
Q&A
Ｑ：１つの都道府県からは、１名

しか合格できないのですか?
Ａ：目標を「１名以上」としてい
るように、複数の合格者を出
すことは大いにあります。一

方で、一定の基準を満たす受験生がいない
場合は、合格者なしとすることもあります。

Ｑ：卒業見込の者と既に卒業した者のそれぞれ
に、合格枠を設けているのですか ?

Ａ：いいえ。合格枠を分けず、同じ基準で選考し
ています。

Ｑ：他大学（他学部）や、プロスポーツの入団テ
ストなどと併願することはできますか ?

Ａ：はい。できます。

Ｑ：教員免許を取得することはできますか？
また、就職状況はどうですか ?

Ａ：中学校１種「社会」、高等学校１種「地理歴
史」、「公民」、「商業」、「情報」の免許が取得で
きます。また、就職に関しては、当学部のカ
リキュラムを活かし、マスコミ関係、製造
業、商業、金融･保険業、IＴ関係など、多様な
業種に進んでいることが特徴です。

Ｑ：出願資格４の中の「その他、学校外での諸活
動」とはどのようなものですか ?

Ａ：高校生活とは直接関係のないもので、学芸
系・スポーツ系・ボランティア活動など、
あらゆる個人的活動を意味します。過去の
出願例として、執筆活動や芸能活動なども
あります。

Data
全国自己推薦入学試験データ

◆2017年度の都道府県別志願者数

滋賀 3  京都 6  大阪 7
兵庫 5  奈良 1  和歌山 3

福岡 10 佐賀 1 長崎 2
熊本 3 大分 4 宮崎 5
鹿児島 1 沖縄 7 徳島 3  香川 3

愛媛 6  高知 3
岐阜 5  静岡 4
愛知 6  三重 5

北海道 10
青森 3  岩手 7  宮城 3
秋田 3  山形 5  福島 ７

茨城 6 栃木 2 群馬 6
埼玉 22 千葉 17 東京 58
神奈川 26

◆これまでの合格者の優秀活動成績例
生徒会会長、英検1級、TOEIC915点、日商簿記1級、囲碁U-20世界大
会優勝、同全国大会優勝、将棋全国大会優勝、放送全国コンテスト文
部科学大臣賞、新聞全国コンクール優勝、珠算全国大会優勝、電卓全
国大会優勝、競技かるた全国大会優勝、読書感想文全国コンクール内
閣総理大臣賞、エッセイ全国コンテスト大賞、弁論全国大会優秀賞、全
日本吹奏楽コンクール金賞、箏曲全国大会文部科学大臣賞、情報処理
全国大会優勝、文芸全国大会第3位、全国高校総合文化祭優勝、同優
良賞、アメフト全国大会優勝、同都道府県大会優勝、ウエイトリフティ
ング全国大会優勝、競泳全国大会第6位、弓道全国大会第2位、硬式
／軟式テニス全国大会優勝、硬式／軟式野球全国大会優勝、同都道

府県大会優勝、剣道全国大会優勝、同8ブロック大会優勝、柔道全国
大会第3位、同8ブロック大会優勝、少林寺拳法全国大会優勝、サッ
カー全国大会優勝、同8ブロック大会優勝、スキー全国大会第2位、ス
ケート国際大会第3位、同全国大会優勝、相撲全国大会優勝、同8ブ
ロック大会優勝、漕艇全国大会第6位、ソフトボール全国大会優勝、卓
球全国大会第3位、ダブルダッチ国際大会優勝、バスケットボール全国
大会優勝、同8ブロック大会優勝、バドミントン全国大会優勝、バレー
ボール都道府県大会優勝、ハンドボール高校日本代表、フェンシング
日本代表、同全国大会優勝、ラグビー全国大会優勝、陸上競技全国大
会第4位、レスリング全国大会優勝　など

◆過去3ヵ年の志願者･合格者数
年度
2017
2016
2015

志願者数
302人
262人
245人

合格者数
61人
60人
61人

鳥取 2  島根 2  岡山 5  広島 3

富山 5  石川 7
福井 1  山梨 8
長野 1

お問い合わせ先

早稲田大学社会科学部「全国自己推薦入学試験」係
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1　TEL 03-5286-3804/FAX 03-3204-8962
http://www.waseda.jp/fsss/sss/　　E-Mail : admissions-socs＠list.waseda.jp
〈窓口受付時間〉　月～金／ 9:00～17:00

早稲田大学 社会科学部
School of Social Sciences, Waseda University

http://www.waseda.jp/fsss/sss/
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全国の英傑集え
出願期間  2017年9月29日㈮～10月6日㈮



出身学校（長）からの推薦書を必要とせず、高等学校または中等教育学校後期
課程在学中のさまざまな活動歴をもとに、受験生の皆さんが

「自分自身を社会科学部に推薦する」入試制度です。
全国で初めて（1989年）、社会科学部が、受験
生の“個性”を評価するために創設しました。
それとともに、その名のとおり“地域性”
を重視し、できる限り、各都道府県から
１名以上の合格者を出すことを目標
にしています。 “個性”と“地域性”

を二本柱とする「全国自己推
薦入学試験」へ、積極的に
チャレンジしてください。

早稲田大学社会科学部 概要
教員数：169名（非常勤含む）
学生数：男性 2,141名　女性 860名
　　　　うち留学生 125名

社会科学部は1966年、社会科学を総合的・学際的に学ぶことの
できる新構想の学部として創設されました。以来培ってきた「学
際性」の伝統を活かし、さらなる発展を目指すべく、専門性と総
合性とを兼ね備えた、他に例を見ない新しいカリキュラムを用意
しています。

地域性重視
異なる地域、文化で育まれた精鋭が全国から集えば、活気が生まれ、
互いに剌激しあいながら成長できる̶。「全国自己推薦入学試験」は、
こうした効果を期待しています。これは、当学部が掲げる“社会に
開かれた学部”という理念にもつながっています。

出
　
願
　
資
　
格

以下の１～４の「すべて」に該当する者

１　2017年3月に高等学校または中等教育学校後期課程を卒業した者、または2018年3月に卒業見込の者。

２　2017年3月に卒業した者は、高等学校または中等教育学校後期課程卒業時における全体の評定平均値が4.0
以上の者、2018年3月に卒業見込の者は、1年1学期または前期から、3年（4年制定時制は4年）1学期ま
たは前期までの全体の評定平均値が4.0以上の者。

３　2017年3月に卒業した者は、高等学校または中等教育学校後期課程卒業時における調査書記載の欠席日数
が45日（4年制定時制は60日）以内の者、2018年3月に卒業見込の者は、1年1学期または前期から、3年
（4年制定時制は4年）1学期または前期までの調査書記載の欠席日数が45日（4年制定時制は60日）以内の者。

４　高等学校または中等教育学校後期課程在籍期間の活動において、次の一つ以上に該当する者。ただし資格に
関してのみ、高等学校または中等教育学校後期課程在籍期間以前に取得したものによる出願も受け付ける。

　■学芸系もしくはスポーツ系クラブに所属し、都道府県以上の大会・コンクール・展覧会等において優秀な
成績を収めた者。

　■生徒会活動において、めざましい活躍をした者。
　■資格（語学検定や、財務・会計資格など）を有する者。
　■その他、学校外での諸活動（クラブ活動・ボランティア活動等）において、めざましい活躍をした者。
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7月  下旬 入試要項公開（予定）
学部ホームページ（左ページ下）で入試要項の公開を予定しています。
出願書類の作成、活動記録の裏付けとなる資料の収集等には時間が
かかるので、余裕を持って早めに入手してください。

9月29日（金）
　  ～

10月6日（金）
出 願（郵送による受付）

入試要項にしたがって出願書類を作成し、郵送で提出します。
第一次選考（書類選考）の検定料は10,000円（第二次選考の検定料は
25,000円）です。以下の諸点を考慮のうえ、選考します。
●成績評価  ●活動記録（大会記録･生徒会活動･学校外での諸活動･資格など）
●出席状況  ●その他

11月10日（金） 第一次選考合格者発表 郵送および入学センターホームページ（下記）で発表します。

11月19日（日） 第二次選考（試験選考） 早稲田キャンパス14号館（予定）で行います。

12月15日（金） 第二次選考合格者発表 郵送および入学センターホームページ（下記）で発表します。

12月18日（月）～
12月25日（月） 入学手続（一次） 登録料（入学金相当額）および学費等を振り込むことで完了します。

※3月中旬に二次手続があります。

▶ 早稲田大学 入学センター　ホームページ　http://www.waseda.jp/inst/admission/▶ 早稲田大学 社会科学部　ホームページ　http://www.waseda.jp/fsss/sss/

小論文  ＋   面 接

高校ではどのような活動をしていましたか？
　英語スピーチコンテストで東日本大震災につい
てスピーチをしたのですが、そこで国際交流や海
外への情報伝達が大切と思ったことをきっかけ
に、留学への憧れが高まり、高校１年の冬より１年
間、カナダのノバ・スコシア州へ留学をしました。そ
こでは、英語で授業を受けることはもちろん、アー
トや演劇なども学びました。それ以外にも、雄大
な自然の中、野外キャンプで現地の子供たちのサ
ポートをするボランティア活動への参加や、世界
各国から集まった留学生たちと交流を深めるな
ど、多くのことを経験してきました。
　帰国してからも、留学で得られた語学力や発想
力をさらに高めていくため、ビジネス・学術英語や
国内外の社会情勢について学ぶ毎日でした。
早稲田大学社会科学部を志望し、「全国自己推薦
入学試験」で受験しようと考えたのはなぜですか？
　オープンキャンパスに参加した時、先輩方がど
んなことにも全力で取り組んでいる姿が輝いて見
えたことが、早稲田大学に憧れるきっかけとなり
ました。私自身も留学を軸に、語学や社会情勢に
ついて考えることに必死に取り組んできました
が、高校在学時に詳しく学ぶ機会のなかった政治
や経済、数学についてもっと勉強したいという気
持ちもありました。特に社会科学部は、英語学位
プログラムを導入するなど積極的に国際化に取り
組み、政治や経済など興味のある分野を学際的に
学べる環境です。そこにとても興味を持ちました。
留学や語学検定の経験が活かせる入試があるこ
ともとても魅力的でした。
実際に社会科学部に入学してみて、
どう感じていますか？
　社会科学部では、政治や経済など７つの分野の
多彩な科目群があります。さまざまな分野に挑戦
することで、興味の幅が広がりました。自分が成し
遂げたいことに打ち込める環境が整っています。
もともと政治の授業を中心に履修をしていたので
すが、いまでは経済や統計、教育分野に関心があ
ります。英語学位プログラムの授業も履修し、英
語でも経済学を学んでいます。また、今では海外
文献を参考に経済や教育をテーマにデータ分析
をすることにも挑戦中です。いつも何かに挑戦で
きる、それが社会科学部だと思います。

現在、力を入れて取り組んでいることは
何ですか？
　放送研究会の活動に取り組んでいるのですが、
特に早稲田祭で行うイベントの運営やそれに向
けた準備に力を注いでいます。大隈講堂前ステー
ジでは、パフォーマンス全体が円滑に進むよう出
演するグループや舞台演出をする皆さんとの連携
をメインとした活動をしています。会場が一体と
なって盛り上がっている様子を目にした時には、大
きな達成感を得られました。また、塾講師をしてい
て、子供達の心理をより深く理解したいと考え、教
職の授業を履修しています。指導する立場として
話し方を学んでいき、ゼミナールで専攻している
統計を駆使するなどしながら、物事をしっかりと
相手に伝える技術を身に付けていきたいです。
将来の目標は？
　留学してきた経験を活かし、日本と世界の国々
を発展に導いていく国際貢献活動に携わっていき
たいです。これまで、ボランティア活動や塾講師な
どで多くの子供達に携わってきました。私自身も、
子供達からたくさんのことを学んできたのです
が、特に子供達の「わかった！」や「できた！」と
いった時の顔を見ることが大好きで、そんな表情
を見るたびにいつも感動させられます。その顔を
これからも見守っていくため、みんなから慕われ
る人物になれるよう、さまざまなことに挑戦し続
けたいと考えています。
これからの受験生へ向けて、一言お願いします。
　自分のしたいことが見つけられる場所が早稲田
大学であり、その中でも社会科学部はしたいこと
を自分で選択していくことができます。高校時代
の今、楽しめること、頑張れることがあれば、精一
杯打ち込んで欲しいと思います。しかし、何かに打
ち込んできた人には、その過程で別の何かを諦め
てきた経験があるのではないかと思います。社会
科学部なら、自分が新しくやりたいことや今まで
やりたかったことにも挑戦できます。全国自己推
薦入試は、そのようにひとつのことに集中して打
ち込める皆さんだからこそ、自信を持って望める
ものだと思います。ぜひ皆さんも高校生活で素晴
らしい経験をしてきてください。

勉学に励みつつも、それ以外の何かにも取り組んできた人、いわゆる
受験勉強に力点をおいてきた人とは一風異なった、「+αの個性」を
持つ人を対象としています。+αの個性

プラスアルファ

2016年度入学  山口｠春菜さん
YAMAGUCHI, Haruna

浦和学院高等学校｠卒業

やま ぐち　　はる　な




