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■この「入学試験要項」には、上記入学試験の出願から入学手続完了までの全
ての事項が記載されていますので熟読してその指示に従ってください。 

■感染症の罹患を含む体調不良により欠席した場合でも、追試験の実施や入学
検定料の返還は行いません。 

■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、腕時計型端末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。 

■「受験上の注意」や「入学試験場案内図」等が記載されていますので、試験
当日はこの「入学試験要項」を持参してください。 

■気象状況や事故等で首都圏の主要な交通機関が運転を見合わせるような場合
には、試験開始時刻を遅らせることがあります。その場合は、以下の当校
ウェブサイトでお知らせします。 

早稲田大学芸術学校【URL】https://www.waseda.jp/school/art/ 
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Ⅰ．募集学科・募集人員 

 

Ⅱ.出願資格 

１．2年編入 

以下（１）~（３）のいずれかに該当する者で、かつ（４）の条件を満たしていること。 

（１）専修学校専門課程(２年制以上)を卒業した者および2021年３月31日までに卒業見込みの者

で、かつ、建築学を専攻した者（※１、※２） 

（２）短期大学を卒業した者および2021年３月31日までに卒業見込みの者で、かつ、建築学を専攻し

た者（※３） 

（３）大学に２年以上在学（建築学専攻）した者および2021年３月31日までに修了見込みの者

で、かつ、60単位以上取得した者（※４） 

（４）本校建築都市設計科の１年配当科目に相当する科目を全て取得済みであること 

※1 ただし、当校建築科を卒業した者および卒業見込みの者については、２年編入への出願を認めない。 

※2 専修学校専門課程（２年制以上）を卒業見込みの者で卒業できなかった者は入学を許可しない。 

※3 短期大学を卒業見込みの者で卒業できなかった者は入学を許可しない。 

※4 大学の２年修了見込みの者で修了できなかった者、または60単位以上取得できなかった者は入学を許可しない。 

 

２．3年編入 

以下に該当する者であること。 

本校建築科を卒業した者および2021年３月31日までに卒業見込みの者（※５、※６） 

※５ ただし、当校建築科を卒業した者については、2010年4月1日以降に入学した者に限り出願を認める。 

※6 本校建築科を卒業見込みの者で卒業できなかった者は入学を許可しない。 

 

【注】当校は夜間の専門学校のため、在留期間更新または在留資格変更手続きにおける「所属機関

等」には該当しません。外国籍の方は、出願時に以下の在学期間の在留資格が確保されてい

ることが条件となります。 

 

 

課   程 学   科 編入学年  募集人員 

産業技術専門課程  

２ 年  若干名 

建築都市設計科  

3 年 若干名 

課   程 学   科 在留期限 

産業技術専門課程 
２年編入 ～2023年3月20日 

建築都市設計科 
３年編入 ～2024年3月20日 
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Ⅲ．入学試験日程 

※出願は当年度の入試において一度のみ認められます。 

 

Ⅳ．選考方法 

 

 

 

 

 

 

 

※試験当日は自身で制作した作品を持参してください。作品を持参しない場合、選考の対象外となります。 

区分 選考方法  

一般 

(当校建築科卒業したものを含む) 
書類選考、小論文、面接・作品審査 

当校建築科卒業見込者 書類選考、面接・作品審査 

  第1回 第2回 第3回 

出願資格確認書類の 

提出期間 

（2年編入希望者のみ） 

2020年11月30日(月) 

～12月4日(金)  

2021年１月12日(火) 

～１月15日(金) 

2021年１月25日(月) 

～1月29日(金) 

出願資格確認結果 

通知期間 

2020年12月14日(月) 

～12月18日(金) 

2021年１月18日(月) 

～１月22日(金) 

2021年２月8日(月) 

～２月12日(金) 

出願期間 

(入学検定料振込期間) 

2021年1月7日(木) 

～1月15日(金) 

2021年2月4日(木) 

～2月12日(金) 

2021年2月25日(木) 

～3月5日(金) 

※出願はすべて郵送に限る（締切日消印有効）。 

試験日 2021年1月30日(土) 2021年2月27日(土) 2021年3月13日(土) 

試験科目・時間 小論文13:00～13:45 ／ 面接・作品審査14:15～16:45 

合格者発表日時 

（HP） 

2021年2月1日(月) 

14：00予定 

2021年3月1日(月) 

14：00予定 

2021年3月15日(月) 

14：00予定 

入学手続期間 

(入学金・学費振込期間) 

2021年2月3日(水) 

～2月10日(水) 

2021年3月3日(水) 

～3月10日(水) 

2021年3月17日(水) 

～3月24日(水) 
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Ⅴ．出願資格確認（２年編入希望の方） 
出願に先立ち、２年編入出願予定者を対象に、「本校建築都市設計科の１年配当科目に相当する科

目を全て取得済みであること」（２ページ参照）の有無について当校で確認を行います。 

該当する方は、以下の要領により出願資格確認書類を当校に提出してください。 

なお、出願資格があると当校で認めた者のみ出願手続に進めます。 

 

１．出願資格確認書類提出 

以下の提出書類（１）~（４）を、各入試回の「出願資格確認書類の提出期間」（３ページ参照）

内に郵送により提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※証明書は必ず原本を提出してください。 

※改姓のため、証明書に記載された姓名と異なる場合は、「戸籍抄本」を添付してください。 

※出願時に卒業見込の者は、最終的に「卒業証明書」の提出が必要になります 。 

 

【提出先】 

〒１６９－８５５５ 

東京都新宿区大久保３-４-１ 早稲田大学芸術学校 

※出願資格確認書類は返却いたしません。 

※締切日消印有効、簡易書留郵便で送付してください。 

※出願資格確認書類送付用の封筒は、ご自身で用意してください。 

 

 

２．出願資格確認結果通知 

提出された書類を当校において確認の上、出願資格の有無について通知します。 

なお、確認結果は、各入試回の「出願資格確認結果の通知期間」（３ページ「Ⅲ．入学試験日程」

参照）内に当校より出願資格確認結果通知書を送付いたします。 

 

 

備考 提出書類 

（1） 出願資格確認書類送付書 当校所定用紙 ※２年編入出願確認用‐１ 

（2） 取得科目確認申請書 当校所定用紙 ※２年編入出願確認用‐２ 

（3） 講義要項 

２ページ「Ⅱ．出願資格」の（４）に該当する取得済み科目に

ついて、その内容が記載された講義要項の該当部分１部  

※２年編入出願確認用‐３ 

（4） 出願資格を証明する書類 

ａ．「卒業（見込）証明書」または「在学証明書」 

専修学校、短期大学または大学が発行したもの。 

ｂ．「Ⅰ．出願資格」の（４）に該当する科目が記載された

「成績証明書」各１通 
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Ⅵ．出願手続 

１．出願の流れ 

出願期間内に「『入学志願者記録票』『志望理由書』等の印刷、記入」、「入学検定料の納入」、

「出願書類の郵送」を行うことにより出願が完了します。本項目を熟読し不備のないように注意し

てください。 

チェック欄  

□ 

インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレットの準備 

自宅にない場合は、出身学校や市区町村等でインターネット環境等を提供している
場合がありますので、まずはそちらに相談してください。 

●ブラウザの設定 
・JavaScriptを有効にしてください。 

●その他必要なソフトウェア 
・志願票等（PDFファイル）を確認する場合は、Adobe Acrobat Readerを推奨します。
他のPDF閲覧プログラムでも可能ですが、レイアウトが崩れる可能性があります。 

□ 

プリンターなど印刷できる環境の確認 

当校ウエブサイト上「入学志願者記録票」｢志望理由書｣「写真票」および｢宛名ラベ
ル｣を印刷するために必要です。A4サイズの白紙に白黒で印刷してください。 

なお、上記の印刷が必要な帳票については、PDFファイルでダウンロードすること
ができますので、印刷できる環境がない場合はスマートフォン等にダウンロード
し、コンビニエンスストア等で印刷してください。 

□ 

メールアドレスの準備 

登録されるメールアドレスは、受験番号を送付するために利用するだけでなく、当
校から入学試験に関する重要なお知らせを配信することがあります。受験終了まで
変更・削除の可能性がなく、日常的に受信を確認できるメールアドレスを登録して
ください（スマートフォン・携帯電話等のアドレスも可）。 

メールアドレスをお持ちでない場合は、フリーメール（Gmail、Yahoo!メール等）
を取得してください。 

ドメイン指定受信をしている場合は、「@waseda.jp」からのメールが受信できる
ようにあらかじめ設定してください。 

□ 

入学検定料納入方法の確認（6ページ参照） 

「店頭での決済」…コンビニエンスストアで納入 

「オンライン上での決済」…クレジットカードで納入 

上記の中からいずれかを選択して支払の手続を行ってください。 

□ 

出願書類の準備（7ページ参照） 

・カラーの証明写真 2枚 （縦4cm×横3cm）写真票に関する注意事項は9ページを
確認してください。 

・出願資格を証明する書類（証明書） 

・角形2号（角2）封筒（240×332mm） 

・外国籍の方は在留資格および期間が明記された住民票 １通 
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２．出願方法 

入学検定料振込と出願書類の提出・受理をもって出願が完了します。 

出願書類は入学検定料振込後、宛名ラベルをダウンロードし封筒に貼付、簡易書留で送付してくだ

さい。出願締切日消印有効とします。なお、直接持参、書類に不備がある場合または出願期間外に

提出された場合は、一切受け付けられません。 

※出願締切日が間近のときは、簡易書留・速達郵便で送付してください。 

※出願後の入試回数、志望学科の変更は認めません。 

※出願は、当年度の入試において一度のみ認められます。 

出願の際に当校に提出した書類・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、不正行為とみなし、入学試験の結果を無効とすることがあります。なお、その場合も提出され

た書類・資料等および入学検定料は返還しません。 

 
３．入学検定料納入 

入学検定料（15,000円）は（１）「コンビニエンスストア」で納入、もしくは（２）「クレジッ

トカード」で納入のどちらかを選択してお支払ください。 

（１）日本国内のコンビニエンスストアで納入（詳細は「別紙２」を参照） 

ａ．コンビニエンスストアでの支払いに際しては、事前にパソコンもしくは携帯電話よりイン

ターネット上の「入学検定料コンビニ支払いサイト」（http://e-shiharai.net/）にアク

セスをして所定の申込手続きを完了させる必要があります。 

ｂ．支払いは、土日・祝日を問わず、24時間いつでも可能です。ただし、納入期間最終日の

「Webサイトでの申込」は23：00まで、コンビニエンスストア店頭での支払手続は23：

30までとなりますので注意してください。 

ｃ．お支払いの際にコンビニエンスストア窓口で受け取った収納証明書を、「別紙1」に貼付

し提出してください。 

※家族・知人が代理で手続をする場合でも、必ず志願者本人の情報を入力するようにしてください。 

※500円（消費税込）の事務手数料が別途かかります。 

（２）クレジットカードで納入（詳細は「別紙３」を参照） 

ａ．クレジットカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、American Expressの中からお選び

いただけます。 

ｂ．パソコンより「インターネット上の支払いサイト」（https://e-shiharai.net/card/）に

アクセスをして所定申込手続を完了させる必要があります。 

ｃ．支払い終了後、決済完了が表示されたWebページを印刷し、「別紙1」にクリップ留めし

て提出してください。 

※支払いは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です。 

※支払いに使用するカードは志願者本人以外の名義でも構いません。ただし、家族・知人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記入するようにしてください。 

※565円（消費税込）の事務手数料が別途かかります。 
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４．出願書類 

入学検定料納入後、以下当校ウェブサイトより「入学志願者記録票」「志望理由書」「宛名ラベ

ル」をダウンロードし、PDFファイルをA4サイズの紙に印刷してください。 

https://www.waseda.jp/school/art/applicants/admission/ 

出願書類 備考 

(１) 入学志願者記録票 

自筆で記入してください。PC等は使用しないでください。 

顔写真（カラー縦4cm×横3cm）裏面に氏名記入のうえ、全

面糊付けしてください。 

(２) 志望理由書 自筆で記入してください。PC等は使用しないでください。 

(３) 別紙１写真票 

顔写真（カラー縦4cm×横3cm）を全面糊付けして貼付けて

ください。切り離さずに提出してください。※写真について

の注意事項を確認してください。 

(４) 住民票（外国籍の方のみ） 

出願前３ヶ月以内に発行されたもの。 

外国籍の方は、在留期間が卒業予定年の3月20日まであるこ

とが入学の条件になります。 

(５) 

早稲田大学が発行する 

「在学証明書」 

(出願前３ヶ月以内に発行されたもの) 

出願時に早稲田大学学部・大学院に正規学生として在学して

おり、2021年度春学期も引き続き在学予定の方のみ提出し

てください。 

(６) 

早稲田大学芸術学校が発行する 

「卒業（見込）証明書」 

(出願前３ヶ月以内に発行されたもの) 

３年編入志望者のみ提出してください。  
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５．出願書類作成上の注意 

（１）入学志願者記録票・志望理由書記入 

ａ．ペンまたはボールペンで間違いのないように記入してください。※鉛筆は不可 

記入を間違えた場合は修正液等を使用せず、誤記入部分に二重線を引き、上から認印（印

鑑）を押した後、余白部分に訂正してください。※印の空欄箇所は記入しないでください。 

ｂ．最終学歴コード 

出願時点での最終学歴（在学中・退学を含む）を下表によりコードで学歴コード欄に記入

し、その学歴について記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．早稲田大学在籍コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※早稲田大学学部・大学院に在籍または卒業（修了）している方で、芸術学校を卒業している場合は、芸術学校

の卒業を優先してください。 

最終学歴名称 コード 最終学歴名称 コード 

高校卒業 ０１ 大学院修了 ３１ 

高校卒業見込（2021年3月） ０２ 大学院修了見込（2021年3月） ３２ 

大学卒業 １１ 大学院在学中 ３３ 

大学卒業見込(2021年3月) １２ 大学院退学 ３９ 

大学在学中 １３ 高専卒業 ４１ 

大学退学 １９ 高専卒業見込（2021年3月） ４２ 

短期大学卒業 ２１ 高専３年修了 ４３ 

短期大学卒業見込(2021年3月) ２２ 高専３年修了見込（2021年3月） ４４ 

短期大学在学中 ２３ 
高等学校卒業程度認定試験合格 
旧大学入学資格検定合格 

５０ 

短期大学退学 ２９ その他（専門学校・海外教育機関卒業など） ９９ 

名称 コード 

在籍なし ００ 

早稲田大学芸術学校 
(旧専門学校、旧産業技術専修学校含む) 

学科（専門課程） 

卒業見込（2021年3月） １０ 

卒業 １１ 

在学中 １２ 

退学 １３ 

早稲田大学 学部・大学院 

卒業、卒業見込（2021年3月） ２０ 

在学中 ２１ 

退学 ２２ 

川口芸術学校 学科（専門課程） 卒業、退学 ２３ 

その他（科目等履修生など） ９９ 



９ ９ 

 

 

どちらかの目が
隠れいている 

 

（２）写真票について 

ａ．縦4cm×横3cmの証明写真（出願前3ヶ月以内に撮影したカラー写真・上半身・正面・無帽・

無背景・枠無し）を使用し、裏面に氏名を記入のうえ、所定欄に全面貼付してください。 

ｂ．貼付した写真は、試験当日の本人確認や、入学後の学生証の写真として使用しますので、個人

を判別できるような写真を用意してください。また、学内諸手続きにおける本人確認、および

学内の各種Webサービス等に本人情報として登録しますので、あらかじめご了承ください。 

※写真自体が不鮮明、またはぼやけているもの、髪型の違い等により個人の判別・本人確認が困難な写真は受け付けません。 

※「携帯電話」等で個人が撮影した写真は使用できません。必ず証明写真（スピード写真可）で撮影してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．必要書類を郵送する 

入学検定料納入後、宛名ラベルをA4サイズの白紙に白黒で印刷し、市販の角型２号（角２）サイズ

（240×332㎜）の封筒に貼り付け、出願書類を封筒に入れて必ずのり付けしたうえで、簡易書留

郵便で送付してください。直接持参は一切受け付けません。 

（１）出願締切日が間近なときは、簡易書留郵便・速達扱いで発送してください。 

（２）宛名ラベルは、出願以外には使用しないでください。 

（３）出願書類受理証明書等は発行しませんので、ご自分で書留引受番号により到着を確認して

ください。 

（４）提出書類は、厳封されたものを除いて、折り曲げないでください。 

②受付できない写真例        

・両目の瞳が確認できない 

・目をつむっている 

・黒目が光っている 

・口を開けている 

・メガネフレームが目にかかっている 

・フラッシュでメガネの一部が光っている 

・明らかに自宅撮影 

・背景色に同化して身体との境目が分かりにくい 

・色調が暗い 

・にじみ・汚れがある 

①受付できる写真例        

・上部に隙間がある 

・顔の大きさが少なく

とも3分の1以上ある 

・両目の瞳が確認できる 

・肩の一部が写っている 

・体のラインが識別できる 

髪の影がかかっている 髪の目にかかっている 顔が大きすぎる 

マフラーやサングラ
スを着用している 

顔が小きすぎる 

× 
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７．出願上の注意 

（１）願書送付先 

〒１６９－８５５５ 

東京都新宿区大久保３-４-１ 早稲田大学芸術学校 

出願する入試回により、出願締切日が異なりますので十分注意してください。（３ページの出

願期間参照） 

（２）入力情報・出願書類の不備 

出願の際に入力した情報および提出した出願書類に不備があった場合、出願を受け付けないこ

とがありますので、十分注意してください。提出された書類等に不明な点があった場合は、早

稲田大学芸術学校入試係から連絡をしますので、速やかにその指示に従ってください。 

（３）出願書類の捏造・虚偽記載 

出願の際に入力した情報および当学に提出した書類・資料等に偽造・虚偽記載・剽窃等があっ

た場合は、不正行為とみなし入学試験の結果を無効とすることがあります。また、その場合も

提出された書類・資料等および入学検定料は返還しません。 

 

８．出願書類および検定料の返還 

送付された書類および納入された入学検定料は、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。 

（１）入学検定料を支払ったが、出願書類を提出しなかった。 

（２）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。 

（３）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。 

※コンビニエンスストア決済により納入された場合、返還先の銀行口座をお尋ねする文書を３月下旬に郵送しま

す。（返還先を確認後、４月下旬に振込予定） 

※クレジットカードにより納入された場合、検定料の返還に関する文書での連絡は行いません（引落口座へ５月中

旬以降に振込予定。利用明細を確認してください）。なお、返還に伴い発生する手数料は志願者の負担となりま

す。あらかじめご了承ください。 

※クレジットカード引落口座へ返還手続ができなかった場合は当校より文書にて連絡します。 

※入学検定料の返還に際しては、支払完了時の明細と支払完了後に送付される整理番号（７桁）が記載されたメー

ルを手元に保管しておいてください。 
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Ⅶ.入学試験 

１．受験票発行について 

出願書類の受理後、「受験票」をメールにて送
付します。A4サイズの用紙に印刷してくださ
い。試験日２日前までに「受験票」が届かない
場合は、当校事務所(TEL:03-5286-3911)まで
連絡してください。 
※「受験票」は、学生証交付の際にも必要となりますの

で、入学まで大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

2．受験票の携行・保管 

試験当日は、「受験票」を必ず携行してください。試験教室入室の際、受験票の提示が必要です。 
受験票を忘れたり紛失した場合は、試験当日に当校事務所（試験本部）で再発行を受けてから試験
教室へ入室してください。 
 

3．試験場 

早稲田大学西早稲田キャンパスを予定しています。試験場の詳細は、お送りする受験票で確認して
ください。試験教室及び席順は、当日試験場に掲示します。 

試験当日は試験終了まで試験場から出ることができませんので、受験に必要な物品は必ず持参して
ください（構内での物品の販売はありません）。 
 

4.入室 

試験教室への入室は12時から認めます。それ以前の入室は認めません。なお、付添いの方の待合室

はありません。 

 

5.集合 

必ず、受験票に記載されている集合時間（12時45分）までに試験教室へ入室してください。試験

に関する注意事項の説明があります。なお、試験開始後20分を経過してからの試験教室への入室は

認めません。 

 

６．退室・退場 

（１）いかなる場合も解答用紙は提出してください。 

（２）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。 

（３）試験終了後は、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出できません。
また、試験当日の状況により、混雑緩和のための時間差退出を行う場合があります。その
場合は、試験監督員・係員の指示に従って退出してください。 

（４）最終時限が終了するまで試験場から出ることはできません。 
 

７．その他 

面接は原則として受験番号順に行います。順番によっては待機時間が長くなる場合があります。 
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物 品 注 意 事 項 

鉛筆、シャープペンシル 
プラスチック消しゴム 

鉛筆、シャープペンシルはHBのみ使用を認めます。 

時計 

試験教室に時計は設置していませんので、必ず各自で持参してください。 
ただし、以下に留意してください。 
・秒針音のするものは周囲の受験者の迷惑となる可能性があるため、使

用を認めません。 
・辞書・電卓等、時計・計時以外の機能のあるものは、使用を認めません 
・通信機能のあるものは、それが電波を発しない状態であっても使用を

認めません。 
・携帯電話等を時計として使用することは認めません。 
・試験時間中に時計のアラーム音等が鳴った場合、不正行為となること

があります。 
・その他、他の受験者の迷惑になる可能性や試験の円滑な実施に支障を

きたす、または不正行為につながると試験監督員が判断した場合、試
験場において試験監督員が確認し、使用を認めない場合があります。 

マスク 写真照合の際にいったん外してもらうことがあります。 

ティッシュペーパー 袋または箱から中身だけ取り出して使用してください。 

ハンカチ、ハンドタオル 
座布団、ひざ掛け 

無地のものに限ります。 

目薬、点鼻薬 試験時間中に使用する場合は、試験監督員に申し出てください。 

鉛筆削り 他の受験者の迷惑にならない範囲で使用を認めます。 

物 品 注 意 事 項 

携帯電話、PHS、スマートフォン、
タブレット等の通信機能のある機器 

時計としての使用も認めません。必ず電源を切って、かばん
にしまってください。 

電卓、電子辞書、音楽プレーヤー、
ICレコーダー等の電子機器 

必ず電源を切って、かばんにしまってください。 

耳栓 
試験監督員の指示が聞こえない可能性がありますので、使用
を認めません。 

飲食物 ペットボトル飲料、飴、ガム等を含みます。 

鉛筆、シャープペンシル以外の筆記用具 ボールペン、蛍光ペン、赤ペン等の使用も認めません。 

下敷き 無地のものでも使用を認めません。 

帽子等 フードの着用も認めません。 

７．試験時間中に使用できる物品 

試験時間中に使用できる物品は下表の通りです。ただし、「試験時間中に使用できる物品」を使用し

ている場合でも、不正行為防止のため、必要に応じて試験監督員が確認することがあります。また、

文房具・時計等の貸し出しは行っていませんので、必要な物品は各自で忘れずに持参してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．試験時間中に使用を認めない物品 

上表の「試験時間中に使用できる物品」以外の物品の使用は原則として認めません。机上に置いて

ある場合や使用した場合は、不正行為とみなされる場合があります。 

下表に「試験時間中に使用を認めない物品」の一例を示します。 
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Ⅷ．入学試験受験に際しての注意事項と対応について 
早稲田大学では入学試験の注意事項および実施に際しての対応を定めています。受験の前に必ず確

認をしてください。 

１．不正行為 

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。 

ａ．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

の受験者の答案等を見る、他の人から答えを教わるなど）。身体や持ち物にメモをすること。 

ｂ．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。 

ｃ．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）。 

ｄ．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。 

ｅ．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。 

ｆ．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。 

ｇ．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。 

ｈ．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。 

ｉ．試験場において試験監督員等の指示に従わないこと。 

ｊ．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。 

ｋ．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。 

ａ．試験監督員等が注意をする、または事情を聴くこと。 

ｂ．別室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。 

ａ．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）。 

ｂ．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。 

 

２．受験環境 

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、発生源のかばん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
いはかばんの中から携帯電話・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）隣席の受験者の手洗いや、体調不良による入退室のため、試験監督員の指示により席を立っていた
だくことがあります。その場合でも、原則として試験時間の延長など特別な措置は行いません。 

（４）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。 

（５）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。 
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３．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。 

 

４．病気 

試験当日は救護所に医師または保健師が待機しています。試験中に病気などで受験に耐えられなく

なった場合には、その旨を試験監督員に申し出てください。ただし、診察等に時間がかかった場合

でも、試験時間の延長は認めません。なお、感染症の罹患を含む体調不良により欠席した場合で

も、追試験の実施や入学検定料の返還は行いません。 

 

５．遺失物 

物品を紛失した場合は、各試験場の監督員または係員に申し出てください。なお、入試当日の遺失

物については、早稲田大学芸術学校事務所で３ヵ月間保管し、その後処分いたします。 

 

６．付添者控室 

試験当日、受験者以外の方は試験場に入れません。 

 

７．交通機関 

（１）試験当日は、事故や混雑のため交通機関に遅れが生じる場合があります。試験場には余裕

をもって到着するよう心掛けてください。 

（２）試験場周辺の道路は混雑するため、タクシーの利用や自家用車での送迎は避けてください。 

（３）駐車場や駐輪場はありませんので、自家用車や自転車での来校は避けてください。 

（４）気象状況や事故などでJR山手線をはじめとする、首都圏の主要な交通機関が長時間運休す

るような場合には、試験開始時刻を遅らせることがあります。そのような場合は、当校

ウェブサイトでお知らせしますので確認してください。 

https://www.waseda.jp/school/art/  

 

８．服装・帽子 

（１）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）。 

（２）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、脱いでもらうことがあります。試験教室内の室温の調整に

は留意しますが、座席の配置によっては「寒い」、「暑い」など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勧めします。 

 

９．個人情報の取り扱い 

当学では、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、入学手続およびこれら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 
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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。 

 

10．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。当学

の取り組みについてはホームページをご参照ください。  

（１）セクシュアルマイノリティ学生のためのサポートガイド 

https://www.waseda.jp/inst/gscenter/news/2019/04/02/2135/ 

（２）セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド（教職員向け） 

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

（３）ダイバーシティへの取り組み  

https://www.waseda.jp/top/about/activities/diversity 

 

11．障がい等のある方への受験・就学上の配慮 

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、出願に先立ち当校事

務所（TEL：03-5286-3911）まで連絡してください。当校事務所より、連絡のあった方に対し所定の

申請用紙を送付しますので、診断書等の必要書類を添えて期限までに申請してください。 

（１）申請期限は2020年12月23日（月）です。※申請はすべて郵送に限る（締切日必着） 

（２）当校で申請内容を審査し、配慮の可否や内容を決定の上通知します。出願は、当校からの

審査結果を受け取り内容を確認した上で行ってください。 

（３）申請書に基づいて障がいの種類、程度に応じた配慮を行います。ご希望の全てに対応でき

るとは限りませんのでご了承ください。 

（４）不慮の事故や急な発病等のため、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、速やかに当校事務所（TEL：03-5286-3911）まで連絡

してください。 

（５）期限後の申請については、受験上の配慮を行えない場合があります。 

（６）日常生活において、補聴器、車椅子等を使用している方で、試験当日も同様に使用する場

合は、試験場設定等の関係から、必ず申請してください。 

 

12．被災地の志願者に対する減免制度 

早稲田大学では、被災地（災害救助法適用地域）の志願者に対して、受験・入学の機会をできる限

り保障するため、被災の状況により、入学検定料や入学金、学費等の減免制度を用意しておりま

す。被災された方で、減免を希望する方は、以下のURLを参照してください。 

https://www.waseda.jp/inst/admission/others/exemption/ 

ご不明な点については、早稲田大学入学センター（TEL：03-3203-4331）までお問合せください。 
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Ⅸ.合格者発表と入学手続 

１．合格者発表 

当校ウェブサイトにて各回14：00に発表。（発表日は３ページ参照） 

https://www.waseda.jp/school/art/  

 

２．入学手続書類郵送 

合格者へは入学手続書類を簡易書留・速達郵便で発送します。 

なお、電話やメール等による合否の問合せ、および願書記載の住所以外への郵送には一切応じられません。 

 

３．入学手続 

入学手続方法および手続に必要な書類の詳細は、合格者に配付される「入学手続の手引き」に記載

しますのでここでは概略のみを説明します。あらかじめ念頭において誤りのないように入学手続を

行ってください。入学手続は、入学手続期間内に「入学手続料（入学金・学費（春学期））の振

込」「WEB入学手続」「入学手続書類提出」のすべてを行うことにより完了します。入学手続期間

終了後の手続は、どのような事情があっても一切認められません。 

 

４．2021年度入学者 入学金・学費（２・３年次） 

 
 
 
 
 
 
 
 
※入学年度秋学期の学費口座振替予定日は10月1日となります。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。 

※次年度以降の学費は、次の内訳となります。 

春学期……授業料（春学期分）、教育環境整備費（春学期分）、実験実習料（春学期分） 

秋学期……授業料（秋学期分）、教育環境整備費（秋学期分）、実験実習料（秋学期分） 

 

5.入学金免除（返還）の取り扱い 

下表に該当する者が当校へ入学する場合は入学金が免除、もしくは半額免除となります。 

一度提出した書類および納入した入学金（登録料）、学費（春学期分）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（春学期分）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

にお渡しする「入学手続の手引き」をご参照ください。  

早稲田大学の在学生（2021年4月1日時点）、または卒業者 

在学生 入学金の免除 

卒業者 入学金の半額免除 

芸術学校［旧専門学校、産業技術専修学校］（専門課程）の卒業者または退学者 ※他学科に入学する場合 

卒業者、退学者 入学金の免除 

川口芸術学校の卒業者または退学者 

卒業者、退学者 入学金の免除 

学科 
［産業技術専門課程］ 

納入期 入学金 
学  費 

合 計 額 
授業料 教育環境整備費 実験実習料 

建築都市設計科 

春学期 
(入学時) 

260,000 290,000  75,000 20,000 645,000 

秋学期 － 290,000  75,000 20,000 385,000 

合計額 260,000 580,000  150,000  40,000 1,030,000  

(単位：円) 
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早稲田大学芸術学校（早稲田大学 西早稲田キャンパス）案内図 

 
交通案内 
 
 
 
 
 
 
 
 

早稲田大学芸術学校 
住所 〒169-8555 

東京都新宿区大久保３－４－１ 

電話 03-5286-3911 

FAX 03-5286-3469 

URL https://www.waseda.jp/school/art/ 

E-mail aaschool@list.waseda.jp 

事務所開室時間についてはお問合せください。 

電車  バス 

東京メトロ副都心線 「西早稲田駅」3番出口直結  都営バス「早大理工前」徒歩1分  

JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線 「高田馬場駅」徒歩15分  ［池86］池袋駅東口⇔新宿伊勢丹・渋谷駅 ［早77］新宿駅西口⇔早稲田 

JR山手線 「新大久保駅」徒歩15分  ［高71］九段下⇔高田馬場駅前  

都営地下鉄大江戸線 「東新宿駅」 徒歩15分    


