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2020 年度 スポーツ科学部 

総合型選抜Ⅰ群（トップアスリート入学試験）要項 

早稲田大学スポーツ科学部 

 

早稲田大学 スポーツ科学部 

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

 

 早稲田大学では、『学問の独立』の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇

心が旺盛で、本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から

多数迎え入れる。スポーツ科学部では、高校までの教育課程において身につけるべき学力を持ちなが

らも、その枠にとらわれず広い視野を持って学習し本学の理念である『進取の精神』の涵養を目指す

学生、かつ知的好心が旺盛で自分で計画を立て、種々の課題に積極的に立ち向かう意欲に満ちた個性

的な学生を迎え入れたいと考えている。スポーツには「する」という関わり方だけではなく、「みる」

「ささえる」など様々な関わり方がある。本学部ではそのような幅広いスポーツ科学の分野を真摯に

探求できる能力を培い、スポーツ科学の発展に大いに貢献できる学生の入学を求める。入試制度では、

「一般入試」をはじめとして「大学入試センター試験利用入試」「総合型選抜Ⅰ群（トップアスリー

ト入試）」「総合型選抜Ⅱ群（アスリート選抜入試）」「総合型選抜Ⅲ群（スポーツ自己推薦入試）」

等の多様な入試を実施している。これらの多様な入試形態を通して、スポーツマインドを持ち、学力

に優れた受験生や高い競技力を持つ受験生など、多様な個性を持った者を学生として受け入れ、大学

がより豊かで膨らみのある学問の場となることを望む。 

 

※ 総合型選抜Ⅰ群（トップアスリート入試）の目的と意義                                              

本入試制度では、スポーツ科学に強い関心を持ち、オリンピックや世界選手権等、国際舞台での

活躍を期待できる、優れた潜在能力をもつスーパーアスリートを求めています。この入学試験によ

って入学した学生には、アスリートとしてのみならず、将来の日本スポーツ界をリードする人材と

なってもらいたいと願っています。 

 

※ 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。 



１．募集人員 

若干名(スポーツ科学科) 

 

２．出願資格 [1)～6)のすべてを満たすこと] 

1) 当学部を第一志望とする者 

2) 出願時点で、オリンピックや世界選手権への出場経験、あるいはオリンピックや世界選手権出場に

つながる国際的レベルの競技大会への出場経験、もしくはそれに相当するレベルの競技能力を有す

ること 

3) スポーツ科学への強い関心とそれを習得する学力を有し、他の学生と互いに切磋琢磨しながら学習

を行える者 

4) 当学部で習得した知識技能を生かしてスポーツ界に貢献する自信と意欲を有すること 

5) 次のいずれかに該当する者 

一 高等学校または中等教育学校を卒業した者、および 2020年 3月までに卒業見込みの者 

二 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、および 2020年 3月までに修了見込みの者 

三 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 2020 年 3 月までに修了見

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 

四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者、および 2020年 3月までに修了見込みの者 

五 文部科学大臣の指定した者 

六 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験（旧規程による大学入学資格

検定を含む）に合格した者、および 2020年 3月までに合格見込みの者で 2020年 3月までに 18

歳に達する者 

七 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 2020年 3月までに 18歳に達するもの 

6) 事前セミナーを受けた者 

  ※事前セミナーに関しましては、事前セミナー申込要項をご確認ください。 

 

３．入学検定料 

出願時期 選 考 金 額 振込期間 

第 1期 

第 1次検定料※1 10,000円 

2019年 9月 3日(火) 

～2019年 9月 9日(月) 

出願期間と同様 ※金融機関

窓口での 

振込のみ 
第 2次検定料※2 25,000円 2019年 9月 27日(金)～10月 4日(金) 

第 2期 検定料 35,000円 
2019年10月28日(月)～11月1日(金) 

出願期間と同様 

 当学所定の振込用紙を使用し、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)窓口から振り込んでくださ

い。ATM[現金自動預支払機]、携帯電話、パソコン等による振込および海外からの送金は認めません。

なお、一度納入した入学検定料は、原則として返還しませんので注意して下さい。 

 

【第 1期出願者の第１次検定料の納入について】 

 第１次検定料の納入は、指定期間中に必ず行ってください。第１次検定料を納入していない方の出

願は認めません。 

 

【第 1期出願者の第２次検定料の納入について】 

 第２次検定料の納入は、第１次選考合格者発表日[2019年 9月 27日(金)]より開始し、10月 4日（金）

に締め切ります。第２次検定料の振込用紙は第１次選考合格者のみに郵送しますので、必ず受け取り



を確認してください。なお、2019 年 10 月 2 日(水)になっても振込用紙が到着しない場合は、所沢総

合事務センター入試広報担当(Tel: 04-2947-6855)まで連絡して下さい。 

第２次検定料の振込がない場合、第２次選考の受験資格はありませんので、締切日までに必ず振込

を行って下さい。また、第２次検定料の収納証明書は第２次選考の際に回収しますので、会場へ忘

れずに持参して下さい。 

 

【第 2期出願者の検定料の納入について】 

 検定料の納入は、指定期間中に必ず行ってください。検定料を納入していない方の出願は認めませ

ん。 

 

 

※出願および入学手続についての注意 

 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、原則として返還いたしません。ただ

し、下記のケースに該当する場合は、入学検定料に限り全額または超過分を返還いたします。該当

する方は所沢総合事務センター入試広報担当（TEL：04-2947-6855）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。 

 

４．出願期間 

【第１期】2019年  9月 3日(火)～2019年 9月 9日(月) 【締切日消印有効】 

【第２期】2019年 10月 28日(月)～2019年 11月 1日(金)【締切日消印有効】 

※出願書類を市販のＡ４判封筒にまとめて封入し、当学部所定封筒添付用紙に記入し、出願書類を入れ

た封筒に貼付の上、必ず郵便局の窓口で簡易書留速達便にて送付してください。【ポスト投函不可】 

 

（１）受験票発送について 

出願書類に記載された住所宛に受験番号を記載した受験票を郵送します。第 1 期出願の方は 9月 24日

(火)、第 2期出願の方は 11 月 8日(金)までに到着していない場合は、早稲田大学所沢総合事務センター

入試広報担当（04-2947-6855）までご連絡ください。 

(２) 受験・就学上の配慮 

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

学部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。 

問い合わせ期限：【第 1期】2019年 8 月 23日（金） 

        【第 2期】2019年 10月 25日（金） 

問い合わせ先：早稲田大学 所沢総合事務センター 入試広報担当 スポーツ科学部入試担当 宛 

電話番号：04-2947-6855   E-MAIL：sport-public@list.waseda.jp 

 



５．出願書類  [※注）事前セミナー会場にて、対象者のみに出願書類一式を配付] 

1) 出身学校長が作成する調査書(開封されたものは無効)または調査書に準ずるもの 

2) 入学志願票[当学部所定用紙]【カラー写真・入学検定料等振込証明書を貼付すること】 

設置コード  国立→１  公立→２  私立→３ 

課程コード  普通科→１  商業科→２  工業科→３  その他→４ 

学校コード  http://www.waseda.jp/sports/supoka/examination/files/highschool_code.pdf 

3) 写真票【志願票添付と同一の写真】 

     入学手続の際に同一の写真が必要になりますので、予備の写真またはネガを必ず保存しておいてく

ださい。 

4) スポーツ科学部志望理由書[当学部所定用紙]  

5) スポーツ競技歴調査書[当学部所定用紙]【用紙記載の注意事項に従い作成すること】 

6) スポーツ競技成績証明書[当学部所定用紙]【以下および用紙記載の注意事項に従い作成すること】 

 ・団体競技の場合は個人が出場したことを証明できる資料を提出してください。 

 ・新聞記事、雑誌記事等からコピーをする場合はコピー元の新聞名、雑誌名を余白に記入してくだ

さい。また、新聞の場合は必ず日付も入るようにコピーしてください。 

 ・競技団体ホームページ等のインターネットからプリントアウトする場合は個人名、競技名、大会

名、順位が分かるようにプリントアウトし、URLも記載してください。 

 ・本人の証明内容記載部分にはアンダーラインを引くなどして、分かりやすい資料を提出してくだ

さい。 

 ※出場した大会については、主催団体が発行した大会要項（コピーやホームページのプリントアウ

トでも可）を併せて添付してください。 

 ※出場予定など、出願書類提出時点で大会の結果が出ていない競技成績は記載できません。 

 ・また、出場した大会に関する「出場資格」、「大会規模」、「参加人数」（予選がある場合は予

選の詳細も必要）が分かる書類がない場合は自由書式に記載し、競技成績証明書に貼付してくださ

い。 

 

7) トップアスリート入学試験 合格者の公表について（承諾書） 

 ・本入学試験において最終合格した場合、広報のため合格者の氏名等を当学ウェブサイトに掲載す

る場合があります。また、当学広報課を通じて報道機関へも公表することがありますので、公表に

当たって、承諾書の提出をお願いしております。記入にあたっては、書式の記載事項をよく読んで

ください。 



 

６．選考方法 

出願時期 選 考 試 験 日 時 集合場所 

第 1期 

第１次選考 書類審査   

第２次選考 面接審査 
2019年 10月 19日(土) 

9時 40分集合 
所沢キャンパス 

第 2期 選考 書類審査・面接審査 
2019年 11月 9日（土） 

9時 40分集合 
所沢キャンパス 

 

７．合格者発表 ※電話等による問い合わせには一切応じません。 

出願時期 選 考 日 程 発 表 方 法 

第 1期 

第 1次選考 2019年 9月 27日(金) 

合格者発表当日に合格者番号表を本人宛に

郵送。同時に、所沢総合事務センター掲示

板にて掲出。また、補助的手段として、ス

ポーツ科学部ウェブサイトにて合格者番号

表を公開。 

      

第 2次選考 

（最終） 

 2019年 11月 15日(金) 

 

合格者発表当日に合格者番号表を本人宛に

郵送。また、所沢総合事務センター掲示板

およびスポーツ科学部ウェブサイトにて、

合格者氏名・出身学校等を公開することが

あります。 第 2期 選考 

 出願書類で届け出のあった住所宛に受験番号を記載した受験票を郵送します。第 1期出願の方は 9月 24

日(火)、第 2期出願の方は 11月 8日(金)までに到着していない場合は、所沢総合事務センター入試広報担

当までご連絡ください。 

 



８．入学手続（全合格者共通） 

手 続 入学手続期間 詳細 

第 1次入学手続 2019年 11月 15日(金)～11月 29日(金) 学費・諸会費振込 

第 2次入学手続 2020年 3月中旬 

入学手続書類提出 

※詳細は 2月中旬頃に郵送する 

入学手続書類を参照 

 

９．学費等 

ご参考（2019年度学費）※2020年度の学費は以下の内容から変更になる可能性があります。     

 単位(円) 

納入期 

 

入学金 

(登録料) 

学  費 諸会費 

合 計 

 

初年度 

授業料 

  

 

実験 

実習料 

  

学会費 学生健康

増進互助

会費 入会金 年会費 

入学時 
200,000 697,000 19,500 2,000 1,000 1,500 921,000 

(春学期) 

秋学期 -  697,000 19,500 -  1,000 1,500 719,000 

計 200,000 1,394,000 39,000 2,000 2,000 3,000 1,640,000 

 

 (注) 

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日となりま 

す。第 2年度以降、春学期の振替は、5月 1日になります。 

※上記振替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.第 4年度に校友会費 40,000円が必要となります。 

3.教員免許状を取得希望の場合、教育学部教職課程科目「教職に関する科目（必修・選択）」を登

録する毎に１単位につき 1,000円の聴講料の納入が必要です。 

4.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

料 7,000円が別に必要です。 

5.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。 

 

※本入試制度入学者のうち 10名以内に早稲田大学校友会および WASEDAサポーターズ倶楽部の寄付

を原資とする、トップアスリート奨学金（年間授業料相当額、原則として 4年間継続）を給付し

ます。本入試制度において合格となっても、給付されない場合があることをご留意ください。な

お、給付対象者には合格者発表後に奨学生内定通知を送付します。 

 

 授業料 施設費 

第 2年度 1,032,90

0  

245,000 

第 3年度 1,048,50

0  

245,000 

第 4年度 1,064,10

0  

245,000 



１０．不正行為について、および免責事項 

＜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．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（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。 

 

＜免責事項＞ 

◆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。 

 

 

早稲田大学スポーツ科学部 

 

〒359-1192 埼玉県所沢市三ケ島 2-579-15 

電話：04-2947-6855（所沢総合事務センター入試広報担当） 

FAX：04-2947-6801 

E-mail：sport-public@list.waseda.jp 

http://www.waseda.jp/fsps/sps/ 
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