
２０１８年 ４月入学

早稲田大学 創造理工学部

早稲田建築 AO入試

（創成入試）
入学試験要項

募集学科

創造理工学部 建築学科

出 願 期 間 ２０１７年 ９月１３日(水)～９月２１日(木) 【締切日必着】

第 一 次 選 考 合 格 者 発 表 ２０１７年１０月１０日（火）

第二次選考（筆記試験・面接） ２０１７年１０月２１日（土）

最 終 合 格 発 表 ２０１７年１１月 １日（水）

この入学試験要項には、早稲田大学創造理工学部建築学科が２０１７

年に実施する「早稲田建築 AO 入試（創成入試）」の出願から入学手続ま

での事項が記載してあります。出願にあたっては熟読の上、間違いのない

よう十分に注意してください。



出願から入学までの流れ 早稲田建築AO入試（創成入試）

① 出願資格および入試日程を確認し，出願書類を用意する

② 入学検定料（第一次選考）を支払う

③ 出願書類を簡易書留郵便にて送付する（締切日必着）

④ 受験票を受け取る

⑤ 第一次選考（書類選考）合格者発表

⑥ 入学検定料（第二次選考）を支払う

⑦ 自己ＰＲ資料の作成

⑧ 第二次選考（筆記試験・面接）

⑨ 最終合格者発表

⑩ 登録料（入学金相当額）・学費等（春学期分）の納入

⑪ 入学手続書類の提出

⑫ 入学
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求める学生像

わたしたちの暮らす現代の日本は、地震・台風・大雪などの厳しい自然条件に加え、地球環境問題、少子高

齢化、あらゆる分野での国際化などに直面し、安全で快適な生活のために、国内はもとより世界中のそれぞ

れの地域に根ざした建築や都市のあり方が問われ、多くの国際的な貢献のできる建築の専門家が必要とされ

ています。建築学科では、創造性豊かで、指導力に富み、率先してチームをまとめ上げる活発な学生の入学

を期待しています。
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１．募集人員
創造理工学部建築学科 1年生を約25名(※)募集します。

※募集人員は目標数であり、試験結果により合格者数は増減することがあります。

２．出願資格
出願する者は、次のa ～ c のすべてに該当していなければなりません。

a. 創造理工学部建築学科を第一志望とする者

b. 高等学校または中等教育学校後期課程において数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学Bを履修しており、かつ理科の

合計取得単位数が10単位以上であること

※理科については科目を問わない

※ただし、外国の高等学校に在学したことのある者および学校独自のカリキュラムにおいて数学・理科の内容

に相当する内容を履修している者はこの限りではない。当該者は出願時に「履修内容確認表」を提出すること。

（詳細は8ページ参照）

c. 次のいずれかに該当する者

①高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2018年3月卒業見込みの者

②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2018年3月31日までに修了見込みの者

③学校教育法施行規則第69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2018年3月31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12年の課程を修了した者、および2018年3月31日までに修了見込みの者、

またはこれ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に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該教育を修

了した者、および2018年3月31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2018年3月31

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試験程度認定試験（大学入学資格検定を含む）に合格した者、および2018

年3月31日までに合格見込みの者で、2018年3月31日までに18歳に達する者

・その他当学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で2018年3月31日までに18歳に達する者

※出願資格 c. において、高等学校卒業（見込）以外の資格（外国において12年の課程を修了した者等）にて出

願を検討している方は、必ず2017年9月1日（金）までに理工学術院早稲田建築AO入試係（TEL：03-5286-3808、

E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に問い合わせてください。

※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された方につきま

しては、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。入学試験に合格されても、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。

※身体の機能に著しい障がいのある方は、受験および就学が不可能なことがありますので、出願に先立ち、2017

年 9月 1日（金）までに必ず理工学術院早稲田建築AO入試係（TEL： 03-5286-3808、 E-mail：

undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に問い合わせてください。

※創造理工学部建築学科では、原則として高等学校にて数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、物理基礎、物

理、化学基礎、化学（旧課程の場合は、数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C、物理I、物理II、化

学I、化学II）の範囲を履修していることを前提としてカリキュラムを編成しています。これらの科目を履修

していない場合は、入学までに同範囲の内容を修得しておくことが望まれます。また合格者に対し、入学まで

に課題を課す場合があります。
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３．出願手続
（１）出願期間

２０１７年９月１３日(水)～９月２１日(木) 【締切日必着】

（２）出願方法

出願書類の配付および販売は行いません。当学所定書式は当学理工学術院ホームページよりダウンロードし、

A4 サイズに片面印刷したものを使用してください。市販の封筒（角型 2号：A4 サイズ）に「郵送時宛名ラベ

ル」を印刷し、封筒に貼付し郵便局窓口から「簡易書留便」で郵送してください。

※A4サイズ以外の封筒での出願は認めません。全ての資料をA4サイズの封筒1通に封入してください。

※出願は郵送に限ります。直接持参は受け付けませんので注意してください。

※出願書類受理証明書等は発行しません。また書類の到着確認も行いません。追跡番号をもとにご自身で行っ

てください。

（３）出願書類

以下書類を提出してください。

※出願書類に不備があった場合、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。

※当学所定書式はすべてA4サイズ片面印刷したものを提出してください。

【１】入学志願票 ◆

【２】出願資格を証明する書類（調査書等）

【３】志願者自己報告書 ◆

【４】活動実績報告書

【５】推薦書 ◆

【６】検定料申込み内容照会結果（※クレジットカード等にて検定料を納付する場合のみ）

【７】履修内容確認表（※外国の高校等を卒業、独自カリキュラムの高校等に在籍の場合のみ）◆

書類 記入上の注意

【１】入学志願票

（Ａ票・Ｂ票）

-本学所定書式-

・当学所定書式をダウンロードし記入してください。

・「Ａ票」「Ｂ票」は切り離さずに提出してください。

・PDFファイルにそのまま入力することができますがデータ保存はできませんので入

力後すぐに印刷できる環境で行ってください。手書きで作成しても構いません。手

書きの場合には黒のペンまたはボールペンで記入してください（温度変化によりイ

ンクが透明になる特殊なインクを搭載したペンは使用できません）。

・ 誤って記入した場合は、必ず誤記入部分を二本線で消し、上から印鑑（認印）を

押して再度余白部分に記入してください。修正液は使用しないでください。

・※印の付いた空欄箇所には何も記入しないでください。

≪Ａ票≫

【性別③】

男・女のいずれかの記入欄に○印を記入してください。

【生年月日④】

月日が一桁の場合には、前に０をつけて記入してください。

◆・・・本学所定書式があるもの

④生年月日（西暦）

19 ９ ９ 年 ０ ９ 月 ０ １ 日
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【出身学校⑤～⑪】

⑤高等学校卒業試験程度認定試験（大検）、外国の学校の場合はそれぞれ「大検」、

「外国」と記入してください。

⑥出身学校の設置形態で該当するものを○印で囲んでください。

※在外教育施設、外国の高等学校、専修学校高等課程の修了（見込）者ならびに高等

学校卒業試験程度認定試験（大検）は「その他」を選択してください。

⑨卒業（見込）年を西暦で記入してください。高等学校卒業試験程度認定試験（大検）

は認定試験取得年を記入してください。

⑩出身学校の設置形態を、次の表によりコードで記入してください。

区分 国立

公立

都道府県

市町村立

私立
高卒

認定
通信

教育
その他 外国

コード １ ２ ３ ４ ５ ６ ９

※通信教育修了（見込）者は「５」を記入してください。

※在外教育施設、専修学校高等課程の修了（見込）者は「６」を記入してください。

※外国の高等学校修了（見込）者は「９」を記入してください。

⑪出身学校の課程を、次の表によりコードで記入してください。

区分 全 日 制 定 時 制

高等

専門

学校

高卒

認定

通信

その

他

普 商 工 そ

の

他

普 商 工 そ

の

他

コード ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９ １０

※｢０４｣、｢０８｣の「その他」とは、理数科・英語科・芸術科・農業科・総合学科な

どが該当します。

※在外教育施設、外国の高等学校、専修学校高等課程の修了（見込）者は「１０」を

記入してください。

⑫学校コード 「高等学校等コード表」（理工学術院ホームページから閲覧・ダウ

ンロードしてください）により該当コードを記入してください。

【連絡先】

⑭連絡の取れる電話番号を市外局番から記入してください。携帯電話・PHSでも構い

ません。

⑮「○○県」のように「都・道・府・県」まで記入してください。

⑯住所を市区町村名以下から記入してください。「丁目」「番地」「号」は省略し、

ハイフン「－」 で記入してください。

※下宿等の場合は、「○○様方」まで記入してください。

※マンション名・アパート名等は郵送上支障がない場合には省略し、地番に続けて

室番号をハイフン「－」でつないで記入してください。

※この住所（連絡先）宛に、受験票、第一次および第二次選考結果、入学手続書類

等を送付しますので、必ず受け取ることのできる宛先を記入し、誤配や不備のない

ように十分注意してください。

※出願後に住所・電話番号等を変更した方は、速やかに理工学術院早稲田建築AO

入試係（TEL：03-5286-3808、E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）にお申
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し出ください。あわせて郵便局で転居先への転送手続を行ってください。

⑰連絡の取れるE-mailアドレスを記入ください。

【数学理科履修状況】

「⑱外国の教育制度による高等学校等」または「⑲日本の教育制度による高等学校」

のいずれかを選択してください。

⇒「⑱外国の教育制度による高等学校等」を選択した場合

「履修内容確認表」を理工学術院ホームページよりダウンロードし提出

してください。

⇒「⑲日本の教育制度による高等学校」を選択した場合

高等学校での「数学Ⅲ」「物理」「化学」の履修状況を下記の通りそれぞ

れ記入してください。

履修状況 記入するコード

履修している 1※1

履修していない 9

不明 2 ※2

※1：「物理」の場合は物理基礎・物理、「化学」の場合は化学基礎・化学の科目を履修済もし

くは、単位取得見込の場合を指します（ 例）「物理基礎」のみ履修している場合は＜未

履修＞となりますので「履修していない：9」を記入ください）

※2：1 科目でも「不明：2」を記入した場合には「履修内容確認表」を理工学術院ホームペー

ジよりダウンロードし提出してください。

【入学検定料 収納証明書 貼付欄】

コンビニエンスストアから支払う場合

⇒「収納証明書」を切取、枠内に貼付してください。

クレジットカード等で支払う場合

⇒「クレジットカード」と枠内に記入し、「申込内容照会結果」を

出願書類に同封してください。

≪Ｂ票≫

・写真を貼付し、カナ氏名・漢字氏名を記入してください。

※写真は縦4cm×横3cmの証明写真（出願前3ヶ月以内に撮影したカラー写真・上半

身・正面・無帽・ 無背景・枠無し）を使用し、裏面に氏名を記入のうえ、所定欄

に全面糊付けしてください。

※マフラーやサングラスなどを着用したままで撮影された写真は受け付けません。

※スナップ写真・デジタルカメラ等の不鮮明な写真、携帯電話等で個人が撮影した写

真は使用できません。必ず証明写真（スピード写真可）で撮影してください。

※髪型の違い等により個人の判別が困難な写真は受け付けません。

※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、本人を判別できるような写真を用意してください。また、学内諸手続き

における本人確認、および学内の各種Webサービス等に本人確認情報として登録し

ますので、予めご了承ください。

【２】出願資格を証明

する書類（調査書等）

・2017年 6月1日以降に発行された以下a～cいずれかの書類を提出。

a. 高等学校または中等教育学校の卒業者（見込者）および高等専門学校3年修了者

（見込者）は、出身学校長が作成する ①調査書 (厳封されたもののみ有効)

※卒業見込者および修了見込者は最終学年１学期［または前期］までの成績が記入さ
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れた調査書を提出してください。高等学校または中等教育学校が前後期制である

ことにより、最終学年前期までの成績が記入された調査書を出願期間中に提出で

きない場合は、卒業までの取得見込単位を全て記入した調査書（成績は2年後期ま

でで可）を出願期間中に提出し、その後成績が確定次第、速やかに最終学年前期

までの成績が記入された調査書を送付してください。

※編入学・海外留学により単位認定を受けた者は、認定単位の成績証明書を提出し

てください。

b. 外国における12年の課程を修了した者（見込者）は日本語または英語で作成され

た ①修了（見込）証明書 と ②成績証明書

日本と外国の両方の高等学校に在学した者は、③日本の高等学校在学中の調査書

も提出してください。日本語、英語以外の言語で作成された証明書を提出する場

合には大使館、政府公認機関、公証役場等で翻訳公証印を受けた翻訳文を提出し

てください。

c. その他、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（見込者）

は、①その修了（見込）証明書 と ②成績証明書

出身学校長の作成する調査書がある場合は、前記①②に代えて調査書を提出して

ください。

※日本の教育制度による高等学校または中等教育学校卒業（見込）以外の資格にて

出願を検討している方は、必ず2017年9月1日（金）までに理工学術院早稲田建築

AO入試係（TEL：03-5286-3808、E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に

問い合わせの上、指示に従いb. c. の各種証明書を用意してください。上述の書

類以外にその他書類を別途提出いただく場合があります。

※大学在学中または卒業者は上記に加え大学の在学証明書または卒業証明書、成績

証明書を別途提出してください。

【３】志願者自己報告書

-本学所定書式-

・当学理工学術院ホームページから所定用紙をダウンロードし、日本語にて

本人直筆、横書きにて記入してください。

・Ⅰ～Ⅳの3枚をホチキス留め（左上1箇所）

Ⅰ．志望理由

-建築学科を志望した理由を記入してください。字数制限等はありませんが、1枚に

収めてください（必ず枠内に記入のこと）。

-早稲田建築AO入試を知り、応募するに至った経緯も記してください。

Ⅱ．入学後の抱負

-建築学科入学後の抱負、勉強・研究計画等を記入してください。字数制限等はあり

ません（必ず枠内に記入のこと）。

Ⅲ．学業等履歴

-小学校入学から出願に至るまでの学歴（予備校・大学・専門学校等も含む）および

職歴（該当者のみ）を記入してください。

-職歴記入の場合は、「学校名等」の欄に「勤務先」、「在学期間」に「在職期間」、

「在学年数」に「在職年数」をそれぞれ記入してください。

Ⅳ．活動実績（記入例：10ページ参照）

-これまでに興味を持って取り組んだ学校行事や研究活動・社会活動・創作活動・ス

ポーツなどの実践体験の活動実績履歴を、現在から順に過去にさかのぼって簡潔に

記入してください。現在の自分をアピールする上で必要な事項であれば、活動の時

期は問いません。

-活動実績は7項目までとします。

【４】活動実績報告書 ・書式自由、Ａ４サイズ4ページ以内（裏面使用不可）。
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・１ページ目に氏名を明記してください（明記する場所は自由）。

・複数枚の場合にはホチキス留め（左上1箇所）。

-志願者自己報告書「Ⅳ.活動実績」に記入した活動の中で、現在の自分をアピール

する上で重要だと思われる事項について、具体的な活動内容を報告してください。

-複数の活動について報告する場合は、最もアピールしたい事項から順に記載して

ください。また、どの活動についての報告か判るように、必ず事項ごとに活動

Ｎｏ．を記載してください。

-活動実績を確認できる資料（賞状・証明書・修了証・記事等）がある場合には、

縮小コピー等の工夫をし、報告書の制限枚数に収めて報告してください。資料は

返却しませんので、コピー等で構いません。

-学校作成の調査書は、活動実績を確認するための資料としては提出できません。

【５】推薦状

・書式自由（所定フォーマットを使用しても構いません）、A4 サイズ片面印刷にて

作成し、厳封されたものを提出すること。

・推薦者は各自の判断で選出し、1名程度としてください。推薦書には、推薦者の住

所・氏名・連絡先・職業・所属の他、志願者との関係を明記のうえ、署名もしくは捺

印してください。

・日本語または英語にて作成すること。

【６】検定料申込み

内容照会結果

※クレジットカード等にて検定料を納付する場合のみ提出

・支払い終了後「申込内容照会」にアクセスし、「申込内容照会結果」を A4 サイズ

に印刷の上、出願書類に同封してください。

【７】履修内容確認表

-本学所定書式-

※外国の高校等を卒業もしくは独自カリキュラムの高校等に在籍の場合の

み提出

・当学理工学術院ホームページから所定用紙をダウンロードし、記入してください。

（４）入学検定料 ３５,０００円 （出願時：１０,０００円／第二次選考受験時：２５,０００円）

【出願時】

・出願に際してすべての受験生は第一次選考検定料（１０,０００円）の支払いが必要となります。入学検定

料を支払っていない方の出願は受け付けません。

・入学検定料の納入は必ず入学検定料支払期間内に以下Ⅰ、Ⅱいずれかの方法で行ってください。

・検定料の「収納証明書」（コンビニ支払の場合）および「申込内容照会結果」（クレジットカード払いの場

合）は入学志願票の所定欄に貼付（コンビニ支払の場合）もしくは出願書類に同封（クレジットカード払

い）してください。

【第一次選考に合格し、第二次選考を受験する場合】

・第一次選考に合格し、第二次選考を受験する場合には入学検定料支払期間内に以下Ⅰ、Ⅱいずれかの方法で

第二次選考検定料（２５,０００円）の納入が必要となります。第二次選考検定料が支払期間内に納入され

ない場合には第二次選考の受験はできません。なお、第二次選考検定料の「収納証明書」（コンビニ支払

の場合）および「申込内容照会結果」（クレジットカード払いの場合）を提出する必要はありません。

金 額 支 払 期 間

第一次選考入学検定料

※出願時
１０,０００円 ９月８日（金）～９月２１日（木）

第二次選考入学検定料

※第一次選考に合格し、第二次選考を受験する場合
２５,０００円 １０月１０日（火）～１０月１７日（火）
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Ⅰ．コンビニエンスストアからの支払い

別紙「コンビニエンスストアでの入学検定料支払方法」に従い、最寄りのコンビニエンスストアで支払って

ください。

※コンビニエンスストアでの支払いに際しては、事前にパソコンもしくは携帯電話よりインターネット上

の「入学検定料コンビニ支払いサイト」（https://e-shiharai.net/）にアクセスをして所定の申込手続

を完了させる必要があります。

※支払い終了後、レジで受け取る「入学検定料取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、入学志願

票（Ａ票）の所定欄に全面貼付してください。

※支払いは、土日・祝日を問わず、24時間いつでも可能です。ただし、納入期間最終日（第一次選考検定

料：9月21日（木）、第二次選考検定料：10月17日（火））の「Webサイトでの申込」は23：00まで、

コンビニエンスストア店頭での支払手続は23:30までとなりますので注意してください。

※家族・知人が代理で手続をする場合でも、必ず志願者本人の情報を入力するようにしてください。

Ⅱ．クレジットカード等による支払い

別紙「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」に従って支払ってください。支払い

終了後「申込内容照会」にアクセスし、「申込内容照会結果」を印刷の上、出願書類に同封してください。

※クレジットカードでの入学検定料支払いは、土・日・祝日を問わず、24時間いつでも可能です。ただし、支

払い最終日（第一次選考検定料：9月21日（木）、第二次選考検定料：10月17日（火））は23：00までに

カード決済を完了してください。

※支払いに使用するカードは受験生本人以外の名義でも構いません。ただし、家族・知人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記入するようにしてください。

※コンビニエンスストア、クレジットカード等での支払いに支障がある場合には、2017 年 9 月 1 日までに早

稲田建築AO入試係（TEL：03-5286-3808、E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）まで連絡してください。

（５）受験票の送付

a. 9月 29日（金）頃から、出願を受理した全ての受験生に受験票を順次送付します。

b. 10月 6日（金）までに受験票が届かない場合は、理工学術院早稲田建築AO入試係（TEL：03-5286-3808、

E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に問い合わせてください。

（６）出願上の注意

a. 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

行為とみなし、入学試験の結果を無効とすることがあります。なお、その場合も提出された書類・資料等

および入学検定料は返還しません。

b. 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。

出願書類に関して当学から連絡があったときは、その指示に従ってください。

c. 早稲田建築AO入試出願後、指定校推薦入試への出願を検討される場合は、理工学術院早稲田建築AO入試係

（TEL：03-5286-3808、E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に問い合わせてください。

d. 卒業証明書・健康診断書は必要ありません。

e. 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、原則として返還しません。ただし、以下のケ

ースに該当する場合には、入学検定料に限り全額または超過分のみ返還します。該当する方は理工学術院

早稲田建築AO入試係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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※クレジットカードにより入学検定料を納入された場合、返還に伴い発生する手続料等は志願者の負担

となります。

※出願書類は、出願時に提出する書類を指します。

f. 出願後に住所・電話番号等を変更した方は、速やかに理工学術院早稲田建築AO入試係まで申し出てくださ

い。あわせて郵便局で転居先への転送手続を行ってください。

g. 受験時の宿泊所（ホテル・旅館など）については、大学は斡旋していませんので、各自手配してください。

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らに付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、上記業務の全部また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。予めご了承ください。

４．出願書類記入上の注意

（１）【３】志願者自己報告書

１）「Ⅳ．活動実績」記入例

※記載できる活動実績は７項目までとします。

活 動

ＮＯ．
活動時期 活動内容 活動成績 機関名

１

2017年 6 月

～

年 月

○○作品展出展

優秀作品賞受賞 ○○主催

２

2016年 4 月

～

年 月

サッカー部

県大会優勝 ○○高校サッカー部

３

2015年 9 月

～

年 月

―

英検２級合格 日本英語検定協会

４

2015年 6 月

～

年 月

○○に関するボランティア活動

－ ○○財団

５

2015年 4 月

～

年 月

―

簿記２級 日本商工会議所

６

年 月

～

年 月

７

年 月

～

年 月
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２）体裁に関する注意事項

・ホームページより所定書式（３ページ）を

ダウンロードし、Ａ４サイズに印刷し、記入

してください。（裏面使用不可）

・左上1箇所をホチキス留めしてください。

（２）【４】活動実績報告書

１）体裁に関する注意事項

・Ａ４サイズ４ページ以内（書式自由・裏面使用不可）

で作成

・左上1箇所をホチキス留めしてください。

・１ページ目に氏名を明記してください。

５．選考
第一次選考：書類選考

書類選考により合否を判定します。

第一次選考合格者課題：自己ＰＲ資料の作成

作 成 期 間：２０１７年１０月１０日（火）～１０月２１日（土）【第二次選考当日に持参】

○概 要

・第一次選考合格者のみ、志願者の創造性や個性、リーダーシップなどをアピールする、作品・研究・調査・

社会貢献などの活動実績を表す資料（書式・枚数自由）としてください。全体を A4 判の大きさで綴じ、

表紙に受験番号、志願者氏名、住所を記入してください。A4 判を超える大きさの資料を含む場合は A4 判

に折り畳んで綴じ込んでください。原本ならびにコピー１部を第二次選考当日に持参してください。コピ

ーは第二次選考当日受付時に提出し、返却しません。原本は第二次選考の際に使用し、終了後に持ち帰り

ます。なおビデオ等の機材を必要とするものを資料に加えることは出来ません。

第二次選考：筆記試験（１２０分）、面接試験

日 時：２０１７年１０月２１日（土）

試 験 会 場：西早稲田キャンパス（集合時間・場所等は第一次選考合格者発表時に通知します）

※筆記試験は10時開始予定です。

※筆記試験・面接試験を同日で実施するため、終了時刻よっては遠方からの受験者は当日帰宅が困難になる可能性

がございます。予めご了承ください。

持参するもの：筆記用具（黒鉛筆、消しゴム）、「自己PR資料」の原本とそのコピー

※詳細は下記「概要」参照

活

№●

№●

活動

№●

氏名●●●●

活動実績報告書

活動№1 （記入例）

作品展優秀作品賞受賞

について

活

志願者自己報告書

Ⅰ～Ⅳ

※左上1箇所をホチキス留めしてください。

※左上1箇所をホチキス留めしてください。

※１ページ目に氏名を明記してください。
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○ 概 要

＜筆記試験＞

・提示されたテーマに対して、鉛筆によるドローイングと文章説明による提案・表現を行います。造形的観点

からの空間描写法だけでなく、広く社会的知識と思考力、工学的観点に立った総合的な論理構築力などが

反映されるものとします。

＜面接試験＞

・面接審査を行います。複数の受験生と複数の面接員によるグループ面接(30分間)の後、面接員が受験生一人ず

つと面接する個人面接（10分間）を行います。グループ面接と個人面接の間の待ち時間を含めて1時間程度と

考えてください。面接では、筆記試験の答案に関する質疑の他、受験生本人のこれまでの活動内容・学習

成果・意欲も評価対象とし、必要に応じて本人によるプレゼンテーションを認めます。

・第二次選考の当日は「自己 PR 資料」の原本とそのコピーを 1 部持参してください。コピーは当日受付時

に提出し、返却しません（書式・枚数自由）。原本（作品のオリジナル）は当日のプレゼンテーション時

に使用し、終了後に持ち帰ります。「自己PR資料」以外に本人のこれまでの活動・作品をあらわす資料等

をプレゼンテーション時に持参し、使用してもかまいません。資料の搬入は受験生本人に限定し、台車等

の使用はできません。またビデオ等、プレゼンテーションに機材を必要とするものは使用できません。プ

ロジェクター、PC等の用意もありませんし、持ち込みもできません。

○ 受験上の注意

この「入学試験要項」では、携帯電話・スマートフォン・タブレット・PHS・スマートウォッチ等の通信機能を持った機器をすべて含め

て「携帯電話等」と表記しています。

＜筆記試験＞

①集合時間、場所等は第一次選考合格者発表時に、合格者に対して通知します。

②試験開始後20分を経過してからの試験場への入場は認めません。

③受験票は、必ず携行し、試験中は机上に置いてください。受験票を忘れたり紛失したりした場合は、試験

当日試験教室で申し出て再交付を受けてください。

④筆記用具は、黒鉛筆（濃さは自由）、消しゴム（練り消しゴムも可／砂消しゴムは不可）を持参してくだ

さい。

⑤スケッチ用器具、定規等は使用できません。

⑥用紙は大学で用意します。（ケント紙またはケント紙と同質の用紙）

⑦電卓・計算・辞書機能など時刻表示以外の機能の付いた時計の持ち込みは認めません。アラーム機能およ

び音声機能付きの時計は機能を解除しておいてください。

⑧携帯電話・PHS・ポケットベル等の電源をOFFにしてかばん等にしまってください。時計としての使用は認

めません。

⑨「耳せん」は、監督員の指示等が聞き取れないことがありますので、使用は認めません。

⑩答案が完成した場合でも試験終了まで退室できません。

⑪試験終了後、監督員の指示に従って退室してください。

⑫筆記試験を欠席の場合は、不合格となります。

＜面接試験＞

①筆記試験と同日に、面接試験を実施します。

②受験票を必ず携行してください。忘れた場合、受験できないこともあります。

③試験会場内では終日、スマートフォン、携帯電話・PHS・ポケットベル等の電源をOFFにしてかばん等にし

まってください。時計としての使用は認めません。

④試験終了後、誘導員の指示に従って帰宅してください。

⑤面接試験を欠席の場合は、不合格となります。

◇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。
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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．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筆記試験において、使用を認められていない物品を使用すること。

③筆記試験において、「試験開始です。」の指示の前に、問題冊子・解答用紙に触れること

（冊子を開く、解答を始める、裏面・余白などに書き込みを行うなど）。

④筆記試験において、「試験終了です。筆記用具を置き、解答用紙を裏返しにしてください。」の指

示に従わず、筆記用具を持っていたり解答を続けたりすること。

⑤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。

⑥試験時間中に携帯電話等を身に付けること、使用すること。

⑦試験時間中に携帯電話等や時計の音（着信・アラーム・振動音など）を鳴らすこと。

⑧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。

⑨試験場において試験監督員等の指示に従わないこと。

⑩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。

⑪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。

◇早稲田大学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、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。

１. 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ないません。

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場外に持ち出し、鳴動を停止させ、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。

２．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や交通機関の乱れ

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。

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。
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６．合格者発表
（１）第一次選考合格者発表：２０１７年１０月１０日（火）

合格者に対してのみ、第二次選考のご案内を郵送します。

※電話による合否の問い合わせは受け付けません。

※合格者に対しては、10月18日（水）までに書類が届かない場合は、理工学術院早稲田建築AO入試係

（TEL：03-5286-3808、E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）までご連絡ください。

（２）最終合格者発表：２０１７年１１月１日（水）

合格者に対してのみ、入学手続書類一式を郵送します。

※電話による合否の問い合わせは受け付けません。

※地域によっては書類到着まで2～3日かかる場合もあります。

第一次選考合格者発表、最終合格者発表ともに、不合格者への郵送による通知は行いません。

合格者発表から1週間、早稲田大学入学センターホームページに合格者の受験番号を掲載しますので、こちらを

ご確認ください（ＵＲＬ https://www.wnp8.waseda.jp/goukaku/）。

７．入学手続
入学手続は、学費等振込と入学手続書類提出に分けて行います。手続を完了するためには、必ず両方の手続を行

わなければなりません。学費等振込、入学手続書類郵送ともに期間経過後の手続きは一切認めませんので注意し

てください。

（１）登録料（入学金相当額）・学費等（春学期分）振込

振込期間：２０１７年１１月１日（水）～１１月１５日（水）

上記期間中に、当学所定の学費等振込依頼書により、日本国内の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）から

登録料・学費等を振込むことにより完了します。詳細は、合格通知書に同封される書類を参照してくだ

さい。

（２）入学手続書類提出

提出期間：２０１８年３月中旬（予定）

登録料・学費等振込完了者に対し、２０１８年２月下旬～３月上旬に入学手続関係書類を郵送します。

この書類を作成し、上記期間中に当学へ郵送提出することにより完了します。

※一度提出された出願書類および納入した入学金、学費、諸会費（入学時）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（入学時）のみ返還の

対象となります。

※入学手続の詳細は、入学手続関係書類に同封される「入学手続の手引」を参照してください。

※住所・電話番号等を変更した方は、速やかに理工学術院早稲田建築AO入試係にお申し出ください。あ

わせて郵便局で転居先への転送手続を行ってください。
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８．入学金・学費・諸会費

【参考】2018年度入学者 創造理工学部建築学科 入学金・学費・諸会費内訳表

※実験実習料は改訂される場合がありますので、2018年度学費額についてはホームページならびに入学手続書類に同封される

「入学手続の手引き」にて改めてご確認ください。

※ご参考：2017年度入学者学費

《初年度》 単位（円）

納入期 入学金

学 費 諸会費

合計
授業料 実験実習料

学生健康増進

互助会費

入学時 200,000 723,000 44,000 1,500 968,500

秋学期 ― 723,000 44,000 1,500 768,500

計 200,000 1,446,000 88,000 3,000 1,737,000

《２年度以降》

納入期 入学金

学 費 諸会費

合計
授業料 実験実習料

学生健康増進

互助会費

第２年度 ― 1,646,000 88,000 3,000 1,737,000

第３年度 ― 1,646,000 96,000 3,000 1,745,000

第４年度 ― 1,646,000 96,000 3,000 1,745,000

【摘 要】

１．当学では、学費の納入は口座振替となります。

秋学期の学費等口座振替は、10月 1日、第2年度以降、春学期の振替は、5月 1日を予定しています。振替

予定日が金融機関休業日の場合、振替日は翌営業日となります。

２．保健体育科目のスポーツ実習科目を履修する場合、実習費として1,500円～40,000円が必要となります。

３．第 2 年度以降に必要な学費等は授業料、実験実習料、学生健康増進互助会費です。また、第 4 年度に校友会

費40,000円（卒業後10年分）が別途必要となります。

４．教員免許状を取得しようとする場合は、教職課程科目聴講料10,000円が別に必要です。

５．図書館司書（学校図書館司書教諭を含む）の資格を取得しようとする場合は、図書館司書課程聴講料 7,000

円が別に必要です。

６．入学後、特定の科目を選択する場合は、別途実験実習料が必要となることがあります。
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