
   

２０２2年度 
 

 

 

早稲田大学 
基幹理工学部･創造理工学部･先進理工学部 

 

 

理工学術院内 転部･転科 

(２年)／(３年)試験要項 
 

出願期間 ２０２２年 １月 ６日（木）～１月１3日（木）<締切日必着> 

受験資格発表 ２０２２年 ２月２２日（火） 

筆記試験（一部学科のみ）/面接試験 ２０２２年 ２月２８日（月） 

合格発表 ２０２２年 3月  ３日（木） 

入学手続期間 ２０２２年 3月 ３日（木）～３月 ９日（水） 

 

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２０２２年に実施する「理工学術院内 

転部･転科試験」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、本学部の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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Ⅰ.試験概要 

１． 転部・転科（２年）：基幹・創造・先進理工学部 １７学科 

（１）募集学部・学科、選考方法 

募集学部 募集学科 選考方法 

基幹理工学部 

 

 

 

（※表現工学科は募集 

しません） 

数 学 科 

 

面 接 

（口頭試問） 

 

※創造理工学部建築学科のみ面接試験時に

個別の筆記試験 

（空間表現鉛筆デッサン等）も実施する 

応 用 数 理 学 科 

機械科学・航空宇宙学科 

電子物理システム学科 

情 報 理 工 学 科 

情 報 通 信 学 科 

創造理工学部 建 築 学 科 ( ※ ） 

総 合 機 械 工 学 科 

経 営 システム工 学 科 

社 会 環 境 工 学 科 

環 境 資 源 工 学 科 

先進理工学部 物 理 学 科 

応 用 物 理 学 科 

化 学 ・生 命 化 学 科 

応 用 化 学 科 

生 命 医 科 学 科 

 

 

電気・情報生命工学科 

（２）出願資格 

転部・転科した場合、卒業までに 4年以上かかる場合があります。 

全募集学科共通： 

① 基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部の日本語学位プログラムに在籍していること。(※１) 

② Ａ１群(複合領域科目)を４単位、１年配当のＡ２群（外国語科目)およびＢ群Ｃ群の各学科必修科目

の全単位を修得していること。(※２) 

③ 入学後２学期目（１年目）であること。在籍年度を下げての出願は認めない（１年生のみ出願可）。た

だし、1 年次に休学・留学したことにより、実質 1 年次生であれば 2年生でも出願を認める。その場合転科す

る 4月 1日時点の在学年数が 1年以上 2年未満であること。  

※１ 基幹理工学部への転部・転科（２年）は、創造/先進理工学部生のみ出願が可能です。 

※2 １年配当の専門選択必修科目は含みません。 

 

２． 転部・転科（３年）：基幹・創造理工学部 ７学科 

（１）募集学部・学科、選考方法 

募集学部 募集学科 選考方法 

基幹理工学部 

 

 

（※表現工学科は募集 

しません） 

数 学 科 

 

面 接 

（口頭試問） 

応 用 数 理 学 科 

機械科学・航空宇宙学科 

電子物理システム学科 

情 報 理 工 学 科 

情 報 通 信 学 科 

創造理工学部 総 合 機 械 工 学 科 

※募集学科は上記のみとなります。 
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（２）出願資格 

転部・転科した場合、卒業までに 4年以上かかる場合があります。 

全学科共通（基幹理工学部内の転科以外）： 

① 基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部に在籍していること。 

② Ａ１群(複合領域科目)を８単位、１・２年配当のＡ２群（外国語科目)およびＢ群・Ｃ群の各学科必

修科目の全単位を修得していること。 

③ 入学後 4 学期目（２年目）であること。基幹理工学部から他理工学部に転科する場合は、学科進級後

１年目であること。 

※1年次もしくは 2年次に休学・留学したことにより、実質 2年次生であれば 3年生以上でも出願を認める。そ

の場合、転科する 4 月 1 日時点の在学年数が 2 年以上 3 年未満であること。基幹理工学部から他理工

学部に転科する場合は、学科進級後 1 年目に休学・留学したことにより、学科進級後 2 年目でも、実質 1

年目であれば、出願を認める。その場合、学科進級後の在学年数が、転科する 4月 1日時点で 1年以上

2年未満であること。 

 

基幹理工学部内の転科: 

① 基幹理工学部に在籍していること。 

② 学科進級後１年目であること。 

③ Ａ１群（複合領域科目）を４単位、１年配当のＡ２群（外国語科目）およびＢ群・Ｃ群の基幹理工   

学部必修科目の全単位を修得していること。 

※在籍年度を下げての受験は認めません（２年生のみ受験可）。ただし、学科進級後 1 年目に休学・留学し

たことにより、学科進級後 2 年目でも、実質 1 年目であれば、出願を認めます。その場合、学科進級後の在

学年数が、転科する 4月 1日時点で 1年以上 2年未満である必要です。 

 

３. 受験資格、受験番号の通知について 

出願者の受験資格の有無は、２０２２年 2 月２２日（火）１０：００に受験番号と共にメールでお知らせ

します（大学に登録されているWasedaメールのアドレス宛）。出願資格 「無し」 の方には、後日、入学検定料

を返還します。 

 

4．募集人員 

   各学科若干名 

 

5. 補足事項 

   ＜建築学科受験者のみ＞ 

「空間表現（鉛筆デッサンなど）」受験上の注意 

①空間表現試験の受験に際しては、黒鉛筆（濃さは自由）と消しゴム（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。 

②シャープペンシルは使用できません。また、スケッチ用器具、定規等も使用できません。 

③用紙（ケント紙またはケント紙と同質の紙）は大学で用意します。 

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、理工センター入試・広報オフィス転部・

転科試験係（E-mail：undergraduate@sci.waseda.ac.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でも、速やかにお問合わせください。 
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Ⅱ. 出願 

１．出願期間  

２０２２年 １月 ６日（木）～１月１3日（木）<締切日必着> 

 

２．出願方法 

（１）入学検定料振込 

   入学検定料 ：３０,０００円 

   創造理工学部 建築学科のみ：３５,０００円 

 

出願に際して入学検定料の納入が必要となります。入学検定料の納入は、以下①②いずれかの方法で、出願期間

内に必ず行ってください。 

 

① コンビニエンスストアからの納入 

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。

「カテゴリ選択」では、下記一覧を参照し、選択を間違えないようにご注意ください。 

 

第一選択 転部・転科 

第二選択 次の第三選択へ 

第三選択 次の第四選択へ 

第四選択* 

*出願を希望する学部を選んでください。 

基幹理工学部 転部・転科試験 30000円 

創造理工学部（建築学科除く全学科） 転部・転科試験 30000円 

創造理工学部 建築学科 転部・転科試験 35000円 

先進理工学部 転部・転科試験 30000円 

 

支払い終了後、『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（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。 

※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、必ず志願者本人の情報を

入力するようにしてください 

※所定の手数料がかかります。手数料の金額は変更になる場合があります。 

 

② クレジットカード・中国オンライン決済による支払い 

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」に従い、に従って支払ってください。 

パソコンより「インターネット上の支払いサイト」（https://e-shiharai.net/card/）にアクセスをして所定申込手

続を完了させる必要があります。「カテゴリ選択」では、下記一覧を参照し、選択を間違えないようにご注意ください。 

 

第一選択 転部・転科（一般入試ではありません） 

第二選択 次の第三選択へ 

第三選択 次の第四選択へ 
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第四選択* 

*出願を希望する学部を選んでください。 

基幹理工学部 転部・転科試験 30000円 

創造理工学部（建築学科除く全学科） 転部・転科試験 30000円 

創造理工学部 建築学科 転部・転科試験 35000円 

先進理工学部 転部・転科試験 30000円 

 

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。 

※支払いは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です。 

※支払いに使用するカードは志願者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。 

※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、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。 

 

※一度受理した書類および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を返還します。該当する方は、理工センター入試・広報オフィス 転部・転科

試験担当（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。 

 

（２）出願書類 

以下①～③の出願書類を提出してください。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。 

 

① 志願票（当学術院所定用紙） 

 

② 志望願（当学術院所定用紙） 

 志願者は、現在在籍する学科の学科主任の署名および承認印を受けてください。※ 

 新型コロナウイルスの感染状況により、対面で署名をもらうことが難しい場合は、メールで現在在籍している学科

の学科主任の承認を受けた上で、当該メール文面を印刷したものを出願書類と共に提出してください。 

 学科主任のメールアドレスがわからない場合は、「早稲田大学研究者データベース」や研究室ホームページを参

照するか、在籍する学科事務室にお問い合わせください。 

<早稲田大学研究者データベース> 

https://w-rdb.waseda.jp/search?m=home&l=ja 

 

※ 基幹理工学部在籍者で学科進級前の志願者は、基幹理工学部 教務主任 柳尾 朋洋 教授の承認 

を受けてください。 

 

 

 

https://w-rdb.waseda.jp/search?m=home&l=ja


 5 

◆学科主任一覧 

学部 学科 学科主任 

基幹 

数学科                       小薗 英雄 

応用数理学科                                        大石 進一 

機械科学・航空宇宙学科                  太田 有 

電子物理システム学科 史 又華 

情報理工学科                    鷲崎 弘宣 

情報通信学科                    森 達哉 

創造 

建築学科 輿石 直幸 

総合機械工学科 草鹿 仁 

経営システム工学科 大野 高裕 

社会環境工学科 秋山 充良 

環境資源工学科 栗原 正典 

先進 

物理学科 安田 賢二 

応用物理学科 澤田 秀之 

化学・生命化学科                  古川 行夫 

応用化学科 小柳津 研一 

生命医科学科 武田 直也 

電気・情報生命工学科 岡野 俊行 

 

③ カラー写真 ２枚（①②にそれぞれ１枚ずつ貼付してください。） 

 縦 4cm×横 3cm の証明写真 

 出願前３ケ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されたスピード写真は受け付けますが、家庭等で撮影された写真は受け付けません。 

 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。 

 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

に本人情報として登録しますので、予めご了承ください。 

 

（３）出願書類提出 

追跡可能な郵送方法（簡易書留やレターパック等）にて送付 ※締切日必着 

市販の封筒（角型２号:Ａ４サイズ）に出願書類を封入し、WEB ページにある宛名ラベルを添付の上、下記宛

先まで郵送してください。 

 

 

 

 

〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 

早稲田大学理工センター入試・広報オフィス 

理工学術院内 転部・転科 試験 係 
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Ⅲ. 選考 

１．選考日時 

２０２２年 ２月２８日（月） 

 試験時間は学部学科によって異なるため終日予定を空けておいてください。 

 

２．面接試験（口頭試問） 

【建築学科を除く全ての学部・学科】 

オンライン面接により合否を判定します。 

【創造理工学部建築学科のみ】 

個別の筆記試験（空間表現鉛筆デッサン等）を実施するため、対面での試験を行います。 

 

 ２月２２日（火）の受験資格発表と同日に面接会場等 面接試験の詳細についてもWASEDAメールのアド

レス宛にメールでお知らせします。 

 ２月 24 日（木）までにメールが届かない場合は、理工センター入試・広報オフィス 転部・転科試験担当

（undergraduate@sci.waseda.ac.jp）までご連絡ください。 

 

○受験上の注意 

 

 

 

＜面接試験＞ 

【建築学科を除く全ての学部・学科】 

① 受験票（受験番号が記載されたメールのコピー）を必ず手元に準備してください。忘れた場合は受験でき

ないこともあります。 

② 集合時間 20分を経過しての入室は認めません。 

③ 面接試験は、Web 会議システム（Zoom）を利用したオンラインにて実施します。各自の面接時間、

Zoomに入るための面接試験参加用URL・ミーティング ID・パスワードは、メールにてご連絡します。受信フ

ォルダと併せて迷惑メールフォルダも必ず確認するようにしてください。 

④ 試験当日は、自宅等、以下の環境が整えられ、かつ周りに第三者のいない状態を保つことのできる場所を

確保してください。 

面接試験を受験するにあたり、インターネット回線、Web 会議システムを使用するための PC および Web

カメラ、マイクを準備してください。PC に内蔵されているカメラ・マイクの使用も可能ですが、周囲の雑音など

を軽減するため、必ず音声機器についてはイヤホンをご使用ください。また、イヤホンとマイクが同期されてい

るヘッドセットを使用することを推奨します。PCが利用できない場合に限りスマートフォンでの受験を認めます。

面接試験では Zoom を使用します。予めインストールのうえ、Zoom が提供するテストミーティング

（http://zoom.us/test）から接続確認を行ってください。 

⑤ 面接試験を欠席の場合は、不合格となります。 

 

【建築学科のみ】 

① 受験票（受験番号が記載されたメールのコピー）を必ず携行してください。忘れた場合は受験できないこと

もあります。 

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。 
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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 試験会場内では終日、携帯電話等の電源を 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退出してください。 

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。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．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。 

 

また、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。 

◆ 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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◆ 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。 

 

  ■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。 

 

 

 

Ⅳ．合格者発表 

２０２２年 3月３日（木）１０：００ 

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

合格者にのみ、入学手続書類関連書類一式を郵送します。不合格へメールおよび郵送による通知は行いませ

ん。 

 

 

Ⅴ．入学手続 

１．手続期間 

２０２２年 3月３日（木）～３月９日（水） 

 

２．手続方法 

以下の手続を手続期間内に全て行うことで入学手続が完了します。合格者発表から手続締切まで期間が短く

なっていますが、期間経過後の手続はどのような事情があっても一切認められませんので注意してください。また、

手続完了後の辞退についても一切認められません。詳細は、合格者に対して交付する入学手続書類で指示し

ます。 

  （１）学費等（春学期分）振込 

上記期間中に、当学術院所定の学費等振込依頼書により、最寄の銀行（ゆうちょ銀行を除く）から振り込ん

でください。現金自動預支払機（ＡＴＭ）・携帯電話・パソコン等による振込みは認められません。 

  （２）入学手続書類提出 

    入学手続の詳細は入学手続関係書類に同封される「入学手続の手引き」を参照してください。 
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Ⅵ．学費・諸会費 

【２年転部・転科】 

学部 学科 納入期 

学費 諸会費 

計 年間合計 
授業料 実験実習料 

学生健康増

進互助会費 

基幹 

理工 

学部 

数学科 
春学期 823,000  27,000  1,500  851,500  

1,703,000  
秋学期 823,000  27,000  1,500  851,500  

応用数理学科 
春学期 823,000  30,000  1,500  854,500  

1,709,000  
秋学期 823,000  30,000  1,500  854,500  

機械科学・航空宇宙学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

電子物理システム学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

情報理工学科 
春学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

1,729,000  
秋学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

情報通信学科 
春学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

1,729,000  
秋学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

創造 

理工 

学部 

建築学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

総合機械工学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

経営システム工学科 
春学期 823,000  44,000  1,500  868,500  

1,737,000  
秋学期 823,000  44,000  1,500  868,500  

社会環境工学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

環境資源工学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

先進 

理工 

学部 

物理学科 
春学期 823,000  46,350  1,500  870,850  

1,741,700  
秋学期 823,000  46,350  1,500  870,850  

応用物理学科 
春学期 823,000  46,350  1,500  870,850  

1,741,700  
秋学期 823,000  46,350  1,500  870,850  

化学・生命化学科 
春学期 823,000  57,000  1,500  881,500  

1,763,000  
秋学期 823,000  57,000  1,500  881,500  

応用化学科 
春学期 823,000  57,000  1,500  881,500  

1,763,000  
秋学期 823,000  57,000  1,500  881,500  

生命医科学科 
春学期 823,000  76,500  1,500  901,000  

1,802,000  
秋学期 823,000  76,500  1,500  901,000  

電気・情報生命工学科 
春学期 823,000  54,500  1,500  879,000  

1,758,000  
秋学期 823,000  54,500  1,500  879,000  
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【３年転部・転科】 

学部 学科 納入期 

学費 諸会費 

計 年間合計 
授業料 実験実習料 

学生健康増

進互助会費 

基幹

理工

学部 

数学科 
春学期 823,000  27,000  1,500  851,500  

1,703,000  
秋学期 823,000  27,000  1,500  851,500  

応用数理学科 
春学期 823,000  30,000  1,500  854,500  

1,709,000  
秋学期 823,000  30,000  1,500  854,500  

機械科学・航空宇宙学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

電子物理システム学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

情報理工学科 
春学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

1,729,000  
秋学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

情報通信学科 

春学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

1,729,000  秋学期 823,000  40,000  1,500  864,500  

秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

創造

理工

学部 

総合機械工学科 
春学期 823,000  48,000  1,500  872,500  

1,745,000  
秋学期 823,000  48,000  1,500  872,500  
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早 稲 田 大 学 
理 工 学 術 院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「理工学術院内 転部･転科(２年)／(３年)試験」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 

転部・転科試験係 

【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/ 

※2021年 12月 28日～2022年 1月 5日は冬季一斉休業のため閉室 

 

 


