
海外留学秋追加募集（2020 年 1 月締切分）について 

 

1. 対象校 

海外留学秋募集（2019 年 10 月締切分）の対象プログラムのうち、留学センターが指定するもの 

   （指定プログラムは 2019 年 12 月 11 日（水）に発表予定です） 

   ※各プログラムの要件・内容詳細は、留学センターＷＥＢページのプログラムリストを必ず確認してくだ

さい。 

     https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/programlist/list 

 

2. 対象学生 

海外留学秋募集（2019 年 10 月締切分）に出願しなかった学生 

   海外留学秋募集（2019 年 10 月締切分）に出願したが、留学先が決まらなかった学生 

 

3. 選考スケジュール 

 

選考日程  

日程 時間 内容・会場 

2019年12月11日（水） 

 

正午 

 

追加募集対象プログラム発表 

 

12月14日（土）正午～ 

2020 年 1 月 8 日  （ 水 ）

17:00 

 

 WEB出願登録 ( MyWASEDA にて) 

2020年1月7日（火）～ 

2020年1月10日（金） 

 

10:00～17:00 

 

 

出願必要書類受付 

会場 22 号館 1 階 Waseda Global Gate 

・指定の封筒（WGG にて配付）に書類を入れ、封をした状態で提

出用の BOX に投函してください。 

・西早稲田・所沢キャンパスの学生は同じ期間中に所属の事務所で 

も提出を受け付けます。 

・期限に注意 1月10日（金）17時を過ぎての提出はいかなる理由

があろうと受け付けませんので、余裕をもって早めに提出するよう

にしてください。 

1月17日（金）～24日（金） 

 

 学部・研究科留学適性判断 

 

1月31日（金） 

 

13:00 

 

選考結果発表（MyWASEDA個別通知にて） 

 

2月3日（月） 

 

18:15～ 留学プログラム候補者決定直後オリエンテーション 

 

 

4. WEB 出願登録 

 以下 CIE の WEB 上からアクセスのうえ、出願者本人が WEB 出願登録をしてください。

https://www.waseda.jp/inst/cie/news/21417 

登録には、以下の情報が必要です。 

 ①個人情報 

・ローマ字（半角大文字）（原則：パスポートと同じ表記、ない場合は通称表記）による氏名、国籍、 

電話番号、携帯電話、メールアドレス、緊急連絡先氏名と電話番号。 

留学先の大学によっては、日本国籍以外の国籍を所有する学生の留学を認めていない場合がありま 

https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/programlist/list
https://www.waseda.jp/inst/cie/news/21417


す。二重国籍をお持ちの方は、必ず質問項目に記入してください。 

 

 ②志望プログラム 

・条件を満たしたプログラムを、最大で第 7 志望まで選択することができます。あらかじめ志望プロ 

グラムを確定したうえで検索画面から選択してください。 

・一つの大学に複数のプログラムがある場合、それぞれプログラムコードが異なります。プログラム 

の選択をする際には、大学名のみではなく、プログラム内容を含め、コード番号の選択に間違いの 

ないように注意してください。 

・GLCA/ACM(CS-R)を志望する場合、TIER（=グループ）ごとへの出願となり、実際の留学先大学に関 

しては、学内選考、またその後の GLCA/ACM 事務所での選考により決定となります。出願には、英語要

件を満たす TOEFL スコアが必要です。また、自分が取得しているスコアの範囲以外の TIER を選択するこ

とも可能です。例えば、TOEFL iBT100 を取得している場合、A、B、C どの TIER への出願も可能。要件を

満たしていれば 2 つまたは 3 つの TIER を併願することも可能です。 

・慎重に検討したうえ、なるべく多くの志望校を WEB 出願登録時に入力するようにしてください。ただし、候補 

者として選ばれた後は辞退が認められません。出願する際には、十分に注意して手続きを行ってください。 

 

 ③語学能力証明 

・海外留学 秋募集要項（2019 年 10 月締切分）を熟読の上、出願するプログラムの要件に該当する公的試

験の証明書を準備してください。 

・ここに入力されたスコアと同一の公的証明書を出願書類提出時に提出してください。WEB 出願で入 

力された公的試験証明書の提出が確認できなかった場合は、入力されたスコア・証明書は無効となります

のでご注意ください。 

 

 ④学習・研究計画書 

・制限字数以内で記入してください。和文と英文のいずれでもかまいません。 

・学習・研究計画書は留学先大学決定後に必要に応じて先方に直接送付されることがあります。 

 

 

 

 

◆問題◆ 

次の問題に対して、自分自身でよく考え、自らの言葉で記述しなさい。和文・英文ともに、細かな文法的な

ミス等は、評価の対象とはしないので、必ず自分自身で書き上げること。 

※各志望大学の志望理由を、一貫性をもって説明できる場合には、必ずしも大学ごとの志望理由を記載する

必要はない。しかし、複数言語にまたがる大学・プログラムを選択している場合には、それぞれについての

志望理由が明確となるように記述すること。 

 

問１： 

興味のある学術分野と絡めて、あなたが留学を目指す目的を説明しなさい。（800 字以上～1200 字以内） 

※英文の場合は 400～600 words 程度 

 

問２： 

選択した大学の志望理由を書きなさい。（400 字以上～800 字以内） 

※英文の場合は 200～400 words 程度 

 



 ⑤WEB 出願にあたっての同意 

以下の 6 点について同意が必要となります。 

1.WEB出願時の入力内容、出願必要書類に虚偽の記載はなく、虚偽の記載があった場合には何かしらの

ペナルティが課されること。 

2.WEB 出願および出願必要書類については印刷、コピーをし、自身の控えを取っていること。 

3.WEB 出願締切後の志望プログラム、志望順位の変更はできないこと。 

4.海外留学プログラムの候補者として選抜された後は辞退しないこと。 

5.海外留学プログラム候補者として選抜された後は、留学先予定大学の変更を申し出ないこと。 

6.やむを得ない事情で、辞退を申し出る場合、辞退の手続きおよび可否の判断に関しては留学センター

の指示に従うこと。 

 

出願期間内は登録情報の変更が可能ですが、WEB 出願締め切り後の登録・変更・修正はできません。 

申請内容確認のメールが登録後すぐに送信されます（5分以内）ので、出願登録後はメール受信の有無を必

ず確認してください。メールが届かない場合は登録エラーですので、再度登録を行ってください。入力した項

目は申請フォーム上で確認ができます。必ず内容に間違いがないか確認し、申請内容を印刷して出願手続

き完了時まで大切に保管しておいてください。 

 

5. 出願必要書類提出 

海外留学秋追加募集の出願は、WEB 出願登録を行い、出願必要書類の提出をもって完了し、正式な出願

者として選考されます。必要書類は提出場所である 22 号館 1 階 Waseda Global Gate に設置してある所定の

封筒に入れ、必要事項を記入し、封をした状態で提出用 BOX に投函してください。 

必要書類は以下 URL からダウンロードして使用ください。 

 

書類ダウンロード： https://www.waseda.jp/inst/cie/news/21417 

書類提出期間：   2020 年 1 月 7 日（火）～1 月 10 日（金） 

     ※ 開室時間中のみの受付となります（10：00～17：00）。 

     ※ 相談対応は 12:00～17:00 のみの受付となります。 

提出場所：  早稲田キャンパス 22 号館 1 階 Waseda Global Gate 

 

西早稲田、所沢キャンパスの学生は所属事務所にて同じ期間中であれば提出可能です。提出用の専用封

筒は各事務所でも入手可能です。 

1 月 10 日（金）17:00 を過ぎての提出はいかなる理由があろうと受け付けませんので、日程に余裕をもって

提出するようにしてください。 

一旦提出された書類の返却は行いません。また、提出前に、自分用の控えとしてコピーを忘れずに取ってく

ださい。 

 

 ①海外留学プログラム誓約書 2 部（原本 1 部とコピー1 部） 

  ・全員提出必須（秋募集に出願された方も、新たに提出が必要です） 

 ②英文成績証明書（原本 1 部） 

https://www.waseda.jp/inst/cie/news/21417


  ・秋募集にて提出された方、および国際教養学部の方は提出の必要はありません。 

  ・学部の 1 年生で、まだ早稲田大学での成績が出ておらず、GPA が算出できない場合は、GPA 要件のあ

るプログラムへは出願できません。GPA 要件の無いプログラムに出願することが可能ですが、その場

合は高校の英文成績証明書を提出してください。 

 ③TOEFL iBT, PBT, ITP の Examinee Score Report/ IELTS の Test Report Form 等、公的試験証明書（原 

本 1 部） 

  ・原則、留学先大学が定める言語能力の証明が必要です。 

  ・学内選考結果発表時まで有効なものを提出してください。TOEFL や IELTS であれば、2018 年 2 月 1 日

以降受験分が必要です。 

  ・秋募集ですでに提出したスコアを使用する場合は、その旨一筆を書いた紙面を書類提出時に同封して

ください。 

 ④各種語学能力試験等のスコアやレベルの試験結果（原本 1 部） 

  ・非英語 EX-R プログラムの場合は、留学先大学が要求するレベルを超えたスコアカード/公的証明書の

原本の提出が必要です。 

  ・プログラムリストにおいて、明確な語学能力試験のレベル・スコアの提示がない非英語 EX-Rのプログラ

ムについては、以下の通り各言語によって基準を設けます。 

中国語： HSK 5 級 

  朝鮮語： TOPIK 3 級 

  ドイツ語： Goethe Zertifikat B2 

  フランス語： DELF/DALF B2 

スペイン語： DELE B2 

イタリア語： CILS B2 

 

  ・該当する公的試験の証明書の提出が必須です。所持していない・指定されたレベル・スコアに達してい

ない場合は、該当プログラムの選考の対象外となりますので、ご注意ください。 

  ・有効期限外のスコアの提出は無効と見なします。 

  ・秋募集ですでに提出したスコアを使用する場合は、その旨一筆を書いた紙面を書類提出時に同封して

ください。 

⑤海外留学募集出願 大学院生推薦状（原本１部） 

  ・大学院生（修士、博士含む）で出願する方は必ず提出してください。 

  ・出願するにあたり、研究指導員と留学について相談したうえで、研究指導員記入欄（右上）の記入およ

び署名・捺印を依頼してください。また、依頼する際は学生記入欄（中央下部）をあらかじめ記入したうえ

で依頼してください。 

  ・冬季休業期間を挟みますので、教員への依頼は早めに済ませるようにしてください。 

⑥特別プログラム推薦状（原本 1 部） 

・留学センターでは、外務省の海外安全 WEB ページにおいて、渡航の延期、中止、または退避勧告が出

ている国・地域に応じて、プログラムの募集や実施の可否を検討しています。 

外務省の海外安全 WEB ページの情報を鑑み、今回募集するプログラムのうち、留学センターは特定プ

ログラムとして募集する対象大学を設定しています。また、特定プログラム対象大学に出願する場合は、



以下の要件を満たし、所定の書類を提出する必要があります。 

【対象大学】 

今回対象となるプログラム一覧の「備考」を確認してください。 

 

【出願要件・注意点】 

 出願の際、原則として早稲田大学で 4 semester 修了している（3 年生以上である）もしくは大学院

生であることが出願要件です。 

 書類提出時に、指導教員による推薦状を提出してください。 

 志望プログラムに応じて、面接試験を行う予定です。詳細は後日 MyWaseda お知らせ、Waseda メ

ール等を通じて対象者に連絡します。随時ご確認ください。 

 

6. その他 

・出願に際しては、海外留学秋募集要項（2019 年 10 月締切分）も必ず確認するようにしてください。 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19Fall_Guide.pdf 

 

 

 

 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2019/10/19Fall_Guide.pdf

