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２０１７年度 科目等履修生（一般履修生） 募集要項

早稲田大学グローバルエデュケーションセンター

１． 出願資格

高等学校卒業（卒業見込み者を含む）またはこれと同等以上の学力があると認められた者。ただし

大学院生対象科目を履修希望する場合は、学部卒業者、またはこれと同等以上の学力があると認めた者。

２． 履修要領

（１）履修許可科目 別紙科目一覧参照 ※開放科目（別紙科目一覧）以外は履修できません。

（２）履 修 期 間 当該年度に限ります。

（３）履 修 証 明 履修した科目について試験を受け、合格した場合は、単位を授与し、本人の

請求により証明書を交付します。

（４）そ の 他 正規学生への移行は認められません。

３． 募集人員

若干名

４． 出願要領

以下にしたがい、必要書類を持参または郵送のうえ出願してください。

選 考 料 ２５，０００円

選考料の納入は、出願前に必ず行ってください。選考料を納入していない方の出願は認めま

せん。一度納入した選考料は、どのような事情があっても返還しませんので、注意してくだ

さい。また、選考料の納入は以下の方法に則って行ってください。

＜持参の場合＞

（１）出 願 期 間 ２０１７年２月１３日（月）～２月１５日（水）

〔午前〕１０時～１２時 〔午後〕２時～４時

（２）手 続 場 所 グローバルエデュケーションセンター

（早稲田キャンパス ２０号館< 大隈会館> ３階）

＜郵送の場合＞

（１）出 願 期 間 ２０１６年２月１３日（月）～２月１５日（水）

※速達配達記録で、２月１５日（水）午後４時必着とします。

＜注意事項＞

選考料必要

① 新規でグローバルエデュケーションセンターの科目等履修生に出願される方で、

かつ2017年4月1日時点で早稲田大学の大学院在籍予定がない方

② グローバルエデュケーションセンターの科目等履修生の継続 4年目の方

→選考料を納入して「志願票」の右下の添付欄に「収納証明書」を貼付してください。

不 要

① 2016年度グローバルエデュケーションセンターの科目等履修生が、次年度も継続

してグローバルエデュケーションセンターの科目等履修生として出願する場合（た

だし、免除は選考料を納付後2年目、3年目の方のみで、納付後4年目には新規扱い

となり、選考料が必要になります）

② 2017年 4月 1日時点で早稲田大学の大学院在籍予定の方

→いずれかに該当する場合は、選考料の納入は不要です。
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・選考料の納入は必ず出願期間中に行なってください。選考料を納入していない場合、出願・受験は

受け付けません。また、期間を過ぎての納入はいかなる理由でも一切受け付けません。

1）PCの不具合等の理由で選考料支払期間に納入ができず、受験資格を失う受験生が出ています。選

考料の納入は余裕を持ち、出願期限の前日までに済ませるようにしてください。期日を過ぎた方

の受験は認めません。

2）選考料は、最寄りのコンビニエンスストア（セブンイレブン、サークルK・サンクス、ローソ

ン、ファミリーマート）で納入してください。納入方法の詳細については、募集要項の６ペ

ージにある「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」で確認してくだ

さい。

http://e-shiharai.net/

3）選考料の納入は、２０１７年２月１０日（金）午前１０時より受付を開始し、出願締切日（２

月１５日（水））に締め切ります。

支払最終日は出願に間に合うように、十分余裕をもって支払いを行ってください。なお、支

払最終日のWeb サイトでの申込みは午後１１時まで、コンビニエンスストア店頭の端末での

システム対応は午後１１時３０分までとなります。

4）選考料の支払い方法は、コンビニエンスストアからの支払いのみとなります。

5）志願票の「収納証明書添付」欄に、「収納証明書」を貼付してください。

※出願に関する注意事項

一度提出した書類の返還および記載内容の変更は認められません。また、納入した選考料は原則

として、返還いたしません。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、全額または超過分を

返還いたします。

1）選考料を支払ったが、出願書類は提出しなかった場合

2）選考料を多く払い過ぎてしまった場合

3）出願資格を満たさなかった、または、出願締切後に出願書類を送付した場合

５． 出願に必要な書類等

必要書類の様式は、事務所でも配布します。

（１）入学志願票・写真票・受験票

（２）入学願

（３）履歴書・志願理由書

は、グローバルエデュケーションセンターホームページからダウンロードできます。フォーマット

は、全てＡ４サイズの用紙に片面で印刷してください。印刷の際は、用紙の向きにご注意ください。

（１）入学志願票・写真票・受験票

太枠内をもれなく記入し、所定欄に写真ならびに「収納証明書」を貼付してください。

今回の出願にあたり、本学の中で科目等履修生の出願を併願しているところがあれば、学部

名・研究科名等を記載してください。

（２）入 学 願

太枠内をもれなく記入してください。シャチハタによる捺印は不可とします。

（３）履歴書・志願理由書

写真貼付済のものを提出してください。履歴書に貼付する写真は、写真票の写真と同一のも

のとします。また、シャチハタによる捺印は不可とします。

（４）最終学校の卒業（見込）証明書または資格検定（認定）試験証明書および成績証明書各１通

（継続者は不要です）

なお、卒業見込で出願した方は、入学手続時に改めて卒業証明書を提出していただきます。
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（５）写 真

写真票および履歴書には、最近３か月以内に撮影したタテ４cm・ヨコ３cmのカラー写真（写り

の不鮮明な写真は不可）を、裏面に氏名を記入のうえ貼付してください。また、入学手続の

際に同じ写真が必要になりますので、ネガ等は保管しておいてください。

（６）受験票返信用封筒

郵送で出願される場合は、定形封筒に返信先を明記して切手672円分を貼付した受験票用返

信封筒を同封してください。郵送で出願された方には、速達簡易書留郵便で受験票を郵送し

ます。

（７）入学手続書類発送用封筒

入学手続書類を郵送希望の場合には、宛先を明記したＡ４判封筒を同封してください。

（８）戸籍抄本（改姓・改名者のみ）

（４）の証明書に記載された氏名から改姓・改名した場合は戸籍抄本も提出してください。

６． 選考方法

書類選考および面接

一次選考 書類選考 書類選考不合格者には２月２１日（火）までに通知します。

一次選考合格者には、通知しません。

二次選考 面接

面 接 日 ２０１７年２月２３日（木）

時 間 別途案内します

集合場所 試験場は当日案内します

※当日は必ず「受験票」を持参してください。「受験票」がない場合は受験できません。

７． 合格発表

２０１７年２月２４日（金）午後 ※時間は試験当日お知らせします。

合格者一覧をグローバルエデュケーションセンターホームページにて発表し、同時に大隈会館３階

に掲示します。合格者には入学手続書類を配付しますので、郵送希望者には、出願時に提出した入学

手続書類発送用封筒で郵送します。もしくは直接グローバルエデュケーションセンター事務所に取り

に来てください。

８． 入学手続

以下にしたがい、必要書類を持参もしくは郵送のうえ手続をしてください。

手続に必要な書類等

ａ．受験票

ｂ．誓約書・保証書〔本学所定用紙〕

ｃ．住民票記載事項証明書〔本学所定用紙〕

氏名・性別・生年月日・世帯主・続柄・住所が記載されたもの

※ただし、上記項目が記載された住民票でも可。

ｄ．入学手続用紙（学生個人記録）〔本学所定用紙〕

ｅ．学生カード〔本学所定のカード〕（ｶﾗｰ写真<ﾀﾃ４cm×ﾖｺ３cm> ２枚）

ｆ．卒業証明書および成績証明書（卒業見込で出願した者のみ）

ｇ．受講料振込領収証

ｈ. 個人情報の取り扱いに関する同意書
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＜持参の場合＞

（１）日 時 ２０１７年２月２４日（金）～３月３日（金）

〔午前〕１０時～１２時 〔午後〕２時～４時

（２）場 所 グローバルエデュケーションセンター

（早稲田キャンパス ２０号館< 大隈会館> ３階）

＜郵送の場合＞

（１）日 時 ２０１７年２月２４日（金）～３月３日（金）

※速達配達記録とし、３月３日（金）午後４時必着とします。

＜注意事項＞

・入学手続日を過ぎてからの振込等は、いかなる理由があっても一切受け付けません。

・入学手続日を過ぎた書類は、いかなる理由があっても一切受け付けません。

・入学手続後に登録科目を変更することは一切認められません。

・一度提出した書類および納入した選考料、学費等は、原則として返還しません。

なお、やむを得ない事情により入学を辞退する場合には、聴講料のみ返還の対象となります。

手続方法等詳細は、グローバルエデュケーションセンター事務所までお問い合わせください。

９． 学 費 等

【聴講料】

１単位につき ３６，４００円（１科目が２単位の場合：１科目につき７２，８００円）

※本学大学院科目等履修生の場合は大学院科目の金額に同額。

※科目等履修生の登録料（入学金相当）はありません。

★２０１７年４月１日時点で本学大学院に正規生として在籍の方は、選考料、聴講料は免除となります。

１０． 受験に関する注意事項

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。早稲田大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。

◆不正行為について

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

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試験場等において他の受験者の迷惑となる行為をすること。

⑥試験場等において試験監督員等の指示に従わないこと。

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。

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）。
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・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（航空機・自動車・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ないません。

②試験中に携帯電話や時計などの音・振動などが発生し、発生源のかばんなどが特定できた場合、持

ち主の同意なく監督員が試験場外に持ち出し、鳴動を停止させ、試験本部で保管することがありま

す。

③机、椅子、空調、音響設備等の試験教室による違いは一切考慮しません。

◆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。

受験生の皆さんへ（お願い）

①万全の体調で試験に臨めるよう、普段から手洗いやうがいを慣行し、ご自身の健康には十分留意して

ください。

②入学試験会場においてインフルエンザ等の感染症への感染を防ぐため、必要に応じて各自でマスクを

用意してください。

③咳・くしゃみが出る方はマスクを着用する、咳エチケットを守るなど、周囲の方への感染防止にご配

慮ください。

１１． そ の 他

（１）個人情報の取り扱いについて

本学では、出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、

入学手続きおよびこれらに付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。

（２）出願および入学手続きについての注意

一度提出した書類および納入した選考料、学費等は、原則として返還しません。ただし、やむをえな

い事情により入学を辞退する場合には、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、合格者に送付される「入学手続の手引き」をご参照ください。

（３）受験・就学に際して特別な配慮を必要とする場合

身体機能の障がい等により、受験・就学に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、

グローバルエデュケーションセンターまでお問合せください。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、速やかにお問

合わせください。
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早稲田大学グローバルエデュケーションセンター

〒169-8050 東京都新宿区戸塚町１－１０４

電 話 ０３－３２０４－９１９６

https://www.waseda.jp/inst/gec/


