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一	 都の西北　早稲田の森に　聳ゆる甍は　
	 われらが母校　われらが日ごろの　
	 抱負を知るや　進取の精神　学の独立
	 現世を忘れぬ　久遠の理想
	 かがやくわれらが　行手を見よや
	 わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　
	 わせだ　わせだ　わせだ

二	 東西古今の　文化のうしほ　一つに渦巻く
	 大島国の　大なる使命を　担ひて立てる
	 われらが行手は　窮り知らず　やがても久遠の
	 理想の影は　あまねく天下に　輝き布かん
	 わせだ　わせだ　わせだ　わせだ
	 わせだ　わせだ　わせだ

三	 あれ見よかしこの　常磐の森は
	 心のふるさと　われらが母校
	 集り散じて　人は変れど　仰ぐは同じき
	 理想の光　いざ声そろへて　空もとどろに
	 われらが母校の　名をばたたへん
	 わせだ　わせだ　わせだ　わせだ
	 わせだ　わせだ　わせだ
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Step into the future
早稲田大学高等学院は、早稲田大学建学理念に基づき設置された学校であり

卒業生全員に、早稲田大学へと進む道が約束されています。

つまりここには、受験にとらわれない“学びの自由”があります。

自らの探究心に沿って、勉強やクラブ活動に思う存分に打ち込みながら、

それぞれが思い描く未来への道を切りひらいて行くことができます。

ようこそ高等学院へ。ここからあなたも、早
わ せ だ じ ん

稲田人の一人です。



　多感でエネルギーにあふれ、未知の可能性に恵まれた青春期の若者が、直接顔を合わせて集う早稲田の杜。しか
も、受験によって枠づけられてしまう状況と決定的に異なる大学附属校という環境。さらに、早稲田大学教旨にいう
「学問の独立」、すなわち何ものをもおそれない「自由討究」によって、世界の人々 とともに「真理」を追究し世界の平
和に貢献する、という学風と伝統を有する早稲田大学と一体の空間と時間。これが皆さんの学び舎になります。

　この時間と空間、同世代の集いのなかで、何をしますか？何をすべきですか？それは、挑戦です、トライすることです。
挑戦し打ち込んでみることです。早稲田大学教旨にいう「学問の活用」、すなわち実践のあるところに真理探究もある
のです。知識を獲得することは、それを単に脳のひだに納めておくことではありません。何かを生み出し、世の中に活か
し、変える何かを生み出すこと、これが「学問の活用」であり実践です。皆さんの挑戦を待つ問題は、世界に充ち満ちて
います。社会の問題、科学の問題、文化の問題、自然の問題、身近な人間の問題等々未だ答えのない問題が、皆さんの知
的活動に裏打ちされた挑戦を待っています。社会的な実践を伴う挑戦だけを指しているのではありません。未解決の
問題に知的に挑戦することこそが、本質と言うことができます。
　同世代が集うことの意味もここにあります。ベクトルを異にする様々な能力、持ち味、問題意識、個性が切磋琢磨す
る場、仲間の異質さと優秀さに刺激され、それを認め、別な面での己の異質さと優秀さを育て発揮し認め合う、この
ような開放的な多様性、多様な個性の挑戦が顕現する場、これこそが早稲田大学高等学院のあり方です。

　学校は皆さんの挑戦をサポートしていきます。一つは、皆さんの未知なる問題への挑戦を、伝統的な早稲田の学風
－自由－がサポートします。これは、「寛容」と言い換えても良いでしょう。答えの未だ明らかでない問題への挑戦は、
リスクを伴うものです。失敗、エラーの危険と裏腹のものです。失敗が許されない環境では、挑戦も許されません。
リスク・テイクする自覚が、責任意識も自律の精神も生み出します。私たちは、自由の学風に裏打ちされた寛容をもっ
て、皆さんの挑戦をサポートします。そして、エラーから学んでより大きな挑戦に進む、タフに挑戦し続ける皆さんを
応援します。
　二つは、アカデミックなサポートです。高等学院では、未知の学問的な問題を熱心に探究している研究心を有する
教員が教鞭を執っています。アカデミックに問題を探究する挑戦をしているという点で、皆さんと共通項を持ってい
るのです。深い教養、鋭い研究心と能力が育成される環境、これが、皆さんの挑戦をより意味あるものにする助けに
なるでしょう。
　皆さんが、学び、学びを世の中に活かし、変える何かを生み出すに材料となるものを獲得してもらえるように、高等
学院は努めています。

　後のページに、学院生がいかに学びの場を身近から世界にまで拡げ、知的な活動に裏打ちされた挑戦をしている
か、また、学校のサポートがいかなるものか、語られています。とはいえ、早稲田大学高等学院も時代の新しい変化の
中で、新たな挑戦、自己変革の挑戦のただ中にあります。皆さんが、その変革と挑戦にともに挑んでくれることも期待
しています。学び、挑戦しましょう。エラーをおそれることなく、アカデミックな探究心をもって果敢なトライへ。

高等学院教育目的 （昭和24年）

本学院は、早稲田大学建学の精神に基づき、中学校における教育の基礎の上に高等普通教
育を施し、一般的教養を高め、健全な批判力を養い、国家及び社会の形成者として有為な
人材を養成するとともに、更に進んで深く専門の学芸を研究するに必要な資質を育成す
ることを目的とする。

高等学院中学部教育目的 （平成21年）

本学院中学部は、早稲田大学建学の精神に基づき、初等教育の基礎の上に高等学院、
大学各学部へつながる前期中等教育を施し、健やかな心身、高い知性、豊かな感性を
育み、社会に有為な人材を育成することを目的とする。

早稲田大学教旨 （大正2年 /昭和24年改訂）

早稲田大学は学問の独立を全うし学問の活用を効し

模範国民を造就するを以て建学の本旨と為す

早稲田大学は学問の独立を本旨と為すを以て

之が自由討究を主とし　常に独創の研鑽に力め以て

世界の学問に裨補せん事を期す

早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て

学理を学理として研究すると共に之を実際に応用するの道を講し以て

時世の進運に資せん事を期す

早稲田大学は模範国民の造就を本旨と為すを以て　個性を尊重し

身家を発達し国家社会を利済し

併せて広く世界に活動す可き人格を養成せん事を期す

早稲田大学創設者 大隈 重信
1838年肥前藩（現在の佐賀県）に生まれる。中央政府に参画し、明治
14年の政変で野に下った後、立憲改進党を組織。2度にわたり首相と
なる。『報知新聞』『新日本』『大観』などを創刊、該博な知識と壮大な
理想、自由闊達な人柄で広く民衆の人気を集める。1922年没。

エラーからトライへ
－寛容な環境とアカデミックな探究心が挑戦を生む－

Message from the President

学院長

本杉 秀穂
Motosugi Hideho
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早稲田大学・高等学院史
明治15年（1882）  大隈重信による本大学の前身「東京専門学校」創設 

政治経済学科、法律学科、理学科、英学科の 
4学科を設置

23年（1890） 文学科を増設

31年（1898） 第一次大隈内閣発足

33年（1900） 初の海外留学生（2名）を派遣

35年（1902） 早稲田大学と改称、政治経済学科、法学科、文学科を置く

36年（1903） 高等師範部を新設、早慶野球戦開始

37年（1904） 「専門学校令」による大学となる。商科を増設

40年（1907） 校歌制定

41年（1908） 高等予科の授業を開始

42年（1909） 理工科を増設

大正  3年（1914） 第二次大隈内閣発足

9年（1920） 「大学令」による大学となり、政治経済学部、法学部、文学
部、商学部、理工学部が発足
 旧制早稲田大学早稲田高等学院を設置 

昭和  2年（1927） 大隈記念大講堂落成

24年（1949） 新制早稲田大学11学部（第一・二政治経済学部、第一・
二法学部、第一・二文学部、教育学部、第一・二商学部、
第一・二理工学部）設置 / 
 新制早稲田大学附属早稲田高等学院開校 

 25年（1950）  早稲田大学附属早稲田高等学院を早稲田大学高等学院に改称   

 26年（1951） 新制早稲田大学大学院6研究科（修士課程）設置

 28年（1953） 新制早稲田大学大学院6研究科（博士課程）設置

31年（1956）  高等学院 練馬区上石神井に移転 

41年（1966） 社会科学部設置

43年（1968） 第二理工学部廃止、第一理工学部を理工学部を改称

48年（1973） 第一政治経済学部新聞学科および自治行政学科、第二政
治経済学部、第二法学部、第二商学部を廃止第一政治経
済学部を政治経済学部に、第一法学部を法学部に、第一
商学部を商学部に改称

54年（1979）  新制高等学院設立30周年記念式典 

57年（1982） 創立100周年記念式典、本庄高等学院開校

62年（1987） 人間科学部設置

平成   2年（1990） 大学院教育学研究科設置

3年（1991） 大学院人間科学研究科設置

6年（1994） 大学院社会科学研究科設置
総合学術情報センター開館

7年（1995） 理工学総合研究センター開館

  9年（1997） アジア太平洋研究センター設置

10年（1998） 大学院アジア大平洋研究科設置

11年（1999）  新制高等学院設立50周年記念式典 

12年（2000） 大学院国際情報通新研究科設置

13年（2001） 大学院日本語教育研究科設置

15年（2003） スポーツ科学部設置／大学院情報生産システム研究科
設置／大学院公共経営研究科設置／川口芸術学校開校

16年（2004） 国際教養学部設置／大学院法務研究科設置／大学院
ファイナンス研究科設置

17年（2005） 大学院会計研究科設置

18年（2006） 大学院スポーツ科学研究科設置

19年（2007） 創立125周年記念式典、本庄高等学院共学化／第一・第二
文学部を文化構想学部・文学部に、理工学部を基幹理工
学部・創造理工学部・先進理工学部に改組／理工学研究
科を基幹理工学研究科・創造理工学研究科・先進理工学
研究科に改組／大学院環境・エネルギー研究科設置

20年（2008） 大学院教職研究科設置

22年（2010）  早稲田大学高等学院中学部開設 

25年（2013） 大学院国際コミュニケーション研究科設置／グローバル
エデュケーションセンター設置

28年（2016） 大学院経営管理研究科設置

※所定の基準を満たす卒業生は全員、早稲田大学に進学できます。

早稲田大学への進学 2017年3月卒業生

学部・学科等 進学者数
  政治経済学部 110

政治学科 38

経済学科 47

国際政治経済学科 25

  法学部 85

  文化構想学部 16

  文学部 7

  教育学部 19
教育学科教育学専修 4

教育学科生涯教育学専修 0

教育学科教育心理学専修 0

教育学科初等教育学専攻 1

国語国文学科 1

英語英文学科 1

社会科地理歴史専修 2

社会科社会科学専修 3

理学科生物学専修 4

理学科地球科学専修 0

数学科 2

複合文化学科 1

  商学部 45

  基幹理工学部 50
学系Ⅰ　数学科
　　　　応用数理学科 2

学系Ⅱ　応用数理学科
　　　　機械科学・航空学科
　　　　電子物理システム学科
　　　　情報理工学科
　　　　情報通信学科

29

学系Ⅲ　情報理工学科
　　　　情報通信学科
　　　　表現工学科

19

学部・学科等 進学者数
  創造理工学部 54

建築学科 14

総合機械工学科 10

経営システム工学科 16

社会環境工学科 8

環境資源工学科 6

  先進理工学部 43
物理学科 4

応用物理学科 3

化学・生命化学科 2

応用化学科 8

生命医科学科 6

電気・情報生命工学科 20

  社会科学部 30

  人間科学部 1
人間環境科学科 0

健康福祉科学科 0

人間情報科学科 1

  スポーツ科学部 1

  国際教養学部 9

合計 470
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2年次からのゆるやかな文・理コース制

Senior High School

【注】所定の条件を満たせば、理系コースから文系学部・学科へ進学することができる。

文系学部・学科

理系・文系
共通学部・学科

理系学部・学科

【注】

理 系

文 系

理 系

文 系

１ 年 3 年2 年

共 通

進 学 学 部

政治経済学部、法学部、文化構想学部、
文学部、教育学部（教育学科【初等教育
学専攻を除く】・国語国文学科・英語英文
学科・社会科）、商学部、社会科学部

教育学部（教育学科初等教育学専攻・
複合文化学科）、人間科学部、
スポーツ科学部、国際教養学部

教育学部（理学科・数学科）、
基幹理工学部、創造理工学部、
先進理工学部

早稲田大学高等学院
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※クラブ活動は申請により1時間の延長が認められます。
※土曜日は第４時限までとなります。

Senior High School

2･3年次選択科目
高等学院を卒業した生徒は早稲田大学の
各学部へ進み、それぞれ専門の分野を修め
ていくことになります。選択科目は、そうし
た将来に向けて生徒自身が学問に対する探
究意欲を持ち、自己の適性や興味を考えな
がら深く幅広い学力を身に付けることがで
きるように、2・3年次に設置されています。

■ 3年次（計11単位）
文　系 理　系

科　目 単位 科　目 単位
世界史B・地理B 3＊ 数学Ⅲ（b） 2
数学Ⅲ（a） 3 数学Ⅲ（c） 2
古典A 2 物理（後） 2
第二外国語Ⅳ 2 化学（後） 2

学校設定科目
国語表現演習 1

学校設定科目
生物学通論 2

学校設定科目
物理応用 1

■ 2年次（計8単位）
文　系 理　系

科　目 単位 科　目　 単位
日本史B（a） 2 物理（前） 2
日本史B（b） 2 化学（前） 2
地理A 2 数学B 2
現代文A・
学校設定科目
英語応用

2＊ 日本史A 2

文・理コース別選択科目 ＊印は1科目選択

教　科 1年次科目 単位 2年次科目 単位 3年次科目 単位

国　語
国語総合 現代文 2 現代文B（前） 2 現代文B（後） 2

国語総合 古典 2 古典B（前） 2 古典B（後） 1

地理歴史 世界史A 2

公　民 倫　理 2 政治・経済 2

数　学
数学Ⅰ 3 数学Ⅱ（a） 2

数学A 2 数学Ⅱ（b） 2

理　科
物理基礎 2 生物基礎 2

化学基礎 2 地学基礎 2

保健体育
体　育 2 体　育 2 体　育 3

保　健 1 保　健 1  

外国語

コミュニケーション英語Ⅰ（a） 2 コミュニケーション英語Ⅱ（a） 2 コミュニケーション英語Ⅲ（a） 1

コミュニケーション英語Ⅰ（b） 1 コミュニケーション英語Ⅱ（b） 1 コミュニケーション英語Ⅲ（b） 2

英語表現Ⅰ 2 英語表現Ⅱ（前） 2 英語表現Ⅱ（後） 2

ドイツ語Ⅰ・フランス語Ⅰ・
ロシア語Ⅰ・中国語Ⅰ 3＊

ドイツ語Ⅱ・フランス語Ⅱ・
ロシア語Ⅱ・中国語Ⅱ 3＊

ドイツ語Ⅲ・フランス語Ⅲ・
ロシア語Ⅲ・ 中国語Ⅲ 2＊

家　庭 家庭基礎 2

情　報 社会と情報（前） 1 社会と情報（後） 1

芸　術 音楽Ⅰ ・ 美術Ⅰ ・ 書道Ⅰ 2＊

選択科目

文理コース別選択 8 文理コース別選択 11

自由選択科目 2＊

大学準備講座 2＊

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間 1 総合的な学習の時間 1

ホームルーム 1 1 1

合　計 34 34 32

教育課程　週6日制
＊印は1科目選択

高等学院では、高・大一貫教育のもとに、健康と知性の育成、
豊かな人間形成を目指しています。学院生には、将来、
早稲田大学へ進学し、深く専門の学芸を研究するために
必要な資質としての知的好奇心や知的探究心が求められており、
そのために、独自の教育課程を編成しています。

それぞれの
思い描く未来へ

教育学部（教育学科初等教育学専攻・
複合文化学科）、人間科学部、
スポーツ科学部、国際教養学部

第1時限   8：40～   9：30

第2時限   9：40～ 10：30

第3時限 10：40～ 11：30

第4時限 11：40～ 12：30

（昼休み） 12：30～ 13：10

第5時限 13：10～ 14：00

第6時限 14：10～ 15：00

クラブ活動
  4～ 9月　 ～ 18:00※

10～ 3月　 ～ 17:00※

■ 生活時間（通年）

高 校
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Senior High School

　「みんな違って、みんないい」金子みすゞの詩の一節です。「みんな違」うのは当たり前の
ことですが、そこに「みんないい」と続くことで、元気をもらえる気がします。言葉の力で
すね。何となく感じていることに、きちんと形を与える。それによって認識として明確化
し、人と分かち合う。思いは言葉になり、言葉は贈り物（ギフト）となって人に届きます。
　ところで、先の詩が人々に愛誦されているのはなぜでしょうか。「みんな違」うことよ
りも、みんな同じであることが求められるような状況があるからかもしれません。「出
る杭」にならないように、「長いもの」に巻かれて過ごそうとする。それは、安穏とした日
常を保証してくれるでしょうが、引き替えに、大切な何かを手放してしまうことになりそ
うです。
　一人一人が異なっている以上、皆それぞれが特別で特殊な力や才能を持っています。
天賦の才、これも贈り物ですね。その力や才能の芽を大切に育んでいきましょう。そう
やって一人一人が個として成長し、自分たちの贈り物を交換し合い、お互いを高めていく。
　学院はまさにそれができる環境です。言葉の力を自分のものとしつつ、それぞれ異
なった個性を、じっくり、コトコト、熟成させて欲しいと願っています。

言・異・個と 
（こと・こと・こと）

国語担当   中村 良衛
　「理科離れ」が叫ばれて久しいですが、実験をしているときの生徒の目の輝きを見る
と「理科離れ」なんて何かの間違いではないのかと感じてしまいます。カルメ焼きがふ
くらんだときの喜んだ顔、蒸留の実験装置を組むときの真剣な顔、中和滴定の実験で
正確なデータが出なくて悩んでいるときの顔、どの顔を見ても生徒たちには子供らし
い好奇心があふれていて、「理科離れ」なんていったい誰が言っているのか疑問に思っ
てしまうほどです。でも、もし「理科離れ」が本当だとしたら、その原因は科学技術の
ブラックボックス化が進んでしまったことなのではないでしょうか？スマートフォンな
んてその最たるものですね。ボタンすらなくなってしまったんですから！そんなブラッ
クボックス化した世の中でも、自分の手を動かして実験をすることを大切にする。そ
れが私の理科教育の基本スタンスです。高等学院の実験では二人で一組が基本、手
持無沙汰になる生徒は一人もいません。レポートの書き方も一から丁寧に指導します。
手を動かして実験をすること、基本を大切にすること、このスタンスは中学でも高校で
も変わりません。みなさんこの高等学院で、将来大発見をするための科学の基礎体力
トレーニングを一緒にしませんか？

科学の基礎体力 
トレーニングを学院で！    

化学担当   竹田 淳一郎    

教員からのメッセージ

知的探究心を育み知的探究力を培う
－ 「問題発見」から「卒業論文作成」まで　総合的な学習の時間 －
「総合的な学習の時間」では、未解決・未発見の問題に果敢
に挑戦して本質的な問いを見出そうとする知的探究心を
育むとともに、情報収集・分析・仮説を立てて論証・考察で
きる知的探究力を磨きます。さらに、少人数のゼミ活動で
発表や議論を経て論文として世に提案するところまで2年
間かけて挑戦します。未曾有の「人口構成の変化」や「地球
大の格差」「多文化共生」など、各自の問題意識を深め、いわ
ば不透明な時代を主体的に切り拓いていく力を培う知的
挑戦の場です。

優秀論文の題目一覧
『早稲田大学高等学院 論文・作品集（2016年度）』に掲載された卒業論文の題目です。
粘土化物の物理・化学的性質に対する日本産非表層性フトミミズの及ぼす影響／現行リフレーション政策の再検討／Study on 

Controlling Factors of Nocturnality in Dorucus titanus／戦後における在日朝鮮人政策の転換と「定住化」認識の顕在化／文
化大革命とは何か／記号代数の転換点／ＦＣ東京の経営／位置情報を利用した情報提供アプリ「なびにばる」の開発とリーンスター
トアップに基づくその有用性の検証／生活保護制度の現状と課題／マイナンバー法は日本には必要ない／弓道の科学的研究／正
当防衛時の退避義務に関する一考察／夏目漱石「三四郎」論／中国ネット事情と社会主義市場経済／太陽光パネルの特性と効率

５名

５名

５名

５名

卒業論文の執筆に取り組む（12,000 字以上）
・各自が興味を持つ問題からテーマを設定
・授業は、教員１名に生徒１０名のゼミ形式

・他ゼミと合同の中間報告会を行う
・２年生の前で卒業論文発表会を行う

教員１名

生徒１0名

２
年
次

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
技
術
・
論
文
執
筆
技
法
を
習
得
す
る

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
力
を
身
に
つ
け
る

３
年
次

4 クラスから各 5名

① アンケート資料の分析

② 問題を発見し、仮説を立てる

③ 仮説が正しいか論証

④ 論証の過程をプレゼンテーション

⑤ 共有と議論により問題を深める

⑥ 小論文を作成

⑦ 相互に批評

１クラス２０名

高 校
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Senior High School

「辞書的な」発音
　 v.s. 「実際の」発音    

英語担当   出崎 彰人

高校で第二外国語を
学ぶということ

中国語担当   小宮山 花世
　米国では2017年にトランプ大統領が誕生しましたが、クリントン氏との激しい選挙戦直後
の勝利演説の中で、彼は“I’ve just received a call from Secretary Clinton.”と言い
ます。まず、インターネットで検索してこの発話を聞いてみて下さい。“Clintonは”/klɪntən/と
辞書通りには発音されておらず、多くの学習者にとってそれを聞き取ることは難しいかもし
れません。この発話においてトランプ氏が最も伝えたかったことは他の誰でもなく「クリン
トン氏」から電話があったことですから、この一語を聞き逃すことは致命的です。
　双方向の会話などではネイティブスピーカーと同じように発音できることは必ずしも重要
ではありません。理解できない場合は相手に確認することが可能だからです。一方、リスニ
ングとなると演説や大学での講義、駅でのアナウンスのように聞き返すことが不可能な場合
が多々あり、「実際の」発音に慣れていると非常に有利となります。
　学院には様々な英語の授業がありますが、その多くにおいてauthenticityを重視してい
ます。この理念に基づきリスニングの授業では「実際の」発音に触れそれを学ぶ機会を設け
ています。その「実際の」発音に着目して英語をとらえることを経験し、英語コミュニケーショ
ン力のレベルアップにつなげてもらいたいと思います。

フランス語の授業

ロシア語の授業

ドイツ語の授業

中国語の授業

高等学院では、早稲田大学のネットワーク環境を利用できる
Waseda IDを全生徒が取得しています。授業においては、教科「情
報」やコンピュータ関連の選択科目ではもちろん、「総合的な学習
の時間」におけるプレゼンテーションや卒業論文作成においても
コンピュータを活用しています。また、放課後や昼休みに開放され
るコンピュータ教室は、レポートや課題の作成、メールや早稲田大
学授業支援ポータルサイトでの課題提出などに利用さています。
A.I.の時代を見据え、プログラミングや統計データの活用などを取
り入れたカリキュラム編成など、新しい試みを進めています。

情報教育の徹底

高等学院では、「ドイツ語・フランス語・ロシア語・中国語」を選択必
修科目としています。4つの言語の中から1つの言語を入学時に選
択し、全員が3年間、その言語を学びます。高等学院在学中に、各言
語の検定試験を受検する生徒も大勢いる他、ドイツ語履修者を対
象にした「ドイツ政府高校生招聘事業」への参加、フランス語履修
者による「フランス語スケッチコンクール」への出場など、幅広い
場面で学習活動を行っています。
早稲田大学への進学後は、高等学院で履修した言語と同じ言語を
履修すれば、学部によっては中級クラスに入り、さらにレベルの高
い学習を続けることもできます。また、言語によっては海外名門大
学とのダブルディグリープログラムに参加し、学位を取得する機
会もあります。

第二外国語の必修

　本校は高校から第二外国語を必修科目として設定している数少ない学校です。ドイ
ツ語、フランス語、ロシア語、中国語のうちの一言語を、三年間を通じて学ぶと共に、机
の上の学習に留まらない様々な活動も行っています。
　言語を学ぶということは、文化を学ぶということです。言語には、その文化が色濃く
反映されています。文化を無視して言語のみを学んでも、本当の意味で言語を使える
ようにはなりません。例えば、中国では道ですれちがったとき、「　　　　　？（あなた
ご飯を食べましたか？）」と聞かれることがよくあります。文法的に言えば、一年生程
度の表現です。しかし、あなたがご飯を食べたかを本当に聞きたいわけでも、ご飯に誘
おうとしているわけでもありません。単純に、日常の挨拶として声をかけているだけな
のです。ここには“食”を大事にする中国の文化がよく表れています。
　高校生という若い時期に、第二外国語という武器を身に付けることは、素晴らしい強
みになります。早くから基礎を固め、大学に進学して、語学力をより高めることもでき
ますし、何より、多種多様な文化を理解する基礎を作ることにつながります。言語を学
ぶということは、世界とつながるチャンスをつかむことなのです。

高 校
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大学正規授業の履修

学部生・大学院生との懇談会

１学期 ２ 学期 ３ 学期

6月

3理工（基幹、創造、先進）
学部教員による学部説明会
場所：西早稲田キャンパス

6月

キャリアデザイン
講義

10月

キャリアデザイン
講義

12月

総合選抜

5月

モデル講義（3年生対象）
場所：早稲田キャンパス他

9月

各学部（3理工以外）
学部教員による学部説明会

場所：高等学院

1月

進学先学部の決定

2・3月

大学入学前教育

高等学院では、2・3年次の「文・理コース別選択
科目」の他に、特色のある選択科目を設置し、高
校の学習内容にとどまらない授業を展開して
います。それが３年次において履修する「大学
準備講座」および「自由選択科目」です。その中
には、学部生に交じって大学で講義を受ける授
業や、大学教員が学院に来て講義を行う授業も
含まれています。生徒は学部への進学をイメー
ジしながら、それぞれの興味と関心をもとに、
学びたい授業をそれぞれ１科目履修します。

特色のある選択科目、
大学準備講座と自由選択科目
－ 建学の理念 ｢学問の独立｣ ｢学問の活用｣ を目指して －

国　語 論文のための文章講座 /プレゼンテーション・セミナー
地　歴 現代世界の諸問題 / 現代史特論
公　民 法学特論 / 経済学・政治学特論 / ビジネス入門
数　学 理工線形代数 / 基礎数学
理　科 理工学特論 / 現代の生命科学 / 数理物理 / 基礎物理 / 化学1 / エネルギー・環境概論
芸術・家庭 建築素描
英　語 TOEFL-TOEIC演習 / English Conversation /基礎英語
第二外国語 グローバルに活躍するためのフランス語 /ドイツ語演習 / 中国語演習
学校設定 経済系の数学リテラシー

大学準備講座（2017年度開講）

国　語 文学！？ /演劇ワークショップ
地　歴 ｢古代文明｣と考古学～インカ帝国研究入門 / 災禍と再生の都市～江戸、ロンドン、東京～
公　民 国際社会学 / 思想研究
数　学 解析数論入門 / 「数」の基礎
理　科 人間生活における科学と技術 / 実験で学ぶ生物学 / 理工系のためのプログラミング入門 / 化学2 / 応用地球科学
保　体 バスケットボール / サッカー / トレーニング理論及び実技
芸術・家庭 音楽 / 美術・工芸/ 食品科学 /書～古典臨書から自己表現の追求へ～ 

英　語 Advanced Reading and Writing

第二外国語 初心者のためのフランス語・フランス文化 / ロシア語日常会話 / ドイツ語会話 / 中国語会話
学校設定 統計学入門

自由選択科目（2017年度開講）

学部進学説明会
基幹・創造・先進の理工3学部では、西早稲田キャンパスで、
毎年6月に学部教員による学部説明会が開催されます。また
9月には各学部（理工３学部以外）から教員を招いて、高等学
院で、学部説明会を開催します。いずれも生徒・保護者が対
象です。生徒にとっては自身の進路を考える機会であるとと
もに、早稲田大学について知る機会にもなっています。

モデル講義
毎年5月に3年生を対象にして、早稲田大学の各キャンパ
スで実施されます。進学を希望する学部への理解を深め
るとともに、学部進学への動機付けとして重要な役割を
担っています。

大学正規授業の履修
早稲田大学グローバルエデュケーションセンターの設置
科目には、高校生の聴講が認められている科目がありま
す。毎年100名近くの学院生が、この制度を利用し大学
正規授業を履修しています。なお、修得単位は、先取り単
位として、学部進学後に認定されるものもあります。

大学教員による授業
3年生が履修する大学準備講座や自由選択科目には「理
工学特論」や「文学 !?」のように、大学教員が中心となっ
て授業を行う科目が設置されています。それぞれの分野
における最先端の知見を得ることができる授業です。

学部生・大学院生との懇談会
高等学院OBの学部生・大学院生を中心に、各学部にお
ける大学生活や研究活動について、学院生と懇談する機
会を設けています。学院生にとっては、数年先の将来像
をイメージするのに大いに役立っています。

その他
法学部の教員と連携して「模擬裁判」を毎年実施してい
ます。また卒業論文作成において大学の実験施設を利用
することや、大学教員から指導や助言を受けることもあ
ります。

Senior High School

高大一貫教育の推進
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Senior High School

高等学院では、生徒が各自の興味や関心に沿った研究活動を行うことを
奨励しています。
研究テーマ選びから、研究計画の立案、実行までを主体的に進めること
で、生徒自らが問題を発見し、その解決に取り組む姿勢を身につけてい
きます。「高等学院同窓会学研究術奨励金」をはじめ、研究活動をサポー
トする仕組みも整っています。

高等学院は、科学技術や理科・数学教育を重点的に行う文部科
学省指定のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）として、過
去10年間にわたり幅広い取り組みを展開してきました。その間
に蓄積されたノウハウを基に、カリキュラムやプロジェクトをさら
に充実させ、継続して理数系教育の強化を図っています。課題
研究に取り組む生徒や、科学技術オリンピックに挑戦する生徒へ
のサポートに加え、サイエンス研究に取り組む高校生約350名が
集って研究成果を発表し合い、一流研究者の助言も得られる「首
都圏オープン」も主催して、切磋琢磨の場を創出しています。

高等学院では、生徒の主体的な研究活動をサポートするために、
同窓会の支援により「高等学院同窓会学術研究奨励金」制度を
設けています。生徒自身が研究計画を立てて応募し、奨励研究
として採択されれば、研究にかかった費用の一部が補助される
制度です。

理数系教育の充実 奨励金制度による支援

科学コンテスト・学会発表の主な受賞歴
2006年 日本地質学会　優秀賞
2008年 日本水産学会春季大会　最優秀賞
2010年 第54回日本学生科学賞東京都大会　最優秀賞
2013年 SKYSEF2013（21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム）

環境部門　第1位
2014年 日本物理学会ジュニア部門　審査員特別賞
2014年 化学グランプリ本選　銅賞
2015年 生物学オリンピック本選　銅賞
2016年 日本物理学会ジュニア部門　審査員特別賞
※2016年度の詳細についてはP.14をご覧ください。

2016年度採択された研究課題（抜粋）
●��透明骨格標本を用いた研究
●��ドローンのモーター制御
●��発行バクテリアに関する研究
●��電磁誘導によるリニアモーターを利用した懸垂式モノレールの
 仕組みについての研究
●��国境地域における異文化の接触と摩擦に関する研究
●��城郭の戦略性、城と城下町の関係に関する研究
●��レスキューロボットの開発と改良
●��クワガタムシ類の夜行性についての研究
●��ストームグラスの結晶化に及ぼす温度変化の影響
●��琉球・沖縄のアイデンティティを探究する
●��缶サット及び水ロケットの開発
●��BZ反応の酸化剤、金属触媒の研究
●��位置情報を利用した情報提供アプリ「なびにばる」の開発とその検証

研究活動の奨励

Student's  Voice

SSHのプログラムで、私はプレゼンテーション担当としてミミズの研究についての発表に携わっ
てきました。もともと人前に立つことが苦手で、練習を始めた当初は、言葉に詰まることも多く
苦労しました。しかし、練習や実践を続ける中で徐々に上達し、世界8カ国の高校生が集う「21世
紀の中高生による国際科学技術フォーラム」において、英語の口頭研究発表で1、2年次に連続で
賞をとることができました。心掛けたのは、身振りを大げさにし、大きな声ではっきりと話すこ
とです。これにより緊張を忘れることができ、人にも伝わりやす
くなります。スライドの見せ方や話し方など、分りやすく伝える
工夫を重ねることもプレゼンテーションの面白さだと知りまし
た。高等学院は、チャンスの宝庫です。小さなチャンスでも思い
切ってそれをつかむことで、形に残る結果を得られることを私は
身をもって知りました。自分を変えために、皆さんもいろいろな
ことに興味を持って挑戦を重ねてください。

プレゼンテーションの技術を磨き
国際的な研究発表の場で成果を発揮

3 年　大槻 竜也

高 校
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多文化共生空間の創造・維持・発展

グローバルリーダーを育てる環境づくり

学校法人早稲田大学 早稲田大学高等学院 平成26年度スーパーグローバルハイスクール構想調書より

五賢人との
出会い

外国人との
議論

地域社会
との連携

企業・ＮＧＯ等
との協働

大学との
接続

教養教育の
充実

課外プロジェクト活動教科内の取組 環境づくりと機会設定

Senior High School

多文化共生社会を創造する
グローバルリーダー育成プログラム

文部科学省より、国際的に活躍できるグローバルリーダーの
育成を目的とするスーパーグローバルハイスクール（SGH）事
業に、高等学院の「多文化共生社会を剏造するグローバルリー
ダー育成プログラム」が指定されています。
高等学院では、「多文化社会のなかで、自己の主張をしながら集
団的意思決定に関与しつつも、その結果にかかわらずその集団
に継続的に関与し続ける態度」を持つ人物を、グローバルリー
ダーと位置づけます。それは自己の主張をする責任ある人物
であると同時に、価値の多様化した社会において異なる意見
を持つ他者と共生しようとする、平和的秩序の愛好家です。
多文化社会に必要な力は、多文化社会でしか手に入らない。学
びの環境自体が他者と出会える多文化社会となることで、そこ
に必要な力が養われていく。それが高等学院のSGHプログラ
ムの理念です。
高等学院のSGHプログラムは全生徒に開かれ、教科、課外活
動、そして日常的な学習環境のなかで、深い知見を獲得する機
会が用意されています。課外活動では、8月に国内外でフィー
ルドワークを実施。また、11月にはSGHウィークを開催し、最
終日の学芸発表会でSGHの成果発表を行っています。

スーパーグローバルハイスクール（SGH）

＜国内＞
対馬・北部九州フィールドワーク、滋賀県甲賀市フィールドワーク、
沖縄フィールドワーク、弘前フィールドワーク、 
東京フィールドワーク等

＜国外＞
オーストラリアフィールドワーク、釜山フィールドワーク、 
ドイツベルリンフィールドワーク等

これまでの国内外のフィールドワーク

●��フランス人留学生との交流会
●��駐日欧州連合代表部によるEUに関する講演会
●��ロシア日本語履修高校生徒の交流
●��トーゴ共和国駐日臨時代理大使を招いてのディスカッション
●��早稲田大学国際部による留学説明会
●��国連本部職員による講演会
●��難民交流フットサル大会
 （早稲田大学ボランティアセンターとの共催）

SGHウィーク等の取り組み

高 校
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2016年度の主な国際交流活動
派遣・留学先

 4月 フィリピンへ生徒1名が留学（1年間）
  アメリカへ生徒1名が留学（1年間）
 7月 アメリカへ生徒1名が留学（1年間）
  オーストラリアへ生徒1名が留学（1年間）
  韓国ハナ国際シンポジウムへ生徒9名を派遣（韓国・5日間）
  北京国際サマーキャンプへ生徒5名を派遣（中国・10日間）
  ザビエル・カレッジへ生徒15名を派遣（オーストラリア・19日間）
 8月 アメリカへ生徒2名が留学（1年間）
  カナダへ生徒1名が留学（1年間）
  ドイツ政府高校生招聘事業へ生徒1名を派遣（ドイツ・1ヶ月間）
  SGHフィールドワークへ生徒8名を派遣（オーストラリア・9日間）
  YFU・BOSCHドイツ短期派遣プログラムへ生徒1名を派遣（ドイツ・3週間）
  PASCH高校生ドイツ派遣プログラムへ生徒2名を派遣（ドイツ・20日間）
  PASCH「東アジアドイツ語キャンプ」へ生徒1名を派遣（韓国・1週間）
  高校生日中友好交流事業へ生徒5名を派遣（中国・5日間）
 10月 SGHフィールドワークへ生徒13名を派遣（ドイツ・7日間）
 12月 PASCH「東アジアドイツ語キャンプ」へ生徒1名を派遣（韓国・4日間）
  SSH台湾海外研修へ生徒4名を派遣（台湾・4日間）
 1月 オーストラリアへ生徒1名が留学（1年間）
 3月 ハナ短期交換留学へ生徒2名を派遣（韓国・12日間）
  北京大学付属高級中学へ生徒16名を派遣（中国・1週間）
  日仏高等学校ネットワーク（コリブリ）へ生徒5名を派遣（フランス、ニューカレドニア・3週間）

受 入
 4月 オーストラリアから生徒1名を受入（1年間）
  ドイツから生徒1名を受入（1年間）
  建国高級中学（台湾）から生徒約30名が来校
 6月 ニューカレドニアから生徒1名を受入（3週間）
 9月 スウェーデンから留学生1名を受入（1年間）
  ザビエル・カレッジ（オーストラリア）からの生徒12名を受入（3週間）
 10月 フランスから留学生4名受入（3週間）
 11月 ロシアから生徒50名・教員5名が来校
  政治大学付属高校（台湾）から生徒約30名が来校
 2月 北京大学付属高級中学から生徒16名・教員2名を受入（3日間）

高等学院では短期、長期の多彩な留学・研修プログラムを利用する
ことができます。2017年度からは、所定の条件を満たす場合に、年
間留学をしても最短3年間で卒業可能な制度も導入されました。費
用負担の少ないプログラムもあり、内容、期間等も含め、自分に合っ
たチャンスを見つけられます。留学生の派遣・受入のみならず、交流
協定校、その他機関・団体からの訪問者との国際交流を積極的に推
進し、グローバル社会に対応できる生徒の育成に力を入れています。

留学と国際交流

学術交流協定締結校・機関
2009年 ドイツ ゲーテ・インスティトゥート（PASCHプログラム）
     　 台湾 国立政治大学附属高級中学校
2010年 韓国 ハナ高等学校
2011年 フランス 日仏高等学校ネットワーク（コリブリ）
2012年 中国 孔子課堂
2013年 オーストラリア ザビエル･カレッジ
2014年 ロシア サンクトペテルブルク国立第583番中等学校
2015年 オーストラリア セントポールカトリックカレッジ　マンリー校
2016年 ドイツ ラインガウ・ギムナジウム
　  　 中国 北京大学附属中学

Student's  Voice

第二外国語でフランス語を学んでいます。国連で働くという将来の夢があり、フランス語が英語
と並んで国連の作業言語であることが、選択した理由です。入学後にゼロから学び始めましたが、
父がオランダ人、母が日本人で、幼いころから多言語の環境に慣れていたこともあり、力の伸びは
早かったと思います。参考書やフランス映画などを通した自主学習にも力を入れました。交換留
学プログラムを利用し、1年次に南仏モンペリエの高校に、2年次にはパリの高校に短期留学しま
した。また、2年の夏にはリヨンの大学の夏期講座を特例的に受
講する機会も得ました。2年の秋に出場した東日本高校フラン
ス語スケッチコンクールで優勝できたのは、それらの経験が実を
結んだものだと思います。留学や国際交流プログラムを通して、
異なる背景を持つ多様な人々と接し、自分の「視点」が増えたこと
は大きな財産です。自らアクションを起こす情熱や積極性が、学
院生活には重要だと実感しています。

将来の夢に向けてフランス語に力を入れ
交換留学やコンクール出場にも挑戦

3 年　比留間 礼音
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早慶戦応援進路講演会

入学式（早稲田大学 大隈記念講堂）

校外活動 オーストラリア海外研修

● 入学式
● 始業式 
● 新入生
  オリエンテーション
● 定期健康診断

4
April

● 授業参観・保護者会
●  大学モデル講義・
  進路講演会・TOEIC/  
  TOEFL（3年生）
● 校外活動
  （1・2年生 2泊3日）

5
May

● 学部進学説明会
 （理工3学部）
● 東京六大学野球
  早慶戦応援（1年生）
　※ 年により、5月最終週～ 6月第1週

にかけて行われます。

6
June

● 学期末試験
● 終業式
● 保護者会
● 追試験
● 夏期補講

7
July

● オーストラリア
  海外研修（隔年）

8
August

● 始業式  
● 特別考査（2・3年生）
● 体育祭
● 学部進学説明会

9
September

1学期 2学期

Senior High School

主要学校行事

さまざまな活動

環境プロジェクト
環境問題を身近なところから考え実践していくことを目的としたプロジェクトで
す。地域清掃や環境フォーラムへの参加、フィールドワーク調査など、多彩な活動
に取り組んでいます。

教育プロジェクト
将来教員を目指す人、人に教えるのが好きな人が集い活動します。活動は、中学部1、
2年生を対象に、週2回質問対応や学習の手伝い等を行い、中学部生が学習の習慣をつ
けられるよう手助けします。

模擬裁判プロジェクト
日本弁護士連合会主催の「高校生模擬裁判選手権」への参加や、裁判所見学・裁判所
職員へのインタビュー等を通じて、法的知識を身につけ、法理解や司法理解を深め
ます。

生徒が学校内の問題はもちろんのこと、様々な社会的事象にまで問題意識
を広げた結果、従来のクラブ活動や生徒会活動の枠に当てはまらないユ
ニークな課外活動が生まれてきました。それが、有志の生徒により行われ
ている様々なプロジェクト活動です。

プロジェクト活動

教育プロジェクト

模擬裁判

高 校
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学芸発表会学院祭体育祭

● 学院祭
● 大学創立記念日
  （21日）

10
October

● 学芸発表会

11
November

● 学期末試験
● 終業式
● 保護者会

12
December

● 始業式 
● 特別考査（2・3年生）
● TOEFL
  （1年生、2年生）
● 自己推薦入学試験

1
January

● 一般入学試験
● TOEIC/TOEFL
  （3年生）

2
February

● 学年末試験（1・2年生）
● 終業式
● 卒業式

3
March

3学期

・自治委員会� ・学院祭委員会
・体育祭委員会� ・図書委員会
・学院雑誌委員会� ・選挙管理委員会
・アルバム委員会

委員会

生徒会 ・中央幹事会
�（中央幹事長�/�副幹事長�/�書記�/�会計）

高等学院では、自主自立の精神に根差した校風のもと、学院祭や体育祭をは
じめとする様々な行事や活動が生徒主体で行われています。それらの準備・
運営において中心となって活躍するのが、全校生徒から選挙で選ばれる生
徒会役員や、クラスを代表する各種の委員です。生徒会・委員会活動は、将来
に役立つリーダーシップや仲間との協働を学ぶ絶好の機会にもなります。

生徒会・委員会活動

Senior High School

Student's  Voice

中央幹事会（生徒会）の幹事長として、学院生一人ひとりが日々の学校生活を有意義に送れるよう
活動しています。自分の意見に偏りすぎないように、幹事会のメンバーやクラスメイト、教務の
先生とも相談しながら仕事を進めることを心掛けています。学院の内外で多くの人と交流する
ようになって、多様な意見や考え方と出合い、他人の気持ちを考えられるようになりました。さ
まざまな異なる立場の人がいる中で、全員が幸せになる結論を導き出すことは難しいのですが、
よりベストに近い妥協点を見つけることの大切さを学びました。
自分のやりたいことに思い切り打ち込んで、個性や強みを磨いて
いけるのが高等学院の良さです。学院生活を充実させるために
は、自主性（やるべきことを自分からやる能力）に加えて、主体性
（やることを自分から探しやっていく能力）が大切だと思います。
好きなことをとことん追求する学院生たちを、幹事会は裏方から
支える役割もあり、そこにもやりがいを感じています。

やりたいことに打ち込む学院生を
裏方から支える幹事長の仕事にやりがい

3 年　板倉 優太朗

高 校
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軟式野球部 第61回全国高等学校軟式野球選手権大会東京地方大会　優勝
 第61回全国高等学校軟式野球選手権大会　準優勝
 第71回　国民体育大会　高等学校野球（軟式）競技会　第2位
 平成28年度秋季東京都高等学校軟式野球大会　優勝
米式蹴球部 平成28年度　東京都アメリカンフットボール春季大会　第3位
 平成28年度　東京都アメリカンフットボール秋季大会　準優勝
 第47回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会　関東地区大会　ベスト4
水泳部（競泳） 平成28年度東京都高等学校選手権水泳競技大会　50メートル自由形・優勝
 平成28年度全国高等学校総合体育大会　50M自由形・第6位，100M自由形・準優勝
 第71回　国民体育大会　水泳競技会　少年Aの部　50m自由形・第3位，100m自由形・第2位
ボート部 平成28年度 関東高等学校選抜大会 東京都予選　男子舵手付きクォドルプル　優勝，男子ダブルスカル　準優勝
フェンシング部 第58回関東高等学校フェンシング選手権東京都大会予選会　学校対抗　第2位
 東京都高等学校フェンシング学年別大会　2年男子個人対抗　優勝
弓道部 関東大会東京都予選会　男子　団体優勝
 平成28年度東京都秋季大会（全国選抜予選）　男子　団体優勝
洋弓部 全国高等学校体育大会アーチェリー競技東京都予選　個人3位
グランドホッケー部 第45回関東高等学校ホッケー大会 (インターハイ予選 )　3位
ジャグリング同好会 JJF（ジャパン・ジャグリング・フェスティバル）2016　チャンピョンシップ　男子個人部門　優勝
雄弁部 第21回全国中学・高校ディベート選手権（ディベート甲子園）ベスト16
演劇部 第70回東京都高等学校演劇コンクール中央大会　東京都高等学校演劇研究会会長賞
写真部 高校生写真全国大会（写真甲子園）出場

クラブ活動 各種コンクール

2016年度の主な活躍

● 21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム
（SKYSEF2016） 生物多様性部門口頭研究発表1位
● 第12回 東日本高校生フランス語スケッチコンクール
優勝，審査員特別賞

● JSEC2016最終審査会（朝日新聞主催の高校生科学研究発表会）
優秀賞

● 第4回創造力無限大∞高校生ビジネスプラン・グランプリ
審査員特別賞

● SGH甲子園　ポスター発表の部　優秀校
● 第13回日本物理学会Jr.セッション　審査員特別賞
● ロボカップジュニア　ジャパンオープン2017ぎふ中津川　
優秀プレゼンテーション賞

Senior High School

クラブ
活動

軟式野球部硬式庭球部軟式庭球部バスケットボール部バレーボール部

硬式野球部 グランドホッケー部

サッカー部ボート部 ラグビー部

柔道部 剣道部

水泳部 卓球部競走部

米式蹴球部 ワンダーフォーゲル部

ヨット部ハンドボール部弓道部

スキー部 バドミントン部

空手部 フェンシング部 ゴルフ部

つり同好会 吹奏楽部洋弓部

体育部門
 （28）

高 校
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Senior High School

理科部物理班語学部英語班 語学部仏語班 理科部生物班

理科部化学班

文芸同好会 ジャグリング同好会 ロシア語同好会 歴史探究同好会コンピュータ研究部

室内合奏団フォークソング部 漫画研究会囲碁部

ラス・ギタルラス雄弁部 鉄道研究部映画研究部

将棋部

演劇部

理科部地学班 美術部 グリークラブ 写真部

文化部門
 （24）

Student's  Voice

サッカーはプレーするのも観戦するのも好きで、特にドイツサッカーへの憧れから、高等学院で
ドイツ語を学び始めました。これまでさまざまなSGHプログラムにも積極的に参加し、2年次に
は研修で初めてドイツを訪れ、語学習得への意欲がさらに高まりました。SGH活動のプレゼン
テーションやメンバーとの深い議論を通して、国際問題に対するお互いの異なる視点を理解しあ
うとともに、「問題の根本はどこで、どう解決されていくべきか」を追求する力が身についたと思
います。また、ゲーテ・インスティトゥート（PASCHプログラム）
の活動にも力を入れています。その中でドイツ語を使った新聞
の制作に年4回ほど取り組み、これがドイツ語力の大幅な伸びに
つながりました。どのようなプログラムや活動においても、先生
方は常に豊富な知識と経験をもとに、私たちがやりたいことに対
して全力で応えてくれます。それが学院の自由さにもつながっ
ているのだと思います。

仲間との議論を通して多様な考えに触れ
問題の根本を追求する力が身につきました

3 年　山室 颯也

高 校
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先進理工学研究科・修士課程 1 年 佐々木 智則

高等学院では、科学系の科目で多種多様な実験を経験します。自ら

手を動かして実験を行い、自力で考えることで、科学への興味や独創

的な発想は養われるのだと思います。私も高等学院在学中に実験を

通して物理学に関心を持ち、卒業研究ではガウス加速器をテーマに

しました。先生の助言を受け、大学で用いられる高度な計算による

解析を行ったことで、抱えていた謎が解け、大きな達成感を覚えまし

た。現在は大学院で、小型の線形加速器を用いて高品質の電子ビー

ムを生成し、さまざまな応用研究を行っています。簡単に成果の出

るような研究はすでにやり尽くされているため、日々の研究は失敗

の連続です。それでも、「自分にしか出せない価値を生み出したい」

という思いで研究に励んでいます。高等学院には、あらゆることに

挑戦できるチャンスがあり、それをサポートしてくれる仲間や先生

方がいます。目指す将来像や、その夢を実現するために今何を目標

として頑張るべきなのかを、高等学院でぜひ見つけてください。

情熱をかけて打ち込める
研究テーマに出合えました

政治経済学部 2 年 田中 雄也

学院生活を振り返って印象深いのは、1年の3月に2週間、韓国のハ

ナ高校に短期留学したことです。授業や課外活動、寮生活を通して

韓国の学生と交流し、彼らの能力の高さに衝撃を受けました。「この

ままでは勝てない」と危機感を抱き、現地学生と同様に深夜まで勉

強し、放課後の部活にも参加しました。精神的にも肉体的にも大変

でしたが、韓国の友達と切磋琢磨できた喜びが心に残っています。

大学進学後、早稲田の留学プログラムの一つである「グローバル・

リーダーシップ・フェローズ・プログラム」に採用され、今年から

アメリカの名門大学へ1年間留学します。高等学院で英語の勉強に

力を入れたことや、国際交流プログラムに積極的に参加したことが、

今に役立っていると感じます。みなさんも、高等学院の充実した国

際交流の機会を活用してください。私もそうだったように、言葉が

通じず悔しい思いもするでしょうが、それが語学に本気で取り組む

原動力となり、自分の可能性を広げることにもなるはずです。

学院での国際交流の経験を糧に
アメリカの名門大へ交換留学

先輩からのメッセージOB Message
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商学部 1 年 武田 政和

学院生活で打ち込んだのはアプリの開発です。在学中に多くのアプ

リコンテストにも出場し、早稲田大学主催のコンテストでは、周り

が全員大学生という中で私たちのチームは優勝することができまし

た。また、開発した情報アプリを学院祭で運用することにも挑戦し

ました。前例がなかったため許可を得るまでの交渉は大変でしたが、

書類なども整えて企画の説明をしっかりと行った結果、許可が下り、

実際に学院祭で3年間運用できたことはとても良い経験になりまし

た。大学に進んだ今、学院時代からの目標だったアプリを使った起

業に挑みたいと考えています。目標を実現するために、会社運営や

マーケティングなど、ビジネスの幅広い知識を商学部で身につけた

いと思っています。高等学院では、早稲田大学の講義を受講するチャ

ンスも多くあり、私もそうした機会を積極的に活用しました。自ら

求めれば「環境と機会」が手に入る高等学院だからこそ、自発的な行

動がとれるかどうかが、学院生活を楽しむ鍵だと思います。

学院祭でのアプリ運用に奔走
起業に向け挑戦を続けています

政治経済学部 1 年 谷下 豪

高等学院では3年間、硬式庭球部の活動に力を入れました。私が主

将を務めた代では、大会で結果を残す以上に、部活動を通して人と

して成長することを目標としました。心がけたのは、一方的に指示

を出すのではなく、自分自身が動くことによって部員に働きかける

ことです。その結果、私の方針に部員がついてきてくれたことが心

に残っています。3年次には運動部の応援活動も行いました。日本

における応援の文化を作ったと言っても過言ではない早稲田大学

の、直属の附属校である高等学院に応援部がないのはおかしいと考

えたのです。かつては存在した高等学院応援部のOBや硬式野球部

とともに、非公認ながら応援活動を実現することができました。現

在は、憧れだった早稲田大学応援部に所属し、学業との両立に励ん

でいます。「出る杭は打たれる」ということわざは、高等学院には当

てはまりません。周りの人に流されず、人と違うことをしよう！　

そんな心構えで、ぜひ充実した学院ライフをかなえてください。

学院OBや仲間にも支えられ
私設応援団の活動を実現
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教育課程　週6日制

教　科 第1学年 第2学年 第3学年

国　語 6 5 5

社　会 4 4 4

数　学 5 5 5

理　科 4 4 4

音　楽 1 1 1

美　術 1 1 1

保健体育 3 3 3

技術・家庭 2 2 1

英　語 5 5 5

道　徳 1 1 1

総合的な学習の時間a 1 1 1

総合的な学習の時間ｂ 1 1 1

選択教科a（英語） 0 1 1

選択教科ｂ（諸外国語） 0 0 1

特別活動 1 1 1

合　計 35 35 35

※所定の基準を満たし、中学部を卒業すれば高校に進学できます

国際化、情報化そして少子高齢化が進む21世紀初頭の今日、
これからの時代の社会的付託に応えるべく、中等教育を担
う学校として早稲田大学では初めてとなる中学校を設置し
ました。
これにより、後期中等教育を担ってきた高等学院と連携し
ながら、早稲田大学としての中等教育と高等教育の一貫性
を強化、確立します。

教育の主旨

Junior High School

早稲田大学高等学院中学部
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教　科 第1学年 第2学年 第3学年

国　語 6 5 5

社　会 4 4 4

数　学 5 5 5

理　科 4 4 4

音　楽 1 1 1

美　術 1 1 1

保健体育 3 3 3

技術・家庭 2 2 1

英　語 5 5 5

道　徳 1 1 1

総合的な学習の時間a 1 1 1

総合的な学習の時間ｂ 1 1 1

選択教科a（英語） 0 1 1

選択教科ｂ（諸外国語） 0 0 1

特別活動 1 1 1

合　計 35 35 35

※所定の基準を満たし、中学部を卒業すれば高校に進学できます

※クラブ活動は申請により1時間の延長が認められます。
※土曜日は第４時限までとなります。

第1時限   8：30～   9：20

第2時限   9：40～ 10：30

第3時限 10：40～ 11：30

第4時限 11：40～ 12：30

（昼休み） 12：30～ 13：10

第5時限 13：10～ 14：00

第6時限 14：10～ 15：00

学活・清掃 15：05～ 15：25

クラブ活動 　　　 ～ 17:00※

■ 生活時間（通年）

Junior High School

中央幹事会（生徒会）の幹事長として、学校生活をより
良いものにするために、幹事会メンバーと力を合わせ
て活動しています。自分の時間が削られる面もあり
ますが、その分やりがいも大きく、進んで時間や日程
の調整を工夫できるようになりました。「選択する権
利」という自由が尊重されているのが、高等学院中学
部の良さだと私は思います。その自由のもと、それ
ぞれが自分の思う正義を追求し、独自の感性を発揮し
ていける環境がここにはあります。

自分で選択できる環境の中で
成長できます

3 年　大友 爽太郎

知的好奇心や吸収力が目覚ましく伸びる中学生の時期。
整った教育環境のなかで自らの興味や関心に沿った学びに
打ち込むことで、未来への可能性は大きく広がります。
早稲田大学の一員として育ち、確かな力を身に付ける―
そんな6年間の学院生活が待っています。

未来への
第一歩をここから

中 学
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総合的な学習の時間・選択教科
早稲田大学に関わる事柄をはじめ、教科の枠をこえた課題について、調査・研究し、成果をまとめて発表できるよう指導する。また、英語を中
心として、高校で授業がおこなわれている諸外国語圏の文化・歴史・言語などについて学ぶ機会をつくる。

保健体育
発育・発達段階における形態的・機能
的変化の大きさに十分に配慮し、健や
かな心身の育成を目指す。個人的ス
ポーツ・集団的スポーツ・武道等の実
技と体育理論をバランスよく学ぶこ
とで、いわゆる「骨太のワセダマン」と
しての成長を促していきたい。

英  語
英語を通じて、外国や自国の言語や文
化に対する理解を深め、積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態
度を育てる。バランスの良いコミュニ
ケーション能力の育成を図り、高校に
おける発展的な学習に必要な基礎力
や自主的な学びの姿勢を養う。

美  術
絵画や彫刻、デザインや工芸などの表
現活動を通じて、材料や用具の生かし
方、用途や機能を踏まえた表現技能の
習得を目指す。また表現することの喜
びを味わうとともに、美術を愛好する
心情の育成・豊かな情操を養うことを
目標とする。

理  科
高等学院剏設以来の伝統である実験・
観察を重視しながら、考える力を養
う。さらに高校進学後の学習への架け
橋となるように内容をよく吟味し履
修させる。そのために授業は専門性の
高い教員が担当する。

音  楽
演奏活動（歌唱、器楽アンサンブル）、
鑑賞、剏作活動を通じて、音楽を愛す
る豊かな心を養い、表現力や剏造力を
高めることを目標とする。また和楽器
や伝統芸能に触れることで、日本の伝
統文化・伝統芸能に対する関心と理解
を深めさせたい。

技術家庭
技術分野では、ものづくりとしての材
料加工および情報技術だけでなく、生
物育成とエネルギーに関する技術の
学習指導を行う。家庭分野では、生活
の自立に必要な知識や技術を習得し、
様々な社会の変化に主体的に対応で
きる力の育成を目指す。

国  語
感性とのバランスを考慮しつつ、知の
力の育成に重点を置く。多様な文章の
読みを通して、広く知識を習得させる
とともに、文意を深く正確に理解する
学習を継続して行う。また、書く力を
含め、相手とのコミュニケーション能
力の向上に力を注ぐ。

数  学
小学校での算数の学習を基に、数学に
おける基礎的・基本的な知識や技能の
習得を目指す。また、中学3年間の内容
の学習を通して、ものごとを論理的か
つ多面的に考え、数理的に考察する力
や態度を養うとともに、剏造力や発想
力を育てることを目的とする。

社  会
現代の社会が抱える諸課題に主体的
に取り組むために批判的思考力の涵
養を目的とする。社会3分野をバラン
スよく学ばせ、校外学習などを通して
社会との接点を多様に設け、高校・大
学へつながる基礎的な学力と教養を
身につけさせる。

Junior High School

各科教育目標

中 学
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これまでに採択された同窓会学術研究奨励金の研究課題（抜粋）
● シャープペンシルの芯の構造と強度
● 透明標本についての研究
● レゴマインドストームを使用したオリジナル自立型ロボットの製作
● 模型飛行機の理想的な形状に関する研究
● 低コスト高効率小型発電の開発
● 橋の強度研究による高強度の構造開発
● 漁業被害を及ぼす海洋生物についての研究
● 硝酸カリウムの電気分解とアンモニアの発生について
● ユークリッド原論に関する研究

キャンパスツアー
早稲田大学への進学先（学部）を選択する上で必要な知識を早い
段階から得るために、一般的には高校在学中に行うキャンパスツ
アーを、中学部在学中に行っています。１年生は早稲田（本部）キャ
ンパス、２年生は所沢キャンパス、３年生は西早稲田（理工）キャ
ンパスを見学し、各学部の説明や施設・研究室の紹介をしてもら
います。

アウトリーチプログラム
早稲田大学の留学生が各クラスに来て、出身国について文化や
言語などの授業を行います。世界各国の事情を知るとともに、
国際意識が高まります。

Student's  Voice

Junior High School

3年次に、長崎・佐賀宿泊研修の1日を使って、佐賀県の新たな観光地を発掘する「観光開発プロジェクト」に参
加しました。これは、訪問先や学ぶこともすべて、生徒たちが自ら調べて1日の行程をつくりあげる新しい試
みです。私たちのグループは、佐賀県の人々と水との関わりや、水の利用のされ方について学ぶコースを作成
し、選考の結果、実際のコースに採用されました。バスで移動している間も佐賀県の「水」をじっくり見てほし
いと考え、有明海沿いの道路や広大な水田が広がるエリアをコースの一部としました。事前に佐賀県の方とも
メールで連絡を取り合い、訪問先の詳細について相談を重ねました。ただ、
メールのやりとりだけでは現地のことを十分に理解することは難しく、実
際に行ってみると、考えていた行程とは少し異なっていた部分もありまし
たが、それらも含めてかけがえのない経験になりました。佐賀県の方から
も「地元の人が佐賀県の魅力と思わないようなマイナーな場所も訪問地に
含まれていて良かった」との評価をいただきました。佐賀県の新たな魅力
の発掘に、少しでも役に立つことができたのならうれしく思います。

水をテーマに自分たちでコースを作成し
佐賀県の新たな観光地や魅力を発掘

高等学院１年　廣瀬 隼

研究について

大学との関わり

中学部では早くから自分の興味に合った研究を奨励しています。有志を
募って団体を設立して学習発表会で発表することや、個人的に研究テー
マをもって教員からアドバイスをもらう生徒など様々です。
また、同窓会では研究計画を公募して学術研究奨励金により研究活動を
支援しています。

中 学
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● 入学式
● 始業式 
● オリエンテーション
    合宿（1年生）
● 情報モラル教室

4
April

●  授業参観・保護者会
●  生徒総会
●  体育祭
●  中間試験

5
May

●  芸術鑑賞教室
●  アウトリーチ
　プログラム（2･3年生）
● 東京六大学野球
  早慶戦応援
　※ 年により、5月最終週～ 6月第1週

にかけて行われます。

6
June

●  期末試験
●  面談
● 終業式
●  保護者会

7
July

●  オーストラリア研修
  （2･3年生、希望制）

8
August

●  始業式
●  早稲田大学
  キャンパスツアー
●  校外学習
●  保護者会

9
September

1学期 2学期

体育祭（棒引き）

東京六大学野球早慶戦応援入学式

生徒総会

オーストラリア研修

Junior High School

主要学校行事

中 学
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●   宿泊研修
  1年生：奈良
  2年生：長野
  3年生：長崎・佐賀
●  中間試験

10
October

●  アウトリーチ
  プログラム（1年生）
●  学習発表会

11
November

●  期末試験
●  面談
● 終業式
●  保護者会

12
December

●  始業式

1
January

● 中学部入学試験
●  音楽祭
●  スピーチ
  コンテスト

2
February

●  学年末試験
●  面談
● 終業式
●  卒業式

3
March

3学期

キャンパスツアー

学習発表会

早稲田大学の留学生による授業（アウトリーチプログラム）

スピーチコンテスト

卒業式

音楽祭

Junior High School 中 学
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1日目 �
バスで移動、開校式、�植林活動、クラス別活動
2日目 �
ほうとう作り、イニシアティブゲーム、クラス別活動
3日目 �
ネイチャーツアー、バスで帰京

1日目 �
新幹線で移動、法隆寺、中宮寺、薬師寺、
唐招提寺見学
2日目 �
グループ別自主研修、法話
3日目 �
東大寺、興福寺見学、新幹線で帰京

1年生 	
オリエンテーション合宿

1年生 	
奈良研修（2泊3日）

1日目 �
バスで移動、入村式、ホームステイ先で活動
2日目 �
茶臼山トレッキング、棚田で稲刈り体験、
ホームステイ先で活動
3日目 �
ホームステイ先で活動、退村式、バスで帰京

1日目 �
飛行機で移動、被爆体験講話、原爆史蹟巡り、
資料館見学
2日目 �
グループ別自主研修
3日目 �
テーマ別自主研修　（佐賀県観光開発プロジェクト）
4日目 �
大隈重信生家、大隈記念館見学、飛行機で帰京

2年生 	
長野研修（2泊3日）

3年生 	
長崎・佐賀研修（3泊4日）

学習発表会
学習発表会では、通常授業の学習成果の発表やクラ
ブ活動の発表、有志団体の発表も行っています。

これまでに行った校外活動（抜粋）
● 上野科学館・博物館（班別研修）
● 鎌倉（班別自主研修）
● 日本科学未来館（班別研修）
● 葛西臨海公園・水族館（班別研修）
● 川越（班別自主研修）
● 上野・浅草（班別自主研修）

Junior High School

宿泊研修の事前学習は、総合的な学習の時間を使って行います。
生徒たちはグループに分かれて研修テーマを決め、事前調査を行
い、自主研修の綿密なスケジュールを作成します。宿泊研修中は
事前学習の成果を検証し、現地でなければ得られない発見や感動
を持ち帰り、その成果をまとめて学習発表会でプレゼンテーショ
ンやポスターセッションなどで発表します。

宿泊研修・学習発表会

9月に行う校外学習は、各学年が企画して実施します。中学3年
では教員指導のもと生徒たちが研修に相応しい場所を選び、研
修内容を企画し、実施しています。

校外学習

中 学
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運動部 （5）

・ サッカー部…練馬区春季サッカー大会優勝、都大会出場
・ 野球部…練馬区大会第３位、都大会出場、石泉地区大会準優勝
・ 剣道部…都大会出場、練馬区大会第3位（個人）、渡邊杯争奪剣道大会第3位
・ 「日本語大賞」中学の部…文部科学大臣賞
・ 「もっと明鏡」大賞 みんなで作ろう国語辞典
 …最優秀作品賞、最優秀学校賞
・ 「お金の作文」コンクール…秀作
・ 地球にやさしい作文・活動コンテスト 中学の部 作文・活動部門
 …優秀賞、学校賞
・ 国立科学博物館主催植物画コンクール…佳作
・ 日本物理学会 Jr.セッション…審査員特別賞
・  小田原白梅ライオンズクラブ 早稲田大学科学コンテスト
 中学の部…優秀賞
・ クエストカップ全国大会…優秀賞

・ 早稲田大学アプリケーションプログラムコンテスト…優秀賞
・ CENGAGE Learning ジュニア読書大会 日本語感想部門
 …準優勝
・ 中学生の税についての作文…練馬西税務署長賞
・ 新技術開発財団主催市村アイデア賞…市村アイデア記念賞
・ 読書感想文コンクール
 「わたしの漱石、わたしの一行」中学生の部…佳作
・ 全国「図書館を使った調べる学習コンクール」中学生の部…佳作
・ 産経新聞社主催　約束（プロミス）エッセー大賞…佳作、学校賞
・ 英語検定…優秀団体賞
・ 伊藤園おーいお茶新俳句大賞…佳作
・ 中学生科学コンテスト…銅賞

これまでの生徒の主な活躍

※高校のクラブの中には、中学3年生の2学期から参加できるものもあります。

Junior High School

クラブ活動

野球部 サッカー部 剣道部

バレーボール部 バスケットボール部

文化部 （6）
語学部 理科部 グリークラブ

鉄道研究部 コンピュータ研究部吹奏楽部

中 学
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武蔵野の面影を色濃く残すキャンパス。
緑と光が6年間のステージを照らす －

CAMPUS MAP

化学・生物実験室

陸上レーン

アーチェリー練習場

至田無

至目白

第一体育館

72-2号館
講　堂

ゴルフ練習場

至大泉学園
石神井公園

東門

南門

至上石神井

早稲田高等学院
（バス停）

新青梅街道
早大学院前 正門

西門

北グラウンド

西グラウンド

74-10号館

駐輪場

71号館
70号館

72号館

センターグラウンド

売店
警備室　図書室

（総合情報センター）

マルチメディア
多目的教室

技術教室

受付 司書室

書道教室

ラウンジ

 CALL教室

保健室

面談室

多目的教室

中学部教員室

コンピュータ教室

ミーティングルーム

物理・地学実験室

小講堂

被服実習室

屋上

弓道場

  部室・
食堂

軟式テニス
コート

硬式テニス
コート

硬式テニス
コート

大会議室事務室

第二体育館

A

J

O

K

B

C D E

J  食堂  K  コンピュータ教室 早稲田大学と同じ環境のコンピュータ教室が3室（各室50台）あります。 

L  小講堂  M  ラウンジ  N  70号館 1階エントランス 

L M N
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エコの取り組みと災害時の備え

校舎の屋上には太陽光発電パネルが設置され、学院内で使
用する電力の一部を賄っているほか、空調システムや温水
器にも太陽熱エネルギーが利用されています。また、非常用
としてディーゼル発電機を備え、備蓄庫には3日分の食料・
飲料水・毛布等を常備。学校からご家庭への緊急情報連絡シ
ステムも整えています。

備蓄庫（第二体育館）ソーラーシステム

化学・生物実験室

陸上レーン

アーチェリー練習場

至田無

至目白

第一体育館

72-2号館
講　堂

ゴルフ練習場

至大泉学園
石神井公園

東門

南門

至上石神井

早稲田高等学院
（バス停）

新青梅街道
早大学院前 正門

西門

北グラウンド

西グラウンド

74-10号館

駐輪場

71号館
70号館

72号館

センターグラウンド

売店
警備室　図書室

（総合情報センター）

マルチメディア
多目的教室

技術教室

受付 司書室

書道教室

ラウンジ

 CALL教室

保健室

面談室

多目的教室

中学部教員室

コンピュータ教室

ミーティングルーム

物理・地学実験室

小講堂

被服実習室

屋上

弓道場

  部室・
食堂

軟式テニス
コート

硬式テニス
コート

硬式テニス
コート

大会議室事務室

第二体育館

F

H

Q

I

R

P S

A  アリーナ（第二体育館） B  北グラウンド 全てのグラウンドが最新のロングパイ
ル人工芝に整備され、体育の授業や放課後のクラブ活動で利用しています。 C  軟式
テニスコート D  センターグラウンド E  フィットネスルーム（第二体育館） 
F  講堂 卒業式などの様々な学校行事、教育活動、生徒の課外活動や成果発表に利用
できる椅子席1500席を完備しています。この講堂棟には、ほかに音楽教室などもあ
ります。 G  図書室 蔵書数約12万冊、雑誌・新聞約70誌、DVD・CD等の視聴覚資料
3,500点を擁します。  H  ゴルフ練習場  I  西グラウンド・陸上レーン

G

O  HR教室 マルチメディア対応のAV機器が
常設され、授業等で活用されています。 

P  CALL教室 コンピュータやAV機器等を
駆使した語学学習支援のための教室が3室（各
室50台）あります。Q  第一体育館 R  武道場
（第二体育館） S  理科実験室 高校に化学・生
物・物理・地学で6つの実験室、中学に第1分野・
第2分野で2つの実験室があります。
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2018年度 高校入試概要　※ 詳細は入学試験要項をご覧ください。

2018年度 中学入試概要　※ 詳細は入学試験要項をご覧ください。

一般入試 自己推薦入試
1. 募集人員
第1学年　男子260名（帰国生18名を含む）
※ 帰国生として出願する場合には、事前に「帰国生出願資格認定申請」が必要。

2 . 出願資格
2018年3月中学校を卒業見込みの者、および2017年3月中学校を卒業した者。

3 . 入試日程

1. 募集人員
第1学年　男子約100名

2 . 出願資格
・ 高等学院を第一志望とし、合格した場合は入学を確約できる者。
・ 2018年3月中学校を卒業見込みの者。
・  中学校3年次第2学期の学期成績が、9教科合計（5段階評価）で40以上の者。
・ 3年間の欠席合計が30日以内の者。

3 . 入試日程

海外帰国生の受け入れ
高等学院では1988（昭和63）年から帰国生の受け入れを積極的に行っています。
異文化における生活を体験した帰国生が、一般生徒と同じクラスで学ぶことで、相
互に啓発しあい、より豊かな価値観や人間観を持つことが期待されています。帰
国生枠で一般入学試験を出願する場合には、11月1日（水）～11月30日（木）の期
間に「帰国生出願資格認定申請」手続きが必要になります。詳細については、高
等学院入試係にお問い合わせください。
※ 帰国生出願資格認定者の入試日程・内容等は、一般入試（一般出願者）と同一（上記3参照）です。

自己推薦入試で求める生徒像
① 学問・勉学を大切に思い、日々の勉学において自己の進歩や新たな発見に喜び
を見いだせる生徒。

② 自ら興味の対象を持ち、それに打ち込み、学業との両立に積極的に取り組むこ
とのできる生徒。
③グループ活動に進んで参加してリーダーシップを発揮できる生徒。
※ 自己推薦入試で不合格となった場合でも、他の受験生と全く同じ条件で一般入試を受験することができます。

出願期間 1/25（木）～1/30（火） 郵送受付（締切日消印有効）

試験日 2 /11（日・祝）
筆記試験（英語・国語・数学・小論文）

早稲田大学・早稲田キャンパス

合格者発表日
2 /15（木） 発表方法 ・電話応答システム

　　　　 ・早稲田大学ホームページ

2 /16（金） 入学手続書類の交付（高等学院）

入学手続日 2 /17（土） 高等学院

出願期間 1/15（月）～1/16（火） 郵送受付（締切日消印有効）

試験日 1/22（月）
面接試験（個人）

高等学院

合格者発表日 1/23（火）
高等学院構内の掲示

入学手続書類の交付

入学手続日 1/24（水） 高等学院

入学試験結果

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2017 260 1,747 1,304 573 2.28
2016 260 1,793 1,411 569 2.48
2015 260 1,819 1,443 565 2.55

一般入試

出身中学校所在地別の入学者数
年度 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 他府県 外国 合計
2017 309 50 58 31 11 28 487
2016 289 61 68 46 4 15 483
2015 277 64 63 54 6 25 489

※東京都と合計欄には、高等学院中学部からの進学者が（2017年度）120名・（2016年）120名・ 
　（2015年）123名含まれる。

各種統計

自己推薦入試
年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2017 約100 305 304 104 2.92
2016 100 134 132 100 1.32
2015 100 171 168 102 1.65

出身小学校所在地別の入学者数
年度 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 他府県 外国 合計
2017 94 16 6 7 1 0 124
2016 99 13 3 8 0 1 124
2015 94 13 7 7 2 0 123
2014 96 14 6 6 0 0 122
2013 92 13 9 6 2 0 122

入学試験結果

各種統計

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2017 120 407 377 139 2.71
2016 120 376 347 134 2.59
2015 120 408 376 144 2.61
2014 120 410 386 136 2.84
2013 120 352 331 138 2.40

一般入試

出願期間 1/20（土）～1/21（日） 郵送受付（締切日消印有効）

試験日 2 /1（木）

筆記試験（国語・100点、算数・100点、
　　　　　 社会・80点、理科・80点）
面接（本人のみ、グループ）

高等学院

合格者発表日 2 /3（土） 高等学院構内の掲示、 
入学手続書類の交付

入学手続日 2 /5（月） 高等学院

一般入試
1. 募集人員
第1学年　男子120名

2 . 出願資格
2018年3月小学校を卒業見込みの者。

3 . 入試日程
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［QRコード］
※対応する携帯電話で読みとれます。

ホームページから請求する（受付から2～3日後にお届け）

パソコン、携帯電話でアクセスしてください。

［URL］ http://bit.ly/shsapply
※パソコン、携帯電話とも共通アドレスです。

代金（上表を参照）は要項到着後、同封されている
払込取扱票を使い、最寄りの郵便局、コンビニエ
ンスストアでお支払いください。

まず、下記の電話番号をダイヤルしてください。

［IP電話］ 050-8601-0101 （24時間受付自動音声応答電話）

※IP電話：一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分ごと
に約12円です。

電話で請求する（受付から2～3日後にお届け）

以下の資料請求番号（6ケタ）をプッシュボタンで入力してください。
その後は流れてくる音声ガイダンスにしたがって進んでください。
代金（上表を参照）は要項到着後、同封されている払込取扱票を使い、
最寄りの郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。

2018年度 高校入試概要　※ 詳細は入学試験要項をご覧ください。

2018年度 中学入試概要　※ 詳細は入学試験要項をご覧ください。

学校概況

入試要項（願書）の入手方法

窓口販売

高等学院事務所
平日／8:30～16:30　土曜／8:30～14:00
※日曜・祝日は取り扱いません。

早稲田大学入学センター（早稲田キャンパス1号館）
平日・土曜／9:00～17:00　※日曜・祝日は取り扱いません。

学校説明会の会場
各回の学校説明会の会場でも販売します。
※各回の日程は裏表紙をご確認ください。

販売開始予定日�：�2017年 9月 23日（土）

高校
生徒数（全学年合計） 1,498

学級数 36クラス（各学年12クラス）

※学級は、第二外国語により編成され、１年次～ 3年次まで変わりません。

学費等  （参考：2017年度）

1年 2年 3年
入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 260,000
授業料 342,000 342,000 366 ,000 366 ,000 384,000 384,000
教育環境整備費 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000
実験実習料 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
生徒会費 7,000 7,000 7,000
日本スポーツ振興 
センター共済掛金 1,500 1,500 1,500

合　計 731,500 463 ,000 495 ,500 487,000 513 ,500 505 ,000

奨学金制度

奨学金制度

大学および高等学院が独自に設置する学内奨学金、地方公共団体による奨学金、民間
団体による奨学金があります。特に、学内奨学金は返還不要の給付奨学金です。

在学中、保護者（主たる家計支持者）の死亡等による家計急変のあった生徒を経済的に
支援することを目的として、高等学院中学部緊急奨学金（学内奨学金制度・給付型）が
あります。

１．学内奨学金　（2017年度募集、すべてが返還不要の単年度給付型）

２．学外奨学金（地方公共団体・民間団体）
対象・募集時期・金額等は団体により異なります。
2016年採用実績団体数：（地方）4団体 （民間）1団体

奨学金名称 支給額 対象
学年 人数 選考基準

大隈記念奨学金 年額400,000円 2・3年 各学年 
3名 学業成績を重視

小野梓記念奨学金 年額300,000円 全学年 19名

家計状況を重視
校友会給付一般奨学金 年額300,000円 全学年 6名
早稲田カード奨学金 年額300,000円 全学年 3名
早大生協給付奨学金 年額300,000円 全学年 1名
高等学院奨学金（一般） 年額300,000円 全学年 4名以内
高等学院奨学金（家計急変） 採用時期により決定 全学年 随時決定 家計急変時

（主たる家計支持者の
死亡等）

高等学院同窓会 
給付奨学金 半期授業料相当額 全学年 随時決定

教職員数 校地・施設面積（㎡）

教諭 86 講師 90 職員 25 校地  59,945 施設  25,940

※高等学院には、生徒寮（施設）はありません。 ※教職員数、校地・施設面積は中学・高校共通。

中学
生徒数（全学年） 370

学級数 12クラス（各学年4クラス）

郵送販売 （郵送は国内に限ります）

2017年9月1日より予約受付を開始します。

購入部数 1部 2部 3部
代金（送料込） 1,000円 1,600円 2,200円
※ 4部以上の購入を希望する場合、高等学院入試係（03 -5991-4151）へお問い合せください。
※ 出願締切に注意のうえ、余裕をもってご請求ください。

購入部数 1部 2部 3部

資料請求	
番号

高	校 107638 107640 107642

中	学 107644 107646 107648

代	金 1部　600円

1年 2年 3年
入学時 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 260,000

授業料 427,500 427,500 457,500 457,500 480,000 480,000

教育環境整備費 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500

実験実習料 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

生徒会費 7,000 7,000 7,000

日本スポーツ振興
センター共済掛金 500 500 500

合　計 844 ,500 577,000 614 ,500 607,000 637,000 629 ,500

学費等  （参考：2017年度）

（単位：円）

（単位：円）

Waseda University Senior High School  /  Waseda University Junior High School 2 9



会場：高等学院講堂 （上石神井） 予約不要、上履き不要。各回の説明会終了後に、施設見学・個別質問会を予定しております。
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

▲ ▲

 学校説明会

高 校
2017年  9月23日（土）　14：00～ 15：30
2017年  9月24日（日）　14：00～ 15：30
2017年11月19日（日）　14：00～ 15：30

中 学
2017年  6月25日（日）　10：00～ 11：20
2017年  9月24日（日）　10：00～ 11：20
2017年11月19日（日）　10：00～ 11：20

見学可能日時に、校舎・施設の外観をご覧いただくこと
ができます（授業はご覧になれません）。
見学希望の方は、ウェブサイトで見学可能日時等を確認
いただいた上で、ご来校ください。
※�防犯上の観点等から、教室や施設内をご見学いただく
ことはできません。

▲ ▲

 学校見学
高 校   学院祭 

2017年10月7日（土）・8日（日）   10：00～16：00（入場は15：00まで）

高 校   学芸発表会 
2017年11月11日（土）   9：00～13：00

中 学   学習発表会 
2017年11月11日（土） 
※詳細（申込方法・公開時間等）は9月下旬にウェブサイトに掲載します。

▲ ▲

 公開行事 各行事の詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

▲ ▲

 アクセス

東京メトロ
東西線

都営地下鉄
大江戸線

JR中央線

都電荒川線

JR総武線

JR山手線

バス

バス

至

至

至

至

東京メトロ
副都心線

西武新宿線  上石神井駅（北口より  徒歩7分）

西武池袋線
・大泉学園駅南口より ［泉35-1、36］上石神井駅行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

［西03］西荻窪駅行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

JR中央線
・西荻窪駅北口より ［西03］大泉学園南口行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

［西02］上石神井駅行き  約15分（終点下車徒歩7分）

・吉祥寺駅北口より ［吉60］成増町行き  約25分（早稲田高等学院  下車）

・石神井公園駅北口より ［吉60、60-2、60-3］吉祥寺駅行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

※JR山手線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」で西武新宿線に乗り換え
　「上石神井駅」までの所要時間（急行・準急） 約12分  （各駅停車） 約22分

電車

バス

W

W W

W

至大泉学園

（バス停）

至

至

至田無・所沢 至高田馬場

至

至

とみん銀行

（バス停）

早大学院前

東京メトロ
東西線

都営地下鉄
大江戸線

JR中央線

都電荒川線

JR総武線

JR山手線

バス

バス

至

至

至

至

東京メトロ
副都心線

西武新宿線  上石神井駅（北口より  徒歩7分）

西武池袋線
・大泉学園駅南口より 上石神井駅行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

西荻窪駅行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

JR中央線
・西荻窪駅北口より 大泉学園駅南口行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

上石神井駅行き  約15分（終点下車徒歩7分）

・吉祥寺駅北口より 成増町行き  約25分（早稲田高等学院  下車）

・石神井公園駅北口より 吉祥寺駅行き  約20分（早稲田高等学院  下車）

※JR山手線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」で西武新宿線に乗り換え
　「上石神井駅」までの所要時間（急行・準急） 約12分  （各駅停車） 約22分

電車

バス

至大泉学園

（バス停）

至

至

至所沢・田無 至高田馬場

至

至

とみん銀行

（バス停）

早大学院前

〒177-0044  東京都練馬区上石神井3-31-1    Tel : 03-5991-4151   E-mail : gakuin@list.waseda.jp
 https://www.waseda.jp/school/gakuin/


