
総合選抜型の入学試験
　「日本語による学位取得プログラム」への入学試験（4月入学）

2020年度入試概要 ※入試要項は4月上旬に政治経済学部ホームページ上に掲載。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

全学科
約50名

学科の併願は 
できません

国際社会における様々な分野で活躍するグローバルリーダーの輩出をより強く推進す
るため、社会への強い関心や問題意識を持ち、地域・世界の発展に貢献するための理解
力・分析力・思考力・表現力・行動力を身につけようとする積極性のある学生を求めます。

以下の要件をすべて満たす者。
（1）政治経済学部で学ぶことを強く希望する者。
（2）次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2020年3月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2020年3月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。

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2020年3月までに修了見込みの者。

⑤  文部科学大臣の指定した者。※
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。

⑦  その他本学において、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歳に達する者。

※  上記「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
みます。

出願書類提出
①志願票
②活動記録報告書
※  中学卒業後から現在までに行った活動を経て学んだこ
とと、それを今後の勉学と将来にどう生かしたいかを
記入してください。

③活動内容証明書
④各種証明書（高校調査書等）
⑤英語能力に関する試験結果
※  対象となる試験：TOEFL®（iBT・PBT）、TOEIC®、IELTS
（Academic）
※  2018年12月以降に受験した試験結果を有効とします。

出願期間
8月1日（木）

～

8月5日（月）
締切日消印有効

第1次選考
● 論文審査（120分）
※長文の日本語文資料に基づき思考力、表現力を見る。
※早稲田キャンパスで実施します。

9月1日（日）

第1次選考合格者発表 9月12日（木）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行います。
● 面接審査
※早稲田キャンパスで実施します。

9月22日（日）

最終合格者発表 9月26日（木）

2019年度入試結果

学　科 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率 
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

政治学科
全学科
約50名

54 82 136 6 25 31 4.4

経済学科 32 22 54 2 4 6 9.0

国際政治経済学科 91 117 208 13 23 36 5.8

合　計 177 221 398 21 52 73 5.5

2020年度入試概要 ※入試要項は6月下旬に理工学術院ホームページ上に掲載予定。

募集人員 出願資格 実施内容 日　程

建築学科
約25名

以下の要件をすべて満たす者。
（1）創造理工学部建築学科を第一志望とする者。
（2）一般入試出願資格を満たす者。
（3）次に該当する者。
高等学校または中等教育学校後期課程において数学Ⅰ、Ⅱ、A、B
を履修しており、かつ理科の合計取得単位数が10単位以上であ
ること。
※理科については科目を問わない。
※ ただし、外国の高等学校に在学したことのある者、および高等学校独
自のカリキュラムにおいて数学・理科の内容に相当する内容を履修
している者はこの限りではない。

第１次選考（書類審査）
出願時に提出された以下書類を審査します。
①志願票
②志願者自己報告書
※志望理由、入学後の抱負、学業等履歴、活動実績を記入してください。

③活動実績報告書
※志願者自己報告書の「活動実績」に記入した活動について、具体的な活動内容を記入してください。

④推薦書
⑤各種証明書（高校調査書等）

出願期間
9月11日（水）

～

9月19日（木）
締切日必着

第１次選考合格者発表 10月8日（火）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行います。
①筆記試験（120分）
※鉛筆によるドローイング

②面接審査
※面接においては「自己PR資料」を用いてのプレゼンテーションも認められます。
※西早稲田キャンパスで実施します。

10月26日（土）

最終合格者発表 11月8日（金）

2019年度入試結果

学　科 募集人員 志願者（A） 第1次試験合格者 第2次試験受験者 最終合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

建築学科 約25名 37 51 88 20 33 53 20 27 47 5 13 18 4.9

創造理工学部  早稲田建築AO入学試験（創成入試） 問い合わせ先｜理工学術院統合事務所 TEL：03-5286-3808

 政治経済学部 グローバル入学試験 問い合わせ先｜政治経済学部事務所 TEL：03-3202-8353
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2019年度入試結果

種　別 募集人員 志願者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計

数学オリンピック入試 若干名 0 0 0 0 0 0

化学グランプリ入試 若干名 1 0 1 1 0 1

情報オリンピック入試 若干名 0 0 0 0 0 0

高校生科学技術チャレンジ入試 若干名 0 0 0 0 0 0

日本学生科学賞入試 若干名 0 0 0 0 0 0

日本生物学オリンピック入試 若干名 1 0 1 1 0 1

物理チャレンジ入試 若干名 0 0 0 0 0 0

2020年度入試概要 ※入試要項は6月下旬に理工学術院ホームページ上に掲載予定。

募集学部・学科 数学オリンピック
入試

化学グランプリ
入試

情報オリンピック
入試

高校生科学技術
チャレンジ入試

日本学生科学賞
入試

日本生物学
オリンピック入試

物理チャレンジ
入試

先進理工学部

化学・生命化学科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
応用化学科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
生命医科学科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
電気・情報生命工学科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

募集人員 出願資格 実施内容 日　程

若干名

学科の併願は
できません

以下の要件をすべて満たす者。
（1）出願学科を第一志望とする者。　　（2）一般入試出願資格を満たす者。　　（3）これまでに当該入試に出願していない者。
（4）次のいずれかに該当する者。
数学オリンピック入試
「日本数学オリンピック」で予選合格（A
ランク）した者。

化学グランプリ入試
「全国高校化学グランプリ」の1次選
考（筆記）で上位10％以内の成績を収
めた者。

情報オリンピック入試
「日本情報オリンピック」本選でAラン
クとなった者。

高校生科学技術チャレンジ入試
「高校生科学技術チャレンジ」で文部

科学大臣賞、科学技術政策担当大臣
賞、科学技術振興機構賞のいずれかを
受賞した者。
※  個人の受賞に限る。

日本学生科学賞入試
「日本学生科学賞」高校の部で内閣総
理大臣賞、文部科学大臣賞、環境大臣
賞、科学技術政策担当大臣賞、全日本
科学教育振興委員会賞、読売新聞社
賞、科学技術振興機構賞、日本科学未
来館賞、旭化成賞、読売理工学院賞の
いずれかを受賞した者。
※  個人の受賞に限る。

日本生物学オリンピック入試
「日本生物学オリンピック」（旧「全国
生物学コンテスト生物チャレンジ」）
で金賞、銀賞、銅賞のいずれかを受賞
した者。

物理チャレンジ入試
「全国物理コンテスト物理チャレンジ」
で金賞、銀賞、銅賞を受賞した者。

（5）以下の科目を履修した者、または2020年3月31日までに履修見込みの者。
数学： 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B
理科： 物理基礎、物理、化学基礎、化学（生命医科学科、電気・情報生命工学科は「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」 

「生物基礎、生物」のうち2組（4科目））

第１次選考（書類審査）
出願時に提出された以下書類を審
査します。
①  志願票
②  志望理由書
③  各入試の出願資格を証明する書類
※  左記⑷いずれかの基準を満たし
ていることを証明する書類

④  各種証明書（高校調査書等）

出願期間
10月9日（水）

～

10月18日（金）
締切日必着

第１次選考合格者発表 11月8日（金）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の
試験を行います。
● 面接審査
※  西早稲田キャンパスで実施します。

11月16日（土）

最終合格者発表 12月2日（月）

 先進理工学部  特別選抜入学試験 問い合わせ先｜理工学術院統合事務所 TEL：03-5286-3808

2020年度入試概要 ※入試要項は7月下旬に社会科学部ホームページ上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

社会科学科
約50名

高校生活でのさまざまな活動記録をもとに、出身学校（長）の推薦によらず「自己推薦」
できます。地域性を重視し、原則として各都道府県から1名以上の受け入れを目標と
しています。
次の（1）～（4）のすべてに該当する者。
（1） 2019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、2020年3月に高等学

校または中等教育学校後期課程を卒業見込みの者。
（2） 2019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、2020年3月に卒業見込みの者は、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） 2019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、2020年3月に卒業見込みの者は、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1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。
①  学芸系もしくはスポーツ系クラブなどに所属し、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。

②生徒会活動においてめざましい活躍をした者。
③資格（語学検定や財務・会計資格など）を有する者。
④  その他、学校外での諸活動（学校以外のクラブ活動、ボランティア活動等）においてめざましい活
躍をした者。

第１次選考（書類審査）
出願時に提出された以下書類を審査します。
①志願票
②活動記録報告書
※  記載する活動については、その記載内容を証明する資
料を添付してください。

③志望理由書
④高校調査書

出願期間
9月25日（水）

～

10月2日（水）
締切日消印有効

第１次選考合格者発表 11月15日（金）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行います。
①小論文（90分）
②面接審査
※早稲田キャンパスで実施します。

11月24日（日）

最終合格者発表 12月13日（金）

2019年度入試結果

募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

約50名 147 211 358 24 32 56 6.4

合格者の活動成績例
弁論全国大会内閣総理大臣賞／新聞全国大会最優秀賞／作文全国大会国税庁長官賞／英語ディベート世界 
大会優勝／全国高校放送コンテスト優勝・文部科学大臣賞／SGH甲子園最優秀賞／鉄道模型世界大会 
入賞／生徒会活動全国大会入賞／エッセイ全国大会優秀賞／水泳競技（飛込）アジア大会準優勝／硬式 
テニス全国大会優勝／ソフトテニス全国大会優勝／ラグビー全国大会優勝／ウエイトリフティング全国 
大会優勝／少林寺拳法全国大会優勝／フェンシング全国大会優勝／水球全国大会優勝／アーチェリー全国 
大会準優勝／バスケットボール全国大会3位／剣道全国大会3位／漕艇全国大会5位／相撲全国大会5位／ 
バレーボール全国大会8位／体操（新体操）全国大会8位　など

社会科学部  全国自己推薦入学試験 問い合わせ先｜社会科学部事務所 TEL：03-5286-3804

入
学
デ
ー
タ
編
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2020年度入試概要
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者を対象として、事前セミナー、書
類選考および面接によって選考します（募集人員若干名）。
詳細はスポーツ科学部ホームページを参照してください。
※  事前セミナー申込要項および入試要項は2月中にスポーツ科学部ホームページ上に掲載。

2019年度入試結果

募集人員 志願者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計

若干名 17 19 36 14 15 29

合格者の活動成績例
競泳 2018ジュニアパンパシフィック スイミングチャンピオンシップ　200M平泳ぎ　1位
クロスカントリー 世界クロスカントリー選手権大会日本代表
自転車 UCIジュニアトラック世界選手権大会　女子チームパシュート　10位
スキー エアリアル ワールドカップ2019　女子エアリアル　11位
サッカー FIFA女子U-20ワールドカップフランス2018　優勝
サッカー FIFA U-17 ワールドカップインド2017　ベスト16
ラグビー 2018ユースオリンピック競技大会ラグビー日本代表
体操競技 2018年度世界体操競技選手権大会日本代表
トライアスロン ITU世界トライアスロンミックスリレーシリーズ　16位　など

 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）

2020年度入試概要
スポーツ界のリーダーとなり得る資質を有する者を対象にしています。本学体育各部と連携し、書類および面接による選考が
行われます。

 スポーツ科学部 総合型選抜Ⅱ群（アスリート選抜入学試験）   公募制ではありません 

2020年度入試概要 ※入試要項は6月上旬にスポーツ科学部ホームページ上に掲載。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

スポーツ科学科
40名

一定の高い競技能力を有し、スポーツに対する旺盛な熱意を持つと同時に、その体験を通じて
スポーツを科学的に探究する能力を培ってきた学生を求めます。
次の（1）～（5）のすべてに該当する者。
（1） 次のいずれかに該当する者。
①  2019年3月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月卒業見込みの者。
②  通常の課程による12年の学校教育を2019年3月に修了した者、および2020年3月までに修了見込みの者。
③  学校教育法施行規則第150条の規定により、2019年3月に高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められる者、および2020年3月までにこれに該当する見込みの者で以下a.～ e.に該当する者。
a.  外国において、学校教育における12年の課程を2019年3月までに修了した者、および2020年3月まで
に修了見込みの者。

b.  文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該教育を  
2019年3月に修了した者、および2020年3月までに修了見込みの者。

c.  文部科学大臣の指定した者。ただし2019年3月修了、および2020年3月までに修了見込みの者。
d.  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2019年3月までに合格した者、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。

e.  その他本学部において、個別の入学資格審査により認められた者で2020年3月までに18歳に達する者。
（2） スポーツ科学部への入学を強く希望し、本学部が求める高い学力を有する者。
（3） あらゆるスポーツ種目で、高等学校または中等教育学校後期課程・高等専門学校（3年まで）の在学時に全国

大会出場等の優秀な競技成績（高校日本代表及び同候補を含む）を有する者。
（4） 入学後の勉学について明確な志向と熱意をもち、それにふさわしい能力を備えた者。
（5） 以下の基準を満たす者。
①  2020年3月高等学校または中等教育学校卒業見込み、または2020年3月高等専門学校3年修了見込みの者。

a.  高等学校または中等教育学校後期課程・高等専門学校2年末までの全体の評定平均値が3.5以上であること。
b.  高等学校または中等教育学校後期課程・高等専門学校3年1学期までの欠席日数が40日以内であること。

②  2019年3月高等学校または中等教育学校卒業、または2019年3月高等専門学校3年修了の者。
a.  高等学校または中等教育学校後期課程・高等専門学校3年末までの全体の評定平均値が3.5以上であること。
b.  高等学校または中等教育学校後期課程・高等専門学校3年末までの欠席日数が40日以内であること。

③  上記①②以外の者については本学部において、上記と同等以上であると認められること。

第１次選考（書類審査）
出願時に提出された以下書類を審査します。
①志願票
②スポーツ競技歴調査書
※  記載する競技成績については、その記載内
容を証明する資料を添付してください。

③各種証明書（高校調査書等）

出願期間
9月24日（火）

～

9月30日（月）
締切日消印有効

第１次選考合格者発表 10月30日（水）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行
います。
①  小論文（90分）
②  面接審査
※  所沢キャンパスで実施します。

11月9日（土）

最終合格者発表 11月15日（金）

2019年度入試結果

募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

40名 121 113 234 17 33 50 4.7

合格者の活動成績例
自転車 Asian BMX Championships （アジア選手権大会）　1位
スキー 第37回全日本スキー選手権大会フリースタイルスキー競技モーグル種目　8位
硬式テニス 平成30年度全国高等学校総合体育大会　1位
競泳 第86回日本高等学校選手権水泳競技大会　1位
サッカー 第72回国民体育大会愛顔つなぐえひめ国体　4位
ソフトテニス 第43回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会　1位
ソフトボール 第73回国民体育大会　8位
剣道 第26回全国高等学校剣道選抜大会　2位
サッカー 第25回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　1位
フィギュアスケート 平成28年度全国高等学校総合体育大会　8位　など

 スポーツ科学部 総合型選抜Ⅲ群（スポーツ自己推薦入学試験）

詳細はP.185「社会科学部 グローバル入学試験」を参照。日本語学位プログラムか英語学位プログラムのいずれかを選択して出願します。

社会科学部 グローバル入学試験 問い合わせ先｜社会科学部事務所 TEL：03-5286-3804

問い合わせ先｜所沢総合事務センター TEL：04-2947-6855

問い合わせ先｜所沢総合事務センター TEL：04-2947-6855
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2020年度入試概要 ※入試要項は5月中旬に入学センターホームページ上に掲載。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

法学部
文化構想学部
文学部
商学部
人間科学部
　全学科
スポーツ科学部

各学部 若干名

学部・学科の 
併願はできません

グローバルな視野と高い志を持って、社会的・文化的・学術的に 
地域へ貢献する意識を持った学生を求めます。全ての都道府
県からの受け入れを目標とし、入学後は所属学部の学びに加
え「地域への貢献」をテーマとした全学共通の活動を行うこと
で、当入試出願に至った志を入学後の学びにつなげる「高大接
続」型の入試制度です。

次の要件を満たす者。
● 一般入試出願資格を満たす者。
※  ただし、高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定を含む）は、既に合格し
た者、または2019年9月1日までに合格見込みの者で、2020年3月31日まで
に18歳以上である者の出願を認めます。

第1次選考（書類審査）
出願時に提出された以下の書類を審査します。
①志願票
②各種証明書（高校調査書等）
③課題レポート
④評価書※

※  「課題レポート」の内容に対して、第三者に評価の記入を
依頼してください。

⑤活動記録報告書

出願期間
8月20日（火）～9月3日（火）
締切日消印有効

第1次選考（書類審査）合格者発表 9月27日（金）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行います。
● 総合試験
※  論理的思考力を問う総合試験を実施します。
※  早稲田キャンパスで実施します。

10月27日（日）

第2次選考合格者発表

法学部・文化構想学部・文学部・商学部
11月21日（木）
人間科学部・スポーツ科学部　
11月15日（金）

最終選考
● 各学部が指定する大学入試センター試験科目（3教科3科目）
※  法学部、人間科学部において「数学」を選択した場合は 

3教科4科目となります。
※  「理科」の「基礎を付した科目（2科目）」は1科目として 
数えます。

※  学部毎の指定科目詳細は下記一覧表を参照してください。

2020年1月18日（土）、19日（日）

最終合格者発表
※  最終選考として課される大学入試センター試験の得点
が300点満点中240点以上（スポーツ科学部については
400点満点中320点以上）の者を最終合格とします。

法学部・商学部　2020年2月8日（土）
文化構想学部・文学部・スポーツ科学部
2020年2月9日（日）
人間科学部　2020年2月15日（土）

大学入試センター試験（最終試験）科目一覧
学　部 教　科 配　点 科　目

法学部

外国語 100
次のうちから1科目選択
①英語 ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語
※英語はリスニングを含む配点250点を100点に換算。その他の科目は配点200点を100点に換算。

国語 100 国語 ※配点200点を100点に換算。

地歴・公民または数学 100

次のうちから1科目選択
①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B
※数学は「数学Ⅰ・数学A」と「数学Ⅱ・数学B」の両方を受験すること。
※数学は2科目の合計配点200点を100点に換算。

文化構想学部
文学部

外国語 100 英語 ※リスニングを含む配点250点を100点に換算。
国語 100 国語 ※配点200点を100点に換算。

地歴 100 次のうちから1科目選択
①世界史B ②日本史B

商学部

外国語 100
次のうちから1科目選択
①英語 ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語 ⑤韓国語
※英語はリスニングを含む配点250点を100点に換算。その他の科目は配点200点を100点に換算。

国語 100 国語 ※配点200点を100点に換算。

地歴・公民または数学 100 次のうちから1科目選択
①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学Ⅱ・数学B

人間科学部

外国語 100 英語 ※リスニングを含む配点250点を100点に換算。

国語または数学 100

次のうちから1つを選択
①国語 ②数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B
※数学は「数学Ⅰ・数学A」と「数学Ⅱ・数学B」の両方を受験すること。
※国語は配点200点を100点に換算。数学は2科目の合計配点200点を100点に換算。

理科 100 次のうちから1つを選択
①物理基礎 ②化学基礎 ③生物基礎 ④地学基礎 から2科目　または　①物理 ②化学 ③生物 ④地学 から1科目

スポーツ科学部

必須科目（1教科1科目）
外国語 200 英語 ※リスニングを含む配点250点を200点に換算。ただし、筆記試験のみの得点と比較して、高い方を英語の得点とします。

選択科目（次のうちから2教科2科目）
国語

100・100

国語 ※配点200点を100点に換算。

地歴・公民 次のうちから選択
①世界史A ②日本史A ③地理A ④世界史B ⑤日本史B ⑥地理B ⑦現代社会 ⑧倫理 ⑨政治・経済 ⑩倫理、政治・経済

数学 次のうちから選択
①数学Ⅰ ②数学Ⅰ・数学A ③数学Ⅱ ④数学Ⅱ・数学B ⑤簿記・会計 ⑥情報関係基礎

理科 次のうちから選択
①物理基礎 ②化学基礎 ③生物基礎 ④地学基礎 から2科目　または　①物理 ②化学 ③生物 ④地学 から1科目

※  地歴・公民／理科（基礎を付していない科目）において2科目受験の場合は、第1解答科目の成績を合否判定に利用します。指定以外の科目を第1解答科目として選択した場合、合否判定の対象外となります。
※  各学部の指定する教科・科目の範囲内で指定数以上の科目を受験した場合、得点の高い科目の成績を大学側で自動的に抽出し、合否判定に利用します。

2019年度入試結果

学　部 募集人員
志願者 ※2

第1次選考合格者 第2次選考合格者 最終選考合格者
一都三県 ※1 一都三県以外

合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

法学部 若干名 16 11 24 13 64 19 15 34 4 8 12 2 4 6
文化構想学部 若干名 8 29 11 25 73 10 27 37 6 14 20 3 6 9
文学部 若干名 4 8 9 8 29 7 6 13 2 3 5 1 1 2
商学部 若干名 12 7 15 16 50 10 18 28 2 3 5 1 2 3
人間科学部 若干名 3 2 5 6 16 6 5 11 2 4 6 1 2 3
スポーツ科学部 若干名 7 4 9 7 27 6 7 13 3 4 7 1 1 2

合　計 50 61 73 75 259 58 78 136 19 36 55 9 16 25
※1 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
※2 一都三県、一都三県以外の志願者は、それぞれ出身学校の所在地または住所でカウントしています。

 新思考入学試験 （地域連携型）  問い合わせ先｜入学センター TEL：03-3203-4331

入
学
デ
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タ
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2019年度入試結果

募集人員 志願者（A） 第1次選考合格者 第2次選考受験者 最終合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

最大15名 25 116 141 13 55 68 10 38 48 6 16 22 6.4

「英語による学位取得プログラム」への入学試験
　［主に日本の中等教育機関修了者対象］（4月入学）

 文化構想学部 Global Studies in Japanese Cultures Program（JCulP：国際日本文化論プログラム） 
日本学生入学試験

2020年度入試概要 ※入試要項は6月下旬までに文化構想学部ホームページ上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

文化構想学科
若干名
（最大15名）

文化構想学部における英語による学位取得プログラム「Global Studies in Japanese 
Cultures Program（JCulP：国際日本文化論プログラム）」の4月入学枠に日本の中等教育
機関修了（見込み）者を募集するための入試制度です。
以下の要件をすべて満たす者。
（1） 文化構想学部多元文化論系国際日本文化論プログラムで学ぶことを強く希望する者。
（2） 次のいずれかに該当する者。
①  日本の学校教育法の定める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31日までに卒業
見込みの者。

②  日本の学校教育法の定める通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年3月31日まで
に修了見込みの者。

③  日本の学校教育法施行規則第150条の規定により、次のいずれかの高等学校を卒業した者と同等以上の学力
があると認められる者、および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
a.  文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該教育を
修了した者、および2020年3月31日までに修了見込みの者。

b.  専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者、および2020年
3月31日までに修了見込みの者。

c.  文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定を含む）に合格した者、および2020年
3月31日までに合格見込みの者で、入学までに18歳に達する者。

d.  文部科学大臣の指定した者。
ただし、国際バカロレア資格を有する者、アビトゥア資格を有する者、バカロレア資格を有する者、GCE 
A-level資格を有する者、および文部科学大臣の指定した日本国内のインターナショナルスクール修了（見
込み）者は国際日本文化論プログラム海外学生入学試験（9月入学枠）での出願となります（P.186参照）。

e.  その他本学において、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、入学までに18歳に達する者。

第1次選考（書類審査）
出願時に提出された以下書類を審査します。
①Application Form
※  留学経験、学術表彰、活動記録を記入する場
合、その記載内容を証明する資料を添付し
てください。

②志望理由書
※  英語で記述、800ワード程度

③各種証明書（高校調査書等）
④英語能力に関する試験結果
※  対象となる試験：TOEFL®（iBT）、TEAP、

IELTS（Academic）、実用英語技能検定（英
検）

※  2017年10月1日以降に受験した試験結果
を有効とします。

出願期間
9月6日（金）

～

9月12日（木）
締切日消印有効

第1次選考（書類審査）合格者発表 11月21日（木）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行
います。
● 面接審査
※戸山キャンパスで実施します。

12月8日（日）

最終合格者発表 12月19日（木）

2020年度入試概要 ※入試要項は8月頃に理工学術院ホームページ上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

基幹理工学部
若干名
（最大15名程度）

創造理工学部
若干名
（最大10名程度）

先進理工学部
若干名
（最大10名程度）

学部・Majorの 
併願はできません

基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部における英語による学位取得プログラムの4月入
学枠に日本の中等教育機関修了（見込み）者を募集するための入試制度です。
※  P.76～P.93に記載の学系・学科ではなく、「英語学位プログラム」では、Major単位で募集を行います。 

Majorのカリキュラム等詳細については、理工学術院ホームページでご確認ください。
【設置Major】
● 基幹理工学部 Mathematical Sciences ・ Computer Science and Communications Engineering
● 創造理工学部 Mechanical Engineering ・ Civil and Environmental Engineering
● 先進理工学部 Physics ・ Chemistry ・ Bioscience

以下の要件をすべて満たす者。
（1） 合格した場合は出願Majorへの入学を強く志望する者。
（2）  以下のいずれかに該当する者。

①  日本の学校教育法の定める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31日までに卒
業見込みの者。

②  日本の学校教育法の定める通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年3月31日まで
に修了見込みの者。

③  日本の学校教育法施行規則第150条の規定により、次のいずれかの高等学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認められる者、および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

a.  文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該教育を修
了した者、および2020年3月31日までに修了見込みの者。

b.  専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者、および2020年3
月31日までに修了見込みの者。

c.  文部科学大臣の指定した者。
ただし、国際バカロレア資格を有する者、アビトゥア資格を有する者、バカロレア資格を有する者、GCE 
A-level 資格を有する者、および文部科学大臣の指定した日本国内のインターナショナルスクール修了（見
込み）者は9月入学枠での出願となります（出身高校がIB 指定を受けている日本の高校の場合は4月・9月
ともに出願が可能）。

d.  その他本学において、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、入学までに18歳に達する者。

（3）  数学・理科について、以下の科目を履修していること。
数学：数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ
理科：物理基礎、物理、化学基礎、化学
※  基幹理工学部のMajor in Mathematical SciencesとMajor in Computer Science and Communications 

Engineering、先進理工学部のMajor in Bioscienceの志願者は、「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基
礎・生物」の3つのうち2つ（4科目）を履修していること。

※  既卒者で旧教育課程による履修者は、上記科目を旧教育課程による下記科目に読み替えること。（数学Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ・Ａ・Ｂ・Ｃ、物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱ）

※  出身高校がIB認定を受けている場合は、高校から単位の認定を受けることで出願を認めます。

第1次選考（書類審査）
出願時に提出された以下書類を審査します。
①  Application Form
②  志望理由書
※  英語で記述

③  各種証明書（高校調査書等）
※  国際バカロレア認定校はIB Predicted Score
もあわせて提出。

④  推薦状
⑤  英語能力に関する試験結果
※  対象となる試験：TOEFL®（iBT）、TEAP、IELTS、
実用英語技能検定（英検）

※  2017年11月1日以降に受験した試験結果を
有効とします。

⑥  Major in Civil and Environmental Engineering
は上記に加えて以下を提出。
SAT Reasoning Test、SAT Subject Tests 
（Mathematics Level 2、Physics、Chemistry
の3科目）
※  2015年11月1日以降に受験したスコアカー
ドを有効とします。

※  IB Predicted Score提出の際はSATスコアの
提出免除。

出願期間
11月1日（金）

～

11月6日（水）
締切日必着

第1次選考（書類審査）合格者発表 11月22日（金）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行い
ます。
①「数理科学的思考力を問う総合試験」
②英語による面接
※  Major in Civil and Environmental Engineering
は「英語による面接」のみを実施。

※  西早稲田キャンパスで実施します。

11月30日（土）

最終合格者発表 12月6日（金）

 基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部  英語学位プログラム特別入学試験
問い合わせ先｜理工学術院統合事務所  TEL：03-5286-3808

問い合わせ先｜文学学術院事務所 TEL：03-5286-3807
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2019年度入試結果

学　部 募集人員 志願者（A） 第1次選考合格者 最終選考合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

基幹理工学部 若干名 3 2 5 3 1 4 0 1 1 5.0

創造理工学部 若干名 3 2 5 1 2 3 1 2 3 1.7

先進理工学部 若干名 4 3 7 1 3 4 1 3 4 1.8

合　計 10 7 17 5 6 11 2 6 8 2.1

2020年度入試概要 ※入試要項は4月中に社会科学部ホームページ上に掲載。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

社会科学科
英語学位プログラム
15名
日本語学位プログラム
若干名

学位プログラムの 
併願はできません

日本の教育制度（国内高校など）出身者と帰国生を主な募集対象とする、新たな入試制
度です。
次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2020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2020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2020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2020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。※

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2020年3月末日までに合格見込みの者で2020年3月末日までに18
歳に達する者。

⑦  その他本学において、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月末日までに18歳に達する者。

※  上記「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）を有する者を含みます。

出願書類提出
①  志願票
②  出願資格の証明書類（内申書、卒業（見込）
証明書など）

③  志望理由書（エッセイ）
※  英語学位プログラム出願者のみ提出

④  海外活動報告書
※  日本語学位プログラム出願者のみ提出

⑤  海外活動経歴証明書
※  日本語学位プログラム出願者のみ提出

⑥  英語能力に関する試験結果
※  対象となる試験：TOEFL®（iBT）、IELTS
（Academic）、TEAP、実用英語技能検定（英検）
※  2017年8月以降に受験した試験結果を有効
とします。

※  TOEFL®（PBT・ITP）の提出は認めません。

出願期間
8月1日（木）

～

8月6日（火）
締切日必着

筆記審査
● 小論文（90分）
※  日本語学位プログラム・英語学位プログラムの 
いずれに出願した場合でも、日本語による出
題・解答とし、英語による解答は認めません。

9月8日（日）

合格者発表 9月27日（金）

社会科学部 グローバル入学試験 問い合わせ先｜社会科学部事務所 TEL：03-5286-3804

2019年度入試結果

募集人員 志願者 筆記審査受験者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

約125名 187 483 670 170 435 605 32 121 153 4.0

2020年度入試概要 ※入試要項は6月末までに国際教養学部ホームページ上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

国際教養学科
125名

書類・筆記の各審査を通し、学力・思考力・表現力に加えて国際性を備えた人を積極的に評価
します。
次のいずれかに該当する者。
（1） 日本の学校教育法の定める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31日までに卒業

見込みの者。
（2） 日本の学校教育法の定める通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2020年3月31日までに

修了見込みの者。
（3） 日本の学校教育法施行規則第150条の規定により、次の①～④の高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる者、および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
①  文部科学大臣が高等学校の課程に相当する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31日までに修了見込みの者。

②  専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限
る）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、および2020年3月
31日までに修了見込みの者。

③  文部科学大臣の指定した者。※

④  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（旧規定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31日までに合格見込みの者で、2020年3月31日までに18歳に達する者。

※  上記「文部科学大臣の指定した者」のうち、国際バカロレア資格を有する者、アビトゥア資格を有する者、バカロレア資格を
有する者、General Certificate of Education（GCE）A-levelを1科目以上取得している者、および文部科学大臣の指定した日
本国内のインターナショナルスクール修了（見込）者は【AO入試（4月入学・国外選考）】での出願となります（P.186参照）。

出願書類提出
①  Application Form
※  留学経験、活動記録を記入する場合、その記
載内容を証明する資料を添付してください。

②  志望理由書
※  英語で記述

③  各種証明書（高校調査書等）
④  英語能力に関する試験結果
※  対象となる試験：TOEFL® iBT・PBT（TOEFL-

ITP® Level1 も 可）、TOEIC®（TOEIC®-IPも
可）、IELTS（Academic）、実用英語技能検定
（英検）
※  2017年9月以降に受験した試験結果を有効
とします。

出願期間
9月6日（金）

～

9月13日（金）
締切日消印有効

筆記審査
● 「Critical Writing」（120分）
※  “Critical Writing”とは、与えられた資料を理
解し、分析したうえで、自分の考えを表現す
る記述形式の審査です。

※  早稲田キャンパスで実施します。

10月27日（日）

合格者発表 11月25日（月）

 国際教養学部 AO入学試験（4月入学・国内選考） 

2019年度入試結果

学位プログラム 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率 
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

英語学位プログラム 15名 61 124 185 7 13 20 9.3

日本語学位プログラム 若干名 87 178 265 11 19 30 8.8

問い合わせ先｜国際教養学部アドミッションズ・オフィス TEL：03-5286-1716

入
学
デ
ー
タ
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「英語による学位取得プログラム」への入学試験
　［主に日本国外の中等教育機関修了者対象］

日本語で授業を行うことを基本とする政治経済学部、文化構想学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、社会科学部に設置されている 

「英語による学位取得プログラム」および英語で授業を行う国際教養学部に、主に日本国外の中等教育機関修了者を募集するための入試制度です。
学部により入学時期や募集人員、出願資格が異なりますので、以下の概要および各入試要項をご確認ください。

2020年度入試概要
【日本国内の中等教育機関修了者と日本国外の中等教育機関修了者を同じ定員枠で募集する学部】

学　部 募集人員 入学時期 出願資格
政治経済学部 英語学位プログラム 100名

2020年9月
日本国内外を問わずに通常の課程による12年の学校教育を修了した者、 
もしくは修了見込みの者。社会科学部 TAISI AO入試

40名
5名 2020年4月

国際教養学部 AO入試（9月入学） 約125名 2020年9月
※  「社会科学部　TAISI AO入試」は、グローバル入学試験（P.185）とは別の入試で募集します。

【日本国外の中等教育機関修了者を募集するための定員枠を設けている学部】
学　部 募集人員 入学時期 出願資格

文化構想学部
Global Studies in Japanese Cultures Program
（JCulP：国際日本文化論プログラム）海外学生入試

若干名
（最大15名）

2020年9月 日本の教育制度以外の課程による中等教育機関を修了した者、 
もしくは修了見込みの者。

基幹理工学部 英語学位プログラム 30名
創造理工学部 英語学位プログラム 30名
先進理工学部 英語学位プログラム 20名
国際教養学部 AO入試（4月入学・国外選考） 約100名 2020年4月
※  国際教養学部を除く学部の入試要項は秋頃までに、各学部ホームページ上に掲載予定です。 
国際教養学部の入試要項は、AO入試（4月入学・国外選考）を6月末までに、AO入試（9月入学）を11月末までに学部ホームページ上に掲載予定です。

入試結果

学　部 学　科 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

政治経済学部
英語学位プログラム
（2018年度9月入学）

政治学科
全学科
100名

16 15 31 8 10 18 1.7

経済学科 65 66 131 35 48 83 1.6

国際政治経済学科 66 67 133 39 44 83 1.6

合　計 147 148 295 82 102 184 1.6

学　部 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

国際教養学部 AO入試（9月入学）（2018年度9月入学） 約125名 233 387 620 42 102 144 4.3

国際教養学部 AO入試（4月入学・国外選考）（2019年度4月入学） 約100名 138 154 292 53 65 118 2.5

学　部 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

社会科学部 TAISI AO入試 （2018年度9月入学） 40名 114 147 261 32 55 87 3.0

社会科学部 TAISI AO入試 （2019年度4月入学） 5名 6 15 21 2 7 9 2.3

学　部 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

基幹理工学部 英語学位プログラム （2018年度9月入学） 30名 61 29 90 28 17 45 2.0

創造理工学部 英語学位プログラム （2018年度9月入学） 30名 60 13 73 19 7 26 2.8

先進理工学部 英語学位プログラム （2018年度9月入学） 20名 34 33 67 20 14 34 2.0

合　計 80名 155 75 230 67 38 105 2.2

学　部 募集人員 志願者（A） 合格者（B） 実質倍率
（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計

文化構想学部
Global Studies in Japanese Cultures Program
（JCulP：国際日本文化論プログラム）海外学生入試
（2019年度9月入学）※日本学生入試結果はP.184を参照ください

若干名
（最大15名） 28 60 88 9 27 36 2.4

問い合わせ先
社会科学部、国際教養学部を除く学部：入学センター国際アドミッションズ・オフィス  TEL：03-3204-9073

社会科学部：社会科学部事務所  TEL：03-5286-3804
国際教養学部：国際教養学部アドミッションズ・オフィス  TEL：03-5286-1716
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2020年度入試概要 ※入試要項および事前課題は6月下旬に人間科学部ホームページ上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

全学科
若干名

学科の併願は 
できません

高等学校および中等教育学校の教科科目に関する幅広い基礎学力と、理科・国語の
2教科についての特に優れた基礎学力を持ち、加えて、データを客観的に読み解き
要約する力、そこから得られた洞察を科学的知見と結び付けて分析する力、それら
を批判的かつ論理的にまとめ、わかりやすく提示する力を高い次元で併せ持つ受験
生を求めます。
以下の要件を全て満たす者。
（1） 学校長が推薦する者で、人間科学部への入学を第一志望とし、合格した場合は入学を確約できる者。
※  学校長推薦による入試制度であると同時に、意欲ある優秀な志願者を広く募集するため、公募制とします。
各校からの推薦者数に制限は設けません。

（2） 2020年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者。ただし、文部科学省の認める在
外教育施設（日本の高等学校に相当する）を2019年4月1日以降に卒業した者、および2020年
3月に卒業見込みの者も含む。
※  高等学校または中等教育学校在学中の留学により卒業時期が繰り下がり、2019年度内の卒業となった者
も含みます。

（3） 高等学校または中等教育学校後期課程における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「全体の評定平均値」が3.9以上の者で、「理科」および「国
語」のそれぞれ3科目以上を履修し、「理科」および「国語」で履修したすべての科目を合わせた評
定平均値が4.3以上の者。
※  スーパーサイエンスハイスクール（SSH）やスーパーグローバルハイスクール（SGH）など、独自の理数系
科目に重点をおいたカリキュラムにおいて、数学および理科の内容に相当する、またはそれ以上に高度な
内容をカリキュラム独自の科目名称により履修している場合や、「理系数学」「理系化学」「理系生物」など発
展的な内容を履修している場合は、その科目を数学・理科に振り替えることができます。

（4） 高等学校または中等教育学校後期課程における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40日以内の者。

事前課題提出
特定の現象について志願者自身が実際に観察もしくは調
査、検討し、その事実に基づいて要点をまとめ、合理的な
考察を加えた成果物を出願書類とともに提出していただ
きます。

出願期間
11月1日（金）

～

11月5日（火）
締切日消印有効

出願書類提出
①  志願票
②  志望理由書
③  推薦書
④  高校調査書
⑤  外国語能力に関する試験結果
※  対象となる試験：TOEIC®、TOEFL®（iBT、PBT）、IELTS
（Academic Module）、GTEC（Advanced・CBT）、TEAP
（技能パターンは問わない）、実用英語技能検定（英検）、 
ドイツ語技能検定試験、実用フランス語検定試験、実用中
国語検定試験、HSK（中国語検定）、スペイン語技能検定。 
国際バカロレア（IB）最終試験の成績見込評価証明書
（Predicted Score）でも可。
※  2018年4月1日以降に受験したスコアを有効とします。

第1次選考合格者発表 11月22日（金）

第2次選考
第1次選考合格者を対象に以下の試験を行います。
①  論述試験（120分）
※  データを客観的・批判的に読み取り要約する分析力、得ら
れた洞察の合理性を自ら確認し、また展開する省察性や論
理性、示すべき事柄について必要に応じて図や表を併用し
ながら他者にわかりやすく伝える表現力を評価します。

②  面接試験
※  所沢キャンパスで実施します。

11月30日（土）

最終合格者発表 12月13日（金）

問い合わせ先｜所沢総合事務センター TEL：04-2947-6855

2019年度入試結果

募集人員 志願者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計

若干名 10 11 21 6 8 14

2019年度入試結果

学　部 募集人員 合格者
男子 女子 合計

基幹理工学部 若干名 5 2 7

 新思考入学試験（北九州地域連携型推薦入試）
基幹理工学部においては、上記とは別途に指定校推薦入学試験の一形態として
「新思考入学試験（北九州地域連携型推薦入試）」を実施します。これは、北九州
地域の高等学校を対象とした指定校推薦入試で、基幹理工学部学系Ⅱに若干名
（最大10名程度）を募集するものです。本学理工学術院では北九州キャンパス
に大学院情報生産システム研究科（IPS）を設置していますが、本入試制度で入
学した学生は、1～3年次に東京の西早稲田キャンパスで基礎教育を受け、4年
次からは北九州キャンパスにてIPS教員の指導のもと、卒業論文研究を行います。
その後、大学院での研究活動をIPSで行うことを前提としています。カリキュラ
ム等詳細は、理工学術院ホームページをご確認ください。

2019年度入試結果

学　部 募集人員 合格者
男子 女子 合計

政治経済学部 約90名 41 51 92

法学部 155名 62 94 156

文化構想学部 約225名 57 175 232

文学部 約130名 24 95 119

教育学部 約190名 41 71 112

商学部 200名 100 115 215

基幹理工学部 約135名 105 60 165

創造理工学部 約130名 96 63 159

先進理工学部 約130名 71 65 136

人間科学部 約130名 39 105 144

国際教養学部 若干名 3 26 29

※基幹理工学部、創造理工学部の合格者数は、英語学位プログラムを含む。

2020年度入試概要
学部ごとに決定した指定校の学校長に推薦された方が出願
できる制度です。学部により、指定校の決定方法、被推薦者
の資格要件は異なります。出願時期は11月頃です。詳細は
高等学校または中等教育学校の進路指導担当の先生に確認
してください。
※  指定校は原則として毎年見直しを行っています。
※  社会科学部、スポーツ科学部は募集を行っていません。

学　部 募集人員
政治経済学部 約90名

法学部 155名

文化構想学部 約225名

文学部 約130名

学　部 募集人員
教育学部 約190名

商学部 200名

基幹理工学部 約135名

創造理工学部 約130名

学　部 募集人員
先進理工学部 約130名

人間科学部 約130名

国際教養学部 若干名

推薦入学試験
 人間科学部  公募制学校推薦入学試験（FACT選抜）：Fundamental Academic Competency Test  
 学校長からの推薦  が必要でかつ  公募制 

 指定校推薦入学試験  各学部が指定した  学校長からの推薦  が必要
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日本国外の中等教育機関を修了した帰国生・外国学生を、本学各学部の日本語による学位取得プログラムに募集するための入試制度です。

2019年度入試結果
政治経済
学部 法学部 文化構想

学部 文学部 教育学部 商学部 基幹理工
学部

創造理工
学部

先進理工
学部

社会科 
学部

人間科 
学部

スポーツ
科学部

帰国生入試
志願者数 ─ 130 142 112 105 48 17 16 25 ─ 53 5

合格者数 ─ 30 42 35 31 16 3 2 2 ─ 8 1

外国学生の 
ための学部 
入試

志願者数 145 72 192 198 108 144 241 84 95 135 91 22

合格者数 14 10 31 30 14 35 36 18 20 15 12 3

2020年度入試概要
※  入試要項は、帰国生入学試験、外国学生のための学部入学試験、いずれも5月下旬に入学センターホームページ上に掲載。 
詳細は必ず入試要項でご確認ください。

入試制度・実施学部 募集人員 出願資格 日程・実施内容

帰国生入学試験
政治経済学部、社会科学部、 
国際教養学部以外の各学部
※  政治経済学部、社会科学部は 
グローバル入試、国際教養学部は
AO入試（4月入学・国外選考）、
AO入試（9月入学）で帰国生を
募集します。

対象学部・
学科
各若干名

日本国外に所在する日本の教育 
制度以外の課程による中等教育 
機関に最終学年を含め2学年以上
継続して在籍し、卒業もしくは卒業 
見込みの日本人等。
※    各学部が指定する外国語検定試験
結果の提出が必須になります。

出願期間　7月1日（月）～7月8日（月） 締切日必着
第1次選考（実施全学部）　9月4日（水） 共通試験
第2次選考　9月6日（金）～9月18日（水）の期間

教育学部（一部学科・専攻・専修）、基幹・創造・先進理工学部、 
人間科学部、スポーツ科学部では面接（教育学部国語国文学科では
あわせて小論文）を行う。
※  学部により実施日は異なる。

最終合格者発表　9月12日（木）～9月26日（木）の期間で発表
※  学部により発表日は異なる。

外国学生のための
学部入学試験
国際教養学部以外の各学部
※ 国際教養学部 はAO入試（4月 
入学・国外選考）、AO入試（9月
入学）で外国学生を募集します。

日本の教育制度以外の課程による
中等教育機関を修了した者、もし
くは修了見込みの者で、「日本留学
試験」もしくは「日本語能力試験」
を受験する者。
※   各学部が指定する外国語検定試験
結果の提出が必須になります。

法学部、文化構想学部、文学部、教育学部、商学部、基幹理工学部、創造理工学部、 
先進理工学部、人間科学部
出願期間　6月21日（金）～6月26日（水） 締切日必着
第1次選考　9月4日（水）共通試験

※  教育学部教育学専修は受験不要

第2次選考　9月6日（金）～9月24日（火）の期間
法学部、文化構想学部、文学部、教育学部（一部学科・専修）、基幹・
創造・先進理工学部、人間科学部では面接（教育学部国語国文学科
ではあわせて小論文）を行う。
※  学部により実施日は異なる。

最終合格者発表　9月19日（木）～9月26日（木）の期間で発表
※  学部により発表日は異なる。

政治経済学部
出願期間　6月21日（金）～6月26日（水） 締切日必着
筆記試験　（論文（日本語）） 9月1日（日）
面接試験　9月22日（日）
最終合格者発表　9月26日（木）

社会科学部
出願期間　6月21日（金）～6月26日（水） 締切日必着
筆記試験　（小論文） 9月8日（日）
面接試験　10月6日（日）
合格者発表　10月18日（金）

スポーツ科学部
出願期間　6月21日（金）～6月26日（水） 締切日必着
面接試験　9月14日（土）
合格者発表　9月20日（金）

帰国生・外国学生を対象とした入学試験
 帰国生入学試験、外国学生のための学部入学試験

帰国生・外国学生共通試験
「国語」（帰国生のみ）、「数学（文系）」、「数学（理系）」、「物理・化学」、「物理・生物」、「化学・生物」、「空間表現」、「小論文B」、「日本語」（外国学生のみ）、「小論文A」（外国学生のみ）
の各科目を帰国生入試及び外国学生のための学部入試の共通試験として出題します。受験科目は出願学部・学科により指定されます。
※ 外国学生のための学部入試において政治経済学部、教育学部（教育学専修）、社会科学部、スポーツ科学部は共通試験ではなく、学部独自の試験を実施します。

問い合わせ先｜入学センター国際アドミッションズ・オフィス TEL：03-3204-9073
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学士入学試験・3年編入学試験
※入試要項は７月上旬に入学センターホームページ上に掲載予定。

学士入学試験は、学士の学位を有する方が対象で、第3年次に編入となります。2020年度は政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学部、教育
学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、人間科学部、スポーツ科学部で実施します。選考方法は学部により異なり、年度や学科、専攻、
専修、論系、コース等により募集しない場合もあります。

また、3年編入学試験は短期大学もしくは高等専門学校を卒業した方が対象で、第3年次に編入できる入学試験です。2020年度は基幹理工学部、
先進理工学部で実施します。
※出願資格は学部により異なります。詳細については各学部事務所にお問い合わせいただくか、入学センターホームページを参照してください。

社会人入学試験
※入試要項は４月上旬（政治経済学部）、７月上旬（スポーツ科学部）に各学部ホームページ上に掲載予定。

社会人入学試験は、高等学校または中等教育学校の卒業者もしくは卒業見込み者で、一定以上の社会人経験を有する方が対象となり、政治経済
学部とスポーツ科学部で実施しています。政治経済学部では、TOEFL®（iBT・PBT）・TOEIC®（Listening & Reading）・IELTS（Academic）のいず
れかのスコア・論文審査・面接審査の総合評価により、スポーツ科学部では、あらゆるスポーツ種目で社会人（学校卒業後）として全国大会相当
の大会に選手として出場経験を有する方を対象に、英語能力審査（TOEIC®のスコア）・書類審査・面接審査の総合評価により合否を判定します。

その他の入学試験

2019年度入試結果

学　科 コース
志願者（A） 1次試験合格者 2次試験受験者 最終合格者（B） 実質倍率

（A/B）男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

人間環境科学科

α 9 22 31 8 20 28 7 20 27 4 17 21 1.5 

β 30 24 54 27 19 46 27 17 44 16 15 31 1.7 

小計 39 46 85 35 39 74 34 37 71 20 32 52 1.6 

健康福祉科学科

α 24 34 58 23 31 54 22 29 51 16 27 43 1.3 

β 23 30 53 18 28 46 16 28 44 10 16 26 2.0 

小計 47 64 111 41 59 100 38 57 95 26 43 69 1.6 

人間情報科学科

α 12 22 34 10 22 32 10 19 29 9 18 27 1.3 

β 24 15 39 19 14 33 18 13 31 16 9 25 1.6 

小計 36 37 73 29 36 65 28 32 60 25 27 52 1.4 

合　計

α 45 78 123 41 73 114 39 68 107 29 62 91 1.4 

β 77 69 146 64 61 125 61 58 119 42 40 82 1.8 

合計 122 147 269 105 134 239 100 126 226 71 102 173 1.6 

2020年度入試概要 ※入試要項は7月中旬に人間科学部eスクールホームページ上に掲載予定。

募集学部 学　科 募集人員 選考方法 出願期間 1次選考 2次選考日 合格者発表日

人間科学部
（eスクール）

人間環境科学科
健康福祉科学科
人間情報科学科

αコース 
各学科50名
βコース 
各学科50名
（計300名）

1次選考
提出書類（志望動機書等）をもとに
書類選考。
2次選考
1次選考合格者のみ面接試験を行う。

10月16日（水）

～

10月31日（木）
国内：締切日消印有効
海外：締切日必着

書類選考

面接
● 所沢キャンパス

12月 7日（土）、12月 8日（日）の 
うちの本学指定のいずれかの日時

● オンライン面接
12月2日（月）～12月8日（日）の
うちの本学指定の日時

1次選考合格者発表
11月18日（月）
最終合格者発表
12月16日（月）

【αコース】 32単位を上限に認定される2年次編入制度です。短期大学、高等専門学校もしくは専修学校専門課程を卒業した方、4年制大学で62単位以上取得した方が対象です。
【βコース】 高等学校または中等教育学校を卒業した方、高等学校卒業程度認定試験合格者等が対象です。

人間科学部 eスクール入学試験 問い合わせ先｜人間科学部eスクール事務局 TEL：04-2947-6709
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