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２０２１年度 科目等履修生 募集要項

早稲田大学社会科学部

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1

℡０３（５２８６）３８０４

admissions-socs@list.waseda.jp

※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・試験内容・合格発表日など）および事務所開室時間等に変更が生じる場合があり

ます。その際は、本学部 WEB サイトにてお知らせしますので、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

ことがありますので、出願後は E メールも確認するようにしてください。

Ⅰ．出願資格

高等学校または中等教育学校を卒業した者（卒業見込の者も含む）、またはこれと同等以

上の学力があると認められる者。ただし、大学在学者は出願することができません。

また、ここでの「高等学校」は学校教育法第一章第一条で規定される日本国内に所在地の

ある高校を指しています。

Ⅱ．履修制度の内容および履修可能科目

１．正規学生への移行はできません。

２．科目等履修生の在籍期間は、入学した年度の３月１５日までです。ただし、春学期のみ

科目を履修する場合の在籍期間は９月１５日までです。

３．科目等履修生は当該年度に限り在学を許可するものですが、次年度以降も引き続き履修

を希望する場合は、改めて出願ならびに入学手続を実施することが必要となります。

４．履修した科目について出席時間数が授業時間数の３分の２以上であり、かつ、試験・レ

ポート・平常点等の成績を総合して合格と判定された場合、所定の単位を授与し、本人の

請求によって証明書を発行します。

５．社会科学部設置科目のうち、別紙「2021 年度 社会科学部開講科目（科目等履修生

用）」に記載されている科目のみ履修することができます。

６．履修を許可する単位数は、各学期８単位までとします。

７．履修科目の選択にあたっては、以下に注意してください。

①科目名の「１・２」→科目名は同じでも授業内容が異なります。

例：地域自治論１と地域自治論２（１と２は別科目なので、「１のみの履修」「２の

みの履修」「１・２の両科目とも履修」のいずれも可）

②科目名の「Ⅰ・Ⅱ」→学期を分けて履修する積み上げ式の科目です。

例：行政学Ⅰと行政学Ⅱ（通常の正規生の場合は、Ⅰを履修し、合格した者のみがⅡ

の履修が可能となります。科目等履修生の場合は、Ⅰの単位が未修得であっても

Ⅱの科目の履修申請は認められますが、上記のとおり、Ⅰを履修していることを

前提として、Ⅱの授業が行われますので、科目選択の際には、十分に理解したう

えで、選択してください。）

８．講義内容については、３月１日から早稲田大学ホームページ内で公開予定の「シラバス

検索」で、ご覧いただけます。それ以前は、過年度のシラバスをご参照ください。

早稲田大学ホームページの「データ集」のメニュー内のリンクから、または以下の URL

でご覧いただけます。

https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php
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Ⅲ．募集人員 若干名

Ⅳ．出願要領

出願期間内に所定の選考料を振り込んだうえで、出願書類を送付してください。出願書類

は市販の封筒（角型２号サイズ）に封入し、所定の宛名ラベルを封筒の宛名面に貼付のうえ、

必ず「簡易書留便」で送付してください。なお、締切間際に送付する場合は必ず「簡易書

留・速達便」としてください。

出願手続締切後に受験票を送付します。

１．出願期間

２０２１年３月３日（水）～３月５日（金）［締切日消印有効］

２．選考料 ２５，０００円

出願に際して、選考料 25,000 円の振込が必要です。選考料は、出願前に必ず振り込ん

でください。選考料を振り込んでいない方の出願は受け付けません。

※2021 年 4 月 1 日時点で、早稲田大学の大学院に在籍する予定の方は、選考料が免除されます。

※現在、当学部科目等履修生である方が継続して出願する場合は、選考料が免除されます。ただ

し、新規で入学後、2 年間に限ります。

★2020 年度に在籍した時点で通算 3 年を迎えている方は、選考料が必要となります。

選考料は、「早稲田大学 コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法」（7 ページ）にした

がい、最寄りのコンビニエンスストア（セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン）で支払

ってください。振込終了後、「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」を切り取って、

志願票の所定欄に貼ってください。

○コンビニエンスストアでの選考料納入期間は以下のとおりです。

納入受付開始日 納入受付最終日（出願締切日）

2021 年 3 月 3 日（水） 2021 年 3 月 5 日（金）

※選考料のコンビニエンスストアでの振込は、2021 年 3 月 3 日（水）10:00 から受付を始め、出

願締切日の 2021 年 3 月 5 日（金）に受付を終了します。振込は、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振込に際しては、家族・知人が代理で手続する場合でも、必ず志願

者本人の情報を入力してください。

※選考料の振込は、原則としてコンビニエンスストアでの振込のみを受け付けますが、お住まい

の地域に所定のコンビニエンスストアが無いなどの事情により、コンビニエンスストアでの振

込が困難な場合は、事前に、社会科学部入試係（連絡先は巻頭に記載）へ申し出てください。

３．出願に必要な書類等

①科目等履修生志願票［当学所定用紙］（⑦によるカラー写真貼付）

②科目等履修生入学願［当学所定用紙］

履修希望の科目を正確に記入してください。

なお、原則として、出願書類提出後の聴講希望科目の変更は認められませんのでご注

意ください。

③履歴書［当学所定用紙］

④最終学歴の卒業（見込）証明書

⑤最終学歴の成績証明書
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⑥入学検定料収納証明書 ※①の所定欄に貼付してください。

⑦カラー写真（２枚） ※①の所定欄に貼付してください。

・縦４㎝×横３㎝で、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。

⑧社会人に関する調査票

注）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。該当する方は早稲田大学社会科学部入試係（TEL：03-5286-

3804）までご連絡ください。

1)選考料を所定額より多く支払った

2)選考料を支払ったが、出願書類は提出しなかった

3)選考料を支払ったが、出願締切後に出願書類を提出した

4)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

Ⅴ．試験方法 面接試験

Ⅵ．試験日時

１．試験日：２０２１年３月１３日（土）

２．試験時間：午前の予定（詳細は、受験票発送時にお知らせします。）

３．集合場所：早稲田キャンパス内（詳細は、受験票発送時にお知らせします。）

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。

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。
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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（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。 以 上

〔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。

◆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。

〔新型コロナウイルス感染症に関する注意事項〕

・ 学校保健安全法で出席の停止が求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

や監督員への感染の恐れがあるため、受験をご遠慮ください。なお、欠席した場

合でも、本学が特別な対応を公表した場合を除いて、追試験の実施や検定料の返

還は行いません。

・ 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。出願期間内に社会科学部まで e-mail（admissions-socs@list.waseda.jp）で

ご連絡ください。

・ 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。

・ 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。

・ 追加の情報がある場合は、ウェブサイト（URL）にてお知らせします。

Ⅶ．合格者発表および入学手続書類交付

発表日時 ２０２１年３月１３日（土） １７時（予定）

受験者全員に、志願票に記載の住所宛に選考結果を速達便で送付します。

また、合格者には、入学手続書類を同封します。

Ⅷ．入学手続

入学手続は、「所定の入学手続書類の提出」及び「学費等の振込」の２段階に分かれます。

１．入学手続書類の提出

郵送と来校のどちらでも行うことができます。ただし、郵送の場合は、入学手続最終



5

日までに必要書類が必着しなければなりません。

○手続期間：２０２１年３月１５日（月）～３月１８日（木）

※来校で手続を行う場合：受付時間 11:00～15:00

○手続場所：社会科学総合学術院事務所（１４号館３階）

○手続に必要な書類等：

①誓約書・保証書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書［当学所定用紙］

②入学手続用紙［当学所定用紙］

③住民票

＊氏名･性別･生年月日･住所が記載されたもの

＊個人番号（マイナンバー）の記載された住民票は提出しないでください

④学費等振込領収証

※学生証交付時に「受験票」が必要となります。「受験票」は紛失等しないよう大切

に保管してください。

２．学費等の振込

○振込期間 ２０２１年３月１５日（月）～３月１８日（木）

○振込方法 手続書類交付時にお渡しした「学費等 振込依頼書」により、銀行窓口

（ゆうちょ銀行を除く）から振り込んでください。

＊振込の際には、振込手数料が必要です。なお、現金自動預払機（ＡＴＭ）、携帯

電話、パソコン等による振込は認められませんので注意してください。

＊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ませんので、注意して

ください。

注）一度提出した書類および納入した聴講料は、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、聴講料のみ返還の対象となります。手続方法等、詳細については、社

会科学部入試係までお問合せください。ただし、2021 年４月１日以降の入学辞退

の申し出は、いかなる理由であっても認められませんのでご注意ください。

○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。

新型コロナウイルス感染症等への対応も含め、来年度も授業の一部または全てをオンライ

ンで実施する可能性があります。授業の実施方法については、決まり次第ホームページ等で

お知らせする見込みです。
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２０２１年度 科 目 等 履 修 生 入 学 金 ・ 聴 講 料

入学金 入学金は必要ありません。

聴講料
１単位につき ３６，４００円

単位数 聴講料

２単位科目を１科目履修の場合 ７２，８００円

２単位科目を２科目履修の場合 １４５，６００円

２単位科目を３科目履修の場合 ２１８，４００円

２単位科目を４科目履修の場合 ２９１，２００円

※履修できる単位数は、各学期８単位までです。

例：春学期に２科目単位を１科目、秋学期に２科目単位を２科目履修する場合の聴講料

春学期（72,800 円）＋秋学期（145,600 円）=218,400 円（年額）

注）学部科目等履修生聴講料免除について

学部科目等履修生のうち、同時に当学の大学院正規学生である学生については、学部

科目等履修生としての聴講料が免除となります。ただし、学部科目等履修生として入

学後に、大学院正規学生として離籍（修了・退学・抹籍等）した場合は、聴講料は免

除されません。詳細については社会科学部事務所までお問い合わせください（連絡先

は巻頭に記載）。


