
1 
 

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 

『中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度（CSC）』 

2022 年 9 月入学選考募集要項 

 

１. 入学時期 

  2022 年 9 月 

 

２．募集課程 

(1)博士後期課程 

学位取得プログラム/受入期間：36 ヶ月(3 年間) 

（2)外国人特別研修生 

博士後期課程レベルのノンディグリー・プログラム/受入期間：6 または 12 ヶ月（半年または１年間） 

＊外国人特別研修生は早稲田大学の学位は取得できないので注意してください。 

 

３．出願資格 

出願する者は、それぞれの課程ごとに(1)～(2)の両方に該当していなければなりません。 

【博士後期課程】 

(1) 中国国家留学基金管理委員会の国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラムへの申請資格を有し（※）、所

定の手続により所属大学・その他機関等から推薦され、国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラムの（「与

日本早稻田大学合作奖学金」）に奨学金申請を行う者。 

(2) 修士もしくは修士(専門職)の学位またはこれに相当する学位を得た者、または修士課程に在籍し、2022 年 9 月

20 日までに、修士の学位を取得見込の者。一貫制博士課程(博士前期課程と博士後期課程の区別がない課程)に

在籍する場合は、早稲田大学大学院に入学するまでに所属大学大学院に 2 年以上在籍し、修士課程修了と同等

の学力があると認められた者。 

 

【外国人特別研修生】 

 (1)中国国家留学基金管理委員会の国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラムへの申請資格を有し（※）、所

定の手続により所属大学・その他機関等から推薦され、国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラムの「与

日本早稻田大学合作奖学金」に奨学金申請を行う者。 

 (2) 中国国内の大学の博士後期課程に在籍する者。一貫制博士課程(博士前期課程と博士後期課程の区別がない課

程)に在籍する場合は、早稲田大学大学院に入学するまでに所属大学大学院に 2 年以上在籍し、修士課程修了

と同等の学力があると認められた者。 

※国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラムへの申請資格は以下のとおり。 

(a)中国国内に居住する者： 

 修士・修士（専門職）の学位またはこれに相当する学位を取得した社会人もしくは博士後期課程 1 年に在籍する者、    

または中国国内の大学の修士課程に在籍し、2022 年 9 月 20 日までに修士の学位を取得見込の者。 

(b)中国国外に居住する者： 

申請資格については、中国国家留学基金管理委員会に直接お問い合わせください。 

（日本国内に居住している方は、在日本中国大使館までお問い合わせください。） 

 

 



2 
 

４．選考方法 

（1)博士後期課程 

第一次選考（書類審査）および第二次選考（テレビ会議システム・電話・E メール等による面接審査）に 

より、総合的に審査します。第一次選考合格者のみが第二次選考の対象となります。 

- 直接、事務所に出願書類を持参し、提出することは認められません。 

- 一度提出された出願書類の記載内容については、変更できません。 

- 一度受理した書類は、原則として返還いたしません。 

- 第二次選考では、入学試験及び博士論文の使用言語に日本語を選んだ者にも、必要に応じて英語能力を問う 

場合があります。   

（2)外国人特別研修生 

書類選考のみで合否判定を行います。 

 

５．選考日程 

※当要項内に記載のある日程・時間は、全て日本標準時間です。 

2021 年 

10 月 4 日(月)9：00 

～10 月 8 日(金)23：59 

＜オンライン出願期間＞ 

出願者は、この「オンライン出願期間」に、指定の入試要項に記載された

出願方法により、全ての出願書類の提出を完了させることが必要です。 

↓ 

2021 年 11 月 11 日(木) 

午前 10 時 

＜第一次選考合格者発表＞ 

合格者の受験番号を当研究科ウェブサイトにて発表します。 

●博士後期課程プログラム第一次選考合格者には、オンライン出願システ

ム TAO 上で、第二次選考の詳細を連絡します。 

●外国人特別研修生合格者には、受入内諾書を送付します。書類を受領後、

所定の手続を行ってください。 

↓ 

2021 年 11 月 12 日(金) 

～11 月 17 日(水) 

のうち当研究科が 

指定する日 

＜第二次選考＞ 

テレビ会議システム（Zoom 等）・電話・E メールなどを利用した面接を行

います。 

対象者：博士後期課程プログラム志願者の内、第一次選考合格者のみ。  

↓ 

2021 年 11 月 25 日(木)  

午前 10 時 

＜最終合格者発表＞ 

合格者の受験番号を当研究科ウェブサイトにて発表します。 

博士後期課程プログラム合格者へ受入内諾書を送付します。書類を受領

後、所定の手続を行ってください。 

※当研究科の教員に個別にコンタクトを取って事前に受入内諾書をもらった場合でも、上記の出願期間に必ず出願を

行い、選考に合格する必要があります。上記の選考過程を経ていない場合、たとえ受入内諾書を得ていても、奨学

金の受給資格は無く、早稲田大学に入学することは出来ないので注意してください。 

※本学の博士後期課程 1 年に在籍する者の申請については、事前に留学センターまでご相談ください。 

留学センター問い合わせ先  TEL：03-3203-9806 E-mail：in-cie@list.waseda.jp 
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６．入学検定料 

 本制度による入学志願者については、入学検定料は免除となります。 

 

７．出願方法・出願書類 

出願に際しては、当研究科「2022 年度 4 月入学入学試験要項（博士後期課程）【一般入学試験】」*を必ずよくご確認

ください。 

   *:この『中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度』入試は、2022 年度 9 月入学のものとなりますが、 

当研究科の入学試験要項は、2022 度 4 月入学博士後期課程一般入学試験用（以下リンク参照）のものをご利

用ください。 

https://www.waseda.jp/fire/gsaps/assets/uploads/2021/07/Application-Guide-for-Apr-AY2022-Ad

missions_PHD_JP.pdf 

出願方法・出願書類の詳細は、上記「一般入学試験用」の入試要項内「III.出願方法」にてご確認いただきま

すが、以下の点は、「当制度（CSC）」と「一般入学試験」では異なりますので、ご注意ください。 

(1) 「当制度（CSC）」のオンライン出願システム TAO 上の「募集名」は、「早稲田大学/大学院アジア太平洋研   

  究科(GSAPS)/国際関係学専攻/【日本語履修/Japanese-based program】博士後期課程：中国国家建設高水 

  準大学公費派遣研究生（CSC）用入試」を選択してください。（英語で論文作成を希望する者は、当該入試 

  の【英語履修/English-based program】のフォームを使用して、出願してください。） 

(2) 「当制度（CSC）」の入学志願者については、入学検定料は免除となりますので、「III.出願方法」の「Step 

3-⑫入学検定料支払いを証明するもの」および「Step 4：入学検定料支払い」の項目については対応の必

要はありません。 

(3) 「当制度（CSC）」による志願者は、TAO 上で【博士後期課程】か【外国人特別研修生】（6 ヶ月か 12

ヶ月）を選択いただくことになります。 

 

当研究科 2022 年度 4 月入学博士後期課程入学試験要項および当研究科所定の出願書類（所定用紙）については、

以下 URL よりダウンロード可能です。 

https://www.waseda.jp/fire/gsaps/admissions/format 

 

 また、今年度は、新型コロナウイルス感染症による語学試験の中止および大学事務所の閉室等により、語学試験の

スコアカードや成績証明書、卒業（見込み）証明書等の提出に関して困難な場合を考慮し、当研究科では、いくつか

の特別措置・対応を行うことといたしました。つきましては、本募集要項、及び 上記 2022 年度 4 月入学博士後期

課程入試要項に加え、以下のウェブページもご確認のうえ、出願をしてください。 

https://www.waseda.jp/fire/gsaps/news/4349 

なお、郵送する出願書類がある場合は、追跡可能な方法で出願締切日までに必ず到着するよう下記の宛先まで送付し

てください。 

【出願書類送付先】 

 〒169-0051 
 東京都新宿区西早稲田 1-21-1 早大西早稲田ビル 7F 
 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科アドミッションズ・オフィス 
「中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度」係 
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＜出願上の注意＞ 

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

正行為とみなし、入学試験の結果を無効とします。なお、その場合も提出された書類・資料等は返還し

ません。 

・ 出願書類に不備や不足書類があった場合は、出願を受け付けないことがありますので十分注意してくだ

さい。また、当研究科アドミッションズ・オフィス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。 

・ 一度提出した出願書類は原則として返還できません。再発行が不可能であると当学が判断したもののみ書類の

返還を行うこととします。返還を希望する場合は「提出書類返還依頼書」に再発行ができない書類と、その理

由を明記し、出願書類と一緒に送付してください。返却は最終合否結果発表後になります。 

・ 受験生への連絡は、オンライン出願システム TAO のメッセージ機能を通して、または、出願時に登録し

た E メールアドレス、現住所宛てに行います。出願後に住所・電話番号・E メール等を変更した方は、

速やかに当研究科アドミッションズ・オフィスにご連絡ください。変更が原因で当研究科からの連絡が

受験生に届かなかったとしても、当研究科は一切責任を負いません。 

・ 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、当研究科アドミッシ

ョンズ・オフィスまでお問い合わせください。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。 

 

８．受入内諾書受理後の手続 

(１) 国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラム「与日本早稻田大学合作奖学金」受給者正式決定まで 

日程 中国側 早稲田大学側 

2022 年 

3 月下旬～4 月上旬 

（予定） 

①候補者に選ばれた志願者が早稲田大学

の受入内諾書を所属大学に提出し、かつ

中国国家留学基金管理委員会による国

家建設高水準大学公費派遣研究生プロ

グラムの「与日本早稻田大学合作奖学

金」へオンライン申し込みを完了する。 

 

2022 年 6 月 

（予定） 

②中国国家留学基金管理委員会が「奨学金

受給者」を正式に決定する。国家建設高

水準大学公費派遣研究生プログラムの

「与日本早稻田大学合作奖学金」受給者

に採用された志願者は、中国国家留学基

金管理委員会から発行される「奨学金給

付証明書」を早稲田大学に提出する。 

 ※奨学金給付証明書は英語の証明書と

「与日本早稻田大学合作奖学金」と明記

されたもの（中国語版）を要提出 

③早稲田大学が「与日本早稻田大学合作奖

学金」受給者の正式決定をもとに「最終

合格者」を決定し、入学手続に関する通

知を行う。 
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(2)在留資格 

国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラム「与日本早稻田大学合作奖学金」受給者として、早稲田大学の「最

終合格者」に決定した場合は、早稲田大学に在学するために、在留資格「留学」を取得しなければなりません。

既に「留学」以外の長期滞在可能な日本の在留資格をお持ちの場合は、在留資格「留学」への変更手続が必要で

す。その場合は、早稲田大学入学のため、直ちに早稲田大学留学センターにご連絡ください。 

（留学センター問い合わせ先 ：TEL：03-3203-9806 E-mail：cie-zairyu@list.waseda.jp） 

 

日本に長期滞在できる有効な在留資格を持っていない場合、取得のために「在留資格認定証明書」（COE）申請の

手続が必要です。早稲田大学では、日本国外在住の入学予定者のために、東京出入国在留管理局に留学のための

「在留資格認定証明書」（COE）の代理申請を行います。在留資格「留学」ビザ申請手続については、当研究科入

試要項「III. 出願方法 Step 7：入学手続」の「3．留学ビザ」をご参照のうえ、早稲田大学の「最終合格者」

に決定後、改めてお問合せください。 

 

９．学費・奨学金等の取り扱い 

(1)中国国家留学基金管理委員会による国家建設高水準大学公費派遣研究生プログラムの「与日本早稻田大学合作奖

学金」受給者に採用されなかった場合、早稲田大学の受入内諾を取り消します。 

(2)当制度で採用された学生は、早稲田大学在籍中（博士後期課程は最大 36 ヶ月、外国人特別研修生は最大 12 ヶ月）

の入学金、学費、諸会費が免除となります。ただし基本の修了要件にはない、任意で受講する自由科目（日本語

科目等）に関しては各自で費用をご負担ください。 

(3)早稲田大学のその他の学内奨学金や国費等学費減免を含む学外奨学金への併願は不可とします。 

(4)学生の生活費、往復航空券は中国国家留学基金管理委員会により学生本人に支給されます。 

(5)早稲田大学は合格者に対し、日本における宿舎の情報提供を行います。入寮希望者は各自で宿舎を手配し、賃料

を各自でご負担ください。 

(6)当制度は、早稲田大学在籍中の在留資格が「留学」である者に限ります。 

 

１０．私費での入学を希望する場合 

博士後期課程プログラム志願者で、本奨学金に採用されなかった場合も当研究科に「私費留学生」として入学を希

望する方は、本制度奨学金選考とは別に、一般選考入試に出願し合格する必要があります。私費での入学を希望す

る場合は入学検定料を支払い、出願期間に出願書類を再度提出してください。 

 

 ※出願に際しては、以下のURLより改めて2022年度 9月入学版アジア太平洋研究科入学試験要項をご確認ください。

（2022 年度 9 月入学版入試要項は、2021 年 12 月下旬に公開予定です。） 

https://www.waseda.jp/fire/gsaps/admissions/format 
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１１. 受験上の注意 

(1) 不正行為について 

当学では、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 面接において、次のことをすると不正行為となることがあります。 

    a. 許可されていない資料を持ち込むこと、あるいは参照すること。 

   b. 試験時間中に他の人から答えを教わること。 

   c. 面接員等の指示に従わないこと。 

  d. 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。 

  e. 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。  

a.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）。 

b.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。 

 

(2) 免責事項 

当学では、入学試験の実施に際し、以下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。 

◆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や交通機関の乱れが発生

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。 
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１2. その他特記事項 

 

(1) 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、合格者発表、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。なお、個人が特定されないように統計処理した個人情報を、

大学における入学者選抜のための調査・研究の資料として利用します。あらかじめご了承ください。 

 

 

(2) 性別情報・GS（Gender & Sexuality）の共通理念について 

当学では、入学試験の円滑な実施と入学手続の必要上、戸籍上の性別情報を収集しています。なお、性別情報収集

にあたっては合理的理由があると判断される必要最小限に留め行っています。

https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/sexual-minority/ 

 

また、当学は、国籍、性別（男女だけではない性の多様性）、障がいの有無等に関わらず、大学内に多様な個性

が共存し、それぞれの目線で学習、教育・研究・就労に関わることにより、大学の更なる進化につながる新たな

発想が生まれるようなアカデミック・コミュニティの形成を目指しています。 

詳細については、下記の「早稲田大学 GS センター」ウェブサイトをご参照ください。 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/ 

 

(3)新型コロナウイルス感染症等による影響に関して 

学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症、 インフルエンザ、麻疹、風

疹等）に罹患し治癒していないなどの理由で出願行為が遅れた場合、あるいはインタビューを欠席した場合でも、

当学が特別な対応を公表した場合を除いて、追加の審査の実施や入学検定料の返還は行いません。  

今後、新型コロナウイルスの影響により、やむを得ず入学試験の実施内容 （出願期間・審査期間・試験日程/内

容・合格発表日など）に変更が生じる場合があります。その際は、当研究科ウェブサイトにてお知らせしますの

で、随時確認するようにしてください。なお、出願開始後に何らかの変更が生じた場合は、当該志願者に対して

オンライン出願システム TAO のメッセージ機能を通して、または、E メールで連絡することがありますので、出

願後は随時オンライン出願システムTAOのメッセージ、当研究科からのEメールも確認するようにしてください。  

 

<お問い合わせ先＞ 

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 アドミッションズ・オフィス 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-21-1 早大西早稲田ビル７F 

Tel.：＋81-(0)3-5286-3877  Fax：＋81-(0)3-5272-4533 

E-mail: gsaps-admission@list.waseda.jp 

 


