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※本要項に記載されている日付・時間は全て日本時間(UTC+9)で示しています。 

 

お問い合わせについて 

当入学試験に関するご質問・ご不明点は、お問い合わせフォームにて承ります。本要項、および以下 FAQ

を熟読のうえ、不明点がある場合には下記お問い合わせフォームにてご連絡ください。 

 FAQ その 1 ：入試制度概要・出願資格など http://bit.ly/global_faq_1 

 FAQ その 2 ：出願書類の準備～発送まで http://bit.ly/global_faq_2 

 FAQ その 3 ：出願書類発送後～筆記試験受験まで http://bit.ly/global_faq_3 

 お問い合わせフォーム： http://bit.ly/sss-global-inquiry 

 

募集停止について 

当入学試験は、本要項で定める 2022 年度入学者募集を最終実施年度とし、2023 年度より募集を停止

します。詳細は次のリンクをご参照ください。https://bit.ly/2PAbeib 

 

早稲田大学社会科学部 

住所： 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1 

電話： 03-5286-3804 

Eメール： admissions-socs@list.waseda.jp 

ウェブサイト： https://www.waseda.jp/fsss/sss/  

http://bit.ly/global_faq_1
http://bit.ly/global_faq_2
http://bit.ly/global_faq_3
http://bit.ly/sss-global-inquiry
https://bit.ly/2PAbeib
mailto:admissions-socs@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/fsss/sss/
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０．フローチャート 

 

 

 出願資格を確認し、出願書類を用意する   P.2 

 ↓  2021年  

 オンライン出願システムに登録する ・・・ 8月 24日(火)～9 月 7日(火) P.3 

 ↓    

 第一次選考料を支払う ・・・ 8月 24日(火)～9 月 7日(火) P.4 

 ↓    

 出願書類を送付する ・・・ 9月 1日(水)～9月 7日(火) P.8 

 ↓    

 受験番号を Eメールで受け取る ・・・ 9月中 P.13 

 ↓    

 第一次選考（書類審査）合格者発表を確認する ・・・ 10月 15日(金) P.13 

 ↓    

 受験票を郵送で受け取る ・・・ 10 月中 P.13 

 ↓    

 第二次選考料を支払う ・・・ 10月 15日(金)～11月 18日(木) P.4 

 ↓    

 第二次選考（筆記試験）を受験する ・・・ 11 月 21日(日) P.14 

 ↓    

 最終合格者発表を確認する ・・・ 12 月 10日(金) P.14 

 ↓    

 入学手続料・学費等を支払う ・・・ 12月 13日(月)～12月 20日(月) P.16 

 ↓  2022年  

 入学手続書類を提出する ・・・ 2月下旬～3月中旬 P.16 

 ↓    

 新入生オリエンテーションに参加する ・・・ 3月下旬  

 ↓    

 入学する ・・・ 4月  

 

 

  



早稲田大学社会科学部 

2022年度グローバル入学試験要項  

2 

１．募集人員 
 

 ソーシャルイノベーションプログラム（英語学位プログラム）：１５名  

英字表記：Transnational and Interdisciplinary studies in Social Innovation (TAISI) Program 

 一般プログラム（日本語学位プログラム）：若干名  

 

 

２．出願資格 
 

 ソーシャルイノベーションプログラム・一般プログラム共通条件 

以下のいずれかに該当する者。 

① 高等学校または中等教育学校を卒業した者、および 2022年 3月末日までに卒業見込みの者。 

② 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、および 2022年 3月末日までに修了見込みの者。 

③ 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 2022年 3月末日までに修了見込

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。 

④ 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 2022 年 3月末日までに修了見込みの者。 

⑤ 文部科学大臣の指定した者。 

※「文部科学大臣の指定した者」とは、学校教育法施行規則第 150 条第 1 項第 3 号および第 4 号に該

当する者であり、海外の大学入学資格（国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格な

ど）を有する者を含む。 

⑥ 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 2022年 3 月末日までに合格見込みの者で、かつ入学年度の前年度末日ま

でに 18歳に達する者。 

⑦ 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 2022年 3月末日までに 18 歳に達する者。 

 

 ソーシャルイノベーションプログラム固有条件 

英語能力試験のスコアとして、P.10に定める「グローバル入学試験における英語能力試験の評価基準（2022

年度入学試験用）」において Band 1 もしくは Band 2 に該当するスコア証明書を提出可能な者。 

※ スコアの有効期限等の詳細は P.10～11を参照してください。 

※ 一般プログラムへの出願に必要な基準点はありません。 

 

 

３．併願条件 
 

 当入学試験において、ソーシャルイノベーションプログラムと一般プログラムを同一年度中に併願する

ことはできません。 

 当入学試験と、当学部全国自己推薦入学試験を同一年度中に併願することはできません。 

 上記以外の併願（他大学・他学部との併願、当学部一般選抜など）を妨げることは一切ありません。 
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４．出願方法 
 

4.出願方法 １．出願期間 
 

手順 内容 期日 (日本時間) 

手順① 
オンライン出願システム 

での手続き 

2021年 8月 24日(火) 10:00 

～9月 7日(火) 12:00 (正午) 

手順② 
入学検定料（第一次選考料） 

の支払い 
2021年 8月 24日(火)～9月 7日(火) 

手順③ 出願書類の送付 
2021年 9月 1日(水)～9月 7 日(火) 

【締切日必着】 

※ 出願にあたっては、上記 3つの手順すべてをそれぞれの締切日までに行う必要があります。 

いずれか 1つでも未了の場合には、出願を完了したことになりません。 

※ 上記締切日以降の出願は、一切受け付けません。 

※ 特に海外から発送される場合、出願期間よりも前に着荷することは妨げません。 

 

 

4.出願方法 ２．各手順の手続詳細 
 

手順① オンライン出願システムでの手続き 
 

 (1) オンライン出願システムのアカウント登録  

 右記のウェブサイトでアカウント登録を行ってください。【https://www.apply.waseda.jp/】 

 登録した Eメールアドレスは、当学からの連絡手段として使用されます。 

 英字氏名は、パスポート等の公的身分証明書の記載に従って入力してください。 

 「送付先の希望/Mailing Address」で選択した住所に、受験票、合格者発表書類、入学手続書類が送

付されます（海外住所可）。 

 

 (2) オンライン出願システムでの入学志願票作成・印刷  

 入学志願票の作成・印刷ができるのは前述のオンライン出願システム手続期間のみです。必ず期間内

に入学志願票作成・印刷を行ってください。 

 「確定/FINALIZE」ボタン押下後は、入力内容を一切変更できません。入力内容を変更する場合は、

確定ボタンを押下する前に「戻る/BACK」ボタンを押下し、入力し直してください。 

 入学志願票は A4サイズで印刷してください。 

 オンライン出願システムにログイン後、「志願票作成／Start a New Application」画面にて、以下

を選択してください。 

  

https://www.apply.waseda.jp/
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■プログラムの選択（志願票作成／Start a New Application） 

志望プログラム システム上で選択するプログラム 

ソーシャルイノベー

ションプログラム 

１）英語による学位取得プログラム（学部） 

２）社会科学部 グローバル入学試験（2022 年度・ソーシャルイノベーシ

ョンプログラム） 

一般プログラム 

１）日本語による学位取得プログラム（学部） 

２）社会科学部 グローバル入学試験（2022年度・一般プログラム） 

 

 

■入学志願票入力項目 

ステップ 項目 入力内容 

ステップ 1 

志願者情報 

アカウント登録の内容が自動で反映されます。氏名、生年月日、性

別は一度登録するとご自身では変更できません。変更が必要な場合

は、別の Eメールアドレスでアカウントを登録し直してください。 

※英字氏名の大文字・小文字は任意で入力いただいて結構です。 

現住所 
アカウント登録の内容が自動で反映されます。変更が必要な場合は、

「アカウント情報変更」から行ってください。 
その他の住所 

送付先の希望 

ステップ 2 

学歴 

小学校から現在に至る学歴を時系列順に入力してください。 

なお、留学経験については、1 ヶ月以上の現地滞在期間がある場合

に限り入力してください。 

出身学校コード 

この入学試験要項と同じウェブサイトに掲載されている『高等学校

等コード番号表』を参照のうえ、最終出身(予定)高校のコードを入

力してください。 

出身学校名 
最終出身(予定)高校の名称を入力してください。 

※学歴欄と重複して構いません。 

志望プログラム 

ご自身が出願しようとしているプログラムが表示されます。ご自身

が志望するプログラムと合致しているか、再確認してください。 

※出願書類提出後の出願プログラムの変更は一切認められません。

合致していない場合は、「プログラムの選択」から再度申請を開始

してください。 

英語能力試験 
P.10～11に定める「⑤英語能力試験のスコアカード」の詳細情報を

参照し、提出する試験の情報を入力してください。 

ステップ 3 

※一般プログラ

ム志願者のみ 

海外活動期間 
海外活動報告書の上部「１．取り組んだ活動／成果」欄に記入した

内容を入力してください。詳細は P.12に定める「⑦海外活動報告書」

を参照してください。 

実活動日数 

活動内容 

 

 

手順② 入学検定料の支払い 
 

第一次選考料 10,000円   第二次選考料 25,000 円   計 35,000円 

 第一次選考料 10,000 円は、全ての出願者が支払う必要があります。出願に際して、以下①②いずれ

かの方法によりお支払いください。第一次選考料を支払っていない場合、出願を受理しません。 

 第二次選考料 25,000 円は、第一次選考の合格者のみが支払う必要があります。第二次選考（筆記試

験）の受験前に、以下①②いずれかの方法によりお支払いください。第二次選考料を支払っていない

方の第二次選考受験は認められません。 
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 支払方法①  コンビニエンスストア決済  ※日本国内在住者のみ 

最寄りのコンビニエンスストア（セブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート）で

支払ってください。支払方法の詳細については P.6 を参照してください。なお、支払に当たってはウェ

ブサイトでの事前申込が必要となります。 

 

【注意】 

 上記のコンビニエンスストアでは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも入学検定料を支払うことができま

す。ただし、支払期間初日（第一次選考料は 2021 年 8 月 24 日（火）、第二次選考料は 2021 年 10 月 15

日（金））は 10 時からとなりますので、ご注意ください。また、支払期間最終日（第一次選考料は 2021 年 9

月 7 日（火）、第二次選考料は 2021 年 11 月 18 日（木））は、23:00 までに Web サイトでの申込の操作を完

了し、23:30 までに支払を済ませてください。 

※第二次選考料を支払い、最終的に第二次選考（筆記試験）を受験しなかった場合、選考料は返還しま

せん。詳細は P.8 「４－３．出願上の注意」を参照してください。 

 コンビニエンスストアでの支払に際しては、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(氏名・住所・電話番号等)を入力してください。 

 第一次選考料については、入学志願票 1 枚目の空欄に、「収納証明書」を貼付してください。 

 第二次選考料については、第二次選考当日に「収納証明書」を持参してください。 

 

 支払方法②  クレジットカード(銀聯カード、アリペイ含む) 決済 

インターネット上の以下の「入学検定料支払決済ウェブサイト」（https://e-shiharai.net/card/）

にアクセスして所定の申込手続を完了させてください。「カテゴリ選択」では、以下のとおり選択して

ください。支払方法の詳細については、P.7を参照してください。 

 

第一選択 グローバル入学試験 

第二選択 社会科学部 

第三選択 - 

第四選択 
第一次選考料 １００００円 ※出願者全員が支払対象です。 

第二次選考料 ２５０００円 ※第一次選考合格者のみが支払対象です。 

 

【注意】 

 土日・祝日を問わず、24 時間いつでも入学検定料を支払うことができます。日本時間が基準となります。 

 支払に使用するクレジットカードは、志願者以外の名義でも構いません。ただし、家族等が代理で手続をす

る場合でも、「基本情報」には必ず志願者本人の情報を入力してください。 

 第一次選考料については、支払手続終了後、「申込内容照会結果」画面を印刷し、入学志願票とともに提

出してください。 

 第二次選考料については、「申込内容照会結果」画面を印刷し、第二次選考当日に持参してください。 

※第二次選考料を支払い、最終的に第二次選考（筆記試験）を受験しなかった場合、選考料は返還しま

せん。詳細は P.8 「４－３．出願上の注意」を参照してください。 

 

 

https://e-shiharai.net/card/
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手順③ 出願書類一式の送付 

オンライン出願システムで作成・印刷した入学志願票とその他の出願書類一式※をまとめて封入してくだ

さい。出願書類の詳細は「5.出願書類」(P.9～13)で確認してください。 

※英語能力試験のスコアカードとして TOEFL iBT を提出する場合は、スコアカードを別送する必要があ

ります。詳しくは P.10～11 を参照してください。 

 

 国内から送付する場合  

A4 サイズの封筒に出願書類一式を封入し、当学部ウェブサイトから「出願書類提出用ラベル」をダウ

ンロード・印刷・貼付したうえで、簡易書留郵便を利用して郵送してください。 

 

 海外から送付する場合  

A4 サイズの封筒に出願書類一式を封入し、当学部ウェブサイトから「出願書類提出用ラベル」をダウ

ンロード・印刷・貼付したうえで、追跡番号付きの国際宅配サービスを利用して以下宛先に郵送してく

ださい。 

 

Admissions office, School of Social Sciences, Waseda University 

Building 14-3F, 1-6-1, Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-8050, Japan 

Tel: +81-3-5286-3804 

 

【注意】 

 締切日必着とします。出願期間を過ぎて着荷したものは、いかなる理由でも受け付けません。 

※特に海外から発送される場合、出願期間よりも前に着荷することは妨げません。 

 出願書類の到着状況は、追跡番号等を用いて各自で確認してください。 

 郵送業者のトラブルで書類の未着や遅配が発生した場合でも、当学部では一切責任を負いません。 

 当学部窓口等への直接持参は一切受け付けません。 

 

4.出願方法 ３．出願上の注意 

(1) 出願書類に不備がある場合は、出願を受理しません。 

(2) 志望プログラムは出願時にオンライン出願システムで指定してください。出願後の変更は一切認めません。 

(3) 当学部全国自己推薦入学試験との同一年度中の併願はできません。 

(4) 出願時に、大学入学資格取得見込の証明書を提出された方については、入学手続時に、その資格取得を証

明する書類を提出してください。入学試験に合格しても、入学までにその資格取得の証明書を提出できな

い（大学入学資格を満たすことができない）場合は、入学を認めることができません。 

(5) 一度提出した書類および支払った入学検定料は、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。該当する方は当学部事務所まで連絡して

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。 

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や、日本国外の金融機関口座へ入学検定料を

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。 
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(6) 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、2021

年 8月 17日(火)までに当学部事務所に連絡してください。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、速やかに連絡してください。 

(7) 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。 

(8) 性別情報の収集について 

当学では、入学試験の円滑な実施と入学手続の必要上、戸籍上の性別情報を収集しています。なお、性別

情報収集にあたっては合理的理由があると判断される必要最小限に留め行っています。 

https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/sexual-minority/ 

 

 

５．出願書類 
 

■ 必要書類一覧 

① 入学志願票 

② 入学検定料の支払を証明するもの 

③ 写真票 2 枚 

④ 最終出身学校の卒業証明書もしくは卒業見込証明書 

⑤ 英語能力試験のスコアカード 

⑥ エッセイ ※ソーシャルイノベーションプログラム志願者のみ提出 

⑦ 海外活動報告書 ※一般プログラム志願者のみ提出 

⑧ 海外活動経歴証明書 ※一般プログラム志願者のみ提出 

⑨ 出願書類チェックリスト 

   ※ 当入学試験において、成績証明書の提出は不要です。 

 

■各書類の注意事項 

 ①入学志願票  

 オンライン出願システムで作成・印刷してください。詳細は「4.出願方法 ＞ 2.各手順の手続詳細 ＞ 手順

①オンライン出願システムでの手続き」を（P.3～4）を参照してください。 

 

 ②入学検定料の支払を証明するもの  

 入学検定料をクレジットカード決済で支払った場合は、支払サイトの「申込内容照会結果画面」を印刷し、

入学志願票と共に提出してください。 

 入学検定料をコンビニエンスストアで支払った場合は、入学志願票 1 枚目の所定欄に「収納証明書」を貼付

してください。 

 

 ③写真票（2 枚）  

 オンライン出願システムより出力される写真票の台紙に、写真 2 枚を貼付（全面のりづけ）してください。

https://www.waseda.jp/inst/diversity/support/sexual-minority/
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写真票の台紙は、オンライン出願システムで、入学志願票を印刷する際に同時に出力されます。 

 写真裏面に氏名を記入してください。 

 写真票は切り取り線で切り離さず、そのまま提出してください。 

 写真は、出願前 3 ヶ月以内に撮影したカラー写真で、サイズ縦 4cm×横 3cm、背景および枠なし、上半身（脱

帽）、正面を向いたものを使用してください。 

 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。眼鏡の有無、髪型等、試験

場において間違われるような写真、およびスナップ写真等の不鮮明なものは受け付けません。 

 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。 

 提出した写真は、試験当日の本人確認、また入学後は学生証の写真として利用するほか、学内諸手続におけ

る本人確認、および学内の各種ウェブサービス等に本人確認情報として登録します。 

 

 ④最終出身学校の卒業証明書もしくは卒業見込証明書  

 証明書原本（出身学校が発行し、証明した書類）、原本から正しく複製された Certified True Copy である

ことの証明を出身学校から受けたもの、もしくは卒業証書（Diploma）のコピー（学校の校印必要）を提出

してください。 

 調査書を卒業（見込）証明書として提出することも可能です（卒業（見込）年月が記載されている場合のみ）。 

 証明書類は厳封の必要はありませんが、厳封されているものはそのまま提出してください。 

 日本語・英語以外で記載された証明書は、大使館等の公的機関で公証印を受けた翻訳文を添付してください。 

 

 ⑤英語能力試験のスコアカード  

英語能力試験の評価基準 

 下表に記載された 4種類の英語能力試験のうち、いずれか 1種類のみの提出を認めます。複数試験のスコア

を保有する場合、以下の評価基準表を参照のうえ、最も評価が高い試験のスコアを提出してください。 

グローバル入学試験における英語能力試験の評価基準（2022 年度入学試験用） 

英語能力試験の種類 
当入学試験に 

おける評価 実用英語技能検定 

（CSE スコア） 
TEAP TOEFL iBT 

IELTS  

Academic Test 

2600以上 375以上 95 以上 7.0以上 Band 1 

2300～2599 309～374 72～94 5.5～6.5 Band 2 

1950～2299 225～308 42～71 4.0～5.0 Band 3 

1950未満 225未満 42 未満 4.0未満 Band 4 

 

 当入学試験においてソーシャルイノベーションプログラムを志望する場合、上記の評価基準表における 

Band 2 以上を出願基準点とします。Band 3・4 に該当するスコアを提出した場合、出願は受理されません。 

 2019年 9月 7日～2021年 9 月 6 日の期間に受験した試験結果で、かつ所定の期日までに後述の「提出方法」

に従って提出可能なスコアのみ有効とします。 

 同一 Bandに分類されるスコアは、試験の種類や得点にかかわらず、全く同じ評価となります。 

 各技能点は問いませんが、4 技能すべての点数が記載されている必要があります。 

 １つの実施回のスコアを提出してください。複数回のスコアを組み合わせることはできません（TOEFL iBT

の MyBestスコアについても提出を認めません）。 

 実用英語技能検定では、CSE スコアのみを参照します（各級の合否は問いません）。 

 複数回のスコアを提出した場合には、オンライン出願システムで入力した志願票に記載されたスコアのみが
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選考に使用されます。 

 

提出方法 

 試験種類ごとの提出方法は下表のとおりです。 

種類 提出方法 

実用英語 

技能検定 

 英検 CSE スコア証明書、もしくは CSE スコアが記載された合格証明書の原本を、他の出願書類と

同封してください。一次試験・二次試験の「合否結果通知」の提出は認めません。 

 従来型の英検のほか、英検 CBT、英検 S-CBTのスコアも有効とします。 

 証明書は厳封の必要はありませんが、厳封されているものはそのまま提出してください。 

TEAP 

 OFFICIAL SCORE REPORT の原本を、他の出願書類と同封してください。 

 TEAP CBT は受け付けません。 

 証明書は厳封の必要はありませんが、厳封されているものはそのまま提出してください。 

TOEFL 

iBT 

 ETS 本部から直送された結果のみ受け付けます。Official Score Reports の直送を手配してくだ

さい。直送依頼時の早稲田大学のコードは「9342」です（”Undergraduate”を選択してください）。 

 出願締切日までに当学に結果が到着した場合のみ有効とします。 

 入学志願票作成の際は、所定欄に 16桁の Appointment Number（Registration Number）を入力し

てください。 

 Test Taker Score Report は受け付けません。 

 MyBestスコアは受け付けません。 

 TOEFL iBT Home Edition の提出も認めます。 

IELTS 

Academic 

Test 

 スコアカードの原本を、他の出願書類と同封してください。 

 試験機関からスコアカードを直送する場合は、以下日英いずれかの宛先情報が網羅されるように

試験機関に伝えてください。 

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1 早稲田大学 14号館 3階 社会科学部グローバル入試係 

Admissions office, School of Social Sciences, Waseda University 

Building 14-3F, 1-6-1, Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-8050, Japan 

※部署名、担当者名、E メールアドレスの記載は不要です。試験機関側から必須と指示があった

場合に限り、社会科学部事務所にあらかじめ連絡してください。 

 出願締切日までに当学に結果が到着した場合のみ有効とします。 

 入学志願票作成の際は、所定欄に最大 18桁の Test Report Form Number を入力してください。 

 

 

 ⑥エッセイ  ※ソーシャルイノベーションプログラム志願者のみ提出 

 以下の指示に基づき、エッセイを作成してください。 

Write an English essay of approximately 1000 words that answers the following two questions: 

1) In your country or community, identify one social issue that should be addressed and explain why. 

2) During your time at TAISI program, what do you hope to learn and how do you think the TAISI 

program will help you resolve the social issue you identified in question 1. 

 

<Note> 

- The essay should be typed in English on white A4 or letter-sized paper in black ink, 12-size font, and 

double-spaced.  

- At the end of the essay type “The End.”  

- If your essay exceeds two or more pages, number the pages. 

※上記枠中の”TAISI program”とは、当学部ソーシャルイノベーションプログラムのことを指します。 
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※上記枠中の”your country or community”については、居住地、出生地の他、志願者の任意で設定して

構いません。 

 エッセイは表紙と本文を組み合わせて提出してください（片面印刷・ホチキス止めは不要）。 

 エッセイの表紙については、当学部ウェブサイトより『Essay Title』の所定フォーマットをダウンロードし、

タイプもしくは手書きにて作成してください。 

 エッセイの本文については、PC 等を使用し、タイプにより作成してください。 

 

 ⑦海外活動報告書  ※一般プログラム志願者のみ提出 

 当学部ウェブサイトから『海外活動報告書』の所定フォーマットをダウンロードしてください。A4 サイズに

印刷し、黒のボールペンで手書きにて記入してください。(片面 2 枚・ホチキス留めは不要、1 部のみ提出可) 

 

「１．取り組んだ活動／成果」欄について 

 海外での諸活動の経験を最大 3つまで挙げてください。対象となる活動は、中学入学後から出願時までの活

動で、かつ海外での諸活動に限ります。日本国内における諸活動は対象外です。 

 現地社会システムに深く入り込む経験など、日本国内では得難い経験・学びを伴う諸活動を積極的に評価し

ます。学術研究、留学経験、表彰経験、日英以外の言語能力習得、ボランティア活動、インターンシップ、

部活動など、自身の判断で諸活動を挙げてください。 

 「活動期間」と「実活動日数」の両方を記入してください。いずれも日単位での記入とします。「活動期間」

の欄には、その活動を開始した日と終了した日を記入してください。「実活動日数」の欄には、活動期間中

に実際に活動を行った累計日数を記入してください。実活動日数の算出に際しては、1 日当たりの活動時間

は不問とします（1日 1時間でも 1 日 5時間でも同様に 1日とカウントしてください）。 

 「活動内容・役割・成果」の欄は、なるべく具体的に記入してください。第三者が見て客観的に分かるよう

な成果を挙げた場合（表彰経験、日英以外の言語能力習得など）には、その旨を言及してください。 

 活動を複数記入する場合は、証明資料 No.欄に番号を記入し、『海外活動経歴証明書』にも対応する番号を

記入してください。 

 『海外活動報告書』への手書き記入に加えて、オンライン出願システムのステップ３にて、「１．取り組ん

だ活動／成果」欄に記載した諸活動と同一の内容を入力してください。 

 

「２．活動を通じての学びと、今後への活かし方」欄について 

 「１．取り組んだ活動」で挙げた内容に基づいて、「その活動を通じて学んだこと」および「それを今後の

社会科学部における勉学と将来にどう活かしたいか」を記入してください。それぞれ 300 字以上 400字以内

とします。 

 

 ⑧海外活動経歴証明書  ※一般プログラム志願者のみ提出 

 『海外活動報告書』に記入した活動実績を客観的に証明するために提出してください。 

 当学部ウェブサイトから『海外活動経歴証明書』をダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷したうえで、在

籍している（していた）学校、または関係機関の証明を受けてください。その際は、以下の点に注意してく

ださい。 

１） 過去在籍していた学校や、ボランティア・インターンシップ等の関係機関からの証明を受けること

が困難な場合、現在在籍している、もしくは卒業した学校からの証明があれば構いません。 

２） 学校・機関等の印鑑、刻印、サインのいずれか１つが必要です。印鑑については、公印に限らず、

証明者の印鑑でも構いません。 
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３） 証明書のコピーでも構いません（学校・機関等が遠隔地に所在し、証明書原本の取得が難しい場合

等）。ただし、コピーであっても上記２）の印鑑、刻印、サインのいずれかを客観的に目視確認で

きることが必要です。 

４） 日本語もしくは英語で記入してください。他の言語で記入する場合は、日本語を併記してください。 

 所定の『海外活動経歴証明書』以外の書式での提出は原則認めません。ただし、学校・機関等が発行する公

的な証明書を提出できる場合に限り、『海外活動経歴証明書』の代わりに提出することができます。その際

は、上記１）～４）の注意点に加えて、以下の点に注意してください。 

５）志願者本人のフルネームの記載がなく、姓のみ・名のみ、学校名・団体名のみが記載されているも

のは認めません。 

６）新聞・雑誌等の記事や写真などは、志願者本人のフルネームの記載があり、かつその記事の発効日・

発効機関名が記載されている場合に限り、公的な証明書として認めます。 

７） 調査書は活動内容を証明する書類として取り扱うことはできません。 

 参考資料等を同封することは認めません。 

 証明書類は厳封の必要はありませんが、厳封されているものはそのまま提出してください。 

 

 ⑨出願書類チェックリスト  

 このチェックリストで必要な書類に不備・不足がないことを確認し、提出書類の一番上に同封してください。 

 

 

６．選考方法・日程 
 

■受験番号の通知（Eメール） 

 出願を受理した全ての志願者に対して、オンライン出願システムのアカウント作成時に登録した Eメールア

ドレス宛に受験番号を通知します。 

 9 月末日になっても Eメールを受信しない場合は、当学部事務所まで連絡してください。 

 

■第一次選考 書類審査 

出願書類を総合的に評価します。 

 

■第一次選考 合格者発表 

 2021年 10月 15 日（金）10：00から 10月 22日（金）までの期間、WEB 合格発表システムによ

り選考結果を通知します。【URL】 https://www.admission-results-waseda.jp） 

※発表期間外の場合は、入試制度と試験次は選択できなくなっています。 

 郵送での合格者発表は、合格者のみを対象に、10月下旬に発送します。郵送書類の中には、受験票と第二次

選考の受験案内が含まれます。 

※10月末日になっても未着の場合には、当学部事務所まで連絡してください。 

※第一次選考の合格者は必ず所定期間内に第二次選考料の支払いを完了してください。ただし、第二次選考料を

支払い、最終的に第二次選考（筆記試験）を受験しなかった場合、選考料は返還しませんのでご注意ください。 

※不合格者には郵送は行いません。所定の期間内に上記システムにて選考結果を確認してください。  

 電話、メール等による合否の問い合わせには一切応じません。 

  

https://www.admission-results-waseda.jp/
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■第二次選考 筆記試験（第一次選考合格者のみ） 

 日時：2021年 11月 21 日（日） 10：30～12：00 

 会場：早稲田キャンパス内で実施予定 ※集合時間・集合場所等は、第一次選考合格者へ通知します。 

 内容：資料を読解し分析したうえで、自分の考えを表現する論述形式の試験を実施します。 

ソーシャルイノベーションプログラムと一般プログラムのいずれに志願した場合でも、出題は日本語

により行われ、日本語による解答のみ可とします（英語による解答は認められません）。 

※ 当入学試験では、面接審査は実施しません。 

 

■第二次選考 合格者発表 

 2021年 12月 10 日（金）10：00から 12月 17日（金）までの期間、WEB 合格発表システムによ

り選考結果を通知します。【URL】 https://www.admission-results-waseda.jp） 

 ※発表期間外の場合は、入試制度と試験次は選択できなくなっています。 

 郵送での合格者発表は、合格者のみを対象に、12 月 10 日（金）に発送します。郵送書類の中には、合格証

明書と入学手続に関する案内が含まれます。送付先住所に志願者本人が居住しておらず、代理人等不在等の

理由で志願者本人が書類を受領できなかった場合でも、手続期間(振込締切日)の延長は一切認められません。 

※不合格者には郵送は行いません。所定の期間内に上記ウェブサイト上にて合格者を確認してください。   

 電話、メール等による合否の問い合わせには一切応じません。 

 

■第二次選考 ＜新型コロナウイルス感染症等への対応について＞ 

 渡航制限が実施されている場合でも、オンラインでの試験の実施や試験日の変更は行いません。日本国政府

による渡航制限の情報に十分ご注意ください。なお、渡航制限により、日本への入国ができない場合、又は

日本への入国はできるが居住国への帰国ができないため受験することが事実上不可能となる場合、入学検定

料を返還します。 

 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。なお、欠席した場合でも、当学が特別な対応を公表した場合を除いて、追試験の実施や入学検定料

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。詳細は P.9を参照し、

所定の期日までに申請してください。 

 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には、当学部ウェブサイトにてお知らせします。 

 
 
 
 

https://www.admission-results-waseda.jp/
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■諸注意 
 
＜受験に関して＞ 

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。 

(1) 試験当日は受験票を必ず携行し、試験時間中は机上に置いてください。 

(2) ＨＢの鉛筆またはＨＢのシャープペンシルを使用してください。 

(3) 下敷は、当学部で用意したもの以外は使用できません。 

(4) 辞書・電卓機能など時刻表示以外の機能のついた時計の使用は認めません。また、アラーム機能および音声機能つきの

時計は機能を解除しておいてください。 

(5) 携帯電話等は電源を切ってかばんなどにしまってください。時計としての使用は認めません。 

(6) 試験教室内の室温の調整には留意しますが、座席の位置によっては「寒い」「暑い」と感じる場合もありますので、試

験当日は温度調節の可能な服装をおすすめします。 

(7) 文字や地図等がプリントされている上着等の着用やひざ掛け・座布団等の使用は認めません。着用している場合には、

脱いでいただくことがあります。また、試験時間中の着帽は認めません。（フードの着用も認めません） 

(8) 試験終了時刻より前に答案が完成した場合でも、試験時間終了後、答案の回収・確認作業が完了し、監督員の指示があ

るまで退室できません。 

 

＜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、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、試験中に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 志願者以外の者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。 

・別室または別席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。 

 

＜受験環境について＞ 
可能な限り公平・静粛な受験環境の確保に努めますが、やむを得ず以下のような対応をとることがあります。 

(1) 生活騒音（自動車・航空機・風雨・空調の音、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音、携帯電話等の鳴動など）

が発生した場合でも、原則として特別な措置は行いません。 

(2) 試験中に携帯電話や時計などの音・振動などが発生し、発生源の荷物などが特定できた場合、持ち主の同意なく試験監

督員が試験教室外に持ち出し、試験本部で保管すること、あるいは荷物の中から携帯電話・時計などを取り出し鳴動停

止の操作をすることがあります。 

(3) 机、椅子、空調、音響設備等の試験教室による相違は一切考慮しません。 

(4) 他の受験者が迷惑と感じる行為がある場合、別室での受験を求めることがあります。 
 

＜不可抗力による事故等について＞ 
台風、洪水、地震、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一切責任を負いません。 
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７．入学手続 
 

１．入学金・学費等の振込：2021年 12月 13日(月) ～ 12月 20日(月) 

当学所定の入学手続料振込用紙を用いて、銀行窓口（ゆうちょ銀行を除く）から入学金、および学費・

諸会費の合計額（参考：2021 年度入学者 689,505 円）を振り込むことで完了します。詳細は合格者に案

内します。 

 

２．入学手続書類提出：2022 年 2月下旬～ 3月中旬 

詳細は 2 月下旬までに郵送する「入学手続の手引き」で案内します。入学手続書類を作成し、3月中旬

の期限までに提出することにより入学手続が完了します。 

※ 複数の学部から入学を許可された場合、本人からの申し出により、先に入学手続を行った学部に納入

した入学金・学費等を、入学希望学部の費用に振り替え、入学学部を変更することができます（ただ

し、入学手続期間が重ならない学部間に限ります）。詳細は合格者に郵送する「入学手続について」

を参照してください。 

※ 一度提出した入学手続書類および納入した入学手続料（入学金・学費・諸会費）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・諸会費のみ返還の対象となります。詳細は入学手続料振込完了者に送付され

る「入学手続の手引き」を参照してください。 

 

 

８．入学金・学費・諸会費 
 

■参考：2021 年度入学者 

 

入学金 

学費 諸会費 

初年度 

合計 授業料 

実験実習料

※ 

学生読書室

図書費 

学会費 学生健康増

進互助会費 入会金 年会費 

入学時 

(春学期) 

200,000 485,500 605 400 1,000 500 1,500 689,505 

秋学期 - 

 

485,500 605 400 - 500 1,500 488,505 

計 200,000 

 

971,000 1,210 800 1,000 1,000 3,000 1,178,010 

※第 2年度以降、実験実習料は必要ありません。     単位：円 

 

■摘要  

(1) 当学では、学費・諸会費の納入は口座振替となります。秋学期の振替は 10 月 1日、第 2年度以降、春学期

の振替は 5月 1 日を予定しています。振替予定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 2年度以降に必要な学費等は授業料、学生読書室図書費、学会費および学生健康増進互助会費です。 

また、第 4年度秋学期に校友会費 40,000 円が必要になります。  

(3) 実験実習料、学生読書室図書費、諸会費は、金額が改定されることがあります。 

(4) 入学後、特定の科目を選択したとき、別途実験実習料が必要となることがあります。 

例）保健体育科目実験実習料：1,500～40,000 円 

教職課程科目聴講料（教員免許状を取得しようとする場合）：1単位につき 1,000 円 

図書館司書課程科目聴講料（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）：7,000 円 
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９．奨学金 
 

当学では、入試出願前に申請する「めざせ！都の西北奨学金」（以下、「めざせ奨学金」）や入学決定後に申請す

る各種奨学金（日本学生支援機構奨学金・学内奨学金・民間団体奨学金・地方公共団体奨学金）等、多くの奨学

金があります。奨学金を一つでも希望する場合には、奨学課への申請・登録手続が必要です。特に、めざせ奨学

金は入試出願前、それら以外の奨学金登録期間は合格発表後から入学前までの指定した期間になりますので、注

意してください。申請期間、申請手続等詳細は当学奨学課 Webサイト（https://www.waseda.jp/inst/scholarship/）

を必ず確認してください。また、めざせ奨学金の申請は、複数の入試制度を出願する場合も１回で構いません。

めざせ奨学金以外の奨学金登録の詳細（日程（例年 3月上旬～下旬）・方法等）は、合格者に送付される入学手続

書類同封の冊子「奨学金情報誌 Challenge」に掲載します。奨学金を希望する場合は、必ず冊子に従って正しく奨

学金登録を行ってください。 

なお、日本学生支援機構奨学金の申請には入学前の奨学金登録以外に、入学後「スカラネットの入力」や「必要

書類の提出」が別途必要です。これらの詳細も「奨学金情報 Challenge」にてご確認ください。 

奨学金制度の他に、国のローン制度や民間金融機関との当学提携学費ローン制度があります。詳しくは、当学奨

学課 Web サイトの該当ページ（https://www.waseda.jp/inst/scholarship/applying-loans/programs/）をご確認

ください。 

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/
https://www.waseda.jp/inst/scholarship/applying-loans/programs/

