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大学入学共通テスト（最終選考）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科目を選択
①英語 ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語
※それぞれ配点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つを選択
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。

商学部

外国語 100
次のうちから1科目を選択
①英語 ②ドイツ語 ③フランス語 ④中国語 ⑤韓国語
※それぞれ配点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科目を選択
①世界史B ②日本史B ③政治・経済 ④数学Ⅱ・数学B

文化構想学部 外国語 100 英語 ※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。

文学部 地歴 100 次のうちから1科目を選択
①世界史B ②日本史B

人間科学部

外国語 100 英語 ※配点200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
※国語は配点200点を100点に換算。
※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。

理科 100 Aまたは Bのうちから選択
A：①物理基礎 ②化学基礎 ③生物基礎 ④地学基礎 から2つ　 B：①物理 ②化学 ③生物 ④地学 から1つ

スポーツ科学部

必須科目
（1教科1科目） 外国語 100 英語 ※配点200点を100点に換算。

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1つを選択
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1つを選択
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 Aまたは Bのうちから選択
A：①物理基礎 ②化学基礎 ③生物基礎 ④地学基礎 から2つ　 B：①物理 ②化学 ③生物 ④地学 から1つ

※英語は、リーディング100点、リスニング100点の合計200点を100点に換算します。
※  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。
※  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。
※  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、最高得点の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。

2022年度入試結果
学　部 募集人員

志願者 第1次選考合格者 第2次選考合格者 最終選考合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計

法学部 若干名 25 29 54 10 21 31 3 6 9 1 1 2
商学部 若干名 25 25 50 22 21 43 0 4 4 0 0 0
文化構想学部 若干名 34 75 109 15 43 58 6 12 18 1 4 5
文学部 若干名 8 17 25 3 14 17 0 7 7 0 2 2
人間科学部 若干名 4 10 14 0 8 8 0 5 5 0 0 0
スポーツ科学部 若干名 15 6 21 4 5 9 2 1 3 1 0 1

合　計 111 162 273 54 112 166 11 35 46 3 7 10 

総合型選抜
　「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）

2023年度入試概要  ※入試要項は6月上旬に入学センターウェブサイト上に掲載。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

法学部
商学部
文化構想学部
文学部
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。
● 一般選抜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2022年9月1日までに合格見込みの者で、
2023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出願資格証明書（高校調査書等）　③課題レポート　 
④活動記録報告書

出願期間
9月1日（木）～9月15日（木）
締切日消印有効

第1次選考（書類審査）合格者発表 10月14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30日（日）

第2次選考合格者発表

法学部・商学部・文化構想学部・文学部 
11月17日（木）
人間科学部　11月18日（金）
スポーツ科学部　11月11日（金）

最終選考
● 各学部が指定する大学入学共通テスト科目（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。

2023年1月14日（土）、15日（日）

最終合格者発表
※  最終選考として課される大学入学共通テストの得点が300点満点中240点以上
の者を最終合格とします。

法学部　2023年2月11日（土）
商学部　2023年2月10日（金）
文化構想学部・文学部　2023年2月10日（金）
人間科学部　2023年2月15日（水）
スポーツ科学部　2023年2月16日（木）

  新思考入学試験 （地域連携型） 問い合わせ先｜入学センター：nyusi@list.waseda.jp
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2023年度入試概要  ※入試要項は7月下旬に社会科学部ウェブサイト上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

社会科学科
35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。
選考方式

1）日本全国を7つの地域ブロックに分け、ブロック単位で合格者を出す方式とします。
2） 地域ブロックの構成は以下の通りとします。 
（1）北海道・東北ブロック（北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島） 
（2）北関東・甲信越ブロック（茨城・栃木・群馬・新潟・山梨・長野） 
（3）南関東ブロック（埼玉・千葉・東京・神奈川） 
（4）東海・北陸ブロック（岐阜・静岡・愛知・三重・富山・石川・福井） 
（5）関西ブロック（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山） 
（6）中国・四国ブロック（鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知） 
（7）九州・沖縄ブロック（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄） 
※ 地域ブロックは、原則として出身高校所在地による区別となります。ただし、通信制高校の場合は出願者本人
の現住所による区別とします。

出願資格

次の（1）～（4）のすべてに該当する者。
（1） 2022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、2023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） 2022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、2023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。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大の影響による休校措置等の事情により、出願資格に定める期
間の評定平均値を算出することが困難な場合に限り、その期間を除いた評定平均値での代用を認
める。また、その場合は調査書の備考欄にその期間および状況を記入すること。

（3） 2022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、2023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。

新型コロナウイルス影響拡大により大会等が開催されていない場合でも、大会等に出場予定あるい
は出場見込みがあったことを示す客観的根拠があれば出願資格ありとみなす。

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22日（木）

～

9月30日（金）
締切日消印有効

第１次選考（書類審査）合格者発表 11月11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20日（日）

最終合格者発表 12月9日（金）

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：admissions-socs@list.waseda.jp

2022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

35名 144 153 297 15 24 39 7.6

合格者の活動成績例（2022年度実績）
スケート全国大会優勝／アイスホッケー全国大会優勝／全国高校放送コンテスト優秀賞／写真全国 
大会最優秀賞／バドミントン全国大会2位／サッカー全国大会優勝／硬式テニス全国大会優勝／執筆 
活動／音楽コンクール作曲奨励賞／全日本合唱コンクール金賞／吟詠全国大会入賞／競技かるた全国
優勝／新聞年間紙面審査優良賞／空手道全国大会優勝／英語ディベート全国大会3位／バレーボール
全国大会優勝／フルート全国大会優勝／平和活動（ユース非核特使）／剣道全国大会3位　など

創造理工学部  早稲田建築AO入学試験（創成入試） 

2023年度入試概要  ※入試要項は6月下旬に理工学術院ウェブサイト上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

建築学科
約25名

創造性豊かで指導力に富み、率先してチームをまとめ上
げるコミュニケーション能力に優れた活発な学生を求め
ます。

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）一般選抜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5日（月）

～

9月13日（火）
締切日必着

第１次選考（書類審査）合格者発表 10月11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と文章による提案・表現
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22日（土）

最終合格者発表 11月2日（水）

2022年度入試結果

学　科 募集人員
志願者（A） 第1次試験合格者 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

建築学科 約25名 25 48 73 17 31 48 4 14 18 4.1

問い合わせ先｜理工センター入試・広報オフィス：fse-undergraduate@list.waseda.jp

入
学
デ
ー
タ
編
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2022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 1 1 0 1 1

日本生物学オリンピック入試 若干名 1 0 1 1 0 1
※上記以外の入試については志願者がいませんでした。

2023年度入試概要  ※入試要項は6月下旬に理工学術院ウェブサイト上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

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

若干名

学科の併願は 
できません

理工系科目の極めて優れた能力を有する学生を求めます。
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）一般選抜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。 ※以下の要件は各大会の実施状況によっては変更となる可能性があります。詳細は入試要項にてご確認ください。

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・高専生科学技術 
チャレンジ入試
「高校生・高専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2023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（4）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5日（水）

～

10月13日（木）
締切日必着

第１次選考（書類審査）合格者発表 11月10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

11月26日（土）

最終合格者発表 12月8日（木）

 先進理工学部  特別選抜入学試験 問い合わせ先｜理工センター入試・広報オフィス：fse-undergraduate@list.waseda.jp

問い合わせ先｜所沢総合事務センター：admission19@list.waseda.jp

 人間科学部  FACT選抜入学試験：Fundamental Academic Competency Test

2023年度入試概要  ※入試要項および事前課題は6月中旬に人間科学部ウェブサイト上に掲載予定。

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。
出願資格A（国内者向け）
以下（1）～（4）のすべて、および（5）または（6）のいずれかの要件を満たす者。
（1） 人間科学部への入学を第一志望とする者。
（2） 2022年3月に高等学校または中等教育学校を卒業したもの、または2023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2021年4月1日以
降に卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者も含む。

（3） 高等学校または中等教育学校後期課程の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（小数点以下第2位を四捨五入）の者で、「理科」の「物理基礎」
「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から3科目以上（ただし、「物理」「化学」「生物」「地
学」から1科目以上の履修を必須とする）および「国語」の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4.1以上（小数点以下第2位を四捨五入）の者。加えて、「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数
学A」「数学B」をすべて履修している者。

（4） 高等学校または中等教育学校後期課程の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日以内である者。

（5） 学部の指定する外国語資格・検定試験のいずれか1つのスコア、結果を提出できる者。
（6） 国際バカロレア資格を取得見込みの者。
出願資格B（帰国生向け）
以下（1）～（6）の要件をすべて満たす者。
（1）  人間科学部への入学を第一志望とする者。
（2） 次の（a）（b）いずれかの要件を満たす者。 
（a）日本国籍を有する者。 
（b）「出入国管理及び難民認定法の別表第二」に掲げる者。

（3） 次の（a）（b）いずれかの要件を満たす者。
（a） 出願時に日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する日本国外所在の中等教育機関に在籍し、2023年3月

31日までに卒業（修了）見込みの者。
（b） 日本の教育制度以外の課程にて教育を実施する日本国外所在の中等教育機関を卒業（修了）し、かつ出願時

に卒業（修了）後2年以内の者。
（4） 日本国外所在の中等教育機関において、最終学年を含め、2学年以上を継続して在籍した者、または在籍予定の者。
（5） 次の（a）（b）（c）いずれかの要件を満たす者。
（a）TOEFL iBTのスコアが72以上の者。
（b） TOEIC L&R / TOEIC S&Wのスコアが1560以上（ただし、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にしてL&Rのスコアと合算）の者。
（c）国際バカロレア資格を取得見込みの者。

（6） 日本国外所在の中等教育機関において、日本の高等学校に相当する期間に、物理・化学・生物・地学等の理科に
関する科目の成績が著しく優秀であったことが示される者、または、理科についてそれと同等の成果を有する者。

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
9月1日（木）

～

9月6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  高校調査書
④  外国語能力に関する試験結果
※  対 象となる試 験：TOEIC（Listening & 

Reading）、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、ゲーテ・ドイツ語検定試験、実用フラン
ス語検定試験、DELF / DALF（フランス国民
教育省認定フランス語資格試験）、実用中国
語検定試験、HSK（中国語検定）、スペイン
語技能検定、DELE（スペイン語検定試験）。
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。

※  2021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 9月16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。

9月24日（土）

最終合格者発表 11月1日（火）

2022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 0 10 10 0 7 7



225

2023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、書類審査、エッセイ評価および面接
審査によって選考します。

 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 

2023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、書類審査、エッセ
イ評価および面接審査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ウェブサイト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スポーツ科学部ウェブサイト上に掲載。

2022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 6 5 11 3 3 6

合格者の活動成績例（2022年度実績）

スキー（ノルディックコンバインド、ジャンプ） 2021 FIS ノルディックスキー世界選手権大会　16位
卓球  2019国際卓球連盟（ITTF）ジュニアサーキット・チャイニーズ

タイペイオープン　3位
スポーツクライミング  IFSSクライミングワールドカップ　ソルトレイクシティ　6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）

2023年度入試概要  ※入試要項は6月上旬にスポーツ科学部ウェブサイト上に掲載予定。

募集人員 特色および出願資格 実施内容 日　程

スポーツ 
科学科

60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 2022年3月に高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2023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2022年3月に修了した者、および2023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、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2022年3月に修了した者、および2023年3月までに修了見込み
の者。

④ 学校教育法施行規則第150条の規定により、文部科学大臣の指定した者。ただし2022年3月修了、および
2023年3月までに修了見込みの者。

⑤ その他本学部において、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
められた者で2023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 2023年3月に高等学校または中等教育学校卒業見込み、または2023年3月に高等専門学校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 2022年3月に高等学校または中等教育学校卒業、または2022年3月に高等専門学校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16日（金）

～

9月29日（木）
締切日消印有効

第１次選考（書類審査）合格者発表 10月26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5日（土）

最終合格者発表 11月11日（金）

2022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

60名 148 108 256 42 34 76 3.4

合格者の活動成績例（2022年度実績）
水球 第89回日本高等学校選手権水泳競技・水球競技　優勝
ラグビーフットボール 第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会　優勝
カヌースプリント 令和3年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技　出場
硬式テニス 令和3年度全国高等学校総合体育大会テニス競技大会　8位
陸上競技（競歩）  第60回全日本競歩輪島大会兼ナイロビ2021U20世界陸上競技選手権大会選考

競技会　4位
ウエイトリフティング 令和2年度第36回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会　優勝
ボート競技 令和３年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会　3位
サッカー 第74回国民体育大会（サッカー競技・少年男子）　優勝
馬場馬術 第72回全日本馬場馬術大会2020　2位
ホッケー 第52回全国高等学校総合体育大会　3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）
問い合わせ先｜所沢総合事務センター：sport-public@list.waseda.jp※ 当学部の「総合型選抜Ⅱ群（アスリート選抜入学試験）」を受験可となった場合、 

同一年度中に併願することはできません。

問い合わせ先｜所沢総合事務センター：sport-public@list.waseda.jp 入
学
デ
ー
タ
編
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2022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

100名 174 473 647 156 451 607 34 122 156 3.9

2023年度入試概要  ※入試要項は6月中に国際教養学部ウェブサイト上に掲載予定。

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
100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2023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2023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2023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2023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2023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2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023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.227参照）。

出願書類提出
①  Application Form
② 志望理由書
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、IELTS（Academic）、 
実用英語技能検定（英検）
※ 2020年9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1日（木）

～

9月7日（水）
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30日（日）

合格者発表 11月18日（金）

 国際教養学部 AO入学試験（4月入学・国内選考） 
問い合わせ先｜国際教養学部事務所：sils-ent@list.waseda.jp

総合型選抜
　「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）

2022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

若干名 20 85 105 9 48 57 6 37 43 3 22 25 4.2

2023年度入試概要  ※入試要項は6月中に文化構想学部ウェブサイト上に掲載予定。

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
15名

多元文化論系の英語学位プログラム（4月入学枠）に日本の中等教育機関修了（見込み）者を募
集します。
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） 英語能力試験について、次の基準点以上の結果を提出する者。 

TEAP：309、TEAP CBT：600、IELTS（Academic）：5.5、実用英語技能検定（英検）：2300、TOEFL iBT：72、ケンブ
リッジ英語検定：160、GTEC CBT：1190

（3） 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2023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2023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2023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2023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2023
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2023
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.227参照）。

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
※  各種検定試験等の結果、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：TEAP、TEAP CBT、IELTS
（Academic）、実用英語技能検定（英検）、

TOEFL iBT、ケンブリッジ英語検定、GTEC 
CBT

※  2020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2日（金）

～

9月8日（木）
締切日消印有効
※ 海外から発送す
る場合は締切日
必着

第１次選考（書類審査）合格者発表 11月17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。
● 面接試験

12月4日（日）

最終合格者発表 12月15日（木）

 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 問い合わせ先｜文学学術院事務所：toyama-adm@list.waseda.jp
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日本語で授業を行うことを基本とする政治経済学部、社会科学部、文化構想学部、基幹理工学部、創造理工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。

2023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

2023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 60名

国際教養学部 AO入試（9月入学） 150名

【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

国際教養学部 AO入試（4月入学・国外選考） 100名 2023年4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。

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

15名

2023年9月
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

※  国際教養学部を除く学部の入試要項は秋頃までに、各学部ウェブサイト上に掲載予定です。 
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月中に、AO入試（9月入学）は秋頃までに学部ウェブサイト上に掲載予定です。

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）（2021年9月入学） 150名 340 528 868 121 223 344 2.5

国際教養学部 AO入試（4月入学・国外選考）（2022年4月入学） 100名 140 172 312 44 62 106 2.9

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 （2021年9月入学） 40名※ 119 173 292 13 44 57 5.1

※ 2023年9月入学より募集人員は60名

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
（2021年9月入学）

政治学科
全学科
100名

25 27 52 7 11 18 2.9

経済学科 129 108 237 44 53 97 2.4

国際政治経済学科 76 79 155 27 38 65 2.4

合　計 230 214 444 78 102 180 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

基幹理工学部 英語学位プログラム （2021年9月入学） 30名 104 40 144 42 12 54 2.7

創造理工学部 英語学位プログラム （2021年9月入学） 30名 91 24 115 45 16 61 1.9

合　計 60名 195 64 259 87 28 115 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

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
（2022年9月入学）※日本学生入試結果はP.226を参照ください

15名 38 60 98 12 22 34 2.9

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：admission@list.waseda.jp
社会科学部：社会科学部事務所：taisi-admission@list.waseda.jp
国際教養学部：国際教養学部事務所：sils-ent@list.waseda.jp

総合型選抜
　「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］ 入

学
デ
ー
タ
編
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学校推薦型選抜

2023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。
※  国際教養学部を除く10学部は、「大学入学共通テスト」のうち、英語、国語、数学（Ⅰ・A）の受験を必須とします。

2022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 6 2 8

 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、理工学術院ウェブサイトをご確認ください。

2022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 44 46 90
法学部 155名 60 97 157
教育学部 約190名 42 74 116
商学部 200名 88 103 191
国際教養学部 約25名 6 25 31
文化構想学部 約225名 57 167 224
文学部 約130名 44 97 141
基幹理工学部 約135名 95 67 162
創造理工学部 約130名 92 66 158
先進理工学部 約130名 77 68 145
人間科学部 約130名 55 105 160
※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。

学　部 募集人員

政治経済学部 約90名

法学部 155名

教育学部 約130名

商学部 200名

学　部 募集人員

国際教養学部 約25名

文化構想学部 約225名

文学部 約130名

基幹理工学部 約135名

学　部 募集人員

創造理工学部 約130名

先進理工学部 約130名

人間科学部 約130名

 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

2023年度入試概要  ※  入試要項はいずれも4月下旬に入学センターウェブサイト上に掲載。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
法学部、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
※ 政治経済学部はグローバル（海外就学経験者）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）、人間科学部はFACT選抜入試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　6月30日（木）～7月7日（木） 締切日必着
第1次選考（実施全学部）　8月31日（水） 共通試験
第2次選考（教育学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部）
　●教育学部：9月2日（金）
　●基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部：9月16日（金）
　面接（教育学部国語国文学科ではあわせて小論文）を行う。
最終合格者発表　9月8日（木）～10月6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
国際教養学部を除く各学部
※ 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。
※ 教育学部教育学科初等教育学専攻は外国学生を募集し
ません。

政治経済学部
文化構想学部
文学部
 各20名

上記以外の 
対象学部・学科
 各若干名

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
教育学部
商学部
文化構想学部
文学部
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17日（金）～6月24日（金） 締切日必着
第1次選考　8月31日（水） 共通試験
第2次選考　9月2日（金）～9月16日（金）の期間
法学部、教育学部（一部学科・専修）、文化構想学部、文学部、
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22日（木）～10月6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17日（金）～6月24日（金） 締切日必着
筆記試験　9月4日（日） 論文（日本語）
面接試験　9月25日（日）
最終合格者発表　9月29日（木）

社会科学部
出願期間　6月17日（金）～6月24日（金） 締切日必着
面接試験　9月12日（月）
合格者発表　9月26日（月）

スポーツ 
科学部

出願期間　6月17日（金）～6月24日（金） 締切日必着
面接試験　9月10日（土）
合格者発表　9月16日（金）

帰国生入学試験 および 外国学生のための学部入学試験　第1次選考（共通試験）
「国語」（帰国生のみ）、「日本語」（外国学生のみ）、「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A」（外国学生のみ）、 
「小論文B」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、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。

2022年度入試結果
政治経済学部 法学部 教育学部 商学部 社会科学部 文化構想学部 文学部 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

帰国生入試
志願者数 ─ 128 121 69 ─ ─ ─ 27 11 13 ─ ─
合格者数 ─ 31 37 19 ─ ─ ─ 5 3 2 ─ ─

外国学生のため
の学部入試

志願者数 125 74 115 106 104 186 160 155 71 90 82 9
合格者数 26 8 13 13 9 29 29 7 8 7 10 1

帰国生・外国学生を対象とした入学試験

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。

 帰国生入学試験、外国学生のための学部入学試験
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：admission@list.waseda.jp
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その他の入学試験

学士入学試験・3年次編入学試験
※入試要項は７月上旬に入学センターウェブサイト上に掲載予定。

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。2023年度は政治経済学部、法学部、教育学部、文学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進
理工学部、スポーツ科学部で募集する予定です。選考方法は学部により異なり、年度や学科、専攻、専修、コース等により募集しない場合もあります。
また、3年次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。2023年度は基幹理工学部、先進理工学部で募集 
する予定です。
※出願資格は学部により異なります。2023年度募集学部等の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、入学センターウェブサイトを参照してください。

社会人入学試験
※入試要項は４月中（政治経済学部）、７月上旬（スポーツ科学部）に各学部ウェブサイト上に掲載予定。

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・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。

2023年度入試概要  ※入試要項は7月下旬に人間科学部 eスクールウェブサイト上に掲載予定。

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17日（月）

～

10月31日（月）
国内：締切日必着
海外：締切日必着

書類選考

面接
● 所沢キャンパス※1

12月10日（土）、12月11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※2

12月5日（月）～12月11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（金）
最終合格者発表
12月16日（金）

【αコース】  32単位を上限に単位が認定・免除認定される2年次編入学コースです。大学・短期大学もしくは、高等専門学校、高等学校専攻科、専修学校（専門課程）を卒業した方、または卒業見込みの方、
4年制大学の中途退学者（出願資格を満たした方）の方が対象です。

【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。
※1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては変更になる場合があります。
※2 国外在住の希望者のみ対象。

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：e-school@list.waseda.jp

2023年度入試概要  ※  入試要項は4月中に政治経済学部ウェブサイト上に掲載。詳細は必ず入試要項でご確認ください。

募集人員 出願資格 日程・実施内容

政治経済学部
 約40名

次のいずれかに該当する者。
① 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継続して2年間以上在籍し、学校教育
における12年の課程を修了した者もしくは2023年3月までに修了見込みの者。
② 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の1年間を含めて、通算で2年 
間以上在籍し、学校教育における12年以上の課程を修了した者もしくは2023年3月までに修了見込みの者。

※ 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15日（金）～7月22日（金） 締切日消印有効
筆記試験　9月4日（日） 論文（日本語）
面接試験　9月25日（日）
最終合格者発表　9月29日（木）

2022年度入試結果
募集人員 志願者 合格者

約40名 175 52

日本国外の中等教育機関に2年間以上就学した帰国生を、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。

政治経済学部 グローバル（海外就学経験者）入学試験
問い合わせ先｜政治経済学部事務所：seikei-admission@list.waseda.jp
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