
 

 

 

 

 

２０２２年 ４月入学 

早稲田大学 基幹・創造・先進理工学部 

英語学位プログラム特別入試 

入学試験要項 

 

出 願 期 間 
２０２１年１０月１９日(火)～１１月２日(火) 

 【締切日必着】 

第 一 次 選 考 合 格 者 発 表 ２０２１年１２月  ３日（金） 

第 二 次 選 考 ２０２１年１２月１１日（土） 

最 終 合 格 者 発 表 ２０２１年１２月１７日（金） 

 

  

 

この入学試験要項には、早稲田大学基幹・創造・先進理工学部が 2021 年に実施する「英語学位プログラム特

別入試」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。 

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・試験日程・実施方法・

試験内容・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、本学の理工学術院の WEB サイトにて

お知らせいたしますので、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 E メールで連絡することがございますの

で、出願後は随時メールも確認するようにしてください。 
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◆出願から入学手続までの日程 

手続内容 日程 備考 

検定料納入期間 2021 年 10 月 19 日（火）～11 月 2 日（火）  

出願書類提出期間 2021 年 10 月 19 日（火）～11 月 2 日（火） 締切日必着 

第一次選考合格者発表 2021 年 12 月 3 日（金） 理工学術院 WEB サイトで発表します。 

第二次選考 2021 年 12 月 11 日（土）  

最終合格者発表日 2021 年 12 月 17 日（金） 理工学術院 WEB サイトで発表します。 

入学手続（登録料、春学

期分学費等の振込） 

2021 年 12 月 17 日（金）～ 

2022 年 1 月 7 日（金）まで 
 

入学手続（書類提出） 2022 年 3 月中旬（予定） 
入学手続関係書類は 2 月下旬~3 月上旬に送

付します。締切日消印有効。 
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1．募集人員 

（１）募集人員：  

基幹理工学部 若干名（最大 15 名程度） 

 創造理工学部 若干名（最大 10 名程度） 

 先進理工学部 若干名（最大 10 名程度） 

 

（２）入学時期：2022 年 4 月 1 日 ※英語学位プログラム 

 

（３）募集 Major： 

学部 Major 学位 

基幹理工学部 Mathematical Sciences Bachelor of Science 

Bachelor of Engineering 

Computer Science and Communications Engineering Bachelor of Engineering 

創造理工学部 Mechanical Engineering Bachelor of Engineering 

Civil and Environmental Engineering Bachelor of Engineering 

先進理工学部 Physics Bachelor of Science 

Bachelor of Engineering 

Chemistry Bachelor of Science 

Bachelor of Engineering 

Bioscience Bachelor of Science 

Bachelor of Engineering 

※3 学部・Major の併願はできません。 

 

 

2023 年度以降の学部英語学位プログラム特別入試の募集停止について 

英語学位プログラム特別入試（4 月入学）は、2022 年度入試（2022 年 4 月入学者募集）を最後とし、2023 年度

入試（2023 年 4 月入学者募集）以降は募集を停止します。 

詳細は理工学術院 WEB サイト（https://www.waseda.jp/fsci/admissions_us/）にてご確認ください。 

 

 

2．出願資格 

以下（１）～（３）の要件をすべて満たす者。 

（１）合格した場合、出願 Major への入学を第一希望とするもの。 

（２）以下のいずれかに該当する（見込みの）者。 

①日本の学校教育法の定める高等学校または中等教育学校を卒業した者、および 2022 年 3 月 31 日までに卒業見

込みの者。 

②日本の学校教育法の定める通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、および 2022 年 3 月 31 日までに

https://www.waseda.jp/fsci/admissions_us/
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修了見込みの者。 

③日本の学校教育法施行規則第 150 条の規定により、次の a~d いずれかの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 2022 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者。 

a.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 2022 年 3 月 31 日までに修了見込みの者。 

b.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降に修了した者、および 2022 年 3

月 31 日までに修了見込みの者。 

c.文部科学大臣の指定した者。 

ただし、国際バカロレア資格を有する者、アビトゥア資格を有する者、バカロレア資格を有する者、および

文部科学大臣の指定した日本国内のインターナショナルスクール修了（見込み）者は 9 月入学枠での出願

となります（出身高校が IB 指定を受けている日本の高校の場合は 4 月・9 月ともに出願が可能）。 

d.その他本学において、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、入学までに 18 歳に達する者。 

（３）数学・理科について、以下の科目を履修していること。 

数学：数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ 

理科：物理基礎、物理、化学基礎、化学 

※基幹理工学部の Major in Mathematical Sciences と Major in Computer Science and 

Communications Engineering、先進理工学部の Major in Bioscience の志願者は、「物理基礎・物

理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」の 3 つのうち 2 つ（4 科目）を履修していること。 

※既卒者で旧教育課程による履修者は、上記科目を旧教育課程による下記科目に読み替えること。 

（数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂ・Ｃ、物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱ） 

    IB 認定校における IB コースの成績において、「Mathematics」「Physics」「Chemistry」等の科目を履修してい

る場合、その学習内容が上記科目の内容に相当する、もしくはそれ以上高度な内容であると認められれば、履修

基準を満たすと判断して問題ありません。 

また、IB コースであるか否かを問わず、高等学校・中等教育学校独自の理数系科目に重点をおいたカリキュラ

ムにおいて、数学および理科の内容に相当する、またはそれ以上高度な内容を、独自の名称を持つ科目により履

修している場合は、その科目を数学・理科に振り替えることができます。「理系数学」「理系物理」「理系化学」

「理系生物」など、発展的な内容を履修している場合も同様の扱いとします。 

上記のいずれの場合も、必ず、調査書の備考欄または「履修科目の振り替え表」に、「IB コースの科目名」や「高

等学校・中等教育学校独自の科目名」と、「その科目に相当する数学・理科の科目名」との関係を明記してくだ

さい。 

※「履修科目の振り替え表」については、高校で作成した別紙（様式自由）でも代替可です。 

 

出願資格に関する注記 

・日本国内および日本国外の両方の学校での在籍歴がある場合、それぞれの在籍期間についての制約を設けません。

最終的に卒業した学校等により、出願資格が異なります。 

・出願区分に国籍および居住地は関係ありません。 
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出願資格に関する個別の審査 

出願時に日本国内に居住しており、高等学校と同等の課程を有する、日本国内にある外国人学校を卒業した者（見

込み者）は、個別の審査を行います。2021 年 10 月 12 日(火)までに理工センター入試・広報オフィス（E-mail: 

undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に連絡してください。 

受験・就学上の配慮について 

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、原則として出願の一ヶ月

前までに理工センター入試・広報オフィス（E-mail: undergraduate@sci.waseda.ac.jp）にお問合せください。

また、不慮の事故や急な発病等が出願後に起こり、受験や就学に支障をきたす恐れがある場合にも、速やかにお知

らせください。 

 

 

3．出願手続 

（１）出願期間 

 2021 年 10 月 19 日（火）～11 月 2 日（火）【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 WEB サイトよりダウンロードし、A4

サイズに両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受け付けません。確認をする場合は、郵便局の追

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 サイズ印刷したものを提出してください。 

※各種出願書類の準備にあたっては、P.6 の(7)出願書類の詳細および記入上の注意を確認してください。 

【１】Application Form ◆ 

【２】出願資格を証明する書類（調査書等） 

【３】Statement of Reason  

【４】推薦状 ◆ 

【５】英語能力試験結果 

【６】SAT (Redesigned) および SAT Subject Tests のスコア 

または  

ACT のスコア 

※SAT/ACT のスコアは Major in Civil and Environmental Engineering の志願者のみ提出 

◆……本学所定書式があるもの 
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【７】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 

【８】履修科目の振り替え表 ◆ 

※高等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もののみ提出 

【9】Evaluation Sheet ◆ 

   ※Major in Civil and Environmental Engineering の志願者かつ【６】を提出できない場合のみ提出 

 

（４）入学検定料 ３５,０００円 

納入期間：2021 年 10 月 19 日（火）～11 月 2 日（火） 

・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。 

 

Ⅰ．コンビニエンスストアからの支払い 

別紙①の「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②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。 

 

（５）受験票の送付 

a. 11 月 22 日（月）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. 11 月 30 日（火）までに受験票が届かない場合は、理工センター入試・広報オフィス 

（E-mail: undergraduate@sci.waseda.ac.jp）に問い合わせてください。 
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（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. 卒業証明書・健康診断書は必要ありません。 

d. 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（理工学術院内の他の入

試に出願した場合も同様とします）。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。該当する方は理工センター入試・広報オフィス 

（E-mail: undergraduate@sci.waseda.ac.jp）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。 

      ※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。 

e. 出願後に住所・電話番号等を変更した方は、速やかに理工センター入試・広報オフィス 

（E-mail: undergraduate@sci.waseda.ac.jp）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。 

f. 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。 

 

(7) 出願書類の詳細および記入上の注意 

【１】Application Form -本学所定書式- 

・当学部ホームページからダウンロードし、本人が紙にプリントアウトして自筆で記入するか、またはパソコンを利用

し、直接入力して作成してください。 

・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。また、鉛筆やシャープペンシル

の使用も認めません）。 

・ 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。 

・“～ in Kanji” および “～ in Katakana”、EDUCATIONAL BACKGROUNDの日本の学校名以外は全て英語（ブロッ

ク体）で記入してください。特に指示がないにも関わらず、日本語等で記入された項目は無効となります。注意し
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てください。 

・項目により記入が無い場合も、書式をくずしたりページを増やしたりせず、必ず全ページを提出してください。 

 ・入学検定料支払い後、“Certificate of Payment of the Screening Fee” 欄に『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、糊で貼付してください。 

 

PERSONAL INFORMATIONに関する注意事項 

  ・Legal Name in Alphabet /Name in Kanji /Name in Katakana欄には調査書等と同じ氏名を記入してください。 

・“Date of Birth”の“Year”欄には「年（西暦）」を記入してください。 

 

例）2003年6月19日生まれ  ⇒ 

 

・“E-mail Address”欄について、手書きの場合は特に英数字・大文字・小文字の区別ができるように丁寧に記入してく

ださい。出願書類に不備があった際や第二次選考のご案内（第一次選考合格者のみ）は、このE-mailアドレス宛に

ご連絡します。「@list.waseda.jp」、「@waseda.jp」、「@kurenai.waseda.jp」からのメールを受信できるよ

うにしてください。 

・“Current Address”欄には出願時の住所を漢字で記入してください。海外在住者は、英語で記入してください。 

・“Current Address”に記載された住所宛に受験票、第二次選考のお知らせを発送いたします。 

※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。 

※出願後に住所・電話番号等を変更した方は、速やかに理工センター入試・広報オフィス 

（E-mail: undergraduate@sci.waseda.ac.jp）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。 

・“Tel” 欄について、日本在住の方は“Country Code”に市外局番を記入してください（国コード「81」の記入は不要）。 

・“Daytime Tel” 欄には“Tel” 欄に記入された番号以外で、日中に当学部より連絡がとれる電話番号（携帯電話番号も

可）を記入してください。 

・ “Nationality” 欄において、重国籍者は全ての保有国籍を記入してください。 

・日本国籍を有しない方で現在日本に在住の方は“Visa Status”欄に在留資格の種類を記入してください。 

・ “First Language”、“Language Spoken at Home”の欄は、母語が日本語以外の方のみ記入してください。 

 

＜写真の要件＞ 

・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・枠なし） 

・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。 

・証明写真ボックスで撮影したスピード写真は受け付けますが、家庭等で撮影した写真は受け付けません。 

・裏面に氏名を記入の上、“Color Photo”欄に全面糊付けしてください。 

・提出された写真は、審査当日の本人確認や、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サービス等に本人情報と

(Year) 

2003 

(Month) 

06 

(Date) 

19 
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して登録しますので、予めご了承ください。 

・“2022 April  Photo Card for English-based Undergraduate Program”の“Legal Name in Alphabet”欄に姓名 

を英語（ブロック体）で記入してください。 

  

＜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、支払後「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。 

 

SCHOOL AND MAJOR OF CHOICE関する注意事項 

 ・P.2に掲載している募集Majorの中から希望する学部、Majorを1つ選択し、記入してください。 

 ・Majorの併願、および第二志望は認めません。 

 

EDUCATIONAL BACKGROUNDに関する注意事項 

・小学校から現在にいたる学歴すべてを以下のように時系列に記入してください。学校名の記入に関しては「漢字」で 

  記入ください。編入等により、海外の学校に在籍していた場合の学校名は英語（ブロック体）で記入してください。 

例) Tokyo / Japan   早稲田小学校            April / 2010– March / 2016 

Tokyo / Japan   早稲田中学               April / 2016 – March / 2019 

Tokyo / Japan   早稲田高校                             April / 2019 – March / 2022 

 

・“High School Code”欄には理工学術院ホームページにある「高等学校等コード番号一覧表」から閲覧・ダウンロー

ドして、最終的に卒業または修了（見込を含む）した高等学校または中等教育課程に該当するコードを記入してくだ

さい。  

例）早稲田大学高等学院 ⇒１３５６１F 

 また、以下の出願資格の方は、それぞれ該当するコードを記入

してください。 

   ・在外教育施設修了（見込）者は、 ５５０００Ａ                              

   ・専修学校の高等課程修了（見込）者は、５６０００Ｇ                        

 

・“Course Code”欄には該当する設置区分名称、課程区分名称

を右の表を参照し、以下のように記入してください。 

例） ・私立－全日制（普通）⇒ 〔 ３ 〕 － 0１  

・在外教育施設    ⇒ 〔 ６ 〕 － 01  

 

※課程区分記入番号｢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、専修学校高等課程の修了（見込）者は設置区

分名称「６」を記入してください。 

設置区分 

名称 

記入

番号 

 

課程区分 

名称 

記入

番号 

国立 1 検定通信 10 

公立 2 全日制（普通） 01 

私立 3 全日制（商業） 02 

高卒認定 

大検 
4 

全日制（工業） 03 

全日制（他） 04 

通信教育 5 定時制（普通） 05 

その他 6 定時制（商業） 06 

外国 9 定時制（工業） 07 

  定時制（他） 08 

  高等専門学校 09 
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ENGLISH TEST INFORMATION 関する注意事項 

・英語4技能テストの結果を記入してください。指定のテスト以外の結果を記入することはできません。 

・複数の英語4技能テストの結果を提出することも可とします。 

・特定の英語4技能テストについて、複数回のテスト結果を組み合わせて提出することはできません。 

 

OTHER TEST INFORMATION関する注意事項 

・Major in Civil and Environmental Engineeringに出願する学生のみ、下記どちらかについて記載してください。 

 *College Boardから直送でスコアを提出する方は、あわせて発送手配を行った日付も記入してください。 

a. SAT (Redesigned) およびSAT Subject Tests（Mathematics Level 2、Physics、Chemistry）の受験年月日

および得点 

b. ACT (Writing 含む) の受験年月日および得点 

・ IB（Predicted）スコア（Mathematics/Physics/Chemistry含む）提出の際はSAT/ACTスコアの提出は免除となりま

す。 

 

【２】出願資格を証明する書類および成績を証明する書類 

・２０2１年6月1日以降に発行された以下a～bいずれかの書類を提出してください。ただし、上記a～b以外にP.10の表

に示すケースに該当する場合は、前述の書類に加え、P.10の表に示す追加書類の提出が必要です。 

・必ず原本を提出してください。コピーは不可です。提出書類は日本語もしくは英語で作成されたものとします。その他

の言語により作成された場合は、日本語訳または英語訳を添付してください（その際は必ずこの訳文が正式な翻訳文で

あることを公的機関より証明を受けてください）。 

 

a. 高等学校または中等教育学校の卒業者（見込者）、専修学校の高等課程修了者（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。 

※開封されたものは無効になります。 

※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。 

※出身高校が、国際バカロレア指定を受けている日本の高校の場合は、上記の調査書に加え、「IB Predicted Score」

も提出してください（要厳封。調査書と共に厳封も可）。 

 

b. 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。 

  



10 

＜重要＞ 

上記a～b以外に下記表に示すケースに該当する場合は、前述の書類に加え、以下表に示す追加書類の提出が必要です。 

ケース 追加書類 

高等学校卒業者で、保存年限（5年）が経過し

ているため調査書が発行されない場合 

調査書の代わりに、「卒業証明書」と「調査書が発行されない事に 

関する理由書」（様式自由・本人作成可）を提出してください。 

編入学・海外留学により単位認定を受けた場合 

調査書に加え、海外（留学先）の学校の発行する成績証明書と在 

籍証明書（いずれも原本）またはそれらの写し（学校長が原本 

と相違ないことを証明したもの）を提出してください。 

※調査書は、留学による認定単位数が明記されたものを提出してく 

ださい。「履修科目の振り替え表」を使っても問題ありません。 

※留学先の学校の成績証明書に在籍期間が明記されている場合、もし

くは調査書に留学期間が記載されている場合、在籍証明書は不要で

す。 

 

飛び級または繰り上げ卒業により通常の課 

程を12年未満で修了した者で、飛び級した 

学年、理由などが成績証明書等に記載され 

ていない場合 

調査書・成績証明書に加え、飛び級または繰り上げ卒業を証明する書

類（出身学校長発行・書式自由）を提出してください。 

日本の高等学校（３年間）に相当する期間に、

国内外を問わず、複数の学校に在籍していた場

合 

在籍していた全ての学校の調査書（または成績証明書と在籍証 

明書）(原本)を提出してください。 

※成績証明書に在籍期間が明記されている場合、在籍証明書の提出は

不要です。 

すでに大学や短期大学などの高等教育機関に在

籍もしくは卒業している場合 

高等学校（またはそれに相当する教育機関）の調査書（または成績証

明書と卒業証明書）に加え、当該高等教育機関の「成績証明書」を提

出してください(原本)。なお、在籍期間が短く、「成績証明書」が発行

されない場合は、その旨のメモと「在籍（在学）証明書」を提出して

ください。 

IBコース、または高等学校・中等教育学校独自

の理数系科目に重点をおいたカリキュラムにお

いて、数学および理科の内容に相当する、また

はそれ以上高度な内容を、独自の名称を持つ科

目により履修している場合 

調査書の備考欄または「履修科目の振り替え表」に、「IB コースの科目

名」や「高等学校・中等教育学校独自の科目名」と、「その科目に相当

する数学・理科の科目名」との関係を明記してください。 

※「履修科目の振り替え表」については、高校で作成した別紙（様式

自由）でも代替可です。 
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【3】Statement of Reason  

・必ず本人が「英語」で記入してください。 

・パソコン・ワープロを使用し、フォントサイズ12、1行置きで作成してください。 

・１０００ワード以内でまとめてください。 

・次の２点を盛り込んでください。 

① 当該Major志望の理由 

② 将来の抱負 

・Ａ４サイズの白い紙に、黒インクで印刷してください。 

・1枚目1行目に「タイトル：Statement of Reason」「氏名」を記入し、本文は2行目以降に記入してください。 

・すべての用紙に氏名を記載してください（2枚目以降は余白空きスペースに記入ください。氏名のみ、自筆も可）。 

・文章の最後に「ＥＮＤ」を記入してください。 

・紙が複数枚に渡る場合には、それぞれ右上に必ずページ番号を振ってください（1/2、2/2等）。 

・ホチキスを使用せず、左上角をクリップでまとめてください。 

 

【４】推薦状 -本学所定書式- 

・所定書式を日本語または英語にて作成の上、厳封されたものを提出すること。 

・推薦者は在籍する高等学校の教員（担任または教員）であること。 

・出願Majorを記入してください。 

・推薦者は志願者との関係性を明記の上、署名もしくは捺印してください。 

 

【５】英語能力試験結果 

以下の試験結果について、スコアカードや合格証明書等の原本を1つ以上提出してください。 

  ・TOEFL-iBT ※TOEFL-ITPは不可 

  ・実用英語技能検定（英検） 

   ・IELTS（Academic）※IELTS(General Training)は不可 

・TEAP ※TEAP CBTは不可 

上記に加え、本年度は以下のスコアも受け付けます。 

- TOEFL iBT Home Edition 

- IELTS Indicator 

 ※当該試験のスコアカード、合格証明書等の原本が未提出の場合、または当学部が定める有効期間外試験結果を提出し

た場合などは、出願を受理できません。 

※各種英語能力試験結果は当学部への出願開始日（2021年10月19日）から起算して、過去2年以内に受験したスコアカ

ードを有効とします。 

※スコアカード・合格証明書等をコピーしただけのものは証明として認めません。ただし、在籍中の高等学校等において

原本照合（下記参照）が可能な場合は、それらをスコアカード等の原本に代えて提出できます。 

※個別の電話、メール等による到着状況への照会は受け付けておりません。 
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＜TOEFL-iBTの試験結果を提出する場合の注意事項＞ 

・以下2つのスコアを提出してください。 

①Test Taker Score Report（郵送版）の原本または写し（原本照合） 

②試験実施団体から直送されるOfficial Score Report 

・当学部へのETSからの直送コードは「2874」です（Department codeはどれでも問題ありませんが、該当するもの

が無い場合は“99”を選択してください）。 

直送手配を行ったスコアは、ETSの提供するData Managerサービスにより、同時に電子的にスコアが送信されます。

これにより当学部でのデータの到着確認をもってOfficial Score Reportの提出とみなします。 

・Official Score Reportsの直送手配は出願期間内に到着するように手配してください。 

・オンラインからダウンロード可能なTest Taker Score Report（「THIS IS A PDF SCORE REPORT, DOWNLOADED 

AND PRINTED BY THE TEST TAKER」との記載があるもの）の提出は認めません。 

・「MyBest™ scores」の利用は認めません。 

・TOEFL iBT Home Editionのスコアを提出される方も同様の方法でご提出ください。 

 

＜実用英語技能検定の試験結果を提出する場合の注意事項＞ 

・実用英語技能検定は、従来型、CBT、S-CBT、S-interview が利用可能です。 

・合格証明書、または英検CSEスコア証明書を提出してください（和文または英文）。 

・一次試験・二次試験の「合格結果通知」「成績表」「合格証明書」の提出は認めません。 

・4技能試験結果のみ受け付けます。3技能以下の試験結果は受け付けません。 

 

＜IELTSの試験結果を提出する場合の注意事項＞ 

・成績証明書（Test Report Form）の原本を提出してください。 

・当学部へ試験実施団体からスコアを直送手配する場合の方法については、試験実施団体に直接お問い合わせください 

（スコアの直送コードはありません）。 

・証明書を直送する場合は、出願期間内に到着するよう手配してください。出願期間前に到着した証明書も有効とします。

出願締切日に結果が届かなかった場合、出願書類不備となり出願を認めませんのでご注意ください。余裕を持って直送

手配頂くことを強くおすすめします。 

・IELTS Indicatorのスコアを提出する場合、電子スコアでの提出となります。提出の際は「Faculty of Science and 

Engineering, Waseda University」を選択の上、早稲田大学理工学術院宛に直送手配をお願いします。 

 

＜TEAPの試験結果を提出する場合の注意事項＞ 

・OFFICIAL SCORE REPORT（成績表）を提出してください。 

・4技能の試験結果のみ受け付けます。3技能以下の試験結果は受け付けません。 

 

【原本照合とは】 

スコアカード・合格証明書等のコピーに、在籍中の高等学校等において学校長等が「事実と相違ない旨」を証明する

ことを指します。原本照合の形式は高等学校等によって異なりますが、多くの場合、校長印や校長の署名によって証

明が行われます。詳しくは、在籍する高等学校等へお尋ねください。 

なお、原本照合を行う用紙が複数枚に渡る場合は、すべての紙に原本照合を行うか、もしくは割印を押印してくださ

い（署名もしくは押印がない用紙は無効として扱います）。 
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【６】SAT (Redesigned) およびSAT Subject Testsのスコア / ACTのスコア  

※Major in Civil and Environmental Engineeringのみ 

 

「SAT (Redesigned) およびSAT Subject Testsのスコア」 または 「ACTのスコア」を提出してください。 

   ただし、新型コロナウイルス感染拡大の影響で試験が中止・延期されたことによりSAT、ACTいずれのスコアも提出

できない場合には以下の書類を提出いただくことにより出願を受け付けます。 

  （提出書類） 

  ①Evaluation Sheet 

  ②第三機関から発行された試験中止に関する案内（Web画面、メール通知等をプリントアウトしたもの） 

 (③SAT (Redesigned) のスコア   ※スコアを持っている場合のみ ) 

 

<SATスコアを提出する場合の注意事項> 

・出願にはSAT (Redesigned)とSAT Subject Testsともに提出が必要です。SAT Subject Testsは、Mathematics Level 

2、Physics、Chemistryすべてを含むこと。SAT Subject Testsに不足科目がある場合は出願を認めません。 

・Super Scoring は受け付けません。 

・SATのスコアは当学部への出願開始日（2021年10月19日）から起算して、過去4年以内に受験したスコアカードを有

効とします。 

・必ず原本を提出してください。SATのスコアカードをCollege Boardから直送する際の早稲田大学のコードは「0837」

です。College Boardから直送でスコアを提出する方は、あわせて発送手配を行った日付も記入してください。 

※出願期間内に届いたもののみ有効とします。締切日過ぎての到着は受け付けません。スコアカードは到着まで数週間か

かることがありますので、余裕を持って直送手配を行ってください。出願期間前に届いても構いません。 

＜ACTスコアを提出する場合の注意事項＞ 

・Writingを含むすべてを記載してください。不足科目がある場合は出願を認めません。 

・Super Scoringや Section Retestingは受け付けません。 

・ACTのスコアは当学部への出願開始日（2021年10月19日）から起算して、過去4年以内に受験したスコアカードを有

効とします。 

・必ず原本を提出してください。ACTのスコアカードをCollege Boardから直送する際の早稲田大学のコードは「5473」

です。College Boardから直送でスコアを提出する方は、あわせて発送手配を行った日付も記入してください。 

※出願期間内に届いたもののみ有効とします。締切日過ぎての到着は受け付けません。スコアカードは到着まで数週間か

かることがありますので、余裕を持って直送手配を行ってください。出願期間前に届いても構いません。 
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【9】Evaluation Sheet  

 Major in Civil and Environmental Engineering の志願者かつ、【６】を提出できない場合のみEvaluation Sheetを

作成してください。SAT (Redesigned) のスコアが提出可能の場合には、それも併せて提出してください。 

記載方法については、Webページに掲載の「【サンプル】Evaluation Sheet&Self-evaluation Sheet」、FAQを参照し

てください。 

 

作成方法 

１．必須記載項目 

①履修範囲：高校での科目の履修範囲を明記してください。サンプルに記載している青文字は文部科学省ホームペー

ジに掲載されている学習指導要領の項目を参考に記載しております。 

適宜行を追記いただいて構いません。 

②履修時間：履修時間（高校で週何時間程度履修しているか） 

③学校での数学・成績における成績順位（最終成績上位何％等） 

 

２．レポート作成者 

 原則、数学、理科の指導教諭が作成すること。 

 新型コロナの影響で学校が閉鎖しているなどの理由で担当教諭の作成が困難な場合に限り志願者自身での作成

を認める。 

 

３．提出書類 

①Evaluation Sheet 

  ②第三機関から発行された、試験中止に関する案内（Web画面、メール通知等をプリントアウトしたもの） 

   (③SAT (Redesigned) のスコア   ※スコアを持っている場合のみ ) 
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4．選考方法 

（１）第一次選考 

※すべての Major 共通 

試験 試験内容 備考 

第一次選考 書類審査 出願時提出の所定書類による審査 

 

（２）第二次選考 

※Major in Civil and Environmental Engineering 以外の Major 

試験 試験内容 備考 

第二次選考 
・数理科学的思考力を問う総合試験（筆記試験時間：90 分） 

・英語による面接試験 
第一次選考合格者のみ 

 

※Major in Civil and Environmental Engineering のみ 

試験 試験内容 備考 

第二次選考 英語による面接試験 第一次選考合格者のみ 
 

 

 

 

（３）第二次選考の日時等について 

日 時：2021 年 12 月 11 日（土） 

   会 場：早稲田大学 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に通知します） 

   内 容：筆記試験は午前 9 時 30 分開始予定です。同日中に引き続き面接を実施します。 

（４）受験上の注意（第二次選考） 

 発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では、昼食時を除き、マスクの着用を義務付けます。また、休憩時間

や昼食時等の他者との接触、会話を極力控えてください。 

また、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受験票を必ず持参・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答案が完成した場合でも試験終了まで退室できません。 

⑤試験終了後、監督員の指示に従って退室してください。 

⑥筆記試験を欠席の場合は、不合格となります。 

 

＜筆記試験中に使用できる物品＞ 

筆記試験中に使用できる物品は以下の通りです。ただし、「筆記試験中に使用できる物品」を使用している場合でも、

不正行為防止のため、必要に応じて監督員が確認することがあります。また、文房具・時計等の貸し出しは行ってお

りませんので、必要な物品は忘れずに持参してください。 
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物品 注意事項 

鉛筆 HB のみ使用を認めます。 

シャープペンシル HB のみ使用を認めます。 

プラスチック消しゴム  

時計・ストップウォッチ 

審査教室に時計は設置していませんので、必ず各自で持参してください。 

ただし、以下に留意してください。 

 秒針音のするものは周囲の受験者の迷惑となる可能性があるため、使用を認めません。 

 辞書・電卓等、時計・計時以外の機能のある時計は、使用を認めません。 

 通信機能のあるものは、それが電波を発しない状態であっても使用を認めません。 

 携帯電話等を時計として使用することは認めません。 

 審査中に時計のアラーム音等が鳴った場合、不正行為となることがあります。 

 その他、他の受験者の迷惑になる可能性や試験の円滑な実施に支障をきたす、または不正行為に

つながると監督員が判断した場合、会場において監督員が確認し、使用を認めない場合がありま

す。 

下敷き 大学が貸与するものに限り使用を認めます。 

めがね 写真照合の際にいったん外していただくことがあります。 

ティッシュペーパー 袋または箱から中身だけ取り出して使用してください。 

ハンカチ・ハンドタオル 文字や地図等がプリントされているものは使用を認めません。 

座布団・ひざ掛け 文字や地図等がプリントされているものは使用を認めません。 

目薬・点鼻薬 
審査中には机上に置かず各自のかばんの中にしまっておき、使用する場合は監督員に

申し出てください。 

鉛筆削り 他の受験者の迷惑にならない範囲で使用を認めます。 

マスク 試験場内では写真照合時を除いて常に着用してください。ただし、文字や地図等がプ

リントされているものは使用を認めません。 

フェイスシールド シールド部分が無色透明のものに限り使用を認めます。文字や地図等がプリントされ

ているものは使用を認めません。 

ビニール手袋 無色透明のものに限り使用を認めます。文字や地図等がプリントされているものは使

用を認めません。 

 

＜筆記試験中に使用を認めない物品＞ 

上記「筆記試験中に使用できる物品」以外の物品は原則として認めません。机上に置いている場合や使用した場合は、不

正行為とみなされる可能性があります。以下に「筆記試験中に使用を認めない物品」の一例を示します。 

物品 注意事項 

携帯電話等の通信機能のある機器 
時計としての使用も認めません。必ず、電源を切ってかばんにしまってく

ださい。 

電卓・電子辞書・音楽プレーヤー・IC

レコーダー等の電子機器 

必ず、電源を切ってかばんにしまってください。 

耳栓 監督員の指示が聞こえない可能性があるので使用を認めません。 

飲食物 ペットボトル飲料、飴、ガム等を含みます。 

鉛筆・シャープペンシル以外の筆記用具（ボ

ールペン、蛍光ペン、赤ペン等）、筆箱 
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補聴器・帽子・バンダナ・車椅子等 

受験上の配慮を必要とする場合を除いて使用を認めません。「帽子」に関し

ては、フード付きの服のフードを被ることも認めません。 

使用を希望する場合は、出願に先立ち理工センター入試・広報オフィスに

問い合わせをしてください。 

文字や地図等がプリントされている

上着等 

着用している場合には、脱いでもらうことがあります。 

手指用消毒液等の除菌用品 試験中は必ずかばんの中にしまってください。 

  

＜面接試験＞ 

①筆記試験と同日に、面接試験を実施します。 

②集合時間 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。 

④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。時計としての使用も認めません。 

⑤試験終了後、誘導員の指示に従って帰宅してください。 

⑥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。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。  
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・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。 

 

３．感染症にかかった際の注意 

 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場合、他の受験生や監督員等への感染の恐れがあるため、受験をご遠慮ください。

また受験をご遠慮するなどで欠席した場合でも、追試験の実施や入学検定料の返還は行いません。 

 受験後に新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合は、速やかに連絡してください。 

 

  ４．その他注意事項 

 試験場内では試験時間中を含めマスクを常に着用してください（写真照合時や休憩時間中の飲食時を除く）。ま

た休憩時間中、飲食は自席のみとし、他者との会話等は極力控えてください。 

 障がいや疾病等でマスクを着用して受験できない方は、出願に先立ち申請が必要です。詳細は P.4 を確認し、所

定の期日までに申請してください。 

 受験の１週間程度前から体調管理と検温を徹底し、当日も検温をしてから来場してください。なお、試験場では

検温を行いません。 

 手指のアルコール消毒をこまめに行ってください。 

 トイレの混雑時の利用は極力避けてください。 

 来場後、体調が優れない場合や異変を感じる場合は、早めに申し出てください。 

 追加の情報がある場合は、理工学術院 WEB サイト（https://www.waseda.jp/fsci/admissions_us/）にてお

知らせします。 
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5．合格者発表 

下記合格者発表にあたっては、受験票記載の受験番号による確認が必要となります。受験票は、入学時の学生証交付時に

も必要となりますので、試験後も大切に保管ください。 

 

（１）第一次選考合格者発表：2021 年 12 月 3 日（金）午前 10 時 

   早稲田大学理工学術院ウェブサイト（https://www.waseda.jp/fsci/admissions_us/）にて行います。 

合格者に対してのみ、第二次選考のご案内をメールにてご連絡します。 

※電話による合否の問い合わせは受け付けません。 

※第一次選考合格者あてのメールが 12 月 8 日（水）を過ぎても届かない場合は、理工センター入試・広報オフィ

ス（E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）までお問合せください。 

 

（２）最終合格者発表：2021 年 12 月 17 日（金）午前 10 時 

   早稲田大学理工学術院ウェブサイト（https://www.waseda.jp/fsci/admissions_us/）にて行います。 

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。 

 

（３）その他 

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

 

6．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：２０２１年１２月１７日（水）～２０２２年１月７日（金） 

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、合格通知時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 

提出期限：２０２２年３月中旬（予定） 

登録料・学費等振込完了者に対し、２０２２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、速やかに理工センター入試・広報オフィス 

（E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.jp）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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７．その他 

（１）入学金・学費・諸会費 

2022 年度 4 月入学 入学金・学費・諸会費（予定）                        単位: 日本円 

基

幹

理

工

学

部 

納入期 
入学時 

（2022 年度春学期分） 

2022 年度 

秋学期分 
初年度合計 

入学金 200,000  200,000 

学費 

授業料 723,000 723,000 1,446,000 

実験実習料 36,000 36,000 72,000 

諸会費 学生健康増進互助会費 1,500 1,500 3,000 

計 960,500 760,500 1,721,000 

 

創

造

理

工

学

部 

 

Major in 
Mechanical 
Engineering 

納入期 
入学時 

（2022年度春学期分） 

2022 年度 

秋学期分 
初年度合計 

入学金 200,000  200,000 

学費 

授業料 723,000 723,000 1,446,000 

実験実習料 51,000 51,000 102,000 

諸会費 学生健康増進互助会費 1,500 1,500 3,000 

計 975,500 775,500 1,751,000 

Major in  
Civil and 

Environmental 
Engineering 

納入期 
入学時 

（2022年度春学期分） 

2022 年度 

秋学期分 
初年度合計 

入学金 200,000  200,000 

学費 

授業料 723,000 723,000 1,446,000 

実験実習料 52,000 52,000 104,000 

諸会費 学生健康増進互助会費 1,500 1,500 3,000 

計 976,500 776,500 1,753,000 

 

先

進

理

工

学

部 

納入期 
入学時 

（2022 年度春学期分） 

2022 年度 

秋学期分 
初年度合計 

入学金 200,000  200,000 

学費 

授業料 723,000 723,000 1,446,000 

実験実習料 60,000 60,000 120,000 

諸会費 学生健康増進互助会費 1,500 1,500 3,000 

計 984,500 784,500 1,769,000 
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1. 当学では学費等の納入は口座振替となります。春学期の振替実施予定日は 5 月 1 日となります。第 2 年度以降、秋 

学期の振替実施予定日は 10 月 1 日となります。なお、金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。 

  2. 実験実習料・学生読書室図書費・諸会費は金額が改定されることがあります。 

3. 入学後、特定の科目を選択する場合は、別途実習費等が必要となることがあります。 

4. 第 2 年度以降に必要な学費・諸会費は、授業料および学生健康増進互助会費などです。また、第 4 年度に校友会費

40,000 円(卒業後 10 年分)が必要となります。 

 

（２）学科配属について 

入学後は Major が属する学部に配属されます。学部 3 年生の最後に、成績および本人の希望を考慮した上で学科配属

を決定します。下記表は、選択した Major から配属可能な学科および取得可能な学位を示したものです。（例：MS Major

を選択した学生は、4 年進級時に Department of Mathematics あるいは Department of Applied Mathematics に

配属されます）。表の通り、授与される学位は配属された学科により決定されます。 

 

■Major 配属後の学科配属について（ご参考） 

 

*Department of Life Science and Medical Bioscience では、卒業時に授与される学位の種類(工学または理学)は、

学生が所属する研究室や行われている研究分野によって決定されます。 

 

下記サイトにもその他情報を掲載しております。 

https://www.waseda.jp/fsci/about/education/english-based/#anc_21 

 

（３）入学後、英語学位プログラムから日本語学位プログラムへの変更は認めません。 

 

以上 

https://www.waseda.jp/fsci/about/education/english-based/#anc_21
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早 稲 田 大 学 

理 工 学 術 院 
 

 

 

 

 

 「英語学位プログラム特別入試」に関するお問合せ先 

早稲田大学理工センター入試・広報オフィス 

【住所】 〒169-8555 新宿区大久保 3-4-1 

【E-MAIL】 undergraduate@sci.waseda.ac.jp  

【URL】 http://www.waseda.jp/fsci/ 

 


