い可能期間

２０１８年７月２３日（月）～７月３１日（火）

（２） 検定料

２５,０００円

[留意点]

①入学検定料はコンビニエンスストアよりお支払ください（支払方法等詳細は次頁に掲載）。

②コンビニエンスストアで入学検定料を支払う際、事前に専用サイト(https://e-shiharai.net/）に

より氏名・生年月日等を入力していただきますが、その際は必ず「志願者ご本人の情報を入力」

するようにしてください。

③入学検定料支払い後、コンビニエンスストアより「入学検定料・選考料取扱明細書」を受取り、「入

学検定料収納証明書」の部分を切り取り、それを「志願票 No.2」の所定の場所に貼付し他の出願

書類とともに提出してください。

④入学検定料の支払は、上記「検定料支払い可能期間」内であれば 24 時間可能です（24 時間営業の

場合）。ただし、出願期間の最終日は検定料を支払い、事務所開室時間内（午後５時まで）に志願

者本人が提出してください。

⑤出願書類および検定料の返還について

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、原則として返還いたしません。ただ

し、下記のケースに該当する場合は、入学検定料に限り全額または超過分を返還いたします。該

当する方は当研究科事務所までご連絡ください。

１）入学検定料を所定額より多く支払った。

２）入学検定料を支払ったが、出願書類は提出しなかった。

３）入学検定料を支払ったが、出願締切後に出願書類を提出した。

４）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。
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７．出願書類

提 出 書 類 様式名

入学試験 志願票 Ｎｏ.１ 様式-①

入学試験 志願票 Ｎｏ.２
・写真票欄に貼る写真は
・タテ４㎝×ヨコ３㎝（枠なし）
・願書受付日前３ヶ月以内に撮影したカラー写真とします。
・写真票に貼付した写真は、入学後、学生証の写真（在学中有効）となります。

様式-②

志望調書Ｂ 様式-④Ｂ

志望調書Ｃ 様式-④Ｃ

早稲田大学各学部専任教員（指導・演習担当教員、または、所属の学科・専攻・
専修主任）による推薦書

様式-⑦

学部の成績・卒業見込証明書 １部

ＧＰＡ証明書 １部

教員免許状取得見込証明書 １部

編入学している場合は、編入学前の学部の成績証明書 １部

学習指導案 １部
※免許状取得見込教科目（小学校免許取得見込みの場合には、一教科を選択）の

１授業時間分のオリジナルな学習指導案を作成してください。取り上げる内容
も書式も指定いたしません。また、指導対象とする教材をコピーして添付して
ください。

＊ 様式①、②、④は直筆（黒ボールペン）で記入してください。誤って記入した場合は、二本線で

消し押印の上、再度記入してください。修正液は使用しないでください。温度変化によりイン

キが透明になる特殊な性質を持ったインキを搭載している筆記具は使用しないでください。

＊ 様式③、⑤、⑥はありません。

８．受験票の送付

出願受付後、志願票Ｎｏ.１（様式-①）に記載された現住所宛に受験票を郵送します。試験日間近

になっても受験票が届かない場合は、当研究科事務所までお問い合わせください。

９．選考方法

個人面接（面接での評価を重視し、かつ成績（ＧＰＡ）を含めた出願書類から総合的に選考する）

＜試験当日の持参物＞

受験票、筆記用具、時計（時計以外の機能があるものは持ち込み不可）

１０．試験会場

早稲田キャンパス１６号館

・８月３１日（金）午前９時３０分までに所定の教室に集合してください。

・教室は試験当日午前９時１０分以降に早稲田キャンパス１６号館２階教育・総合科学学術院事務所

前に掲出します。

・試験開始（この場合集合時刻の午前９時３０分）後２０分を経過してからの入場は一切認めませ

ん。

１１．合格者発表方法および時間

２０１８年９月５日（水） 午前１０時発表

・教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）Web ページ

https://www.waseda.jp/fedu/gted/applicants/
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１２．入学手続書類交付および入学手続期間・方法

〔第１次入学手続き〕

２０１８年１０月末までに「学費等振込依頼書」を発送しますので、２０１８年１１月１４日（水）

までに、春学期分の学費・諸会費を振り込んでください。

〔第２次入学手続き〕

２０１９年２月上旬に書類を発送します。

２０１９年２月２０日（水）までに、入学手続き書類を郵送してください。

※入学手続書類は、志願票Ｎｏ.１（様式-①）に記載された現住所宛に送付します。出願後に住所を

変更された場合は、当研究科入試係（ted-admission@list.waseda.jp）宛にメールでお知らせく

ださい。

１３．入学手続に必要な書類（※ご参考）

以下は昨年度の書類を記載しています。変更が生じる可能性がありますので、必ず〔第２次入学手続

き〕で送付する「入学手続きの手引」を確認してください。

①入学手続用紙（Web 入力後出力）

②誓約書・保証書（Web 出力後署名、捺印）

③ 住民票記載事項証明書または住民票

④ 大学の卒業・成績証明書

⑤ 麻疹（はしか）に関する証明書（抗体検査証明書）

⑥ 一種教員免許状（中学校及び高等学校、または小学校）の写し

⑦ その他（研究科が交付する書類）

１４．学費・諸会費

下表のうち入学時（春学期）の合計額を〔第１次入学手続き〕で定められた期間内に納入してくだ

さい。秋学期分は「１０月１日に指定の口座より振替」または「９月に学費負担者宛に振込用紙を発

送」する予定です。

2019 年度 学費・諸会費等（予定） （単位：円）

年 度 納入期

学費 諸会費

合計 年度納入額
授業料 学会費

学生健康増進

互助会費

初年次
入学時（春学期） 595,000 250 1,500 596,750

1,193,500
秋学期 595,000 250 1,500 596,750

２年次
春学期 695,000 250 1,500 696,750

1,393,500
秋学期 695,000 250 1,500 696,750

※連携協力校における学校臨床実習のための交通費等は、別途必要です。
※科目により実験演習料等が別途必要となることがあります。
※諸会費については改定されることがあります。
※入学金は免除となります。

一度提出した書類および納入した学費・諸会費（春学期分）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（春学期分）のみ返還の対象となり

ます。手続方法等、詳細については、〔第１次入学手続き〕完了者に送付される「入学手続の手引き」

をご参照ください。
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１５．入学時に利用できる学費ローンについて

当学には、㈱オリエントコーポレーション（以下オリコ）、㈱セディナ、楽天銀行㈱と提携した「早稲

田大学学費ローン制度」があり、入学時納入金に利用することができます。

本学費ローン利用にあたっては、自己責任のもと、申込期日や手続期日等の日程に注意し手続きをして

ください。なお、審査結果により、利用できない場合があります。

■学費ローン（入学時）の概要

対象者 当学入学予定者の保護者、および入学予定者本人（満 20 歳以上）

※外国人留学生は利用できません。

※審査結果により、利用できない場合があります。

対象費用 入学時の大学宛納入金額（登録料（入学金相当額）および学費等（春学期分））

分割払手数料率（実質

年率）

提携金融機関により異なります。

入金方法 利用金額は提携金融機関から当学へ直接入金されます。※利用者への入金はございま

せん。

■利用手順

早稲田大学奨学課のホームページ（https://www.waseda.jp/inst/scholarship/）に、学費ローンのインタ

ーネット申込用ページを公開しています。申込期日・申込方法・手続等の詳細はこちらをご覧ください。

■返済方法

原則本学費ローン利用の翌月より、指定口座から自動振替されます。返済方式は提携金融機関によって

異なります。

■問い合わせ先

株式会社オリエントコーポレーション 学費サポートデスク(営業時間 9：30～17：30 土日・祝日を除く）

〒102-8503 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地１ Tel．0120-517-325 Fax．03-5226-1889

株式会社セディナ東京営業部 早稲田大学サポートデスク（営業時間 9：30～17：30 土日、祝日を除く）

〒160-8322 東京都新宿区西新宿 3 丁目 6 番地 11 西新宿 KS ビル 5F

Tel．0120-757-766 Fax．03-3346-1243

楽天銀行株式会社 教育ローン専用ダイヤル（受付時間 平日 9：00～20：30 土日祝日 10:00～17:30）

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 楽天クリムゾンハウス

Tel．0120-61-6910 ※必要書類の送付は原則スマートフォンアプリでの提出となります。郵送も可。
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１６．奨学金制度について

学内奨学金、日本学生支援機構奨学金や各地方公共団体・民間団体からの学外奨学金など、多数

の奨学金制度があります。詳しくは奨学課ホームページをご参照ください。

（早稲田大学奨学課ホームページ：https://www.waseda.jp/inst/scholarship/）

１７．個人情報の取り扱いについて

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、合格発表、

入学手続およびこれに附随する業務のために利用します。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。

１８．早稲田大学入学試験受験に際しての注意事項

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。

早稲田大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、提供した情報等に虚造・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．次のことをすると不正行為となることがあります。

①カンニングをすること（試験時間中にカンニングペーパー・参考書等を隠し持つ・使用する、

他の受験者の答案等を見る、他の人から答えを教わるなど）。

②試験時間中に、答えを教えるなど他の受験者を利するような行為をすること。

③試験時間中に携帯電話を身に付けること、使用すること。

④試験時間中に携帯電話や時計の音（着信・アラーム・振動音など）を鳴らすこと。

⑤試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。

⑥試験場において試験監督員等の指示に従わないこと。

⑦志願者以外のものが志願者本人になりすまして試験を受けること。

⑧その他、試験の公平性を損なう行為をすること。

３．不正行為の疑いがある場合、次のような対応をとることがあります。

・試験監督員等が注意をする、または事情を聴くこと。

・別室での受験を求めること。

４．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。

１９．入学試験実施に際して

早稲田大学では、入学試験の実施に際し、次のような対応をとることがあります。あらかじめご了

承ください。

◆受験環境について

可能な限り公平・静粛な受験環境の確保に努めますが、やむを得ず以下のような対応をとることが

あります。

①生活騒音（航空機・自動車・風雨・空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音、携帯
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電話の鳴動など）が発生した場合でも、原則として特別な措置は行いません。

②試験中に携帯電話や時計などの音・振動などが発生し、発生源の荷物などが特定できた場合、持ち

主の同意なく監督員が試験教室外に持ち出し、試験本部で保管すること、あるいは荷物の中から携

帯電話・時計等を取り出し鳴動停止の操作をすることがあります。

③机、椅子、空調、音響設備等の試験教室による違いは一切考慮しません。

④他の受験者が迷惑と感じる行為がある場合、別室受験を求めることがあります。

◆不可抗力による事故等について

台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電、その他不可抗力による事故等が発生した

場合、試験開始時刻の繰下げ、試験の延期等の対応措置をとることがあります。ただし、それに伴う

受験者の不便、費用、その他の個人的損害については何ら責任を負いません。

２０．実習関係書類の提出について

学校における実習を円滑に実施するため、入学手続書類交付以前に、関係書類を提出していただ

くことがあります。

２１．その他

身体機能の障がいや疾病等により、受験・就学に際して配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、

当研究科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でも、速やかにお問合わせください。

以 上

受験生の皆さんへお願い

①万全の体調で試験に臨めるよう、普段から手洗いやうがいを慣行し、ご自身の健康には十分留意してください。

②入学試験会場でのインフルエンザ等感染症への感染を防ぐため、必要に応じて各自でマスクを用意してください。

③咳・くしゃみが出る方はマスクを着用する、咳エチケットを守るなど、周囲の方への感染防止にご配慮ください。

早稲田大学 大学院教育学研究科 入試係

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田１－６－１

℡ 03-3208-0529 fax 03-3202-2549

Email: ted-admission@list.waseda.jp


