
<2017年9月・2018年4月入学>

早稲田大学大学院

環境・エネルギー研究科
科目等履修生（委託履修生・一般科目等履修生）
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。

選考要項
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早稲田大学大学院環境･エネルギー研究科では、官公庁、外国政府、学校、民間団体等の委託に基

づき、当大学院において授業科目を履修しようとする方、または特定課題について研究指導を受けよう

とする方を科目等履修生（委託履修生）として受け入れます。また、委託履修生以外で、当大学院におい

て授業科目を履修しようとする方、または特定課題について研究指導を受けようとする方を科目等履修

生（一般科目等履修生）として受け入れます。

科目等履修生は、正規の学生の修学に妨げのない限り、授業科目および特定課題についての研究

指導を受けることができます。聴講できる授業科目の制限単位は、２８単位です。ただし、各学期に科目

等履修生が聴講できる授業科目の制限単位は、１４単位とします。

１．募集人員

若干名

２．出願資格

【修士課程】

以下①～④のいずれかの要件を満たす者。ただし、各要件とも、2017 年 9 月入学者は 2017 年 9 月

20 日まで、2018 年 4月入学者は 2018 年 3 月末日までの見込み者を含みます。

①大学を卒業した者、および卒業見込みの者

②大学評価・学位授与機構により、学士の学位を授与された者、および授与される見込みのある

者

③外国において通常の課程による 16 年の学校教育を修了した者、および修了見込みの者

④文部科学大臣の指定した者

【博士後期課程】

以下①～④のいずれかの要件を満たす者。ただし、各要件とも、2017 年 9 月入学者は 2017 年 9 月

20 日まで、2018 年 4月入学者は 2018 年 3 月末日までの見込み者を含みます。

①修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学位を得た者、または修得見込みの者

②外国において修士もしくは修士（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

得見込みの者

③文部科学大臣の指定した者

④国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者、または修得見込み

の者

■外国人留学生の方への注意事項■

外国人留学生は，在留資格上の制約により，当学に科目等履修生として在学できる期間は１年間

のみです。また他大学で科目等履修生として在学した場合，次年度に当学の科目等履修生になる

ことを希望しても、入国管理局による在留資格の変更・更新の許可は非常に困難です。詳細は入

国管理局にご確認ください。なお、履修授業時間が１週間に１０時間以上（専門科目と日本語科目

等を7 科目以上）登録しない場合は，「留学」の在留資格を取得できません。
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※「日本語教育研究センター設置の日本語科目履修にあたっては、別途 手続が必要となります。聴講

料とは別に、選考料（25,000円）の納入と選考書類の提出が必要となります。詳しくは日本語教育センタ

ーへお問い合わせください。http://www.waseda.jp/cjl/contactus.html

３．出願期間

２０１７年９月入学 ２０１７年７月３日（月）～７月 ７日（金） （締切日消印有効）

２０１８年４月入学 ２０１８年 1 月２２日（月）～1 月２６（金） （締切日消印有効）

４．出願書類

Word 文書として作成後、印刷して提出してください。手書きで提出する場合は、黒のペンまたはボー

ルペンを使用してください。文字は楷書、数字は算用数字で記入してください。

※①入学願、②写真票・入学選考料収納証明書、③履歴書、④志望理由および今後の計画、⑦留

学にかかる経費負担計画書は、所定用紙を環境・エネルギー研究科入試要項・様式ダウンロード

ページ http://www.waseda.jp/fsci/gweee/applicants/admission/application/ からダウンロードし

てください。

①入学願：所定用紙

※の箇所には記入しないでください。

②写真票・入学選考料収納証明書

a.「入学検定料収納証明書」を、所定欄に貼付してください。

b.以下の全要件に合致する写真を貼付してください（入学手続の際、同じ写真が必要になりま

す）。

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履歴書：所定用紙

a.学歴欄は、小学校から現在までの全ての学歴（科目等履修生も含む）を記入してください。記入

欄が足りない場合は、学歴のみ別紙に記入して志願票と一緒に提出してください。

b.現住所欄に記載された住所宛に、受験票、合格者受験番号表、入学手続書類等を郵送しますの

で、必ず受け取ることのできる住所を正確に記入してください。

http://www.waseda.jp/cjl/contactus.html
http://www.waseda.jp/fsci/gweee/applicants/admission/application/
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c.職歴欄は、現職の記入以外にも過去に職歴がある場合は、その概要を特記事項の欄に記載して

ください。

④志望理由および今後の計画：所定用紙

志望理由や今後の予定等を記入してください。

⑤各種証明書（原本）

a.［修士課程］を志願する者は、学部の卒業証明書および成績証明書。

［博士後期課程］を志願する者は、修士課程の修了証明書および学部・修士課程の成績証明書。

※卒業見込の方は、卒業見込証明書および現時点までの成績証明書

b.編入している者は、前項ａと編入学前の成績証明書。

c.外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者は、卒業（修了）証明書、学位証明

書、および成績証明書。

※中国の大学を卒業した出願者は、上記に加え、卒業証書のコピーも提出してください。

※証明書が日本語または英語以外の言語で作成されている場合、必ず翻訳文（英語または日本

語）を作成し、大使館等の公的機関で翻訳公証印を受けてください。

※中国の大学を卒業された方は、中国政府学歴認証センター（または中国政府指定学歴・学籍認

証センター日本代理機構）が発行する「学歴認証報告書（原本かつ英語版）」「成績認証報告書

（原本かつ英語版）」による提出も認めます。

⑥官公庁、外国政府、企業等の委託書（委託履修生のみ）

日本国籍を有しない方は、以下の書類も提出してください。

⑦留学にかかる経費負担計画書：所定用紙

・日本に永住権のある場合は不要です。

・支出元で政府またはその他財団を選択した場合は総額および期間が記載された奨学金受給証

明書（原本）も提出してください。日本語または英語で発行されていない奨学金受給証明書を提出

する場合は翻訳文も提出してください。翻訳文の内容を証明する公証書の提出は不要です。

⑧住民票の原本または在留カード（表・裏両面）のコピー

※住民票を提出する場合、必ず「国籍」「在留資格」「在留期間」「在留期間満了日」「在留カード等番

号」が記載された住民票を提出して下さい。

⑧日本語能力試験または日本留学試験「日本語」の成績通知書のコピー（修士課程志願者のみ）

（次のうちいずれかひとつ。過去のものでも良い）

a.日本語能力試験１級（または N1）の成績証明書

b.日本語能力試験２級（または N2）の合格証明書

c.日本留学試験「日本語」の成績通知書

※ただし、上記試験を受験していない場合は、大学およびその他の日本語教育機関による、日本

語能力に関する証明書または所見を提出してください。

５．出願方法

①出願はすべて郵送に限ります。消印有効とし、期間中の消印のない願書は一切受け付けませ

ん。
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②海外からの出願はできません。（※ただし、日本で受験できる方は除きますが、2018 年 4月入学

には出願できません）

※海外から発送する場合は各出願期間の最終日を必着とします。

③市販の角２号封筒（A４判が折らずに入る大きさ）を使用し、「簡易書留郵便」で郵送してください。

また出願締切日が間近な時は、「簡易書留郵便・速達便」で郵送してください。

④送付する封筒の表面に、「科目等履修生出願書類在中」と朱書してください。

⑤出願書類受理証明書等は発行しません。出願書類が大学に到着しているかどうかは、各自、郵

便局引受番号等で確認してください。

⑥直接持参は受け付けません。

⑦出願書類受付後、履歴書に記載された本人住所宛へ、受験票を送付します。出願締切後１週間

経過しても受験票が届かない場合は、当研究科入試係へ問い合わせてください。

≪出願書類送付先≫

身体機能の障がいや疾病

究科入試係まで問い合わせ

る場合、あるいは出願後に

６．選考料

30,000 円

７．選考料の免除

次のいずれかに該当す

①当大学・大学院の正

場合。

②2017 年度 9 月入学

課程)を受験した方。

③科目等履修生が前

④当研究科への出願

履修生として入学を
〒367-0035

埼玉県本庄市西富田１０１１
4

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

てください。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

そのような状態になった場合も、速やかに問い合わせてください。

る場合は選考料が免除となりますので、納入手続を行わないでください。

規学生であった者が、引き続き当大学科目等履修生として入学を志願する

または 2018 年度 4 月入学の当研究科入学試験(修士課程または博士後期

年度に引き続き入学を志願する場合（２年間に限る）

時点で国費外国人留学生として採用されることが決定している者が、科目等

志願する場合。

早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 入試係
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８．選考料の納入

納入期間は以下のとおりです。

２０１７年９月入学 ２０１７年７月 ３日（月）～７月 ７日（金）

２０１８年４月入学 ２０１８年１月２２日（月）～１月２６日（金）

選考料の納入は、出願前に必ず行ってください。選考料を納入していない方の出願は受け付けま

せん。

①コンビニエンスストアでの支払い

・入学検定料は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、『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』の所定欄に貼り付けて提出してください。支払方法の詳細については、8ページの「コンビニエ

ンスストアでの検定料払込方法」を確認してください。

・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。

※コンビニエンスストアでの支払いが困難な方は、事前に当研究科まで連絡してください。

②クレジットカード・中国オンライン決済による支払い

・クレジットカード・中国オンライン決済での支払いに際しては、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。

•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』の所定欄に貼り付けて提出してください。支払方法の詳細については、9ページの「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」を確認してください。

※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。

９．出願書類および選考料の返還について

一度受理した書類およびお支払いいただいた選考料は、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、選考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

当研究科入試係までご連絡ください。

https://e-shiharai.net/
https://e-shiharai.net/card/
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１）選考料を支払ったが、出願書類は提出しなかった。

２）選考料を支払ったが、出願締切後に出願書類を提出した。

３）選考料を支払い、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。

なお、クレジットカードにより選考料を納入された場合や、日本国外の金融機関口座へ選考料を返

還する場合、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。

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

等および選考料は返還しません。

１０．選考方法

以下により面接を実施します。出願書類と面接により総合的に判定し、合格者を決定します。

実施日：

【２０１７年９月入学】 ２０１７年７月２３日（日）

【２０１８年４月入学】 ２０１８年２月１０日（土）または１１日（日）

場 所：早稲田大学早稲田キャンパス ２２号館

※実施時間、場所の詳細は、受験票に記載し、お知らせします。

１１．合格者発表

２０１７年９月入学 ２０１７年７月２５日（火）

２０１８年４月入学 ２０１８年２月１３日（火）

※履歴書に記載された本人住所宛に、合格者番号表を郵送します。合格者発表日の1週間後にな

っても合否結果通知書を受領していない場合は当研究科入試係に問い合わせてください。

１２．入学手続

所定の期間内に入学手続料（入学金・学費・諸会費）の納入、入学手続き書類の提出および指示された所

定の手続きのすべてを完了することにより、入学手続きが完了します。入学手続書類は、履歴書に記載さ

れた住所宛に郵送しますので、転居した場合は、必ず当研究科入試係に連絡してください。

手続方法等、詳細については、合格者に交付される「入学手続の手引き」を参照してください。

入学手続期間

２０１７年９月入学 ２０１７年８月２８日（月）～８月３０日（水） （消印有効）

※海外から発送する場合は手続期間最終日を必着とします。

２０１８年４月入学 ２０１８年２月１９日（月）～２月２１日（水） （消印有効）
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１３．学費等（ご参考）

2017 年 4月入学者の聴講料、研究指導料は以下のとおりです。

2018 年度以降の聴講料、研究指導料は改定されることがあります。

科目聴講料 授業科目１単位につき 58,100 円

研究指導料（半期分） 290,500 円（修士課程）

226,750 円（博士後期課程）

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や、入学までに入学資格を満たさなかった場合には、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、合格者に送付される「入学手

続の手引き」をご参照ください。

１４．その他

修士課程に正規生として入学した場合は、所定の手続をすれば、履修生として取得した単位のうち６

単位までを修士課程修了単位に振り替えることができます。

以上
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試験場案内

早稲田キャンパス

◇ＪＲ山手線 (高田馬場駅 徒歩20分)

西武新宿線 (高田馬場駅 徒歩20分)

◇東京メトロ (早稲田駅 徒歩5分)

◇都バス(学バス) (高田馬場駅 - 早大正門)

◇バス (新宿駅西口 - 早稲田)

(渋谷駅 - 早大正門)

(上野広小路 - 早稲田)

◇都電 (三ノ輪橋駅 - 早稲田駅 徒歩5分)

試験会場

22 号館 6 階
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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

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。

◆不正行為について

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．試験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。

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等を身

に付けること、使用すること。

④試験時間中に携帯電話等や時計の音（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（選考料は返還しない）。

・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。

※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。

○免責事項について

◆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。

以 上
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環境・エネルギー研究科 入試係

〒367-0035

埼玉県本庄市西富田１０１１

TEL 0495-24-6480

E-mail ： weee-ent@list.waseda.jp

<事務取扱時間：月～金 9 時～17時>
お問い合わせ・連絡は、E-mailでお願いいたします。


