第５章
学生の受け入れ

１．現状の説明
（１）学生の受け入れ方針を示しているか。
〈１〉大学全体
本学では、2008 年に中央教育審議会が出した「学士教育課程の構築に向けて（答申）」
を受け、2009 年度に教務部から各学部・研究科に対して、「入学者受入方針（アドミッシ
ョン・ポリシー）」、「教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、「卒業認
定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）」の３つのポリシーの明確化の依頼を
行い、各ポリシーの関連性・継続性を重視し、学部ごとにこれらのポリシーを策定した。
このうち学部のアドミッション・ポリシーについては、学部ごとのみならず、大学全体
のポリシーも策定し、2010 年度より①各学部のホームページ、②入学案内パンフレット、
③各学部の学部要項、に掲載している。このうち、入学案内パンフレットは、例年 33 万
部（10 万部は本学一般入試要項に同封）を発行しており、本学への入学希望者の大多数が
手にする冊子であるが、この中で見開き２ページを使用して各学部のポリシーを紹介する
など、広く周知することに努めている。
大学院のアドミッション・ポリシーについても、前記の教務部からの依頼に基づき各研
究科で作成し、2010 年度より各研究科ホームページおよび各研究科要項に掲載している。
ただし、大学院入学案内パンフレットには、現状ではアドミッション・ポリシーの掲載は
していない。
なお、本学共通のアドミッション・ポリシーとして、以下のとおり定めている。
「早稲田大学では、
『学の独立』の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ
知的好奇心が旺盛で、本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが
国をはじめ世界から多数迎え入れています。」
〈２〉政治経済学部
本学部は、アドミッション・ポリシーとして、学部および学科ごとに学生の受け入れ方
針を作成し、入学案内、入学試験要項および学部ホームページにその方針を明示している
通り、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇心が旺盛で、本学の理念である進取の精
神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から多数迎え入れることとしてい
る。受験生には、学習の土台となる母語および英語を核とする言語運用能力や論理的思考
力、自身の立ち位置を認識するために必要となる歴史・文化的知識、そして世界中の人々
と交流しながら様々な問題に立ち向かう行動力を求め、各種入学試験を通じてこれらの知
識・能力を多面的に考査している。
〈３〉法学部
本学部においては、大学の入学案内および学部ホームページにおいて、
「さまざまな分野
で先頭に立ち、自らの力で時代を切り開いていこうという、進取の気風に富んだ、地力の
ある学生を広く受け入れたいと考えています。そのために、私たちが入学者に求めるのは、
小手先だけの受験技術や知識ではなく、入学後に行われる法学専門教育、および、語学・
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教養教育に対応できるための基礎的な学力と、それらを関連付けて論理的に分析・総合す
る能力、そしていかなる権威をも恐れぬ強い意志を持って、自ら考え、真理を獲得しよう
とする力です」とのアドミッション・ポリシーを明示している。
法学部ガイドや推薦入試要項では、このポリシーに基づいて、多様な入試制度により、
多様な地域から多様な人材を積極的に受け入れていることを受験生等に示している。
〈４〉文化構想学部
以下のような取組によって、入学者受入方針を明確に定めている。
求める学生像（入学者受入方針）については、ホームページ、大学・学部パンフレット、
および学部要項に明示し、志願者および在学生に周知している。入学にあたり修得してお
くべき知識などについては、人文系の学部という特質から、高校までの履修で特に教科な
どを限定することなく、広範な基礎学力を修得しておくように入学者受入方針で周知して
いる（ホームページ、パンフレットなど）。また、障がいのある学生については、受験時お
よび入学後には本学「障がい学生支援室」、「入学センター」と協力しつつ、個別ニーズに
応じた受け入れ態勢をとってきており、その旨入試要項に記載している。
〈５〉文学部
以下のような取組によって、入学者受入方針を明確に定めている。
求める学生像（入学者受入方針）については、ホームページ、大学・学部パンフレット、
および学部要項に明示し、志願者および在学生に周知している。入学にあたり修得してお
くべき知識などについては、人文系の学部という特質から、高校までの履修で特に教科な
どを限定することなく広範な基礎学力を修得しておくように入学者受入方針で周知してい
る（ホームページ、パンフレットなど）。また、障がいのある学生については、受験時およ
び入学後には本学「障がい学生支援室」、「入学センター」と協力しつつ、個別ニーズに応
じた受け入れ態勢をとってきており、その旨入試要項に記載している。
〈６〉教育学部
本学部では「入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」を以下のとおり教育学部要
項および学部ホームページに明示している。
「本学部の主要な教育目的は二つある。一つは高等師範部以来、幾多の教育指導者を斯
界に輩出してきた 100 年の伝統を継承し、優秀な教育者を送り出すことであり、一つは広
く実社会の各分野で活躍しうる有能な人材を養成することである。この二つの目的は決し
て別のものではなく、いずれの途を進むにせよ、その根底は広い知識と豊かな教養を持っ
たコミュニケーション能力の高い人間の育成にある。本学部は文系、理系にわたる７学科
２専攻７専修からなっている。各分野での専門的な学習にたえうる一定の高い基礎学力を
有し、あわせて広い知識と豊かな教養を持ったコミュニケーション能力の高い人間への成
長を目指す学生の入学を求めている」
なお、大学基準協会の平成 23 年３月 11 日付文書にて、学生の収容定員に対する在籍者数比
率が 1.33 倍と高いことが指摘され、その改善が求められた。本学部では入学者数を 1,157 名
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（平成 22 年度）、1,094 名（平成 23 年度）、1,059 名（平成 24 年度）、1,114 名（平成 25 年度）、
1,098 名（平成 26 年度）と減らす方策をとった結果（「大学基礎データ」表４参照）、平成 26
年５月現在の在籍者数は 4,763 名（定員の 1.24 倍）となり改善された。

〈７〉商学部
本学部では、学部要項やホームページなどに、学生の受け入れ方針を明記し、積極的に
情報を発信している。なお、本学部の学生受け入れ方針は、本学共通部分に続いて、以下
の通りである。
「学識ある実業家」の養成を創設以来の教育理念に掲げる本学部は、コミュニケーショ
ンやプレゼンテーション等のビジネス・スキルを修得する場であるとともに、それ以上に
広い視野に立って経済社会を質・量ともに豊かにすることを目指す「商学」の基本理念を
理解し、自らの使命や役割を認識したうえで判断・行動しようとする人々の学びの場であ
る。そのために、論理的思考力や社会科学の基礎的学力が必要不可欠である。国際感覚・
倫理観を兼ね備えた企 (起)業家精神を養い、深い学識と教養に裏づけられた実業家を目指
し、ビジネスリーダーとして地球社会に貢献しようと志す学生を受け入れたいと考えてい
る。
〈８〉基幹理工学部
本学の教育理念と理工学術院および本学部の人材育成方針に基づき、明確なアドミッシ
ョン・ポリシーを定めている。また、１年次共通教育・２年次進級振分け制度というカリ
キュラム・ポリシーに基づき、学系別入試を採用している。それらの内容については、デ
ィプロマ・ポリシーとともに理工学術院ホームページ、パンフレット、学部要項等に記載
し、本学部における学生受け入れ方針および人材育成方針を明示している。
〈９〉創造理工学部
本学の「学問の独立」という教育理念と理工学術院の人材育成方針に基づき、本学部と
して明確なアドミッション・ポリシーを定めている。その内容は、入学から卒業までのカ
リキュラムや進路の方向性を示すディプロマ・ポリシーとともにホームページ、パンフレ
ット、学部要項等に記載し、本学部における学生受け入れとその後の人材育成方針を明示
している。
〈10〉先進理工学部
本学の教育理念と理工学術院の人材育成方針に基づき、本学部としての明確なアドミッ
ション・ポリシーを定めている。その内容は、入学から卒業までのカリキュラムや進路の
方向性を示すディプロマ・ポリシーとともに理工学術院ホームページ、本学部ホームペー
ジ、パンフレット、学部要項等に記載し、本学部における学生受け入れとその後の人材育
成方針を明示している。
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〈11〉社会科学部
本学部では、幅広い知識に裏付けされたコミュニケーション能力を有し、問題を発見し
解決策を提言できる人物を育成することを教育方針としている。豊かな人間性（自己内で
対話する力、忍耐力、道徳、他者との共感的理解、多様性や新しい考えに開かれた態度、
自立的活動力）、確かな学力（広く深い社会への知的な関心・想像力・探究心、論理的思考
力、それらを支える確かな言語・数量・情報の知識と技能）、および実践力（課外活動の経
験による自己管理、自己修正、チームワーク、困難な課題に立ち向かう勇気、やり遂げる
力）において優れた個人の資質、活動実績のある人を幅広く日本国内および世界より求め
ている。
この方針のもと、一般入試では教科書から得た知識をベースとして、論理的な思考力や
応用力を備えた学生を選抜することを柱としている。加えて、高校で修得した広範な基礎
知識を問う大学入試センター利用入試のほか、各都道府県から 1 名以上を迎えることを目
標とする全国自己推薦入試を他大学に先駆けて導入している。これは受験勉強テクニック
の巧拙よりも高校在学中の活動を、校長推薦ではなく自ら推薦する生徒を重視・評価する
ことを目的にしている。また、附属・系属校との高・大連携を推し進めるとともに、外国
学生入試、海外指定校推薦に加えて、2011 年 9 月に開設した英語による学位プログラム「現
代日本学プログラム」（CJSP）により留学生比率の向上を図るなど、多様なバックグラウ
ンドを持つ学生を受け入れている。
以上の方針は、本学部ホームページやパンフレット、学部要項等を通じて、学部内外に
周知され、社会に公表されている。
また、障がいのある学生についても、本学「障がい学生支援室」との連携を図りながら、
積極的に受け入れている。
〈12〉人間科学部
人間科学部が求める学生像を受験生に伝えるため、各入試形態に合わせた受け入れ方針
（アドミッション・ポリシー）を入試要項やウェブサイトにも明示している。とくに、既
存の文系、理系別の学問体系とは異なり、文理融合型の研究に継続することを目的とした
教育を行っている本学部は、受験生やその保護者が大学院への進学のイメージを持ちやす
くするためのわかりやすい広報を心がけている。
〈13〉スポーツ科学部
本学部の入学試験では、学力考査を伴う４つの方式である「一般入学試験」、「センター
利用入学試験『センター＋一般』方式」、「センター利用入学試験『競技歴』方式」、「セン
ター利用入学試験『センターのみ』方式」に加えて、
「スポーツ自己推薦入学試験」、
「トッ
プアスリート（AO 方式）入学試験」、
「スポーツ推薦入学試験」、
「社会人スポーツ自己推薦
入学試験」といった競技実績を評価する４方式がある。多様な入試形式によって、スポー
ツ科学を学びたいという共通性を持ち、個性ある能力に優れた学生を選抜できると考えて
いる。
学力考査を伴う 4 つの方式では、スポーツ科学に強い関心を持ち、スポーツを科学的に
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探求していく高い学力を有する学生の入学を求めている。この４つの方式で入学した学生
には、スポーツに造詣の深い社会人として社会の様々な分野でスポーツマインドを発揮し、
活躍することを期待している。これらの方式のうち、
「一般入学試験」では小論文によって
教科全般の学力や教養を持ち、論理的思考のできる学生が選抜できると考えている。
「セン
ター利用入学試験『競技歴』方式」では、高い学力に併せて優れたスポーツ競技力を持っ
た学生を選抜している。
「スポーツ自己推薦入学試験」では、一定の高いスポーツ競技能力を有し、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
培ってきた学生が選抜できると考えている。この入学試験によって入学した学生には、社
会におけるスポーツ文化の発展に大いに貢献することを期待している。
「トップアスリート
（AO 方式）入学試験」では、スポーツ科学に強い関心を持ち、オリンピックや世界選手権
等の国際的な活躍を期待できる優れた潜在能力をもつ学生を求めている。この入学試験に
よって入学した学生には、将来の日本スポーツ界をリードする人材となることを期待して
いる。
「スポーツ推薦入学試験」では、高いスポーツ技能によってスポーツ界のリーダーと
なり得る資質を有する学生の入学を期待している。
「社会人スポーツ自己推薦入学試験」で
は、スポーツ選手として活躍し、さらにスポーツ科学に並々ならぬ関心をもつ社会人の入
学を期待している。この入学試験によって入学した学生には、社会人スポーツ選手がその
貴重な経験を踏まえて「スポーツ科学」を学び、将来スポーツに関わる専門的職業に就く
ためのキャリア形成をしてもらいたいと考えている。各方式について、ホームページにア
ドミッション・ポリシーを明示するとともに、オープンキャンパス等で配布するリーフレ
ットを通じて、受験生が各入試の受け入れ方針を明確に理解できるようにしている。
〈14〉国際教養学部
本学部は、学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を掲げ、次のような学生
の選抜に努めている。
１．英語で勉強する強い意欲を持つ者
２．母語以外の言語で効果的に意思疎通できる言語能力、またはその潜在能力を有する者
３．複数の学問分野の視点から諸課題に取り組むにあたり、総じて高い学力、または、そ
の潜在能力を有する者
４．独自の視点から問題を分析できる批判的能力、または、その潜在能力を有する者
５．考えや情報を発表するときに、明確かつ正確にそれらを伝達できる表現能力、または、
その潜在能力を有する者
６．日本国内、および、海外の多様な文化的、教育的経験を持ち、本学部に多様性をもた
らす者
７．新しい環境において生活、学習することに挑戦できる適応性と柔軟性を有する者
８．国際的、相対的視点から知的、道徳的問題に取り組む意思と意欲を有する者
本学部の各入試制度では上記のうちの複数の原則に重きを置きつつ、全体として八原則
をバランスよく体現するよう努めている。
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〈15〉大学院政治学研究科
本研究科のアドミッション・ポリシーは、本学共通部分に続いて以下のとおりである。
国内・国外を問わず、研究意欲に溢れ、高い研究能力を持つ多様な学生に広く受験の機
会を開くため、政治学専攻では一般入学試験、社会人入学試験（修士課程のみ）、学内推
薦入学試験（修士課程のみ）、外国学生入学試験、公共経営専攻では一般入学試験、学内
推薦入学試験、外国学生入学試験を４月入学および９月入学のために実施する。
加えて、推薦やダブル・ディグリー・プログラムに基づく志願者等について、特別選考
入学試験を実施する。受験生に期待されるのは、日本の歴史と社会に立脚しながら、グロ
ーバルな視野で研究を進めるために必要な日本語と英語を中心とする言語運用能力、創造
的な研究を構想し実現するための論理的思考力および表現力、知の共同体の一員としてふ
さわしい成熟した人間性と実践的な研究遂行能力である。
〈16〉大学院経済学研究科
本研究科は、アドミッション・ポリシーとして、次のとおり学生の受け入れ方針を明示
している。
「経済学研究科では、現実の政治・経済・社会の問題やその歴史的展開に対する興味だ
けでなく、それらを理論的に解明しようとする姿勢を持った学生を選抜するという理念の
下に入学試験が行われている。すなわち、現実の社会に関する知識や過去から現在までの
歴史的事実に対する知識を持つだけでなく、論理的思考の重要性を理解し、理論の習得に
必要不可欠な数理的・統計的分析方法にも果敢に挑戦しうる人物であることが期待されて
いる。もちろん、入学時からすべての要求を満たすことはないであろうから、さまざまな
興味・関心を持った学生が集まって相互に影響を与え合いながら自分の長所を伸ばし、現
実的な感覚と論理的思考の両者を発展させることができるよう、入学者選抜においても配
慮する。
今日の多くの社会問題では政治と経済が複雑に絡み合っており、政治学と経済学の共同
なくしては根本的な解決策を提示することが困難である。国際政治経済学コースでは、政
治と経済の相互関連領域である政府や国際機関、あるいは国際関係、国家間経済関係など
に興味を持ち、経済学だけでなく政治学をも縦横無尽に利用して、それらの領域における
諸問題の論理的説明と解決のための処方箋作成を試みようとする学生の入学を期待する」
〈17〉大学院法学研究科
学生の受け入れ方針については、研究科要項におよび入学試験要項において、「アドミ
ッション・ポリシー」として、次のとおり受け入れ方針を明示し、これを研究科のホーム
ページ上にも公表している。
「本研究科は、高度な法学研究能力を有するとともに、「リーガル・マインド」を有し、
その研究成果を建設的に、かつ、緻密な論理をもって発信できる人材を育成することを目
標に、学部卒業後に自らが専攻する法領域において研究者を目指す者、社会人であって特
定の法領域についての専門性を高めたいとする者、法曹資格またはこれに準ずる能力を有
する者であって研究能力を高めたいとする者、日本において高度な法学教育を受けること
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を希望する外国人留学生など、バックグラウンドを多様とする有為な人材が多数存在する
との認識に立ち、その多様性に対応し、かつ、前記目標を達成するための適切な入学者選
抜制度を構築し、運用する。研究者養成を使命の一つとする以上、一定水準の学識・能力
を有することが選抜に際して問われるのは当然であるが、自らの潜在的能力を最大限に高
める意欲と努力を惜しまない者の受入れが望ましい」
〈18〉大学院文学研究科
以下のような取組によって、入学者受入方針を明確に定めている。
本学共通部分に加えて、研究科要項、ホームページ、毎年 6 月に行われる進学説明会に
おいて、本学共通部分に加えて、毎年夏に行われる進学説明会でコースごとに受け入れ方
針、および進学するにあたっての基礎学力について、個別に細かくそれぞれの専攻に応じ
た説明が加えられている。障がいのある学生については、出願段階で事前の問い合わせに
基づき、障がいに応じた機器の使用、受験時間の延長、別室受験の準備その他受験環境へ
の配慮を行っており、その旨、入試要項、ホームページに記載している。
〈19〉大学院商学研究科
本研究科は、本学共通部分に続いて、下記のような学生の受け入れ方針（アドミッショ
ン・ポリシー）を入試要項および商学研究科要項に明示し、学生の受け入れに係る本専攻
の基本的考え方を明らかにしている。
「本専攻では、高い基礎学力を備え、知的好奇心が旺盛で本学の理念である進取の精神に
富む勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界各国から迎え入れる。
修士課程入学者については、商学分野に関する学部卒業程度の基礎知識を有していると
ともに修士論文作成に関する問題意識、研究に真摯に取り組む姿勢が求められる。
博士後期課程入学者については、商学分野に関する専門的知識を有することはもとより、
自立した研究者として研究を遂行しうるだけの研究方法と研究に対する基本的意識・態度
が形成されていることが求められる。
また、伝統ある本研究科の特徴を生かすべく、本学商学部からの入学者受け入れを拡充
するために、推薦入学制度、商学研究科設置科目の先取り履修、修士課程早期修了制度な
どの諸制度を充実させている。さらに、本学他学部を対象とした推薦入学制度も実施して
いる。これらに加え、入試回数の複数化などを通して、基礎学力と思考力を兼ね備えた学
生を学内外から受け入れる。」
〈20〉大学院基幹理工学研究科
早稲田大学の教育理念と理工学術院および本研究科の人材育成方針に基づき、明確なア
ドミッション・ポリシーを定めている。その内容については、学部・大学院一貫教育の理
念に沿ったカリキュラム・ポリシー、時代を切り拓く人材の育成という教育理念に基づい
たディプロマ・ポリシーとともに理工学術院ホームページ、パンフレット、研究科要項等
に記載し、本研究科における学生受け入れ方針および人材育成方針を明示している。
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〈21〉大学院創造理工学研究科
早稲田大学の「学問の独立」という教育理念と理工学術院の人材育成方針に基づき、本
研究科として明確なアドミッション・ポリシーを定めている。その内容は、入学から卒業
までのカリキュラムや進路の方向性を示すディプロマ・ポリシーとともにホームページ、
パンフレット、研究科要項等に記載し、本研究科における学生受け入れとその後の人材育
成方針を明示している。
〈22〉大学院先進理工学研究科
早稲田大学の教育理念と理工学術院の人材育成方針に基づき、本研究科としての明確な
アドミッション・ポリシーを定めている。その内容は、入学から修了までのカリキュラム
や進路の方向性を示すディプロマ・ポリシーとともに理工学術院ホームページ、本研究科
ホームページ、パンフレット、研究科要項等に記載し、本研究科における学生受け入れと
その後の人材育成方針を明示している。
〈23〉大学院教育学研究科
本研究科では「入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」を研究科要項やホームペ
ージに明示している。また、本学主催の大学院各研究科入試説明会、本研究科独自の入試
説明会でも説明している。そのようにして、一定の高い基礎学力を有し、知的好奇心旺盛
で「進取の精神」に富む、勉学意欲の高い学生、すなわち学問的探究心と教職への強い意
志を持つ学生を国内からのみならず国外からも多数迎え入れることを方針としている。な
お、修士課程においては現職経験者を対象とした特別選考制度入試、博士後期課程におい
ては、専門職業人入試を実施し、そのことについても広く宣伝している。
修士課程については、志願者数は次のとおりである。
(年度)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

160

154

164

156

180

183

157

144

136

2015

2016

136

140

博士課程については、志願者数は次のとおりである。
(年度)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

48

49

35

38

53

53

48

45

46

2015

2016

41

35

博士課程は安定した志願者数を得ているが、修士課程は、2012 年度以降、微減状況にあ
る。なお 2012 年度は震災の影響により外国人志願者が減少した。
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〈24〉大学院人間科学研究科
人間科学研究科が求める学生像を受験生に伝えるため、各入試形態に合わせたアドミッ
ション・ポリシーを入試要項やホームページにも明示している。また、他研究科や他大学
からの進学者希望者に向けてパンフレットを作成し、広報している。加えて、志願予定者
には必ず各研究指導担当者と連絡をとることを求め、具体的な研究指導の内容や方針など
を理解してもらっている。
〈25〉大学院社会科学研究科
入学者の受け入れ方針として、次を本研究科ホームページやパンフレット、研究科要項
等を通じて、本研究科内外に周知し、社会に公表している。
早稲田大学では、
『学問の独立』の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ
知的好奇心が旺盛で、本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが
国をはじめ世界から多数迎え入れる。
とくに社会科学研究科では、専門的な知識を習得するとともに、それを土台に各分野との
交流により多くの領域の知を得て実践することができる素地のある人材を募集する。一般
の学生はもちろん、現在さまざまな活動に従事している社会人、経験を積んだ実務家、海
外からの留学生など、研究意欲にあふれた人材を、幅広く受け入れる。本研究科では、専
門的な知識を習得するとともに、それを土台に各分野との交流により多くの領域の知を得
て実践することができる素地のある人を募集する。一般の学生はもちろん、現在さまざま
な活動に従事している社会人、経験を積んだ実務家、海外からの留学生等、研究意欲にあ
ふれた人を、幅広く受け入れる。
また、障がいのある学生についても、本学「障がい学生支援室」との連携を図りながら、
個別事情に対応した受け入れに努めている。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を定め、課程ごとに求める学生像、なら
びに課程に共通して修得しておくべき知識・能力を明示した。本研究科が重視する能力は
以下である。①国際社会における諸課題の問題点を的確に把握し、解決することのできる
素養、②合理的・論理的に思考できる能力、③国際社会で通用しうる語学力を含めたコミ
ュニケーション能力。職業経験を有する者も歓迎している。これらの方針については、ホ
ームページにて受験生を含む社会一般に公表している。
以上のような取組によって学生の受け入れ方針を明確に定め、明示している。
〈28〉大学院日本語教育研究科
インターネット（ホームページから出願書類のダウンロード可能）、独自の入試説明会の
実施、国内外の入試説明会への参加、新聞・関係雑誌等の取材対応、記事提供、広告掲載
等により学生募集を行っている。
国内外における日本語教育の需要の増大と多様化の時代にあって、日本語教育は大きな
転換期を迎え、こうした変化に対応可能な日本語教育専門家が強く求められているが、本
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研究科ではセメスターごとに入学者選抜を行うとともに、渡日を要さずとも受験できる選
抜試験を実施し、世界各国・各地域の留学生、現職の日本語教師、社会人など、それぞれ
異なる背景を持った様々な人たちを広く迎え入れている。
以上のような入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を、研究科要項・ホームペ
ージで明示し、学生の受け入れ方針を明確に示している。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
本研究科では、本学共通部分に続いて、次のように学生の受け入れ方針を明確に定めて
いる。
「本研究科は、アジアを中心に各国のトップクラスの大学と提携・交流を進める中で、
世界各国のトップクラスの学生を国や学校の事情に合わせ、様々な形態で受け入れる。
例えば、学部３学年修了後から大学院修士課程に受け入れ、相手大学の修士課程単位認
定による早期修了を可能とするなどバラエティに富んだ制度を設け、海外からの優秀な
入学生迎え入れを行う。」
〈32〉大学院法務研究科
教育研究の目的を以下のとおり定め、公表している。
「早稲田大学大学院法務研究科（法科大学院）は、法律学の専門知識を具え、それを批
判的に検討し、さらに発展させる創造的な思考力を持つとともに、社会に生起する法律問
題を的確に分析し、解決する能力を持つ志の高い法曹の養成、すなわち 21 世紀の社会を
リードする質の高い法曹の養成、これからの日本社会が要求する法曹資格を持った法律専
門職の育成を目的とする」
このような教育研究の目的にかなう優秀な人材を受け入れるため、入学者選抜試験にお
いては、学生受入方針（アドミッション・ポリシー）を次のように定めている。
「早稲田大学では、
『学問の独立』の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、か
つ知的好奇心が旺盛で、本学の理念である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わ
が国をはじめ世界から多数迎え入れる。早稲田大学大学院法務研究科においては、優れた
法律家として実社会で活躍できる人材の発掘を第一の目標に、専門知識はもちろんのこと、
個々の受験生のバックグラウンドや特徴をも精査し、その資質や能力を総合的に評価し選
抜を行う」
以上の方針に基づき、受験生を含めた各種ステークホルダーに対し、毎年、パンフレッ
トや本研究科の Web サイト、新聞、雑誌等のメディアのみならず、多くの入試説明会で学
生受入方針、選抜基準および選抜手続を繰り返し説明している。
〈33〉大学院会計研究科
教育理念・目的を踏まえたアドミッション・ポリシーを本学共通部分に続いて、以下の
とおり定めており、その中で学生の受け入れ方針を明示している。アドミッション・ポリ
シーは、入学案内（パンフレット）や入学試験要項のほか、本研究科ホームページにも掲
載している。
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障がいのある学生の受け入れについては、学生から申し出があった場合に、本学の障が
い学生支援室等と連携し、その都度、支援体制を組むこととしている。
<<会計研究科アドミッション・ポリシー>>
早稲田大学は本学の教育に耐えうる基礎学力を持ち、本学の理念である進取の精神に富んだ
知的好奇心が旺盛であり、同時に、地球社会に貢献する意志が強く勉学意欲の高い学生を世界
のあらゆる地域から迎え入れる。
当研究科は、会計専門家として必要な高潔な倫理観を備え、会計の高度な専門知識・能力お
よびビジネス分野における幅広い能力を有する人材の育成という教育の理念を理解する意欲
に満ちた学生を迎え入れる。
社会の各方面で活躍する高度な会計の専門家の養成を目標としたプログラムとして、当研究
科の会計専門コースは、一般入試を実施するほか、英語力を重視した入試、IT・数理能力を重
視した入試、社会人経験を重視した入試等を行う。また、高度会計専門コースは、会計に関す
る一定の専門知識を有しているとともに、会計学または関連する学際的な研究に取り組むため
の資質や能力を総合的に評価する。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科
学生の受け入れに関しては、スポーツ文化、スポーツビジネス、スポーツ医科学、身体
運動科学、コーチング科学といった５つの専門領域において高度職業人の養成を目指す修
士課程 2 年制コースと、これらの領域における高度な研究能力を備えた学術研究者の養成
を目指す博士後期課程がある。さらに、実務経験者の学識をさらに広げることを目的とす
る修士課程 1 年制コースが設置されており、トップスポーツ、スポーツクラブ、健康スポ
ーツ、介護予防といった５つのマネジメントコースとエリートコーチングコースから構成
されている。具体的な学生の受け入れ方針は、修士課程２年制、修士課程１年制、博士後
期課程の課程別かつ試験区分別に、出願資格として 2016 年度研究科要項に明記されている。
またこの方針は、研究科ホームページを通じて広く社会に公表されている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

早稲田大学の教育理念と本研究科の人材育成方針に基づき、本研究科としてのアド
ミッション・ポリシーを定めており、入学から修了までのカリキュラムと進路の方向
性を示したカリキュラム・ポリシー、学位授与の方針を示したディプロマ・ポリシー
とともに、ホームページやパンフレット等に記載し、本研究科における学生受け入れ
方針と人材育成方針を明示している。
〈36〉大学院教職研究科
本研究科では、本学学則に基づき定められた本研究科の設立の理念と目的に応じて、
「入
学者受入方針（アドミッション・ポリシー）」において養成する人材像を明確に定めている。
なお、これらは、研究科要項、入学試験要項においても明示し、入学希望者に対し周知し
ている。さらに、研究科案内パンフレットや学校教諭向け月刊雑誌などに掲載の広告で社
会的に公表するとともに、本研究科のホームページ上でも掲載するなど、十分な周知・公
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表がなされている。
具体的には、本学共通部分に続いて、以下のとおり定めている。
本大学院教職研究科高度教職実践専攻では、次の二つのタイプの教員の養成を目的として
いる。
① より優れた実践的指導力・行動力を備え、学校づくりの有力な一員となり得る新人教員
② 指導理論と高度の実践力・応用力を備え、学校における指導的役割を果たし得るスクー
ルリーダー
それぞれの教員像に必要な基本的な知識・コミュニケーション力が前提となる。
これに加えて、教職への高い意欲を有すること、適切な履修プランが立てられること、修了
後の現実的なキャリア・プランが立てられることを条件とする。

〈37〉国際コミュニケーション研究科
本研究科では、入学者の受け入れ方針を入学案内、研究科ホームページ等で示してい
る。具体的には、国際コミュニケーション学における高度な学問研究を通じ、国際的に
この分野で活躍する可能性をもつ人材を多く受け入れ、同分野における優れた専門知識
をたずさえて国際社会で活躍・貢献できる人材の育成を目指す。そのために、国内外か
ら多様な文化的背景をもつ優れた人材を効率的に募る制度設計を行う。すなわち、従来
型の一般入試制度ではなく、より柔軟に学生選抜を可能とする AO 入試を実施している。
併せて、本学で優れた学業成績を残した学部生を積極的に受け入れるため、学内推薦入
試を実施する。
〈38〉大学院経営管理研究科
本研究科では、グローバルな環境下での将来のビジネスリーダー・経営幹部およびマネ
ジメント・ファイナンス分野の専門を究めたプロフェッショナルを育成するという教育研
究上の目的に対して、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を定め、ホームペー
ジおよび入学試験要項に明示している。
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（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行
っているか。
〈１〉大学全体
入学者選抜の実施にあたっては、その適切性と公平性を確保するため、文部科学省の「大
学入学者選抜実施要領」
「大学院入学者選抜実施要領」を順守するのはもちろんのこと、入
学センターが中心となって、全学共通の「入試実施マニュアル」を整備し、毎年内容の見
直しを行っている。
入学センターはこのほかにも、各学部・研究科が入学試験要項を独自に作成する際のマ
ニュアルとして「入学試験要項作成の手引き」を編集・随時更新し、入試要項に必要な情
報が適切に掲載されるための仕組みを構築しているほか、入試制度の新規導入・変更に際
しては第三者的な視点にも配慮したアドバイスをするなど、各学部・研究科の入学者選抜
が公正かつ適切に実施されていることを確認している。
また、学部一般入学試験の実施にあたっては、入試当日の情報を入学センターに集中す
ることで、不測の事態発生時には各学部で運営する入学試験本部をサポートし、迅速・適
切な対応をとるための全学的な協力体制を構築している。
なお、本学文化構想学部の 2011 年度入学試験で携帯電話を使用した不正行為事件が発
生したことを受け、試験監督員体制の強化を柱とした不正行為防止策を策定し、2012 年度
学部一般入試にて実施した。具体的には、①試験教室内巡視方法の改善と標準化、②監督
員業務研修の強化、③受験者に対する注意喚起の強化、などの対策を講じた。
学部一般入試の各科目の試験問題作成にあたり、原則として各学部で出題委員会を組織
し、各学部の管理・責任のもとで行われているが、近年は自学部だけでは問題作成が困難
な学部・科目も出てきており、このような場合、入学センターのもとに出題委員会を設置
し、全学から作題能力を有する教員を集めて問題作成を行っているケースもある。このよ
うに、入試問題作成体制の整備と負担の軽減が長年の大きな課題となってきたが、2009
年に教務担当常任理事の諮問委員会として「出題体制検討委員会」を発足し、この問題に
ついて集中的に議論を行った。その答申に基づき、出題手当の見直し、出題委員の負担軽
減のためのいくつかの方策と、入試科目ごとに入試問題作成に関する課題の整理・解決を
主導する「全学入試科目コーディネータ制度（以下、科目コーディネータ）」が導入された。
一部の学部・科目では、科目コーディネータを中心とした学内の第三者委員会が入試問題
事後点検を実施し、万が一出題ミスが存在する場合でも、合格者発表までに発見し、迅速
に対応できる体制を整えている。
学部一般入試当日には、試験開始前に出題委員による再度の問題点検を行って受験生か
らの質問等に備えているが、万が一終了後に出題ミスが発見された場合でも合格者発表ま
でにその内容・取り扱いについてホームページの掲載により通知している。採点は、少な
くとも２人以上の教員が同一の答案を採点する二重チェックを行うとともに、目視および
コンピューターシステム上でも配点チェックを行うなど、遺漏のないシステムを構築して
いる。学外の第三者による問題の事前点検等については、機密保持の観点から実現するの
は困難と考えている。
なお、一般入試および大学入試センター利用入試において、不測の災害や管理上の事故
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等の発生によりやむを得ず再試験の実施が必要となる事態に備え、非常用問題を準備して
いる。
入学者選抜基準の透明性を保つため、入学試験要項に各学部試験の目的や評価基準、例
えば小論文においてどのような能力や個性を評価するか、などを明らかにしているほか、
合格者発表後には、①学部、試験科目ごとの受験者平均点・合格最低点、特定科目の合格
基準点、②選択科目の偏差値による標準化処理、③大学入試センター試験科目の得点の換
算法等を公表している。また各種入試制度における志願者数、受験者数、合格者数、実質
倍率等のほか、自己推薦における合格者の活動成績例等を「入学案内」において公表して
いる。
一般入試不合格者への入試成績開示については、希望者（受験者本人）に対し、①科目
別の得点（学部によっては標準偏差により標準化された得点）、②合計得点、③合格最低点
を郵送にて通知している。一般入試以外については、大学入試センター利用入試のうち一
般入試成績との合算により判定する方式を除き、不合格者への得点開示は行っていない。
本学の事業計画 Waseda Vision 150 に掲げられる数値目標「外国人学生数 1 万人」を達
成するため、海外学生のリクルート活動・入学者選抜のための専門部署となる「国際アド
ミッションズ・オフィス（International Admissions Office：IAO）」では、より海外諸地
域に根差したリクルーティング活動を実現するため、学内公募型の「グローバル・リクル
ーティング・プロジェクト」を 2014 年度より発足。海外リクルート活動に積極的な職員
約 50 名を所属箇所の枠を超えて学内から募り、海外学生募集活動を活発化させている。
また、2010 年度より拡充を始めた英語による学位取得プログラムは 2017 年度（予定）7
学部 13 研究科にて設置されている。特に学部英語プログラムについては、2010 年度のプ
ログラム拡充開始以降入学定員を拡大しており、2017 年度の入学定員は 450 名(政治経済
学部 100 名、文化構想学部 30 名、社会科学部 20 名、国際教養学部 225 名、基幹理工学
部 35 名、創造理工学部 25 名、先進理工学部 15 名)となっている(2010 年度の入学定員は
255 名＋α(政治経済学部 30 名、国際教養学部 225 名、基幹・創造・先進理工学部各若干
名)。
このほか、2004 年度から全学共通試験として実施している帰国生共通入試を段階的に拡
大し、現在では帰国生・外国学生共通試験として実施している。参加学部も増加し、海外
在住の志願者が一度の渡日・受験で複数学部を併願できる体制をとっている。特に外国学
生入試においては、東日本大震災以降、一時期出願者数の減少が見られたが、2014 年 7
月の出願では過去最高の出願者数を得ることができた(出願延数 1,135 名、出願実数 829
名)。2009 年度から韓国で実施している海外指定校推薦入学試験は、2010 年度からは対象
国を拡大し、中国においても実施している。また学部英語プログラムにおいても海外指定
校推薦制度を導入し、中国、韓国および台湾地域で実施している。
海外在住の志願者が本学の入学選考を受験する負担を軽減するための取り組みも行って
いる。具体的には、2012 年 9 月入学者より、海外在住の志願者の検定料を 5000 円に引き
下げるほか、これまで金融機関を通じた海外送金が原則であった検定料納入方法にクレジ
ットカード決済を導入し、検定料納入にかかる志願者の手数料負担を軽減することとした。
また 2015 年度入学より、授業料についてもクレジットカード決済が導入される予定とな
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っている。
大学院については、IAO が中心となり出願時期の見直しや願書処理工程の効率化などを
推進し、海外在住者の事情に配慮した入学選考の体制を整備している。
大学院における入学者選抜については、各研究科の項で詳述するが、各研究科が主体と
なり、入学センター、IAO が支援する形で実施している。入学センターでは前述のとおり、
入学試験要項の事前確認により適切な選抜実施を担保している。IAO では、独立研究科を
除く全研究科の外国学生出願資格確認および志願者からの問い合わせを一括して受け付け、
各研究科の負担を軽減するとともに、業務ノウハウの蓄積を図っている。
〈２〉政治経済学部
本学部は、アドミッション・ポリシーに基づき、政治学と経済学の両領域においてさま
ざまな発展の可能性を持つ学生を受け入れるため、多角的に志願者の能力を評価する多様
な入学試験制度を実施している。
入学試験制度は、①一般入学試験、②大学入試センター試験利用入学試験（5 教科 6 科
目型）、③附属・系属校からの推薦、④指定校推薦入学試験（国内外）、⑤ＡＯ方式によ
る入学試験（総合選抜（2016 からグローバル入試）、社会人（2016 から社会人グローバ
ル入試）、外国学生、9 月入学英語学位プログラム）、⑥全学共通入学試験（帰国生、外
国学生渡日前入学許可制度。帰国生入試はグローバル入試に統合）、以上に大別できる。
本学部の入試制度のうち、最も多くの学生を受け入れているのは、①一般入試である。
一般入試は、本学部入試制度の要であり、政治と経済に関心を持つ受験生に対して、高等
学校の教科学習の達成度を測ることを目的とし、標準的な３科目である外国語（英語、ド
イツ語、フランス語）、国語および選択科目（日本史、世界史、政治経済、数学）の試験
から構成される。2016 年度においては全入学者の 41.6％が一般入試を経て入学してい
る。
一般入試の募集人員は、2007 年度のセンター利用入試導入等に伴い、50 名削減され
450 名（政治学科 150 名、経済学科 200 名、国際政治経済学科 100 名）となり、学科別に
募集を行っている。同入試の志願者数は、2010 年度 8642 人、2011 年度 7835 人、2012
年度 7222 人､2013 年度 7230 人、2014 年度 6888 人、2015 年度 6,469 人、2016 年度 6,647
人と過去 5 年間で 8%ほど減少している。
一般入試の各年度の選抜方法に関する審議決定は、学部長が任命する入試統計資料検討
委員会（パラメータ委員会）が基本方針を策定し、最終的には学部教員全員で構成する学
部運営委員会が行う。また、作成された試験問題は、問題作成委員会と異なる問題点検委
員が入念な点検を行い、出題ミス防止に努めている。
一般入試においては、入学者選抜基準の透明性を保つため、受験生の全体平均点、教科
別平均点、そして合格最低点を公表している。また選択科目の難易度による有利、不利が
生じないよう標準化していることも公表している。さらに不合格者本人から問い合わせが
あった場合、一定期間入試の成績結果を開示している。
②大学入試センター利用入試は、2007 年度に開始し、外国語（英語）、国語、数学（2
科目）、地歴・公民（1 科目選択）、理科（1 科目選択）の 5 教科 6 科目について 800 点満
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点に換算のうえ、センター試験の成績のみに基づき、学科別に募集人員 75 名（政治学科
25 名、経済学科 35 名、国際政治経済学科 15 名）について合格者を選抜している。
センター利用入試の志願者数は、2007 年度には 2482 人であったが、センター試験実施
後に出願を締め切る方式としていることもあり、志願者は減少傾向にあった。しかし、2016
年度には 2,539 人まで増加している。一方で入学者数は、2012 年度 57 人、2013 年度 65
人、2014 年度 43 人、2015 年度 43 人、2016 年度 40 人と増加する傾向にある。
③附属・系属校の推薦による入学者数は、募集人員 285 名に対して入学者 285 人と 100%
の充足率となっており、2016 年度本学部入学者全体の 28.5％を占めている。高等学院等
の附属・系属高校は、本学の中核となる人材の育成を目的としており、各高校の教育課程
に基づき所定の単位数を取得し、3 カ年の修業年限を終えた者は、本学の各学部へ全員も
しくは一部が進学できる仕組みとなっている。本学部は、他学部に比べて多くの入学者を
附属・系属校から受け入れており、附属・系属校生徒に対して本学部教員が模擬講義や学
部説明会を実施したり、入学予定者に対して入学前教育として数学事前課題を課したりし
て、高大一貫教育を睨んだ入学者の受け入れを行っている。なお、2016 年度より、外部の
英語能力試験を活用した推薦基準を設け、その基準を満たす生徒の受入を開始している。
④指定校推薦入試は、1992 年度に開始し、地方から優秀な人材を確保する重要な入学者
選抜方法として位置づけられ、2016 年度入学者全体の 9.7％がこの制度を経て入学してい
る。本学部は、一貫して全国各地域から学生を受け入れることを目指しており、本入試制
度においては各都道府県から選定した指定校から推薦される生徒について、学校長の推薦
書類および面接試験に基づき選抜を行っている。推薦にあたっては学校長に対して、全体
評定平均値 4.3 以上、または英語・数学の評定平均値 4.5 以上かつ全科目の全体評定平均
値 4.0 以上を要求している。また学科ごとの受け入れバランスを確保するため、当該年度
の受入学科を学校ごとに指定している。
指定校推薦に関する選抜方法、実施方法についての審議決定は、入試・リクルート委員
会の審議を経て、学部運営委員会が行う。また、指定方法基準の正当性と透明性を保つた
め、推薦手続き、面接試験の要領、志望理由書作成要領等の情報を掲載した試験要領を毎
年度発行している。指定校の選定は、3 年ごとに見直すこととし、過去の本学部入学試験
結果（志願者数、合格者数、入学者数）の実績や入学後の成績を基に行っている。
指定校推薦入試は、本学部の国際的教育プログラムの展開とともに、その対象を海外の
学校にまで拡大してきており、中国、韓国、台湾といった近隣アジア地域に 4 月入学およ
び 9 月入学（英語学位プログラム）それぞれの指定校を定め、外国人留学生の受け入れを
行っている。
⑤ＡＯ方式による入試制度は、2000 年度に開始した総合選抜入試に端を発しており、書
類、論文、面接の組み合わせによる総合的審査により入学者選抜を行うものである。
ＡＯ方式による入試制度の中心となる総合選抜入試は、2016 年度から求める学生像をよ
り明確にするためにグローバル入試と名称を変更して実施している。1 次試験の書類およ
び論文審査並びに 2 次審査の面接審査により判定する試験であり、政治と経済が関係する
諸問題に対する受験生の意欲、分析力、表現力を総合的に評価することを目的としている。
また、書類審査では、高校時代に受験勉強以外に積極的に行った多様な活動を評価し、一
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般入試では評価することができない多様な人材を確保することを目的としている。
グローバル入試は、募集人員 50 名で行い、2012 年度からは英語能力を判定するため、
従来の英語論文審査に換えて TOEFL のスコアを提出させており、2016 年度からは、
TOEFL に加えて TOEIC および IELTS を対象試験に拡大した。
ＡＯ入試制度全般にわたる各年度の選抜方針、選抜方法、実施方法等に関する審議決定
は、学部長が任命するグローバル実施委員会の審議を経て、学部運営委員会が行う。一般
入試同様、問題作成委員会と異なる点検委員が入念な事前点検を行っている。また、各年
度の問題作成に先立ち、グローバル実施委員会が試験のあり方について検討を行い、書類
審査の実施要領を中心に毎年調整を行っている。
ＡＯ方式による入試制度には、グローバル入試に加えて、社会人グローバル入試、外国
学生入試、および 9 月入学の英語による学位課程である EDESSA が包摂される。募集人
員は、EDESSA を除いていずれも若干名であり、2016 年度の全入学者に対する構成比も
社会人グローバル入試および外国学生入試においては 2％未満となっている。
本学部は、ＡＯ入試における入学者選抜基準の透明性を保つため入試制度の主旨、選抜
方法、手続き等について、試験要項、オープンキャンパスや高校訪問の説明会、学部の公
式ホームページ等で公表している。
EDESSA (English-based Degree Studies September Admission program)（2012 年度
に“J-GLOPE コース”から改称）は、文部科学省の国際化拠点整備事業の一環として 2010
年度に開始した英語による学位プログラムであり、9 月入学募集人員 30 名としている。志
願者数は、2010 年度 36 人、2011 年度 75 人、2012 年度 83 人、2013 年度 144 人、2014
年度 152 人、2015 年度 228 人、2016 年度 278 人と毎年増加している。
⑥全学共通入学試験としては、外国学生渡日前入学許可制度による入試があり、若干名
の募集人員となっている。なお、帰国生共通入試については本学部としては実施せず、グ
ローバル入試に志願するように案内している。
渡日前入学許可制度による入学試験は、日本学生支援機構が国内外で実施する日本留学
試験を利用し、留学希望者が入学試験のために来日せずに受験し入学許可を得ることがで
きる外国人留学生を対象とする入試制度となっている。
〈３〉法学部
本学部では、2016 年度現在（2017 年 4 月入学者に向けて）、1 年次入学試験として、①
一般入学試験、②大学入試センター試験を利用した入学試験、③指定校推薦入学試験、④
附属・系属校からの内部進学、⑤帰国生入学試験、⑥外国学生入学試験、⑦外国政府等奨
学生入学試験、⑧中国指定校入学試験を実施し、このほか、⑨2 年次転部入学試験、⑩学
士入学試験を実施している。
①一般入学試験
本学部における主要な入学試験で、外国語（英語・独語・仏語・中国語から１つを選択。
ただし、独・仏・中は大学入試センター試験の得点を利用）、国語、地歴・公民（世界史・
日本史・政治経済から１つを選択）の 3 教科について行う筆記試験であり、募集定員は 350
名である。
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* なお、2018 年度入試より地歴・公民に加え、数学（数学 I・数学 II・数学 A・数学 B）
を出題科目に加え、大学入試センター試験の得点を利用する予定である。
試験問題は、各科目出題委員会により作成され、本学部の受け入れ方針に従い、法学部
の学生に求められる能力を判定することを目的とした、
「法学部らしい」問題を出題するこ
とを目指している。
合否判定は、判定教授会において公正に行う。すべての科目について得点の標準化を行
い、選択科目において問題の難易等による不公平が生ずることを防いでいる。公正さの担
保の一つとして、合格判定後に不合格者から請求がある場合、本人に得点を開示している。
②大学入試センター試験を利用した入学試験
広い視野を有する多様な人材、および、多様な地域からの人材が必要であるとの上記受
け入れ方針に基づき実施している。5 教科 6 科目（外国語・国語・数学・社会・理科）の
センター試験の得点に基づき合格者を決定する。募集定員は 100 名である。
③指定校推薦入学試験
多様な地域から優秀な人材を受け入れるとの方針に基づき、全国各都道府県から最低一
校の指定校を選定し、高校における選抜・推薦を前提としているため被推薦者の受け入れ
を前提としながらも、被推薦者に課題文を課し、全員に面接を行い厳正な審査を行ってい
る。指定校の選定は、本学部への近年の入学者数、合格者の入学手続き率、入学した生徒
の入学後の学業成績の追跡調査等の資料をもとに行い、本学部が提示した基準に適う生徒
の推薦を高校に依頼する。この基準には、学業成績のほか、スポーツ・文化活動での顕著
な成果も含まれている。2016 年度入試より、成績等の基準によらない指定校独自の判断に
基づく推薦も特別方式として認めている。この特別方式の被推薦者については、集団面接・
ディスカッション等に基づく判定を行うこととしている。2017 年度の指定校数は 200 校
である。
④附属・系属校からの推薦入学
本学の附属校 2 校（早稲田大学高等学院・早稲田大学本庄高等学院）と系属校 5 校（早
稲田実業学校・早稲田高校・早稲田渋谷シンガポール校・早稲田摂綾高校・早稲田佐賀高
校）からの推薦を受け、本学部への進学を志望する者を受け入れる制度である。2017 年度
入学者の本学部への推薦枠は高等学院 85 名・本庄高等学院 47 名（臨時増 3 名）・早稲田
実業学校 33 名・早稲田高校 15 名・早稲田渋谷シンガポール校 4 名・早稲田摂陵高校 3 名・
早稲田佐賀高校 10 名である。同一法人の附属校からの推薦には内部進学として面接試験
がなく、系属校からの推薦には面接試験を課しているが、いずれに対しても、学部説明会、
模擬授業、当該高校の教員等を通じて、本学部の雰囲気やその受け入れ方針を伝え、受け
入れ方針に合致した者のみにつき推薦を求めている。
⑤帰国生入学試験
早稲田大学国際アドミッションズオフィスが実施する全学共通試験の得点に基づき、多
様な地域からの帰国生に対して公正な選抜を行い受け入れている。2017 年度入試より、英
語の共通試験に加え、英独仏の 4 技能外部試験のスコアを提出することを認め、提出され
たスコアを CEFR（「言語の評価・学習・教育に関する欧州共通参照枠組」）を目安として
共通試験の英語と同じく 100 点満点に換算して合否判定に使用している。全学共通試験に
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おける英語の出題は 2018 年度入試より廃止となり、英独仏の 4 技能外部試験のスコアを
外国語の得点として利用することとなる。
⑥外国学生入学試験
外国学生は、一次試験では、早稲田大学国際アドミッションズオフィスが実施する全学
共通試験の得点に基づき合否判定を行い、二次試験では教員による面接試験により選抜す
る。本学部では、日常会話で必要とされる以上の日本語能力が必要となるため、一次試験
においては日本語能力試験 N1 級の合格か日本留学生試験日本語 A ランクのスコアを合格
の条件としているが、二次試験においても受験生の人物評価の他に日本語能力も重視して
公正な面接を行い、選抜を行っている。2017 年度入試より、英語の共通試験に加え、英独
仏の 4 技能外部試験のスコアを提出することを認め、提出されたスコアを CEFR（「言語
の評価・学習・教育に関する欧州共通参照枠組」）を目安として共通試験の英語と同じく
100 点満点に換算して合否判定に使用している。全学共通試験における英語の出題は 2018
年度入試より廃止となり、英独仏の 4 技能外部試験のスコアを外国語の得点として利用す
ることとなる。
⑦外国政府等奨学生入学試験
外国政府等から派遣される各国の優秀な学生を受け入れるための入試制度である。現在
はベトナム政府奨学生が対象となっているが、これまでのところ応募者がいない。派遣さ
れる学生は、外国政府による選抜に基づき同政府からの推薦を受けていることから、同試
験は書類選考のみでの選抜となるが、一定程度以上の日本語能力を有することを条件とし
ている。
⑧中国指定校入学試験
外国語として日本語を専門的に学ぶ中国内の高校から国際アドミッションズオフィスが
選定した指定校に成績等に基づく推薦を依頼し、一定程度以上の日本語能力を有すること
を条件として、入学前年に遠隔システムを利用して面接を行ったうえで合否を決定してい
る。
⑨２年次転部試験
本学の他学部 1 年次に所属する学生を対象とし、法律について特に高い関心を持つ学生
を獲得することを目的に実施している。一次試験として書類選考を行い、二次試験で面接
試験を行っている。合格者に対しては、所属学部での成績要件を課しており、これを満た
すことで、最終合格としている。さまざまな背景を持った多様な人材を求める観点から重
要な試験と位置付けているが、出願時にステートメント（志望理由書）の提出を義務づけ、
慎重に面接を行うことによって、公正・厳格な選抜を行っている。
⑩学士入学試験
他分野で専門的知識を身に着け卒業する学生、社会での実務経験を持った社会人等、多
様な学生の受け入れを目的として実施している。入学後の他の在学生への影響を考えても、
重要な入学試験制度と位置付けている。転部試験同様、出願時にステートメント（志望理
由書）の提出を義務づけ、一次試験での書類選考、二次試験での面接により、公正・厳格
な選抜を行っている。
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〈４〉文化構想学部
一般入試および大学入試センター試験利用入試では公正性を担保するため適切な形で得
点調整を行っている。また、入学者選抜制度全般については、文学学術院入試制度検討委
員会で随時その適切性を検討している。さらに適宜、文学学術院基本構想委員会でも学部
の理念、目標、求める学生像との関係で現行の入試制度の適切性について検討を行ってい
るところである。なお、指定校推薦制度については事前に設定された各高校の入学実績に
基づいて指定校を毎年、文学学術院入試制度検討委員会で検討し、文学学術院教授会で決
定しており、公平性は担保されている。大学全体で入試問題は公表し、また不合格者への
成績通知も実施することで、透明性を確保している。
〈５〉文学部
一般入試および大学入試センター試験利用入試では公正性を担保するため適切な形で得
点調整を行っている。また、入学者選抜制度全般については、文学学術院入試制度検討委
員会で随時その適切性を検討している。さらに適宜、文学学術院基本構想委員会でも学部
の理念、目標、求める学生像との関係で現行の入試制度の適切性について検討を行ってい
るところである。なお、指定校推薦制度については事前に設定された各高校の入学実績に
基づいて指定校を毎年、文学学術院入試制度検討委員会で検討し、文学学術院教授会で決
定しており、公平性は担保されている。大学全体で入試問題は公表し、また不合格者への
成績通知も実施することで、透明性を確保している。
〈６〉教育学部
入試区分としては、①一般入学試験、②自己推薦入学試験、③帰国生入学試験、④外国
人入学試験、⑤附属、系属校推薦、⑥韓国指定校推薦がある。
一般入試は文科系（Ａ方式）、理科系（Ｂ方式）の２種類の学力試験により合否を判定し
ている。自己推薦入試は書類審査、小論文、面接等により適性を判断している。帰国生、
外国人入試は学力試験に加え小論文、面接等により適性を判断している。附属、系属校推
薦は高校に適性の判断を求めているが、必要に応じ面接を行っている。韓国指定校推薦は
現在まで入学者がいない。
〈７〉商学部
本学部では、一般入試で求める３教科型の学生に加えて、大学入試センター試験を受験
した全教科型の学生を全国に広く求めており、より大きな知的視野をもつ学生の確保を図
っている。また、３教科型では数学選択も可能とし、理系の受験生にまで入学の対象を広
げることで、学部の理念に合致した多様な人材の確保を目指している。センター利用受験
者と同じく、知的視野の広い学生の確保という点で、指定校推薦入学試験にも力を入れて
おり、さまざまな教科を幅広く学習し、かつ高い成績を収めた学生を、全国各地の指定校
から受け入れている。さらに、2010 年度からは韓国の高校に、2011 年度からは、中国の
高校にも指定校推薦入試の範囲を拡大し、徐々にではあるが、学生の受け入れという入口
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のレベルでも国際化を進めつつある。
なお、選抜基準については、まず入試委員会において議論を行い、最終的には学部運営
委員会に客観的かつ公正な資料を提示して決定している。また、一般入試の選抜基準は、
各科目について標準化を行い、科目間の難易度を調整したうえで公正な判定が行える仕組
みを導入している。
〈８〉基幹理工学部
一般入試において厳正なる選抜を行うとともに、外国学生を含めたさまざまな教育的背
景を持つ志願者に公平な機会を与え、受け入れ方針に沿う能力や勉学志向を持つ入学者を
選抜するため、推薦入試、外国学生ＡＯ入試等の入試制度に加え、9 月入学の国際コース
入試を個別に行っている。4 月入学生に関しては、学士・編入入試を除いた各入試におい
て、受入れ方針に基づいた学系別入試を行っている。いずれの入試においても、学部及び
学科の各会議体にて審査のうえ、合否判定をしており、学術院執行部を中心に公正な選抜
を実施する仕組みを整えている。
〈９〉創造理工学部
一般入試において厳正なる選抜を行うとともに、外国人留学生を含め、さまざまな教育
的背景を持つ志願者に公平な機会を与え、本学部の受け入れ方針に沿う能力や勉学志向を
持つ入学者を選抜するため、ＡＯ入試、推薦入試等の入試制度を導入している。いずれの
入試においても、学科、学部、学術院の各会議体にて審査のうえで合否を決定しており、
学術院執行部を中心に公正な選抜を実施する仕組みを整えている。
〈10〉先進理工学部
一般入試において厳正なる選抜を行うとともに、外国人留学生や帰国生を含め、さまざ
まな教育的背景を持つ志願者に公平な機会を与え、本学部の受け入れ方針に沿う能力や勉
学志向を持つ入学者を選抜するため、推薦入試、外国学生入試、特別選抜入試等の入試制
度を導入している。いずれの入試においても、学科、学部、学術院の各会議体にて審査の
うえ、合否を決定しており、学術院執行部を中心に公正な選抜を実施する仕組みを整えて
いる。
〈11〉社会科学部
広く志願者を集めるための情報発信活動として、2015年度に学部ホームページを刷新し、
案内パンフレットも毎年改訂ないし新規作成を行っている。学部ホームページや本学体験
ウェブサイトでは、入試情報の提供に加えて、受験生の本学部への関心が高まるよう、カ
リキュラム紹介や講義紹介等のさまざまな情報を公開している。さらに、近年留学生が多
くなったことに対応して、海外への情報発信のために、学部ホームページの英語版を提供
している。以上のように、ホームページやパンフレットは、受験生が本学部を検討する際
に有用な情報を提供している。
学部の入学試験は、(1)１年次入学、(2)編入学、(3)その他に分かれる。
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(1)１年次入学は、以下の７つの形態で行われている。すなわち、a）一般入学試験（春
季年１回募集。入学は年１回４月のみ）、b）大学入試センター試験利用入学試験（春季年
１回募集。入学は年１回４月のみ）、c）全国自己推薦入学試験（春季年１回募集。入学は
年１回４月のみ）、d）帰国生入学試験（秋季年１回募集。入学は年１回４月のみ）、e）外
国学生入学試験（秋季年１回募集。入学は年１回４月のみ）、ｆ）現代日本学プログラム海
外指定校推薦入学試験（春季年１回募集。入学は年１回９月のみ）、ｇ）現代日本学プログ
ラムＡＯ入学試験（秋季・春季年２回募集。入学は年１回９月のみ）の７つである。
(2)編入学は、学士入学試験（春季年１回募集。入学は年１回４月のみ）、の1つである。
(3)その他としては、正規の学生以外に、正規の学生の修学に妨げのない範囲で、選考の
うえ若干名の科目等履修生（一般履修／教職履修）の修学を許可している。
各入学試験の募集定員、出願資格、試験科目、入試形態別の過去３年間の志願者数およ
び合格者数、入試日程や募集要項等の情報は、本学部ホームページ等において公開されて
いる。過去４年の入試形態別の志願者数・合格者数については「社会科学部過去４年の入
試形態別志願者数・合格者数」を、また過去４年の外国学生入試以外の外国人留学生（在
留資格が留学の者）志願者数・合格者数（内数）については「社会科学部過去４年の外国
学生入試以外の外国人留学生（在留資格が「留学」の者）志願者数・合格者数（内数）」を、
それぞれ参照のこと。
〈12〉人間科学部
公正を期すため、入試要項をはじめさまざまな媒体を介して制度を公開し、一般入試、
大学入試センター試験利用入試、学校長（指定校）推薦入試、帰国生入試、外国学生入試、
学士入試、海外指定校入試（中国、韓国）等を実施している。このほか、附属校、系属校
の推薦入試が実施されている。一方、通信教育課程では、一般入試のほかに対象団体から
の特別選抜入試を実施している。
〈13〉スポーツ科学部
各入試の募集定員は「一般入学試験」100 名、「センター＋一般方式」50 名、「センター
＋競技歴方式」50 名、
「センターのみ方式」50 名、
「スポーツ自己推薦入学試験」40 名、
「ト
ップアスリート（AO 方式）入学試験」若干名、「スポーツ推薦入学試験」約 80 名、「社会
人スポーツ自己推薦入学試験」若干名、「帰国生入学試験」若干名、「外国学生入学試験」
若干名、
「外国学生（渡日前）入学試験」若干名である。このほか、附属・系属校からの推
薦入学の十数名が含まれる。
〈14〉国際教養学部
本学部は、日本のみならず世界中から多様な国籍や文化的背景をもった学生を募集し、
英語を共通言語とした国際的な教育環境を構築することを目標としている。これを達成す
るために、600 人の学則定員のうち、475 人を 4 月入学者用、125 人を 9 月入学者用に設
定することで、さまざまな国・地域のアカデミックスケジュールに対応できる入試体制を
整えている。その入試制度には、大別して次の 8 種類がある。
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１．一般入学試験
２．大学入試センター試験利用入学試験
３．AO 入学試験（4 月入学・国内選考）
４．AO 入学試験（4 月入学・国外選考）
５．AO 入学試験（9 月入学）
６．海外指定校推薦入学試験
７．国内指定校推薦入学試験
８．附属・系属高等学校からの推薦入学試験
各入試制度における入学者選抜は、AO 入試委員会等による審議を経て、学部運営委員
会において最終的な判定を行っており、公正かつ適切に実施されている。
また、世界中から優秀な学生を獲得するための募集活動として、
１．国内・海外高校訪問／説明会の実施
２．国内・海外留学フェアへの参加
３．広報物（「ブローシャ」（日本語版・英語版・簡体字版・繁体字版）の作成
４．オープンキャンパスの実施
５．ホームページを活用した広報
６．カウンターでの質問対応
などを行っている。
〈15〉大学院政治学研究科
本研究科による学生募集は、ホームページと毎年5月に開催される大学院進学説明会お
よび6月と10月に行われる入学試験・進学説明会を通じて行われる。政治学専攻修士課程
と公共経営専攻専門職学位課程の入学者選抜方法として、①書類審査および面接審査を通
じて、他大学を含め広い範囲から学生を求める一般入学試験（全専攻共通）、②問題意識
と社会経験を重視し、少数の有能な人材を求める社会人入学試験（政治学専攻のみ）、③
学部時代の成績と書類審査、面接審査を重視し、本学内から優秀な人材を求める推薦入学
試験（全専攻共通）、④書類審査および面接審査を通じて多様な人材を求める外国学生入
学試験（全専攻共通）を有しており、多様な学生に対応するための入学試験方法が制度化
されている。なお、外国学生入学試験では志願者の利便性を考慮し、本学海外オフィスの
ＴＶ会議システムを利用して面接審査を実施することで、渡日せずに受験することも可能
な制度としている。2016年度の入学試験制度別の実績は以下のとおりである。各選抜方法
の理念が生かされた入学試験が行われている。
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［表］2016 年度入試制度別実績（修士課程）

入試種類

志願者

合格者

入学者

合格倍率

各入学月入試における
志願者の構成比

一般入試［4月入学］

56

28

24

2.00

35.67%

推薦入試［4月入学］

22

17

16

1.29

14.01%

5

1

1

5.00

3.18%

67

31

29

2.16

42.68%

7

5

5

1.40

4.46%

157

83

75

1.89

100.00％

一般入試［9月入学］

12

5

5

2.40

13.33%

推薦入試［9月入学］

4

2

2

2.00

4.44%

社会人入試［9月入学］

1

0

0

0.00

1.11%

68

23

21

2.97

75.56%

5

4

4

1.25

5.56%

90

34

32

2.65

100.00％

社会人入試［4月入学］
外国学生入試［4月入学］
特別選考等［4月入学］
合 計［4月入学］

外国学生入試［9月入学］
特別選考等［9月入学］
合 計［9月入学］

［表］2016 年度入試制度別実績（専門職学位課程）
入試種類

志願者

合格者

入学者

合格倍率

各入学月入試における
志願者の構成比

一般入試［4月入学］

21

15

13

1.40

67.74%

推薦入試［4月入学］

4

4

2

1.00

12.90%

外国学生入試［4月入学］

3

3

2

1.00

9.68%

特別選考等［4月入学］

3

3

3

1.00

9.68%

31

25

20

1.24

100.00％

一般入試［9月入学］

7

5

4

1.40

53.85%

推薦入試［9月入学］

0

0

0

0.00

0.00%

外国学生入試［9月入学］

0

0

0

0.00

0.00%

特別選考等［9月入学］

6

6

6

1.00

46.15%

13

11

10

1.18

100.00％

合 計［4月入学］

合 計［9月入学］

〈16〉大学院経済学研究科
本研究科は、学生の受け入れ方針に基づき多彩な学生を確保すべく、2008 年度以降入
試制度改革に努めている。これにより、特に修士課程では 2009 年度以降の外国人留学生
をはじめとする志願者数が劇的に増加し、また特別奨学金制度の導入によって優秀な学生
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のさらなる獲得を推進している。2008 年度以降の主な入試制度改革の内容は以下のとお
りである。
１）筆記試験の免除制度を導入（2008 年度入学試験以降）
修士課程の筆記試験 2 科目（英語・経済学）において、所定の要件（英語：所定基準
を満たした語学能力証明書の提出、経済学：経済学検定試験において ERE または
ERE ミクロ・マクロの成績が A 以上）を満たした場合には筆記試験が免除される制
度を導入。
２）9 月入学を開始（2008 年度入学試験以降）
海外大学卒業後すぐに大学院進学できるよう、9 月入学の受け入れを開始した（修士
課程・博士後期課程共通）。また、2010 年度以降の 9 月入学試験においては筆記試
験を行わず、国内外の約 10 拠点で面接試験を実施することで海外の受験生が渡日せ
ずに入学試験を受けることが可能となった。
３）英語による修了プログラム導入（2009 年度 9 月入学以降）
本研究科では「グローバル 30」採択に先立ち、英語による研究指導・講義のみの履修
で修了できるプログラムを 2009 年 9 月入学より開始した。日本語能力がまったくな
い学生の入学も可能となり、毎期 10 名程度の学生が英語プログラムで入学してい
る。
４）指導教員を指定せずに受験が可能（2010 年度入学試験以降）
個別指導体制から研究領域別合同指導体制への移行にともない、入学試験において
は指導教員を指定せず、コース・研究領域のみで受験することが可能となった。こ
れにより、入学半年後に指導教員の決定ができ、研究・論文執筆に向けた指導体制
を整えることもできるようになった。
５）出願時に指導教員を指定しない入試への完全移行（2013 年度入学試験試験以降）
入学当初は基礎力を重視し、研究領域別指導への本格的移行を見据えて、志願者が
指導教員を指定せずにコース・研究領域のみを指定する制度を導入。
６）英語筆記試験の完全代替（2013 年度入学試験試験以降）
修士課程の英語筆記試験において、所定の要件（英語：所定基準を満たした語学能力
証明書の提出）をもって筆記試験を完全に代替する制度を導入。
７）小論文試験の導入（2015 年度入学試験より実施）
より総合的に論述能力を審査するため、第一期入学試験を受験するすべての受験生に
対して小論文試験を実施している。
修士課程における現行の入試制度は、①一般入試、②社会人入試、③学内推薦入試、④
外国人特別選考に大別できる。
①一般入試：書類（主に研究計画書）・筆記試験（英語・専門）・口頭試問に合格した 4
年制大学卒業者。
②社会人入試：書類（主に研究計画書）・筆記試験（英語）・口頭試問に合格した 4 年制
大学卒業後 3 年以上の者。
③学内推薦入試：書類（主に教員による推薦書ならびに研究計画書）・口頭試問に合格し
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た学内他学部・他学科を含む学部卒業者。
④外国人特別選考：海外から優秀な学生を獲得するために、特別奨学金制度（「アジア特別
奨学金（2013 年度まで）」、「頂新国際集団康師傅控股有限公司奨学金（2014 年度まで）」
「中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度」）による渡日前入試を実施している。
合格者は、在学時の学費免除に加え、生活費・渡航費も支給される。また、さらに多様な
国籍の留学生受け入れを目的とした以下の外国人特別選考制度も実施している。
・ミャンマー特別奨学金
（早稲田大学奨学金 AO 入試[ミャンマー連邦共和国]：修士・博士後期課程募集）
・ベトナム政府奨学金制度
（Doctoral Education Support Project for Vietnamese Students：博士後期課程募集）
・コソボ政府派遣学生受入れ制度
（Special Scholarship Program for Kosovo Students：博士後期課程募集）
また、JICA が実施している ABE イニシアティブ（アフリカの若者のための産業人材育
成イニシアティブ「修士課程およびインターンシップ」プログラム）にエントリーして、
アフリカ諸国からの受験生の受入れを募集している。
評価が偏向しやすい社会人入試および学内推薦入試については、書類審査および口頭試
問に複数の審査員を割り当て、最終評価は各審査員の平均点とすることで客観性を保つよ
うにしている。また、学内推薦入試については、政治経済学部経済学科の学生に特に有利
となるような措置を排除して、学内全体で優れた学生の募集をできるだけ公平・公正に行
えるように努めている。特別奨学金制度では、奨学金受給の適性を図るため、5 名による
書類審査および適性審査を兼ねた面接審査を行うなど、厳格な審査体制のもと、試験を実
施している。
2005～2014 年度の入試制度別の実績は、次のとおりである。
［表］2005-2016 年度 志願者・合格者・入学者の推移

【修士課程】
入試種類
2005
一般入試
志願者
87
合格者
31
入学者
24
社会人入試
志願者
21
合格者
11
入学者
10
推薦入試
志願者
10
合格者
8
入学者
5
外国人特別選考
（アジア特別奨学金）
*2013年度で募集終了

外国人特別選考
（頂新国際集団康師傅

志願者
合格者
入学者
志願者
合格者

2006
58
27
16
6
5
3
5
3
3

2007
62
25
16
7
3
3
4
4
4
0
0
0

2008
51
29
21
5
5
5
8
8
7
2
1
1

2009
118
59
22
12
3
2
6
5
4
3
1
1
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2010
253
106
83
22
12
11
10
8
4
1
0
0
10
4

2011
268
116
97
13
6
5
10
10
8
0
0
0
13
6

2012
285
110
86
15
9
8
6
6
6
1
1
1
29
17

2013
218
91
79
8
7
7
5
5
4
1
1
1
4
2

2014
217
93
73
10
5
4
15
15
11

13
5

2015
195
75
59
9
4
4
10
3
3

2016
220
77
61
3
3
3
10
10
9

控股有限公司奨学金）

4

入学者

5

17

1

5

*2014年度で募集終了

外国人特別選考
(その他)
科目等履修生
*2013年度より一
時募集停止

1
1
1

志願者
合格者
入学者
志願者
合格者

16
12

11
8

3
2

9
9

10
6

22
20

19
16

55
36

入学者

7

7

2

9

5

11

10

18

2008
5
3
2
2
2
2
0
0
0
1
0
0

2009
6
1
1
4
3
3
3
1
1
4
1
1

2010
13
7
7
5
5
5
2
0
0
1
1
1

2011
12
4
4
5
5
5
0
0
0
0
0
0

2012
13
7
6
3
3
1
1
1
0
0
0
0

4
2
2

【博士後期課程】
入試種類
一般入試

志願者
合格者
入学者
志願者
合格者
入学者

推薦入試

外国人特別選考

志願者

（アジア特別奨学金）
*2013年度で募集終了

合格者
入学者

外国人特別選考

志願者

（中国国家建設高水準大

合格者

学公費派遣研究生受入制
度）

入学者

2005
8
2
2
12
11
11

2006
12
4
3
10
9
9

2007
10
5
4
8
7
7
6
2
2

また、2009～2015 年度の英語プログラムの実績は、次のとおりである。
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2013

2014

2015

2016

9
5
5
7
6
6
0
0
0
0
0
0

10
6
5
4
4
3

15
8
6
3
3
3

19
12
11
6
6
6

1
1
1

1
0
0

［表］2005-2015 年度 英語プログラム志願者・合格者・入学者の推移

【修士課程】
入試種類
一般入試

2009
4月
9月
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

志願者
合格者
入学者
志願者

社会人入試

合格者
入学者
推薦入試
志願者
合格者
入学者
外国人特別選考
志願者
（アジア特別奨学金） 合格者
*2013年度で募集終了

外国人特別選考

入学者
志願者

2010
4月
9月

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（頂新国際集団康師傅 合格者
控股有限公司奨学金）
*2014年度で募集終了

外国人特別選考
(その他)

入学者

2011
4月
9月

2012
4月
9月

2013
9月

2014
9月

11
6
6
0
0
0
3
2
1
0
0
0
1
1

16
11
8
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

12
5
4
0
0
0
1
1
1
0
0
0
5
4

19
12
10
2
1
1
1
1
1
0
0
0
3
3

15
7
1
1
1
0
0
0
1
1
10
8

22
9
8
1
1
1
0
0
0
1
1
1
4
2

28
18
14
4
2
1
4
4
3

30
11
11
0
0
0
2
2
2

13
5

0
0

1

0

4

3

8

1

5

0

１
１
１

5
5
5

志願者
合格者

入学者
科目等履修生
志願者
*2013年度より一時 合格者
募集停止
入学者

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9月

1
1
1

0
0
0

1
1
1

3
3
0

2
2

【博士後期課程】
2009

入試種類

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4月

9月

4月

9月

4月

9月

4月

9月

4月

9月

4月

志願者

0

0

3

1

0

2

5

3

4

1

3

4

0

6

合格者

0

0

3

0

0

1

2

1

3

0

2

1

0

3

入学者

0

0

3

0

0

1

0

0

3

0

2

0

0

2

志願者

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

合格者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

入学者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

志願者

1

0

0

0

0

0

0

0

0

（アジア特別奨学金） 合格者
*2013年度で募集終了

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一般入試

推薦入試

外国人特別選考

入学者

9月 4月

9月

志願者

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（中国国家建設高水準大 合格者

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

学公費派遣研究生受入制 入学者

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

外国人特別選考
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〈17〉大学院法学研究科
入学定員に対する入学者数は、2016 年度は、修士課程

%、博士後期課程

%であった。

修士課程については、社会人・留学生を含む数値であり、2004 年度より法科大学院（法務
研究科）が新設されたことにより入学者が減少したが、最近はほぼ安定した数に落ち着い
ている。他大学・大学院の学生の受験資格は、本学・研究科の学生とまったく同一であっ
て、門戸は完全に開放されている。
なお、早稲田大学法学部卒業見込者であり、一定の優秀な成績を収めたものについては、
学内推薦制度がある。学内推薦制度は、筆記試験を免除するものであり、口頭試問により
入学を審査する制度である。近年はこの制度を利用する学生が増えており、2016 年度入試
においては、

名の合格者があった。

本研究科の社会人学生の受け入れには、特色がある。すなわち、時宜に適した研究テー
マを「研究課題」として随時設定し、これに学問的な関心のある学生を募集することであ
る。そのことから、当該「課題」に即して、必修科目と選択科目を多数配置し、総合的な
体系的教育指導を行っている。本研究科の社会人受け入れ制度の趣旨は、そのリカレント
教育の充実に努力してきたところである。ところで、社会人の受け入れは、その主目的が
リカレント教育にあることは確かだが、同時に「生涯教育」の側面もあることも否定でき
ない。このため、入試選抜にあたっては、必ずしも帰属している社会（企業等）に還元す
るのではない比較的年齢の高い社会人についても積極的に受け入れている。また、科目等
履修生については、一般履修生のほか、公共機関・企業等からの委託履修生も、数多く受
け入れている。
2009 年度から、法曹（法律実務家）の博士後期課程への受け入れを行っている。これは、
法曹に博士論文を執筆させ、学識法曹として、再び実務に送り返して学問的研究の成果を
実務において発揮してもらい、わが国の法律実務の理論的発展を期するために設けた制度
である。法曹入試では、①法曹（裁判官・検察官・弁護士）としての実務経験が 3 年以上
の者、②学士の学位を得た者または同等以上の学力があると認めた者、③入学時に 24 歳
に達する者のいずれをも満たすものについて、出願を認め、リサーチペーパーと口頭試問
により、入学を審査している。
〈18〉大学院文学研究科
出題の機密性と採点の公平性の保持、入試後の資料問題出典の公開など入試の全行程に
おいて厳重な注意がなされている。一般入試における選抜、および一部コースで採用の修
士課程推薦入学制度における学部成績による選抜は、本研究科運営委員会での厳密な判定
を経ている。また、外国人学生の入試についても本学の全学アドミッションズ会議を通じ
て、出願形式、出願書類、出願時期それぞれについて志願処理工程を改善し、一般入試に
よる学生との差をなくす試みがなされている。
〈19〉大学院商学研究科
本研究科では、入学者選抜の方法として、博士後期課程では一般入学試験のみを、修士課
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程では一般入学試験、推薦入学試験（商学部生対象）、同（他学部生対象）をそれぞれ実施
している。すべての試験についてその合否判定は、商学専攻会議において公正かつ適切に行
われている。なお、2014 年度より、修士課程入学試験および博士後期課程入学試験について、
試験科目などの改定をおこなった。
修士課程の一般入学試験は、第一次試験および第二次試験を課している。 第一次試験は本
研究科が独自に作問する専門科目の筆記試験成績および外部団体が実施する英語能力検定
試験（TOEFL、TOEIC、または IELTS）の成績により合否判定を行う。なお、2015 年
度実施の入学試験から英語能力について出願資格が設けられている。専門科目は、経営学、
マーケティング・国際ビジネス、金融・保険、会計学、および経済学に関する 9 題の論述問
題のうちから志願者が２問を選択して解答する。ただし、選択する問題のうち１問は、志願者が
志望する研究指導に最も近いものを選ぶことを要する。第二次試験は面接試験である。
修士課程における推薦入学試験（商学部生対象）は、本学商学部に在学している成績優秀な
卒業見込みの者のみを対象として募集している。商学部に在籍している外国学生も受験資格が
ある。ここにいう成績優秀者とは、商学部における通算学業成績（GPA）が 2.5 以上の者とされ
ている。推薦入学試験は、書類審査と面接試験で行われ、志願者が出願時に提出する修士論文
研究計画書を中心にして口頭試問が行われる。面接試験の結果を踏まえ、最終的な合否判定に基
づき合格者を決定している。なお、本学商学部からの推薦入学試験と関連して、2015 年度
から「修士課程１年早期修了制度」（通称「学部・修士５年一貫修了制度」）を導入した。
修士課程における推薦入学試験（他学部生対象）は、本学に在学中の他学部生のうち、本研究
科入学までに所属学部の卒業が可能であり、出願時における通算学業成績が優秀である者を対象として
実施している。
博士後期課程については、第一次試験および第二次試験を志願者全員に課している。第
一次試験は、受験生が進学を希望する専修が指定する２科目の専門科目試験であり、これは日
本語と英語で出題し日本語また英語で解答できる。また、外部の団体が実施する英語能力検定
試験（TOEFL、TOEIC、または IELTS）の成績も第一次試験の際に考慮される。
第二次試験は、出願時に志願者が提出する修士論文と研究計画書に基づいて３人の面接委
員による面接試験を課している。また、入学者選抜方法は、第一次試験のみでは選抜を行
わず、第一次試験の筆記試験および英語能力検定試験成績ならびに第二次試験の面接試験
の結果を踏まえて、総合的に判定している。面接委員が先入観をもつことなく面接試験が公
正に行われることを意図し、面接委員には第一次試験の結果を事前には知らせていない。し
たがって、筆記試験の得点が合格基準に達していなければ面接試験の結果が良好であって
も不合格となる場合があり、反対に、面接試験の結果が芳しくなければ、筆記試験の得点が合
格基準に達していても総合判定では不合格となる場合がある。
また、2015 年２月入試より「博士後期課程 入学試験専門科目試験免除制度」を実施し
ている。これは商学専攻コア科目の成績が優秀（A 以上）な学生の博士後期課程入学試験
の専門科目試験受験を免除するものであり、ビジネス専攻および、経営管理研究科の学生
にも一部代替科目が設定されている。これにより、専門科目試験で入学をあきらめざるを
得なかった内部進学者の獲得を期待している。
本研究科では、正規学生の修学に妨げのない限り、選考のうえ、研究生および科目等履修生の
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入学を許可することがある。ここで、研究生とは、博士後期課程に６年間在学し、博士論文を提
出しないで退学した者のうち、引き続き大学院において博士論文作成のため研究指導を受ける
ことを許可された者をいう。
そして、科目等履修生は委託履修生および一般科目等履修生に区分している。委託履修生とは、
官公庁、外国政府、学校、研究機関、民間団体等から委託され、本研究科において授業科目を履
修すること、または特定課題について研究指導を受けることを許可された者をいう。一般科目
等履修生とは、 本研究科において１科目または数科目の授業科目を履修することを許可された
者をいう。科目等履修生が本研究科において修得した単位については、その後、当該科目等履修
生が本研究科に正規学生として入学が認められた場合には、所定の手続きを経て 14 単位を上限
として修了に必要な単位として認定することができる。科目等履修生の受け入れについては、
「科
目等履修生の入学志願者の選考に関する内規」に基づき、委託履修生については所属する組織か
らの推薦・依頼もあることから、履修を希望する科目の担当教員と相談のうえで受け入れについ
て選考を行い、商学専攻会議にその結果を報告し承認を得ているが、一般履修生については筆記
試験および面接試験を課し、その結果に基づいて入学を許可し、専攻会議にその結果を報告し
承認を得ている。
外国学生の受け入れについては、2016 年度より一般入試と統一して実施しており、修士
課程に関して外国学生向けの入学試験の回数を増やして２回実施したうえで、第２回目の
試験で合格した者に対して９月または翌年４月のいずれを入学時期とするかの選択を認め
ることで、高度の専門教育を受けることに対する外国学生のニーズに応えている。博士後
期課程については、外国学生向け入学試験を別途行っているわけではないが、第一次試験
および第二次試験のいずれについても英語で回答することを認めており、本学での博士学
位を目指す外国学生の受け入れに積極的に取り組んでいる。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
一般入試において厳正なる選抜を行うとともに、外国学生を含めたさまざまな教育的背
景を持つ志願者に公平な機会を与え、受け入れ方針に沿う能力を持つ入学者を選抜するた
め、外国学生ＡＯ入試・飛び級入試等の入試制度を導入している。また、基幹理工学部か
ら本研究科への推薦入試では、統一的な推薦成績基準を定め、各専攻において厳正な選抜
を行っている。いずれの入試においても、専攻、研究科の各会議体にて審査のうえ、合否
判定をしており、学術院執行部を中心に公正な選抜を実施する仕組みを整えている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
一般入試において厳正なる選抜を行うとともに、外国人留学生を含め、さまざまな教育
的背景を持つ志願者に公平な機会を与え、本研究科の受け入れ方針に沿う能力や勉学志向
を持つ入学者を選抜するため、ＡＯ入試、推薦入試等の入試制度を導入している。いずれ
の入試においても、専攻、研究科、学術院の各会議体にて審査のうえで合否を決定してお
り、学術院執行部を中心に公正な選抜を実施する仕組みを整えている。
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〈22〉大学院先進理工学研究科
一般入試において本研究科の受け入れ方針に沿う能力や勉学志向を持つ入学者を厳正に
選抜するとともに、6 年一貫教育の精神に基づいて優秀な人材を学部から進学させる推薦
入試を実施している。さらに、外国人留学生などさまざまな教育的背景や能力を持つ志願
者を入学させるための AO 入試制度を導入している。いずれの入試においても、専攻、研
究科、学術院の各会議体にて審査のうえ、合否を決定しており、学術院執行部を中心に公
正な選抜を実施する仕組みを整えている。
〈23〉大学院教育学研究科
修士課程、博士後期課程ともに、入試は研究科が定めた「入学試験合格判定基準」に基
づいて行われている。入学者選抜は、修士課程では推薦入試（本学教育学部４年生対象）、
一般入試、現職教員などを対象とした特別選考制度入試と多様な入試制度により実施され
ている。博士後期課程では一般入試、現職教員などを対象とした専門職業人入試を実施し
ている。このほか、外国学生入試も実施している。推薦入試は大学３年次までの成績と面
接、一般入試は学力試験（専門科目と外国語）と面接、特別選考制度入試および専門職業
人入試は小論文と面接により選抜を行っている。なお、面接は複数の教員によって行われ
ている。また博士後期課程入試では、修士論文についても採点され、合否の判断材料とさ
れている。過去の入試問題については過去 2 年分を公開している。
〈24〉大学院人間科学研究科
修士課程、博士後期課程のいずれにおいても、公正を期すため入試要項を公開している。
修士課程は人間科学部、博士後期課程は本研究科修士課程それぞれからの推薦入試を行っ
ている。推薦入試では書類選考の後、面接を重視した選抜を行う。一般入試では書類選考
の後、外国語と専門科目の筆記試験及び面接で選抜を行っている。
〈25〉大学院社会科学研究科
まず、広く志願者を集めるための情報発信活動について述べる。最近の活動として、2015
年度に研究科ホームページを刷新した。また、案内パンフレットも毎年のように改訂ない
し新規作成を行っている。本研究科や本学のホームページでは、入試情報の提供に加えて、
受験生の本研究科への関心が高まるよう、カリキュラム紹介や講義紹介等のさまざまな情
報を公開している。さらに、2005年度の昼夜開講制への移行によって留学生受け入れがよ
り容易になったことに対応して、海外への情報発信のために、研究科ホームページの英語
版を提供している。以上のように、ホームページやパンフレットは、受験生が本研究科を
検討する際に有用な情報を提供している。
次に入学試験について述べる。修士課程の入学試験は、以下の５つの形態において行わ
れている。すなわち、a）一般入学試験（秋季・春季の年２回募集。入学は年１回４月の
み）、b）社会人特別入学試験（秋季・春季の年２回募集。入学は年１回４月のみ）、c）外
国学生入学試験（日本国内からの出願は秋季・春季の年２回募集。日本国外からの出願は
年１回募集。いずれも入学は年１回４月のみ）、d）学内修士課程推薦入学試験（年１回募
454

集。入学は年１回４月のみ）、e）外国人留学生特別選考制度（秋季・春季の年２回募集。
入学は年１回４月のみ）の５つである。また修士課程においては、正規の学生以外に、正
規の学生の修学に妨げのない限り、選考のうえ若干名の科目等履修生の修学を許可してい
る。
博士後期課程の入学試験は、a）一般入学試験（年１回募集。入学は年１回４月のみ）、
b）外国学生入学試験（年１回募集。入学は年１回４月のみ）、c）外国人留学生特別選考制
度（４月入学は秋季・春季の年２回募集。９月入学は年１回募集）の３つの形態において
行われている。また、本研究科博士後期課程に６年間在学し、博士論文を提出しないで退
学（在学年数満了）した者で、引き続き本研究科において博士論文作成のため研究指導を
受けることを希望する者には、研究生としての在学を認めている。
各入学試験の募集定員、出願資格、試験科目、入試形態別の過去３年間の志願者数およ
び合格者数（ただし外国人留学生特別選考制度を除く）、入試日程や募集要項等の情報は、
本研究科ホームページ等において公開されている。過去４年の入試形態別の志願者数・合
格者数については「大学院社会科学研究科過去４年 志願者数・合格者数」を、また過去４
年の外国学生入試以外の外国人留学生（在留資格が留学の者）志願者数・合格者数（内数）
については「大学院社会科学研究科外国学生入試以外の外国人留学生」を、それぞれ参照
のこと。
また、上記とは別に、国際化拠点整備事業によって、2012 年 9 月より英語による学位
取得プログラム「現代日本学プログラム」を本研究科に開講することが決定し、修士課程
５名程度、博士後期課程３名程度の入学定員枠で募集を開始することとなった。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
本研究科の入試制度は、アドミッション・ポリシーのもと、国内外から多数の有為な人
材の受け入れを目指し、全てＡＯ入試方式を採用している。学生募集に際しては、ホーム
ページにて日本語および英語の両言語で募集要項および出願書類を公開し、世界各国の出
願希望者へ情報の提供を行っている。入学者選抜に際しては、本研究科では「志願者の選
考手続申し合わせ」を定めており、その基準に従って複数の教員が選考に携わりながら入
学者の選抜を行い、最終的には研究科運営委員会の承認をもって合格者を決定している。
〈28〉大学院日本語教育研究科
研究科要項・ホームページに明示している入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
に基づき、インターネット（ウェブで出願書類をダウンロード可能）、独自の入試説明会の
実施、国内外の入試説明会への参加、新聞・関係雑誌等の取材対応、記事提供、広告掲載
等により学生募集を行っている。
また、国内外における日本語教育の需要の増大と多様化の時代にあって、日本語教育は
大きな転換期を迎え、こうした変化に対応可能な日本語教育専門家が強く求められている
が、本研究科ではセメスターごとに入学者選抜を行うとともに、渡日を要さずとも受験で
きる選抜試験を実施し、世界各国・各地域の留学生、現職の日本語教師、社会人など、そ
れぞれ異なる背景を持った様々な人たちを広く迎え入れている。
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なお、公正性を担保するために、年２回の入試説明会以外での教員との事前の連絡（相
談）は、行っていない。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
本研究科の入学試験は、国内出願では７月、10 月、２月、国外出願では７月、10 月、
１月、２月、６月に実施しており、学生募集は、入試説明会、オープンキャンパス、新聞・
雑誌、ホームページなどで行っている。
海外においては、アジア地域の諸国、特に中国･韓国･台湾･タイ･インドネシアなどに対し
ては、本学との協定校を中心に定期的に訪問し、留学生確保のための募集活動を行ってい
る。また、2005 年度から海外協定校の大学院に半年以上在籍する修士学生を本研究科修士
１年に入学させ、1.5 年間で修了できるコースを実施している。同様に 2007 年度から、海
外協定校の学部３年生を本研究科１年に飛び入学させ、通常の本学修士課程２年を修了し
て学位取得後、帰国して出身校での学士学位の取得と修士課程に再入学を可能とするコー
スを実施している。
また、開設当初の 2003 年度から、日本国内からも広く優秀な学生を確保すべく、高専
専攻科卒業生の推薦入学に関する覚書を多くの高専と締結して、推薦入学を可能にしてい
る。
本研究科の入試選抜では、修士課程は「推薦入試」
「AO 入試」
「一般入試」
「社会人入試」
の４区分で、博士後期課程では、
「推薦入試」
「AO 入試」
「社会人入試」の３区分で行って
いる。
また、選考方法は、国内出願者に対しては、筆記試験、書類審査、面接試問とし、３分
野から１人ずつ計３人の教員で書類審査及び面接試問を行い、国外出願者に対しては、３
分野から２人ずつ計６人の教員で書類審査を行っている。最終的には、いずれの出願者に
対しても、入試判定会議で受験生の審査結果を総合的に審議したうえで、合否判定案を研
究科運営委員会で決定している。
〈32〉大学院法務研究科
本法科大学院の学生選抜方法については、2011 年度入試で大きな変更を行ったが、
前回の認証評価での指摘を踏まえ、さらに 2015 年度入試において、見直しを行った。
ここでは、その見直しの経緯を説明するとともに、各入試の方式について説明する。
2014 年度入試以前
2014 年度入試（2013 年夏実施）までは、1 学年あたりの定員を 270 名（法学未修
者約 120 名、法学既修者約 150 名）とし、外部振分方式で選抜を行った。
法学未修者試験においては、書類審査のほか、小論文試験（100 点）を課し、これ
らの総合評価により合格者を決定した。また、多様なバックグラウンドを備えた人材
を一定数確保するという観点から、社会人または法学部以外の学部出身者を対象に、
概ね 50 名を優先的に選抜することとした。
法学未修者試験については、受験生の資質を総合的に評価できる書類審査を重視す
るため、書類審査と小論文試験の配点は概ね 2：1 とした。書類審査においては、こ
れまで行ってきた評価方法を踏襲し、各種資料の提出を通じて、「知的側面」
「情の側
面」「意志の側面」「知識の側面」という４つの側面から受験生の資質を多面的に判断
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し、適性試験の結果を一定の割合で数値化し、適宜加味したうえで、法律専門家とし
ての資質があるか否かの観点から、評価を行っている。また、未修者試験においては、
選抜の過程で法学に関する知識の有無・多寡等を考慮要素とすることは一切していな
い。
法学既修者試験においては、書類審査のほか、択一試験と論述試験からなる法律試
験を課し、これらの総合評価により、合格者を決定した。また、法学検定試験委員会
が当該年度に実施する『法学既修者試験』の第一部・第二部、あるいは前年度に実施
した『法学検定試験 アドバンスト＜上級＞コース』いずれかの試験結果（憲法・民法・
刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法）を提出することを必須とし、これを択一試験の結果
として用いた。
法学既修者試験については、受験生の法的素養を直接的に確認することを重視す
るため、書類審査と法律審査の配点は概ね 2：5 とした。書類審査においては、上記
ウで述べたような能力評価に加えて、法律能力が直接的に確認できる資料（法律系資
格の有無、法学検定試験の結果等）も評価の対象としている。
2015 年度入試
法科大学院志願者数が全国的な減少傾向に歯止めがかからないこと、全国的に法科
大学院の定員見直しの機運が高まったことを背景にして、入学者の質と多様性の確保
のため、2015 年度入試（2014 年夏実施）において入学者選抜試験の方式をさらに見
直すこととした。概略は以下のとおりである。
ア

イ
ウ
エ

オ

2011 年度に実施された認証評価にて、法学既修者試験において 1 年次必修科目
である民事訴訟法と刑事訴訟法について、択一試験のみを課し、論述試験科目と
して課していない点について指摘を受けたため、両科目を論述試験科目として課
すこととした。
入学者定員を 270 名から 230 名（法学未修者を約 80 名、法学既修者を約 150 名）
に変更した。
前述イの定員変更に伴い、法学未修者試験においては、「社会人」または「法学
部以外の学部出身者」の優先選抜枠を概ね 50 名から 15 名に変更した。
法学既修者試験においては、前述の 2011 年度の認証評価の指摘を踏まえ、論述
試験において、従来の 3 科目（民法・刑法・憲法）に加え、民事訴訟法・刑事訴
訟法を加え、書類審査と法律審査の配点は概ね 2：6 とした。
地方在住者や勤務の不規則な社会人など、本学を会場として行う集合試験では受
験が困難であり、受験の機会を逸していた有為な人材を発掘し、かつ入学者の多
様性確保のために、「人材発掘」入試を新設した。これは本学を試験会場として
の小論文等の試験は行わず、適性試験の小論文と書類審査のみで選抜した（2015
年度入試は法学未修者のみ）。こうした選抜の在り方は、法科大学院を志向する
志願者の実態に合わせて法学既修者の受入を積極的に進める一方で、中央教育審
議会答申および法科大学院設置基準に示された当初の理念に沿って、学部の専門
分野を問わず、社会人を含めた多様なバックグラウンドを持った人材を受け入れ
ることも目指す制度設計となっている。

2016 年度入試
首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）以外の大学（学部）在学生・卒業生
を対象に、既修者試験における「地域優先枠」を新設した。これは、学業成績が優秀
でかつ法曹を目指す意欲も高いにもかかわらず、地域の法科大学院の廃止等で法科大
学院への進学機会が制限されかねない状況等に鑑み、広く法科大学院への挑戦を支援
するとともに、その地域での法曹をめざせるように、学内奨学金（稲門法曹奨学金）
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の給付とエクスターンシップにおける各地域への優先派遣を行うものである。
また 2015 年度入試で新設した「人材発掘」入試は、未修者のみの選抜である。2016
年度入試より、合格者のうち希望者に対し「法学既修者認定試験」を実施し、法学既
修者として入学する機会を設けることとした。
上記の 2 つの入試制度の改革は、2015 年度に採択された加算プログラムのうち、
地域支援に対応する施策であり、いずれも地域の法科大学院の廃止等で法科大学院へ
の進学機会が制限されかねない進学希望者に対して、経済的支援、受験機会確保の両
面で対応しようとするものである。
入学者の質の確保のために入学者定員についても、230 名から 200 名（法学未修者
を約 45 名、法学既修者を約 140 名、「人材発掘」入試による 15 名）に変更した。
2017 年度入試以降
法学既修者試験において、法学検定試験委員会の実施する「法学既修者試験」の成
績の提出を必須としないこととした。
また、「飛び入学」について、2004 年度入試から 2014 年度入試までは未修入学の
みを認めていたが、2015 年度入試からは、既修入学についても新たに導入すること
とした。
また、「飛び入学」の要件（2015 年度は、「大学入学以来 100 単位以上修得見込
でかつ修得した全ての単位の 4 分の 3 以上が 100 点満点中 80 点以上であること」を
要件とした）を、2016 年度には「大学入学以来 90 単位以上修得見込でかつ修得した
全ての単位の 3 分の 2 以上が 100 点満点中 80 点以上であること」と緩和し、2017 年
度以降は「100 点満点中 80 点以上である必要な単位の割合を 6 割以上」とさらに緩
和した。
なお、本法科大学院では、このように飛び入学制度は設けているが、出願資格を認
めているのみであって、独自の選抜基準および選抜手続は設けておらず、他の 4 年生
大学卒業者と同じ選抜基準・選抜手続で選抜している。
本法科大学院は、当初より学生受入方針、選抜基準、選抜手続等をパンフレット、
WEB サイト、入学者選抜試験要項、法科大学院説明会を通じて適切な時期（例年 6
月）に開示しているが、2015 年度（2014 年実施）の入試方式の変更の際は、2013 年
9 月に周知し、それ以降説明会、WEB サイトで積極的に広報するとともに、新聞・
雑誌等各種メディアを利用した取材にも積極的に応じるなど、前広な情報の開示に努
めた。また、試験科目として追加した民事訴訟法と刑事訴訟法については、入試説明
会にてサンプル問題を解説するなど、受験者に対して十分な情報提供を行った。
なお、2012 年度入試（2011 年夏実施）より、不合格者のうち希望者に対し入試成
績開示を行うこととした。また、志願者の受験勉強に資するよう、過年度の入試に関
する情報（受験者数、合格者数、倍率）などとともに、過去の「出題問題」や「出願
の趣旨」を WEB サイト上に公開している。このように本法科大学院では、入学志願
者が受験するか否かの判断をするため必要な情報について、願書締め切り前に合理的
に必要な期間、入学志願者はもちろん、誰でもアクセスできる方法で開示されてい
る。
〈33〉大学院会計研究科
学生募集方法および入学者選抜方法について説明する入学試験要項は、ホームページや
電話で請求を受け付け、無料で配付している。
実際の入試にあたっては、それぞれのコース・入試形態の主旨に応じた選抜方法を取り
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入れており、研究科長および入試委員会を中心とした責任ある実施体制の下で、公正かつ
適切に運営されている。筆記試験の採点にあたっては、答案用紙の受験生氏名を伏せてか
ら採点者に渡すことにしている。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
出願資格、募集人数、試験科目等“入学試験の概要”が研究科ホ－ムページに公表され
ており、これに基づき学生募集および入学者選抜を公正かつ適切に行っている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科の学生の受け入れ方針に則り、さまざまな教育背景をもつ志願者に公平な機会
を与えるため、学内の推薦制度、一般入試、AO 入試、外国人特別選考、社会人特別選考
入試制度による学生の募集については、学内外でにしている。
各種の入学制度による選抜に関しては、教員全員の合議により公正に行っている。また、
１研究室あたりの学生の受け入れ人数に関しては、学生側の教育を受けるべき機会の均等
化と教員負担の平準化の観点から１教員に偏ることを避けるため、受験生に希望指導教員
を希望順に８位まで必ず記入させている。
入試手続き等に関する問い合わせに関しては、担当職員が適切に対応している。
なお、一般入試については、その出題にあたって複数の教員により問題の難易度につい
て検討する場を設けて、受験生の専門分野による問題の難易の偏りが生じないように努め
ている。
〈36〉大学院教職研究科
入学者受け入れの責任主体として入試検討委員会が置かれ、入学試験全体を統括し、入
学試験要項について本学入試センターによる事前チェックを行っている。
学生募集については、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、入学試
験要項、ホームページで広報するとともに、大学主催年１回、本研究科主催年５回の説明
会・相談会を通して、受験生に入学試験要項を十分周知している。さらに、現職教員向け
の入学試験説明会・相談会を年度当初に２回開催している。
入試の方式と選考方法は以下のとおりである。
方式

選考方法・試験科目

推薦入試

面接試験

一般入試

教職教養に関する試験、教育実践研究に関する小論文、面接試験

特別選考

面接試験、教育実践研究に関する小論文

〈37〉国際コミュニケーション研究科
本研究科では、日本のみならず世界各国から多様な言語・文化的背景をもった学生を受
け入れるため、英語を共通言語とする AO 入試を行う。また、早稲田大学出身者について
は、優れた成績を修めた学生について推薦枠を設け審査する。以下がその詳細である。
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修士課程
＜AO 入試＞
入学願書、学部での成績証明書、研究計画書、志願者評価書（推薦状）を提出させ、こ
れら出願書類を基に選考を行い、幅広い学問的知見、研究能力が学業成績から認められ、
なおかつ優れた論理構成力、英語表現力をもった学生を選抜する。英語によるプログラム
以外の修了者には、英語の語学証明書類（TOEFL-iBT, IELTS<Academic>, TOEIC のいずれ
か）、英語で教育を行うプログラムの修了者には、上記語学証明書類のいずれかまたは大学
院入学共通テスト（GRE, MAT, GMAT, LSAT）の成績通知書/スコアレポートを提出させ、必
要に応じて、基礎力を確認するため、選考上考慮するものとする。選考は、4 月入学及び 9
月入学向けにそれぞれ実施する。
合格基準は以下の通りである。また、選考においては、複数の選考委員によって客観的
に提出書類を判定する体制を整える。
・学部での成績優秀者であること
・本研究科の課程において、達成可能かつ優れた研究計画を持つこと
・第三者による推薦状から研究に従事する適性と潜在能力が確認されること
・語学能力試験において、一定の能力を示すこと
・大学院入学共通テスト（GRE, MAT, GMAT, LSAT）において、一定の能力を示すこと
＜学内推薦入試＞
AO 入試同様、出願書類を基に選考を行い、幅広い学問的知見、研究能力が学業成績か
ら認められ、なおかつ優れた論理構成力、英語表現力をもった学生を選抜する。英語によ
るプログラム以外の修了者には、英語の語学証明書類（TOEFL-iBT, IELTS<Academic>,
TOEIC のいずれか）、または、大学院入学共通テスト（GRE, MAT, GMAT, LSAT など）の成
績通知書/スコアレポートを提出させ、必要に応じて、基礎力を確認するため、選考上考慮
するものとする。選考は、4 月入学及び 9 月入学向けにそれぞれ実施する。
合格基準および選考体制は、AO 入試と同様とする。
＜博士後期課程＞
＜AO 入試＞
入学願書、修士課程における成績証明書、研究計画書、志願者評価書（推薦状）及び修
士論文もしくはそれに代替する論文等の提出を求める。これら出願書類を基に選考を行い、
幅広い学問的知見、研究能力が学業成績から認められ、なおかつ優れた論理構成力、言語
表現力をもった学生を選抜する。英語によるプログラム以外の修了者には、英語の語学証
明書類（TOEFL-iBT, IELTS<Academic>, TOEIC のいずれか）、または、大学院入学共通テス
ト（GRE）の成績通知書/スコアレポートを提出させ、選考上考慮する。選考は、4 月入学
及び 9 月入学向けにそれぞれ実施する。
合格基準としては、次の要素を柱とする。選考においては、複数の選考委員によって客
観的に提出書類を判定する体制を整える。
・ 大学院修士課程での成績が優秀であること
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・ コミュニケーション関連専門科目の単位修得があること
・博士論文作成にあたり、達成可能かつ優れた研究計画を持つこと
・第三者による推薦状から研究に従事する適性と潜在能力が確認されること
・英語能力は、TOEFL 、TOEIC、IELTS 等のスコアを用いて、研究遂行に必要な能力を測る
こととする。
・大学院入学共通テスト（GRE）において一定の能力を示すこと
＜学内推薦入試＞
AO 入試同様、本研究科修士課程修了者の中から、出願書類を基に選考を行う。幅広い学
問的知見、研究能力が学業成績から認められ、なおかつ優れた論理構成力、英語表現力を
もった学生を選抜する。なお、英語の語学証明書類（TOEFL, IELTS, TOEIC のいずれか）、
または、大学院入学共通テスト（GRE）のスコア提出は免除する。選考は、4 月入学及び 9
月入学向けにそれぞれ実施する。
合格基準および選考体制は、AO 入試と同様とする。
留学生及び科目等履修生の受け入れ
本研究科博士後期課程では、既に修士課程で培われてきた海外学生リクルートのノウハ
ウを活かし、入学定員の約半数を目安に留学生を受け入れることを目指す。
併せて、海外大学院との協定により若干名の交流学生、および文部科学省奨学生等を受
け入れる。なお、交換学生の受け入れにおいては、大学院教育に支障のない範囲で行う
こととする。
研究科修士課程、博士後期課程ともに各入試制度における入学者選抜は、入試選考委員
会による審議を経て、研究科運営委員会において最終的な判定を行うことで、公正かつ適
切に実施する。
また、世界中から優秀な学生を獲得するための募集活動として、
１．国内説明会実施
２．広報物（ブローシャ日本語版・英語版、入試 Overview 同 5 言語版）作成
３．ホームページ（日本語、英語）を活用した広報
５．カウンターでの質問対応
などを実施している。
〈38〉大学院経営管理研究科
本研究科では、入学者選抜の方法として、一般入試、企業派遣入試、事業承継者入試、AO
入試、学内推薦入学試験を実施している。出願者の合否判定は、経営管理研究科運営委員会に
おいて公正かつ適切に行われている。また、政府関連の留学生受入プロジェクトにも参加し、
大使館推薦による国費留学生のほか、JICA 人材育成支援無償（JDS）事業、ABE[アフリカの
若者のための産業人材育成]イニシアティブによる留学生を受け入れている。
以下に、本研究科における入学者選抜方法の概要を記載する。
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一般入試は、日本語を主な履修言語とする方を対象とした入試方式で、第一次選考で書類審査、
および筆記試験（小論文）
、第二次選考で面接を実施している。
企業派遣入試は、企業派遣により出願する場合に適用される入試方式で、証券取引所上場企業
およびそれに準じる企業が、在学期間中の学費を全額負担することが確定している者を対象とし
ている。選考プロセスは一般入試と同様で、第一次選考で書類審査、および筆記試験（小論文）
、
第二次選考で面接を実施している。
事業承継者入試は、親族等が企業を経営し、将来的にその企業を承継する予定の者が出願する
場合に適用される入試方式で、選考プロセスは一般入試と同様で、第一次選考で書類審査、およ
び筆記試験（小論文）
、第二次選考で面接を実施している。
AO 入試は、
GMAT またはGRE スコアを保有する志願者を対象とした入試方式で、
GMAT/GRE
スコアに加えて、学歴・学業成績・実務経験・社会活動・エッセイ・推薦状・語学能力等を総合
的に判断して合否判定を行う。原則として、書類審査のみで合否判定を行う入試制度であるが、
電話面接等を行う場合がある。
学内推薦入試は、本研究科への入学年度に早稲田大学の学部を卒業または卒業見込みの者を対
象とした入試制度で、出願時の提出書類により総合的に審査を行う。なお、出願要件として、GPA
および GMAT/GRE のミニマムスコアを課している。
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（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基
づき、適正に管理しているか。
〈１〉大学全体
学部では、2007 年度をもって理工学部、第一文学部、第二文学部の学生募集を停止し、
文化構想学部、文学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部を新設した。この再
編では、既存学部の定員を調整し、大学全体（学部）の定員は変更していない。この再編
により、すべての学部において入学定員が 1000 人未満となった。法学部では 2004 年度に
専門職大学院である法務研究科の開設に伴い、入学定員を 977 名から 700 名に、収容定員
を 3908 名から 2800 名に削減したが、法学教育の重要性に対する認識の高まりに伴って
2011 年度から入学定員を 40 名増やし 740 名に、収容定員を 2960 名とした。また、基幹
理工学部では 2014 年度から情報通信学科を新設すると同時に各学科の定員を変更し、入
学定員を 535 名から 60 名を増加して 595 名とし、収容定員は 2140 名から 2380 名とした。
この変更に伴い、現在の大学全体（学部）は、入学定員を 8940 名に、収容定員を３万 5760
名としている。この入学定員に対して適正な入学者を確保するために、2012 年度一般入試
では政治経済学部を除くすべての学部で補欠合格者制度を実施しており、過去の手続き状
況を勘案し、適正な学生確保に取り組んでいる。
収容定員に対する在学生比率は、2012 年 5 月 1 日時点では４学科で 1.30 を超過してい
たが、2014 年 5 月 1 日時点では、創造理工学部総合機械工学科の 1 学科のみが 1.30 を超
過している。入学者数の適正化とは別に、標準修業年数（４年）を超えて在学する学生が
増加しないように、2009 年度から年に２回（７月、12 月）の頻度で教務担当教務主任会
と学生担当教務主任会の合同会を開催し、同会の議題として「修学上の問題を抱える学生
への指導について」を議論し、サポートを強化している。具体的には、学部において、こ
れまでは連続して２年を超えて休学することを認めていなかったが、2011 年度から休学す
る場合には、通算して４年以内であれば連続して２年を超えて休学することを許可するこ
とにした。また、退学の制度を任意退学、措置退学、懲戒退学の３種類に区分することで、
任意退学をする学生が退学に対するマイナスイメージを払拭するための対策を講じた。
大学院の定員は、研究科および専攻の新設・再編等を行う際には理事会の責任の下で適
正な学生確保に向けた検討を重ねたうえで決定している。また、多様な能力をもつ学生を
受け入れるため、複数の受験機会を設け、社会人や留学生の受け入れにも力を入れている。
また、法務研究科では 2015 年度から入学定員を 270 名から 40 名減らし 230 名に、収容
定員は 810 名から 120 名を減らし 690 名とする。2010 年度から 2014 年度の５年間にお
ける入学者数（平均）は、修士課程は 84％、博士後期課程は 57％、専門職学位課程（大
学院法務研究科を除く）は 102％、大学院法務研究科は 87％の充足率となっている。収容
定員に対する在学生比率は、研究科・専攻ごとにばらつきがあるが、引き続き、定員に対
して適正な入学者数の確保に努める。
〈２〉政治経済学部
本学は、毎年、入学者獲得目標数を各学部に提示し、本学部はそれに合わせて各入試制
度の合格者を最終的に決定している。2016 年度の入学者確保目標は入学定員の 1.06 倍（当
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初目標の 1.09 倍から修正。なお、私立大学等経常費補助金不交付となる定員超過率は 1.17
倍）とされ、本学部においては 954 人（入学定員 900 人）の入学者確保を求められている。
本学部の政治学科、経済学科、国際政治経済学科のそれぞれの収容定員割合は、原則と
して 3：4：2、すなわちそれぞれ 300 人、400 人、200 人に設定している。各入学試験制
度においても、この割合を考慮して募集人員を定め、合格者判定においてもこの割合を一
定程度考慮して決定している。
本学部の入学者数は、総じて、本学の求めるところの入学者確保目標数に極めて近い状
況にある。直近 5 年間をみても、2012 年度は 1.21 倍（目標 1.13 倍）、2013 年度は 1.14
倍（目標 1.122 倍）、2014 年度は 1.05 倍（目標 1.11 倍）、2015 年度は 1.09 倍（目標 1.1
倍）、2016 年度は 1.09 倍（目標 1.06 倍）であり、本学部の入学者確保目標に対する入学
者数の比率の平均は 101.2％となっている。このことは、本学部が一般入試においては、
過去の詳細な入試データに基づき数学的シミュレーションを行う学部教員の有識者から構
成される入試統計資料検討（パラメータ）委員会が有効に機能していることによる。
学生総定員数は、2007 年度に 3660 人から 3600 人へ減少している。2016 年 5 月 1 日現
在の現在員数（学年延長者含む）は 4,290 人で総定員数に対して 119.2%となり、学則定
員と実在籍者数の乖離が生じているが、2014 年時点の 4,379 名（122.1%）からは改善し
ている。一方、女子学生の数は 2007 年度には 1133 人であったものが、2016 年度には 1,411
人となり、着実に増加している。
一般入試においては、応募者が首都圏に集中している。一都三県の割合が、2016 年度志
願者で 74.2%、入学者では 80.0％と圧倒的に高い。
〈３〉法学部
学生収容や教育の質の維持に関して、特段の問題は生じていない。
本学部の学則定員 740 名に対し、2011 年度から 2015 年度までの入学者数は 892 名から
782 名という幅の中で変動してきたが、2015 年度以降は学則定員に基づく厳密な管理が従
来以上に強く求められ、入学者数の確保と管理に腐心している。2016 年度入学試験では、
大学本部から入学者確保目標数（上限）として学則定員の 1.06 倍（784 名）という数字が
示されたが、担当職員の努力により 1 年次入学者数が 788 名となった。
〈４〉文化構想学部
毎年定員を若干超過する入学者を受け入れてきているが、本学部創設以来 1.20 倍を超
える受け入れを行ったことはなく、適切な範囲内にとどまっている。現状では定員に対し
て在籍学生数がやや過剰な状態となっているため、一般入試において補欠制度を導入して、
より定員に近い入学者になるよう努めている。また、学士入学や２年次編入によって在籍
者が徒らに増加することを防ぐため、これらの試験については論系単位で実施の有無を決
定し、受け入れ者数を絞り込めるような制度設計を行っている。
〈５〉文学部
毎年定員を若干超過する入学者を受け入れてきているが、本学部創設以来 1.20 倍を超
464

える受け入れを行ったことはなく、適切な範囲内にとどまっている。現状では定員に対し
て在籍学生数がやや過剰な状態となっているため、一般入試において補欠制度を導入して、
より定員に近い入学者になるよう努めている。また学士入学や２年次編入によって在籍者
が徒らに増加することを防ぐため、これらの試験についてはコース単位で実施の有無を決
定し、受け入れ者数を絞り込めるような制度設計を行っている。
〈６〉教育学部
各学科・専攻・専修の教育目標、専任教員数に応じて、適切な定員を設定して学生を受
け入れている。2016 年度の在籍学生数は 4623 人、収容定員（3840 人）比は 1.20 であり、
また過去 5 年間平均の入学定員に対する入学学生比率は 1.23 で、ともに適正な範囲に収
まっている（大学基礎データ参照）。
〈７〉商学部
現在、本学部の入学定員は 900 人である。2016 年度における定員の内訳は、一般入試
およびセンター試験利用入試 535 人、指定校推薦入試 200 人、附属校・系属校からの推薦
163 人、帰国生および外国学生入試がそれぞれ若干名となっている。試験による入学定員
(一般入試、センター利用入試等、ただし帰国生・外国学生は定員がないため含まない)は
535 人(総定員の 59.4％)、試験以外の入学定員（推薦入学、附属・系属等）は 362 人(総定
員の 40.3％)であり、半数以上が入学試験で確保され、適切な定員設定の基準を満たして
いる。
なお、2016 年度の入学者合計 926 人の内訳は、一般入試およびセンター試験利用入試
507 人(全体の 54.8％)、指定校推薦入試 232 人(全体の 25.1％)、附属校・系属校からの推
薦 163 人(全体の 17.6％)、帰国生および外国学生入試等 24 人(全体の 2.6％)となっている。
〈８〉基幹理工学部
本学部では、2014 年度より学則定員を 535 名から 595 名に変更した。このうち、 4 月
入学者の学則定員は 535 名、9 月入学国際コースの学則定員は 60 名である。直近５年平
均の全入学者数の定員比率は平均で約 1.06 である（2012 年度 611 名、2013 年度 631 名、
2014 年度 643 名、2015 年度 643 名、2016 年度 629 名）。また、収容定員（2200 名）に
対する 2014 年度在学学生数（2578 名）は比率 1.17 である。
〈９〉創造理工学部
本学部では、学則定員（595 名）に基づき、各入試制度において入学定員を設けている。
全入学者数の定員比率が 1.0～1.08 以内に収まるように努力している。
〈10〉先進理工学部
本学部では、学則定員（540 名）に基づき、各入試制度において入学定員を設けている。
全入学者数の定員比率が、1.0～1.08 に収まることを目指しているが、直近 5 年の平均は、
1.11 とやや高めに推移している（2012 年度 635 名、2013 年度 589 名、2014 年度 581 名、
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2015 年度 588 名、2016 年度 597 名）。
〈11〉社会科学部
2016 年度における本学部の入学定員は、630 名（すべて社会科学科）である。2016 年
５月現在、収容定員 2,520 名に対して在籍学生数 3,078 名となっている。2016 年５月現在
の定員数、在籍学生数および過去５年間の入学者数等を含めた詳細は「社会科学部教員年
齢構成」を参照されたい。
また、2016 年 5 月現在における、編入学（＝学士入学試験、３年編入学試験および外
国学生入学試験（編入学）により入学した者）の数については、それぞれ「社会科学部過
去４年の入試形態別志願者数・合格者数」を参照のこと。2016 年度においては、学士入学
試験合格者は 0 名である。外国学生入学の合格者数は表Ⅳを参照のこと。
表Ⅳ

外国学生入学試験の合格者数

2014 年度

2015 年度

2016 年度

21

18

21

〈12〉人間科学部
教員定数を基として、文部科学省が学則定員数を 560 名として承認している。一般入試
やセンター利用型入試では入学者数が年によって変動するため、この定員よりはやや多め
の入学者数である。ただし、ここ数年は学則定員の約 1.1 倍程度の入学者数を受け入れて
おり、概ね適正に学生数の管理を達成している。
〈13〉スポーツ科学部
収容定員は 1 学年 400 名であり、現時点での在籍学生総数は、過年度生を含めて 1820
名（2016 年 9 月末現在）となっており、収容定員に対して 1.1 倍とおおむね適正な管理が
行われている。学術院内に設置されている教務委員会、学生委員会と連携し、入学後の学
生数管理を行っている。
〈14〉国際教養学部
入試種別の募集人員については、前年度までの出願者数／合格者数／手続者数、在学生
の入試種別ごとの成績等を踏まえ、入試制度検討委員会で検討した上で、最終的には学部
運営委員会において審議、決定している。
入学者数については、各入試制度別の募集人員をはじめ、学部全体の募集人員を大幅に
超えることがないよう注意を払い、AO 入試委員会や学部執行部での審議を経て、学部運
営委員会において合格者数の決定を行っている。2016 年 5 月現在、収容定員 2,400 名に
対して在籍学生数 2,793 名（収容定員超過率 116％）となっている。
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〈15〉大学院政治学研究科
本研究科修士課程は、2000 年度から 2014 年度にかけてカリキュラム・制度の改革があ
り、これに伴い入学定員は複数回変更されており、全体として入学者数も増加している。
本学は、文部科学省の科学技術振興調整費「振興分野人材育成プログラム」の支援を受
け、本研究科の修士課程に「科学技術ジャーナリスト養成プログラム」を設置し、2006
年４月から学生を受け入れた。そのため入学定員を 2005 年度 40 人から 2006 年度 55 人
に変更した。「科学技術ジャーナリスト養成プログラム」は 2009 年度で終了した。2008
年 4 月には政治学専攻にコース制を導入、さらに 2012 年度には公共経営専攻（専門職学
位課程）を組織改編により設置した。2016 年度の時点で各コースおよび専攻の定員は、政
治学コースが 40 人、国際政治経済学コースが 10 人、ジャーナリズムコースが 60 人、公
共経営専攻の定員が 50 名である。
本研究科修士課程の入学者は総じて、入学定員数に沿う状況である。ただ、2009 年度か
ら 2013 年度の 5 年間については、入学定員を上回っている。これはジャーナリズムコー
スにおいて社会と科学の接点を扱うことができる鋭敏な専門ジャーナリストを養成する２
つの認定プログラムを開始したことによる。入試の合否判定については、書類審査、筆記
試験（2015 年度入学者から筆記試験は廃止）、面接審査の評価をそれぞれ点数化し、それ
ぞれに基準点を設け、基準点を上回った者に対し、総合点をもって本研究科運営委員会に
おいて厳正に行っている。近年は、女子学生や留学生が着実に増加している。専門職学位
課程の公共経営専攻ついては、入学定員を超える志願者を集めるものの、厳格なる選考の
結果として、入学者数は定員に達していない。
修士課程、入学定員および入学者数
2000

(年度・人数)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

入学定員

40

40

55

55

90

90

90

90

90

110

入学者

42

44

52

50

96

110

134

131

109

130

2014

2015

2016

入学定員

110

110

110

入学者

102

87

75※

※2016 年度は 4 月入学者実績のみ（5 月 1 日現在の集計のため）
公共経営専攻（専門職学位課程）入学定員および入学者数
2012

(年度・人数)

2013

2014

2015

2016

入学定員

50

50

50

50

50

入学者

29

43

31

37

20※

※2016 年度は 4 月入学者実績のみ（5 月 1 日現在の集計のため）
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〈16〉大学院経済学研究科
本研究科の入学定員、在籍者数、および入学者数の推移は以下の通りである。
(各年度 5 月 1 日現在)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

入学定員

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

入学者

39

22

23

34

29

102

115

118

92

94

66

75

105

73

56

60

90

141

207

246

253

231

213

184

日本人学生

89

61

35

42

50

59

66

51

43

42

45

32

外国人留学生

16

12

21

18

40

82

141

195

210

189

168

152

入試種類

在籍者数

2009 年度から 2010 年度にかけて飛躍的に入学者数が増加した背景には、前述の通り、
入試制度の諸改革により受験生、特に外国人留学生にとって受験しやすい制度となったこ
とが挙げられる。2010 年度以降は入学定員を 2～4 割超えているが、これは、グローバル
30 採択により、英語プログラム学生の受入れ人数が増えたこと、また「頂新国際集団康師
傅控股有限公司奨学金」による特別選考では、本学の研究科の中で本研究科の志願者数が
最も多く、それにともない割当数も大幅に増えたことなど、新たな学生の受入れが生じた
ことが理由として挙げられる。
〈17〉大学院法学研究科
収容定員（修士課程 160 名、博士後期課程 120 名）と在籍学生との比率は、2016 年度
は、修士課程は

%（在籍学生

名）、博士後期課程は、

%（在籍学生

名）である。

研究生については、「早稲田大学大学院学則」第 57 条により、博士後期課程６年在学
後も、博士論文作成のため研究指導を受けようとする者を入学させることができる。大学
院研究生に関する規程４条１項によると、研究生の在学期間は１年とし、ただし研究指導
を継続して受けようとするときは、原則として２回に限り延長することができる、とされ
ている。
本研究科における留学生の正規課程学生入学者総数に占める割合は、2016 年度は、入学
者総数

名中

名（

%）である。

これらの数字は各カテゴリー、または専修、さらには年度によってばらつきがあるが、
研究科の性質からして当然に想定される範囲内のものであり、教育・研究指導において問
題は生じていない。
〈18〉大学院文学研究科
本研究科修士課程の学生定員は 315 名であるが、最近 10 年間の在籍学生数は定員枠内
で推移し、それを下回っている。約 80％の充足率であるが、それは入学試験においてほぼ
100％近い合格者を確保しても、他大学院に進学する学生が 20％近くに達するためである。
また指導教員の指導の適正化を図るために、教員１人あたりの担当学生数を修士課程 13
名以内、博士後期課程８名以内と決めており、それを超える人数の指導は原則として禁じ
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ている。
〈19〉大学院商学研究科
本研究科では、インタラクティブな教育・研究指導を旨とするため、修士課程について
は１学年 80 名以内とし、博士後期課程については１学年 40 名以内として、適切な規模の
定員数を設定して、上記の厳正かつ公正な選抜方針・選抜方法に基づき入学者を受け入れ
ている。また、在学学生数についても、収容定員を超過することがないよう配慮をしてお
り、以下のとおり、現時点までの在学学生数も収容定員の枠内に収まって、適正に管理さ
れている。
2016.5.1現在
入学定員

収容定員

博

修士

博士

士

士

（A）

（B）

40

160

120

社会人の定義は学校基本調査より

在籍学生数

修

80

/

修士課程

博士後期課程

D

一

社

留

そ

計

一

社

留

そ

計

―

―

般

会

学

の

(C)

般

会

学

の

(D)

A

B

人

生

他

人

生

他

11

94

0

58

15

0

82

0.78

0.83

23

128

9

修士課程一般コース
年度

C

全入学者数

外国学生数

(A)

(B)

博士後期課程
(B)/(A)

全入学者数

外国学生数

(C)

(D)

(D)/(C)

2000

75

15

20.00%

14

１

7.14%

2001

80

16

17.72%

14

１

7.14%

2002

72

15

20.83%

15

２

13.33%

2003

84

21

25.00%

14

１

6.67%

2004

114

26

21.93%

10

１

10.00%

2005

98

21

21.43%

９

０

0.00%

2006

101

17

16.83%

12

２

16.67%

2007

51

26

50.98%

32

６

18.75%

2008

59

38

64.41%

30

７

23.33%

2009

60

31

51.67%

22

９

40.91%

2010

72

44

61.11%

23

３

13.04%

2011

60

31

51.67%

22

３

13.64%

2012

71

44

61.97%

15

４

26.67%

2013

56

39

69.64%

18

４

22.22%

2014

58

39

67.24%

16

４

25.00%
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〈20〉大学院基幹理工学研究科
本研究科では、学則定員（修士課程 465 名、博士後期課程 110 名）に基づき、各入試制
度において適切な合格者を選抜している。修士課程、博士後期課程ともに全入学者数の定
員比率が、1.08 以内に収まるようにして、在学学生数の適正な管理を行っており、すべて
の研究室に十分な教育研究環境が確保されている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
本研究科では、学則定員（修士課程：485 名，博士後期課程：79 名）に基づき、各入試
制度において適切な合格者を選抜している。全入学者数の定員比率が 1.08 以内に収まるよ
うに管理しており、研究室ごとに十分な教育環境を提供している。
〈22〉大学院先進理工学研究科
本研究科では、学則定員（修士 550 名、博士 110 名）に基づき、各入試制度において適
切な合格者を選抜している。全入学者数の定員比率が、1.08 以内に収まるように管理して
おり、研究室ごとに十分な教育環境を提供している。
〈23〉大学院教育学研究科
修士課程の定員充足率は各専攻間のばらつきはあるが、ほぼ定員を充足している。博士
後期課程は 4 年次以上の在籍者も多いが、１～３年次はほぼ定員を充足している。
各研究指導の上限は原則として修士課程は５名、博士後期課程は２名である。入学定員
および各年度の入学者数は、以下のとおりである。
入学者
入学定員（収容定員）
30 (60)

学校教育専攻

（2010, 11,
12,13,14,15,16 年度）

34, 42,
35,37,34,35,32

21 (42)

国語教育専攻

29, 35,
26,28,21,26,23

修士課程

英語教育専攻

21 (42)

12, 11, 5,10,9,7,5

社会科教育専攻

27 (54)

17, 10, 6,10,7,17,21

数学教育専攻

18 (36)

14, 13, 7,7,4,7,4

117 (234)

106, 111,

計

79,92,75,92,85
博士後期
課

程

教育基礎学専攻

11 (33)

16,16,15,12,17,18,13

教科教育学専攻

20 (60)

18,21,17,17,15,15,11

計

31 (93)

34,37,32,29,32,33,24
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修士課程では学校教育専攻、国語教育専攻で入学定員、収容定員を上回っているが、課
程としては入学定員、収容定員内に収まっている。博士後期課程では教育基礎学専攻が入
学定員、収容定員ともに上回っているが、課程としては収容定員に収まっている。専攻間
で志願者数にばらつきがあるために合格者数にも差が生じている。
〈24〉大学院人間科学研究科
学則定員は、修士課程 120 名、博士後期課程 45 名であり、入学者数は範囲内で適正に
管理している。とくに、志願者が多い研究領域では１研究指導あたり 5 名以内という枠を
設け、それ以上の学生受け入れはしていない。
〈25〉大学院社会科学研究科
2016 年度における本研究科の入学定員は、修士課程においては 60 名（うち地球社会論
専攻 30 名、政策科学論専攻 30 名）、博士後期課程においては 24 名（うち地球社会論専攻
12 名、政策科学論専攻 12 名）である。2016 年５月現在、修士課程が収容定員 120 名に
対して在籍学生数 94 名、博士後期課程が収容定員 72 名に対して在籍学生数 89 名となっ
ている。
また、2016 年 5 月現在修士課程においては、在籍者数 94 名のうち、社会人学生が 13
名、留学生が 51 名である。博士後期課程においては、在籍者数 89 名のうち、留学生が
18 名である。全体では、183 名の在籍者中、留学生は 69 名である。社会人学生比率の低
下と留学生比率の高まりが近年とくに顕著であり、とくに修士課程における留学生の比率
は約 54％に達している。
海外からの留学生 69 名の出身国別内訳は以下の表Ⅷのとおりである。
表Ⅷ

本研究科における出身国別留学生数

（修士課程・博士後期課程正規学生 2016 年 5 月現在）
中国

台湾

韓国

ﾛｼｱ

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ

ｲﾝﾄﾞ

ﾀｲ

ｱﾒﾘｶ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

東ﾃｨﾓｰﾙ

合計

修士

43

2

1

1

0

0

0

1

1

2

51

博士後期

10

1

3

1

1

1

1

0

0

0

18

〈26〉大学院アジア太平洋研究科
修士課程においては 2010 年度より入学定員を 20 名増やし、120 名となっている。博士
後期課程の入学定員は 30 名である。入学選考時においては、定員に対し、大幅な過不足
が生じないように合格者数の管理を行っている。2015 年度の入学者数は修士課程 128 名
／博士後期課程 29 名、2016 年度は修士課程 138 名／博士後期課程 24 名となっている。
〈28〉大学院日本語教育研究科
修士課程は年 50 名、博士後期課程は年 15 名を入学定員としており、2015 年度の充足
率は修士課程 92％、博士後期課程は 33％である。合格率は、修士課程は３倍程度であり、
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博士後期課程は５倍程度である。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
2016 年５月１日現在の学生数は、修士課程では定員 400 人に対して 350 人、博士後期
課程では定員 60 人に対して 78 人であり、修士課程、博士後期課程を合わせほぼ充足して
いる。また、全学生数に占める留学生の割合は 80％を超えており、女性学生の比率は 24.6％
で国際標準と同等の割合になっている。
〈32〉大学院法務研究科
入学定員・入学者数は、下記の表のとおりである。
入学定員（A）

入学者数（B）

定員充足率（B/A×100）

2012 年度

270

263

97.4%

2013 年度

270

244

90.4%

2014 年度

270

179

66.3%

2015 年度

230

151

65.7%

2016 年度

200

129

64.5%

248

193.2

76.8%

平

均

入学定員を大幅に上回らないように、入学者選抜において、最初に一定数の合格者と共
に補欠者を発表し、段階的に、合格者のうちの辞退者の数を勘案しつつ、補欠者の中から、
評点の順番に合格者を出している。
なお、法科大学院全体の志願者が全国的に減少するという状況の下で、入学定員を大幅
に上回る結果が生じるという虞はきわめて少なくなっているといえる。
また、本学において学修するに足りる能力のあると判定した者はすべて入学を認めると
いう姿勢を貫きつつ、本学での学習環境および人的支援態勢を考慮して、入学者が入学定
員を上回ることのないように十分に配慮すると同時に、他方において、入学者が入学定員
に満たない場合でも、本学において学修するにふさわしいとはいえない志願者については、
その入学を認めないものとし、入学者の質の確保を特に重視している。

収容定員（A）

在籍者数（B）

定員充足率（B/A）

１年次(2016 年度入学)

200 名

129 名

0.65

２年次(2015 年度入学)

230 名

143 名

0.62

３年次(2014 年度以前入学)

270 名

86 名

0.31

700 名

358 名

0.51

合

計

※在籍者数は 2016 年 5 月 1 日現在

472

〈33〉大学院会計研究科
入学定員 100 名、収容定員 200 名と設定しており、過去３年の入学者数・在学生数は、
以下のとおりである。
2014 年度

95 名・200 名（2014 年 5 月 1 日時点）

2015 年度

74 名・170 名（2015 年 5 月 1 日時点）

2016 年度

84 名・149 名（2016 年 5 月 1 日時点）

近年は定員を下回った在籍学生数であるが、厳正なる入学試験判定により、質を担保した結
果によるものであり、2016 年度入試より志願者の回帰が見られている。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科
各指導教員が受け入れ可能な入学者数を考慮することにより、定員を大きく上回ること
なく入学者数が調整されている。現在(2016 年 9 月末)、研究科全体で 210 名（修士課程：
117 名、博士後期課程：93 名）の学生が在籍しており、過年度生の割合は修士課程で約 5％、
博士後期課程で約 27％である。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
推薦制度による学内の学生の入学者数が最も多くを占めており、人数の確保に寄与して
いる。それに加えて一般入試、AO 入試、社会人入学による人数を加えて適正に管理して
いる。これまで収容定員を超過する事態は発生していない。また、１教員あたりの学生の
受け入れ人数についてもある程度平準化するように教員間で調整している。
〈36〉大学院教職研究科
設置時は２年制コース 40 名、１年制コース 30 名の定員であった。２年制コースに関し
ては、ほぼ定員どおりの入学者を受け入れてきているが、１年制コースは、2008 年度、
2009 年度、2010 年度の入学者数が定員のほぼ半数にとどまった。そこで、2011 年度から
は２年制コース 45 名、１年制コース 15 名へ定員を変更した。
定員に対する在学学生比率は、2016 年度現在 2 年制 0.77、1 年制 0.87 である。１年制
コースについては、引き続き、現職教員を対象にした広報活動に努めている。
〈37〉国際コミュニケーション研究科
各年度の募集人員については、執行部会で検討した後、研究科運営委員会で審議、決定
している。入学者数については、研究科全体の募集人員を大幅に超えることがないよう注
意を払いつつ、入試選考委員会での審議を経て、研究科運営委員会において合格者数の決
定を行っている。
〈38〉大学院経営管理研究科
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本研究科では、本研究科を志望する受験生の中から入学者を選抜し、適正な学生数と考
えられる定員を学則で 510 名と設定し、各入試制度において適切に合格者を選抜、管理し
ており、ゼミや講義ごとに十分な教育環境を提供している。
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（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に
実施されているかについて、定期的に検証を行っているか。
〈１〉大学全体
本学では、入学者選抜および学生募集に関する連絡調整および意思決定の機関として、
各学部・研究科の入試担当教務主任により構成される「全学アドミッションズ会議」を設
置している。全学アドミッションズ会議は原則として毎月１回開催され、学部・研究科の
入学者選抜に関する諸問題を検討し、改善に努めている。特に、２月に実施される学部一
般入試については、例年１月の全学アドミッションズ会議で入試実施上の注意事項等を確
認しているほか、３月の会議では入試実施後の振り返り、発生した課題に対する解決策の
検討を行っている。全学アドミッションズ会議は月例で開催しており、上記以外にも入学
試験に関する検討課題が発生した際は随時報告・検討することとしている。
一方、事務レベルでは、入学者選抜に関する内規や運用ルールを定めた「入試実施マニ
ュアル」を入学センターが作成し、これに沿って各入試関連部署が入学者選抜実施に向け
た準備業務を行っている。また、各学部入試担当職員、関係部署職員、入学センターの三
者で構成する「入試事務連絡会」で前年度入学試験実施における反省点抽出、改善案検討
を行い、これに伴う内規・運用の変更を入試実施マニュアルに反映することとしている。
〈２〉政治経済学部
本学部におけるすべての入学試験の合格者判定は、学部運営委員会において行っており、
学部運営委員会は、各種入学試験の合格者判定の際に、さまざまな入試データ等を確認す
ることにより当該入試が公正かつ適切に実施されているか、また当該入試制度が学生の受
け入れ方針に基づき、適切に機能しているかどうかを検証している。
また、学部運営小委員会として、入試・リクルート委員会が設置され、同委員会は学部
運営委員会の機能を補完する形で入試制度の適切性を検証し、必要に応じて制度の改善策
を学部運営委員会に提案することをその任務としている。
このほかＡＯ入試に関しては、ＡＯ入試制度全般にわたる各年度の選抜方針、選抜方法、
実施方法および実施結果に関する検証を、グローバル実施委員会が毎年行っている。
〈３〉法学部
本学部では、当該年度に実施する入学試験の実務・運営を担当する入学試験運営委員会
と、制度を長期的な視点から検討する入学試験制度構想委員会が別に存在し、それぞれの
視点から入学試験制度を定期的に検討しているのが特徴である。指定校推薦制度が全体と
して成功していると思われるのは、入学試験運営委員会・WG により、きめ細かな高校の
評価が行われているからであり、一方で、2016 年度からの指定校推薦「特別方式」の導入、
2017 年度帰国生・外国学生試験における英独仏 4 技能外国語試験スコアの利用、2018 年
度からの一般入学試験への数学の導入は入学試験構想委員会での精力的な議論による成果
である。
出題に関しては、学部内に各科目の出題委員会を設けて必要な出題作業を行うとともに、
毎年、各科目出題委員会において前年度の出題に対する正答率や誤答の傾向などを分析し
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て出題内容の適切性を検討し、次年度の出題にあたっている。
〈４〉文化構想学部
出題委員会単位での毎年の反省会、および常設の基幹委員会である文学学術院入試制度
検討委員会において毎年４月に入試結果の分析を行い、次年度以降の学生募集制度、入学
者選抜制度、特に入試問題の改善に寄与している。また、文学学術院基本構想委員会にお
いても中長期的視野で議論を行っている。
〈５〉文学部
出題委員会単位での毎年の反省会、および常設の基幹委員会である文学学術院入試制度
検討委員会において毎年４月に入試結果の分析を行い、次年度以降の学生募集制度、入学
者選抜制度、特に入試問題の改善に寄与している。また、文学学術院基本構想委員会にお
いても中長期的視野で議論を行っている。
〈６〉教育学部
学生募集および入学選抜は入試検討委員会において、毎年度検証している。それを踏ま
え、必要な変更を行っている。2012 年度入試においては、自己推薦入試の定員及び最低評
定平均値の変更を行った。また推薦入試制度の定員については、適切な人数を確保すべく、
毎年検討を行っている。
〈７〉商学部
学生募集および選抜の方法など入試制度について、本学部では入試委員会を設置し、検
証データに基づく定期的な議論を通じて妥当性を確保するように努力している。
さらに、出題内容に関しても、出題委員会を組織して出題委員相互の内閲を行い、問題
の妥当性を検証している。また、試験終了後に出典調査を行い、問題の検証を行っている。
〈８〉基幹理工学部
本学部では、年に一度、各種入試について実施方法や実施時期、実施体制などを検証し、
見直す機会を設けている。また、本学部内の教職員で構成された自己点検・入試教育検討
委員会等の諮問機関を設置することで、本学部の教育方針に沿った各種入試制度のあり方、
意義について再確認し、その年代の社会的背景を踏まえた提言を行っている。
〈９〉創造理工学部
本学部では、年に一度、各種入試について実施方法や実施時期、実施体制などを検証し、
見直す機会を設けている。また、学部内の教職員で構成されたタスクフォース委員会など
の諮問機関を設置することで、各種入試のあり方、意義について再確認し、その年代の社
会的背景を踏まえた提言を行っている。
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〈10〉先進理工学部
本学部では、年に一度、各種入試について実施方法や実施時期、実施体制などを検証し、
見直す機会を設けている。また、各学科の代表者で構成された入試教育ワーキングを頻度
高く開催し、入学者の成績や進路などの客観的なデータに基づき、各種入試のあり方、意
義について再確認し、受け入れ方針に沿った人材が入学しているかどうかの検証を綿密に
行っている。
〈11〉社会科学部
本学部では、学部入試制度検討委員会（２年任期）を設置し、学生募集および入学者選
抜について定期的に検証している。さらに、学生受け入れ体制についての総合的な検証は、
必要に応じて学部担当執行部や教授会、自己点検・評価委員会、将来構想委員会において
なされる。
〈12〉人間科学部
入学選抜試験の合否に関しては教授会で最終的に公正適切に判断している。また、定例
の学術院内の入試検討委員会で通年的に学生受け入れの際の選抜方法の検証と検討を行っ
ている。さらに、数年に一度の割合で、在学生の入試制度別の追跡調査を実施し、当初の
目的と適合しない学生が入学している入試制度の見直し、および新しい入試制度の創設を
検討している。
〈13〉スポーツ科学部
学術院内に入試広報委員会を常設し、各入試カテゴリーにおける望ましい入学者像を明
らかにするとともに、入試制度の見直し等を含めて不断に検討し、定期的な検証を行って
いる。入試にかかわる透明性を担保するために、入学センターとの連携や学術院教授会で
の協議を実施している。
〈14〉国際教養学部
学生募集については、学部長・入試担当教務主任・AO 入試委員会委員長、学生募集事
務所担当者による協議の場を設け、計画策定、活動報告、情報・課題共有を定期的に行い、
迅速かつ効果的な学生募集活動を実施する体制を構築している。
また、入学者選抜については、AO 入試委員会や入試制度検討委員会において、入試選
抜方法、入試実施（出題、採点、面接審査）体制等の評価を毎年行ったうえで、学部運営
委員会に報告を行い、学部として公正かつ適切な入学者選抜が保たれるよう配慮している。
〈15〉大学院政治学研究科
本研究科におけるすべての入学試験の合格者判定は、研究科運営委員会において行って
おり、研究科運営委員会は、各種入学試験の合格者判定の際に、さまざまな入試データ等
を確認することにより、当該入試が公正かつ適切に実施されているか、また当該入試制度
が学生の受け入れ方針に基づき、適切に機能しているかどうかを検証することとなってい
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る。
また、研究科機能別委員会として、入試委員会が設置され、同委員会は研究科運営委員
会の機能を補完する形で入試制度の適切性を検証し、必要に応じて制度の改善策を研究科
運営委員会に提案することをその任務としている。
〈16〉大学院経済学研究科
本研究科におけるすべての入学試験の合格者判定は、研究科運営委員会において行って
おり、研究科運営委員会は、各種入学試験の合格者判定の際に、合格基準や出願状況など、
さまざまな入試データ等を確認することにより当該入試が公正かつ適切に実施されている
か、また当該入試制度が学生の受け入れ方針に基づき、適切に機能しているかどうかを検
証することとなっている。
また、研究科委員の中から毎年入試委員 2 名・入試協力委員 1 名～2 名を 1 年任期で任
命している。研究科長・教務主任・入試委員・入試協力委員は、入試問題作成、合否判定
における公平性・適切性の検証を行うとともに、入試制度の見直しも検討し、必要に応じ
て制度の改善策を研究科運営委員会に提案することをその任務としている。なお、入試問
題の出題委員については他の研究科委員には知らされず、入試に必要な機密性を保つこと
に留意している。
〈17〉大学院法学研究科
入学選抜については、法学研究科運営委員会の内部に入試委員会を設け、常に入試の現
状と傾向を分析し、その上に立って「入学者選抜のあり方」を検討している。
この検証体制は、入試委員会での審議システムとして、２つの仕組みで成り立っている。
第１は、大局的に、年間を通して、博士後期課程入学試験、修士課程入学試験のあり方を
随時検討していることである。具体的には、教務委員会との合同委員会を組織し、そこに
おいて入試選抜と入学後の教育との有機的関連を検討している。第２は、個々の入学試験
（博士後期課程入試、修士課程入試、社会人入試）に際して、①事前に、当該試験に対す
る取り組み方を検討し、それに基づいて試験問題の作成と採点方法の指針が示されること
と、②事後において、その反省・検討がなされていることである。
〈18〉大学院文学研究科
学生募集に関して、本研究科運営委員会、文学学術院運営主任会などの席上で、毎年、
募集人数、選抜試験の方法、選抜基準、入試問題出題者、内閲者、採点者等について各コ
ースに問い合わせ、その結果は本研究科運営委員会で協議している。同時に、それらが適
切に実施されているかどうかについては本研究科運営委員会で検証を行っている。
〈19〉大学院商学研究科
本研究科には、入試制度を検討する独立の委員会は設置されていないが、入試制度がカ
リキュラムと関連することから、2014 年度カリキュラム改革の際には、入試制度の改革も
カリキュラム改革のためのワーキンググループにおいて検討された。すなわち、課程によ
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るものの博士学位の質的保証、研究者養成機関としての競争力の強化を目的として、博士
後期課程のカリキュラムと、博士後期課程の入学希望者を輩出する本研究科修士課程のカ
リキュラムとを一体的に捉えて改革することを目指して、
「博士課程カリキュラム実施ワー
キンググループ」が設定されて、2014 年度実施新カリキュラムと入試制度が改定された。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
本研究科では、年に一度、各種入試について実施方法や実施時期、実施体制などを検証
し、見直す機会を設けている。また、本研究科内の教職員で構成された自己点検・入試教
育検討委員会等の諮問機関を設置することで、本研究科の教育研究理念に沿った各種入試
のあり方、意義について再確認し、その年代の社会的背景を踏まえた提言を行っている。
〈21〉大学院創造理工学研究科
本研究科では、年に一度、各種入試について実施方法や実施時期、実施体制などを検証
し、見直す機会を設けている。また、研究科内の教職員で構成されたタスクフォース（TF）
委員会などの諮問機関を設置することで、各種入試のあり方や意義について再確認し、本
研究科の受け入れ方針に合致した人材を確保できているかを定期的に検証している。
〈22〉大学院先進理工学研究科
本研究科では、年に一度、各種入試について実施方法や実施時期、実施体制などを検証
し、見直す機会を設けている。また、各専攻の代表者で構成された入試教育ワーキングを
頻度高く開催し、入学者の成績や進路などの客観的なデータに基づき、各種入試のあり方、
意義について再確認し、受け入れ方針に沿った人材が入学しているかどうかの検証を綿密
に行っている。
〈23〉大学院教育学研究科
入学者選抜は運営委員会が定めた「入学試験合格判定基準」に従って行われている。採
点および面接は、複数の運営委員によって行われており、公表している受け入れ方針に基
づいて、公正かつ適切に行われている。また、入試問題は過去２年間について公開してい
る。
〈24〉大学院人間科学研究科
入学試験の合否に関しては教授会で最終的に公正適切に判断している。また、常に学術
院内の入試検討委員会において、学生受け入れの際の選抜方法の検証および検討を行って
いる。大学院学生は学部生とは異なり、研究指導と密接に関係しているため、単純な成績
による評価が困難である。このため、統一的な在学生の追跡調査は行っておらず、各教員
が常時点検、検証を行っている。
〈25〉大学院社会科学研究科
社会科学研究科の入学試験の合格者判定は、研究科運営委員会において行っている。研究科

479

運営委員会は、多様な入試データに基づいて、判定基準を検討し、慎重な審議を経て結論を出
している。また、研究科運営小委員会において、入試制度が公正かつ適切に実施されているか、
また当該入試制度が学生の受け入れ方針に基づき、適切に機能しているかどうかを検証するこ
ととなっている。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科
アドミッション・ポリシーに基づき、毎年国内外における学生募集活動について本研究
科の役職者を中心に検証を行ったうえで、次年度の学生募集活動方針を決定している。一
方入学者選抜に関しては、
「志願者の選考手続申し合わせ」のもと、最低３名以上の専任教
員が審査に携わることにより、不正な判定を防止し、常に公正かつ適切に入試が実施され
ていることを検証できる仕組みがつくられており、そのうえで最終合否の判定および制度
変更が必要となった場合は、研究科運営委員会で協議のうえ、定期的に検証・実施してい
る。
〈28〉大学院日本語教育研究科
学生募集のプロセスはすべてホームページ上に公開されている。また、選抜については、
内規を定め、それに則り全専任教員の合議によって判定を行っている。過去に出題された
試験問題については、ホームページ上で公開している。なお、専任教員会議において、入
学者選抜方法等について、検証を行っている。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
学生募集に関しては、国内および海外から優秀な学生を獲得する目標を達成するため、
適宜戦略委員会や広報彙報専門委員会において検討を行い、運営委員会で承認のうえ対応
策を実施している。
〈32〉大学院法務研究科
入試結果（出願者数、合格者数、手続者数等）については、毎年入試委員会・運営委員
会で綿密な検討が行われ、その結果はデータとして教授会に報告される。教授会において
は、こうしたデータに基づき、学生募集および入学者選抜の実施状況について議論され、
必要があると判断された場合には、適切な変更等を加える決定を行っている。
〈33〉大学院会計研究科
入学試験要項の発行（毎年６月）に伴い、入試委員会で、学生募集方法および入学者選
抜方法について検証し、必要に応じて変更している。また、志願者数の推移や入試結果を
受けて見直すこともある。
近年では、高度会計専門コースおよび、会計専門コース「英語力を重視した入試」、
「IT・
数理能力を重視した入試」において、本研究科の受け入れ方針に沿った人材を求めるため
に学生募集方法ならびに入学者選抜方法を変更し、優秀な人材を確保するため 2017 年度入
試より「特別選抜入試」「飛び級入試」を新設した。
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〈34〉大学院スポーツ科学研究科
学生募集ならびに入学者の選抜は、内規に基づいて公正かつ適正に行われている。入試
制度の問題点・改善点については、学術院内に常設されている入試広報委員会で検討され
ている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
学生の受け入れ方針と人数については、文理融合の観点も考慮し、毎回の選抜の際に教
員間で過去の年度別データを共有し、全体の受け入れ人数の確保と教員間の適切な受け入
れ人数を継続的に平準化するように心掛けている。また、志願者にもそのような説明を行
っている。
〈36〉大学院教職研究科
学生募集は、入学試験要項に基づき実施され、入学者選抜は「入試判定基準」に基づき
専任教員委員会の協議を経て本研究科運営委員会において決定する。その過程と結果につ
いては、学術院教授会において報告をすることとしている。
なお、教育研究評価委員会が、学生募集および入学者選抜に関しても毎年自己点検・自
己評価報告書に基づく評価を行っている。また、2011 年度に教員養成評価機構による認証
評価を受審した。
〈37〉国際コミュニケーション研究科
学生募集については、研究科長・教務主任・事務所担当者による協議の場を設け、計画
策定、活動報告、情報・課題共有を定期的に行い、迅速かつ効果的な学生獲得活動を実施
する体制を構築している。
また、入学者選抜については、研究科運営委員会において、入試選抜方法、入試実施（体
制等の見直しを適宜行い、適切な入学者選抜が保たれるよう配慮している。
〈38〉大学院経営管理研究科
本研究科では、すべての入学試験の合否判定を本研究科運営委員会において審議してい
る。各入試を公正かつ適切に実施するために、合否判定の際には、出願者データを配布の
上、運営委員全員で審議を行っている。
また、運営委員会とは別に入試委員会を設置し、定期的に入試制度の変更・見直しを実
施している。なお、入試委員会で変更すべきとの結論が出た際には、最終決定権をもつ運
営委員会で審議する組織体制となっている。
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２．点検・評価
（１）効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
①入学センター機能の充実による入試改革・戦略的入試広報の推進
2010 年 9 月に学生募集・入学者選抜に関する案件について教務担当教務主任会と同様
の意思決定機能である「全学アドミッションズ会議」を新設したことにより、学生募集・
入学者選抜に関する学内意思決定プロセスが明確化・迅速化している。
また、2013 年度からは Waseda Vision150 の核心戦略を推進していくために、入学セン
ター内に「入試開発オフィス」と「入学者選抜オフィス」を設置し、入学者選抜に係る調
査分析、新たな入試制度の開発・実施、戦略的入試広報の展開等をオールワセダで実現す
る体制を整えた。さらに全学アドミッションズ会議とは別に、各学術院からの有識者で構
成される「入試開発検討会」を新設したことにより、定常的に入試改革を検討し推進して
いくプラットフォームを構築できた。
②外国人学生の受け入れ拡大
外国人学生数は 2014 年 5 月時点で 4766 名と順調に増加している。特に英語による学部
学位取得プログラムで入学定員を増加させており、外国人留学生数増に大きく寄与してい
る。
③監督員研修の強化
本学文化構想学部の 2011 年度入学試験で携帯電話を使用した不正行為事件が発生した
ことを受け策定した不正行為防止策の一環として、2012 年度入試より、学部一般入試主任
監督員を対象に、監督員業務についてのガイダンス映像視聴を義務づけた。不正行為の防
止・抑止に対する効果の測定は困難だが、業務内容理解の深化という意味で効果は大きく、
同年の入学試験終了後に実施したアンケートでは、主任監督員がガイダンス映像について、
回答数 299 件のうち 24.4％が「非常に参考になった」、65.6%が「参考になった」と回答
している。
また、これ以降段階的に「補助監督員用」
「振鈴連絡員用」のガイダンスビデオも作製・
導入し、従事者全員に事前視聴を義務付けている。
④非常用問題の作成
一般入試および大学入試センター利用入試において、不測の災害や管理上の事故等の発
生によりやむを得ず再試験の実施が必要となる事態に備え、非常用問題を準備している。
2014 年度入試において、関東甲信越地方を中心とした豪雪により一部の志願者が本学入
学試験を受験できない状況が発生したが、非常用問題を準備してあったため迅速に再試験
実施の決定をすることができた。また、再試験を想定し日程・試験場を事前に手配してお
り、このことも迅速な再試験実施の決定、実施準備に資することとなった。
〈３〉法学部
①受け入れ方針とそれに基づく学生の適切な受け入れについて
本学部は、一般入学試験においても、受け入れ方針に基づき、基礎的な知識だけでなく
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それらを総合して論述する能力や、文脈を読み取る能力を問う「法学部らしい」問題を課
すという一貫した方針を有してきた。このため、このような能力を十分に備えない、ある
いはそのような能力に自信のない学生は、一般入学試験に合格することが難しく、受け入
れ方針に合致した学生を選抜することに寄与している。
一方、センター試験利用入試に合格した学生は、このような一般入学試験を経ていない
が、特に優秀な成績なものを選抜し、また、多教科の受験を義務づけていることから、高
等学校までに学習する幅広い教科について基礎的な学力を高い水準で備えているため、多
様な能力を持った人材を受け入れるという本学部の受け入れ方針に十分に合致しており、
入学後の入試区分別の成績統計においても、一貫して良好な成績を収めている。
指定校推薦入試についても、受け入れ方針を理解したうえでの高校からの推薦を求めて
いることから、これに基づいた適切な受け入れが行われているものと考えられ、入試区分
別の成績も全般的に極めて良好である。
附属・系属校からの内部推薦についても、学部説明、出張講義などにより、志望者へ受
け入れ方針を直接に説明し、進路指導教諭との懇談などを行って信頼関係を深め、受け入
れ方針を理解したうえでの推薦を求めている。附属・系属校の出身者については、入学後
の成績が特に優秀な者や、大学院へ進学して研究者を目指す者など、
「尖った」人材も見受
けられ、多様な学生の受け入れに効果を上げていると考えられる。
2017 年度入試から帰国生・外国学生入試に英・独・仏の 4 技能外部試験のスコアの提
出を認めたことによって、英独仏語に極めて堪能な学生の合格を見た。入学はこれからで
あるが、学部での留学・大学院に進学して研究者の道を進むなどの可能性とそのための基
礎的な能力を備えた学生の確保の方策として、今後ともこのような方向性を広げる可能性
を積極的に検討したい。
②学生募集と入学者選抜方法の定期的検証について
本学部では、当該年度に実施する入学試験の実務・運営を担当する入学試験運営委員会
と、制度を長期的な視点から検討する入学試験制度構想委員会が別に存在し、それぞれの
視点から入学試験制度を定期的に検討しているのが特徴である。指定校推薦制度が全体と
して成功していると思われるのは、入学試験運営委員会・WG により、きめ細かな高校の
評価が行われているからであり、一方で、2016 年度からの指定校推薦「特別方式」の導入、
2017 年度帰国生・外国外政入試からの英独仏 4 技能外部試験スコアの利用、2018 年度か
らの一般入学試験への数学の導入は入学試験構想委員会での精力的な議論による成果であ
る。
出題に関しては、学部内に各科目の出題委員会を設けて必要な出題作業を行うとともに、
毎年、各科目出題委員会において前年度の出題に対する正答率や誤答の傾向などを分析し
て出題の適切性を検討し、次年度の出題にあたっている。
入学後の学業成績を入試区分ごとに追跡調査し、どのような入試（または内部推薦）を
経て入学した学生がどのような成績・単位取得状況であるか把握に努めている。これによ
り、改善すべき点、対策が望まれる事項などが明らかとなり、順次対応を試みている。
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〈４〉文化構想学部
求める学生像は、ホームページ、大学パンフレット、および学部要項に公表することで、
志願者および在学生に周知されている。
文学学術院入試制度検討委員会での検討に基づき、全般的に公正かつ適切な入学者選抜
制度を定め、それを入試問題と共に公表し、文学学術院教授会にて厳密な合否判定を行っ
ている。
教授会、入試制度検討委員会によるチェック機能が有効に作用しており、現状では入学
者数、在籍学生数ともにおおむね適切な範囲内にとどまっている。
出題方法の反省、入試結果の分析等を毎年、文学学術院入試制度検討委員会が行い、出
題委員会単位でも各々反省会を開いている。
〈５〉文学部
求める学生像は、ホームページ、大学パンフレット、および学部要項に公表することで、
志願者および在学生に周知されている。
文学学術院入試制度検討委員会での検討に基づき、全般的に公正かつ適切な入学者選抜
制度を定め、それを入試問題と共に公表し、文学学術院教授会にて厳密な合否判定を行っ
ている。
教授会、入試制度検討委員会によるチェック機能が有効に作用しており、現状では入学
者数、在籍学生数ともにおおむね適切な範囲内にとどまっている。
出題方法の反省、入試結果の分析等を毎年、文学学術院入試制度検討委員会が行い、出
題委員会単位でも各々反省会を開いている。
〈６〉教育学部
大学基準協会の平成 23 年 3 月 11 日付文書にて指摘された、学生の収容定員に対して在籍者
数比率が高い点については、「現状の説明」で報告した通りに改善された。

〈７〉商学部
学部要項やホームページ上での情報発信が有効に機能しているのに加え、附属・系属校
や要請を受けた高校で行われる学部説明会でも、本学部が求める学生像を直接高校生にプ
レゼンテーションし、理解を得ている。また、毎年８月上旬に行われるオープンキャンパ
ス（学部説明会、模擬講義、個別相談等）では約１万人に近い高校生や父母に対して、本
学部がどのような学生を受け入れ、どんな人材に育てようとしているかを直接説明してい
る。オープンキャンパス参加者のアンケート回収結果によれば、非常に高い評価を得てお
り、本学部入学者の一定割合が確実にオープンキャンパスで得た情報を学部選択の根拠と
している点からみて、オープンキャンパスも本学部のアドミッション・ポリシーに関する
重要な情報発信の機会として効果的に機能していると考えられる。
〈８〉基幹理工学部
さまざまな媒体を通して本学部の受け入れ方針および各学科の教育・研究方針を明示し、
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本学部の人材育成方針は社会全体に確実に浸透してきている。本学部独自の１年次共通教
育・２年次進級振り分け制度は、受験生および本学部卒業生から高い評価を受けており、
卒業生の８割が基幹理工学研究科へ進学することからも、本学部の人材育成方針が浸透し
ていることが理解できる。
すべての入試制度において、何重もの厳正な審査へ経て選抜をしており、現体制は受け
入れ方針に沿った優秀な人材の選抜に効果的に機能している。
一般入試における数学はすべて記述式試験であり、受験生に対し修得しておくべき内容
を明示するとともに、適切に数学能力を測定でき、社会からも高い評価を得ている。英語・
理科の試験も適切な問題設定が行われ、大学教育を受けるための能力を測定できるもので
ある。
指定校推薦入試では、指定校推薦入学者の成績調査を行い、指定校の見直しを毎年行っ
ている。
本学部における全入学者数の定員比率および収容定員に対する在学学生数の比率は概ね
適正に管理されている。本学部では２年進級時に各学科への振り分けを行うが、各学科の
進学者数の定員比率も適正に管理されている。
各専攻の代表者らで構成された自己点検・入試教育検討委員会において、全専攻の意見
を取り入れながら、各種入試実施案の定期的な見直しを行っており、十分な効果が上がっ
ている。また、創造理工学部、先進理工学部との連携を保ち、理工３学部の入試データ等
をもとに早稲田大学理工学術院における入試制度の検証も定期的に行っており、各入試制
度は適切に実施されている。
〈９〉創造理工学部
現状の説明に記載した活動により、受験生および一般に対する認知度は上がっている。
2011 年より指定校推薦入試では複数名依頼制度を導入し、推薦率（推薦依頼校数に対する
推薦応募数）が向上した。また、毎年 11 月に概ね２年生以上の在学生保護者を対象とし
たペアレンツデーを開催している。各学科教員が学科の教育方針を説明するとともに個別
面談に応じており、保護者からは好評を得ている。
〈10〉先進理工学部
学部のアドミッション・ポリシーをホームページや学部案内に明示し、さらにオープン
キャンパスや学部説明会において受験生に周知することにより、学部の教育理念を理解し
た適切な学生が入学している。
〈11〉社会科学部
様々な公表手段によって、理念・目標は十分に周知されていると評価できる。他方で、
国際化を睨んだ海外への情報発信手段として、英語による発信も行っている。
多様な入試形態を通じて多様な出身の学生が入学しており、本学部が目指す幅広い背景
をもった学生の確保は一定の成果を上げている。１年次入学、科目等履修生の様々な入学
試験については、過去の入試問題、志願者数、合格者数等のデータを公開している。これ
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らを含めて、入学者選抜において透明性を確保するための措置をとるよう努めている。
収容定員に対する在籍学生比率は、学士課程が 128％であるが、今後入学定員の適正化
に努めるとともに、学修サポートも充実させてゆく必要があろう。

しかしながら現状組

織のままでも定期的検証をなしうる場は確保されている。
〈12〉人間科学部
本学部が開設されて約 25 年が経過した。数量的なデータ分析や定量的なものの見方を
重視するという学部全体のアドミッション・ポリシーを明示することで、本学部で何が学
べるかについての受験生やその保護者の理解は進んできた。高等学校における文系、理系
という単純な枠組みにとらわれない学生の本学部への入学が次第に増えてきている。
各入試では、学生の受け入れ方針に合わせた出題を行っている。とくに、帰国生入試、
外国学生入試、学士入試、海外指定校入試では、学生の態様を把握するために筆記試験に
加えて面接を課している。このような方法を通して、学習意図を明確に持った学融合的な
研究活動に興味をもつ人物を選抜している。とくに帰国生ではヴァイタリティのある学生
を、外国学生では極めて基礎学力の高い学生を獲得することが可能となっている。また、
通信教育課程にはすでに高い学歴をもった志願者も多数おり、海外在住者の入学も毎年数
名あるなど、属性、地域性において多様性を確保している。このように、通信課程は社会
人の高度な教育機関として認知されつつある。
一般入試による入学者数を安定化させることが、学部収容定員を適正に管理するために
は重要である。受験生の経年的な手続き状況の変化や社会情勢などを調査し、加えて学科
ごとの特徴を踏まえた合格者数の決定方法を開発し、ここ 5 年間は非常に適切な運用を行
えている。当面、同様の方法を継続的に適用して、関連データを収集することで、さらに
入学者数の予測精度を高めて適正管理に努めたい。
2009 年春に実施した在学生の入試制度別の追跡調査により、本学部が必要としている学
生像とは異なり、当初想定した学生像と適合しない学生が入学していることが明らかにな
ったこと、また各教員の努力でもそれをただすことが困難であったことから、１つの入試
制度を廃止した。入試制度と学生の評価を行う定期的な検証をとおして、入試制度改革を
実施し、学部が求めている学生を募集するために定員を振り替えることができた。
〈13〉スポーツ科学部
学力考査を伴う４つの方式の志願者数は、本学部開設２年目である 2007 年度は 4204 人
であったが、2008 年度は 3565 人、2009 年度は 2991 人と減少したが、アドミッション・ポ
リシーを作成・公表し、受け入れ方針を明確化したことなどにより、2010 年度は 3464 人、
2011 年度は 3693 人、2012 年度は 3584 人、2013 年度は 3436 人、2014 年度は 3696 人と回
復してきている。ただし 2016 年度は 3428 人とやや減少した。また、スポーツ自己推薦入
試の志願者は 200 人前後で安定しており、トップアスリート入試では定員若干名に対して、
毎年 20 人を超えるセミナー受講希望者がいる。
学力考査を伴う４つの方式の合格者数（重複受験可のため募集定員を大きく上回る）は、
608 人（2007 年度）、625 人（2008 年度）、590 人（2009 年度）、696 人（2010 年度）、684
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人（2011 年度）、698 人（2012 年度）、640 人（2013 年度）、588 人（2014 年度）、671 名(2015
年度)、677 名(2016 年度)であり、合格率も 14.5％～20.1％を推移し、これまでに重大な
出題ミスもなく入学者選抜は安定している。また、スポーツ自己推薦の合格率も 25～30％
前後で安定している。最近のトップアスリート入試の合格者数は 10 名程度で、入学後は国
際大会等で活躍している。
入学後、ホームルーム的役割を持つスポーツ教養演習や、研究の場となる演習は、適正
人数によって円滑かつ効果的に実施されている。現在、学部全体で約 1820 名の学生が在籍
しており（1 学年約 440 名）、留年率も約 4％程度であり、4 学年の間で良い学生循環が実
現されている。
学術院のアドミッション・ポリシーと社会情勢・ニーズに即した入試を作り上げてきた。
一般入試以外に、スポーツ自己推薦入試、センター試験利用入試、トップアスリート入試
等を実施し、スポーツに特化した学生から学力に特化した学生まで、受験生に対して多様
かつ公平な受験機会を提供できている。他大学、学内他学部との競合の実態を把握し、ス
ポーツ科学を志向する学生の本態を把握できている。
〈14〉国際教養学部
学生募集を行うにあたり、本学部では、アドミッション・ポリシーを学部ホームページ、
入学案内、各入試要項に掲載し、受験生に対し本学部の受け入れたい学生像を明示してお
り、アドミッション・ポリシーの８原則を体現するために各種入試制度を実施している。
入試制度について具体的に述べると、一般入学試験については、開設初年度の 2004 年
度入試より「英語リスニング」試験を実施してきたが、Waseda Vision150 の核心戦略「入
試制度の抜本的改革」を推進するかたちで、2018 年度入試よりこれを廃止し、新たに英語
4 技能の習得度合いを測る指標として、実用英語技能検定および TOEFL®iBT の試験結果
を合否の判定要素として導入することを決定した。
大学入試センター試験利用入学試験は、従来、センター試験科目と一般入学試験科目「英
語」との合算で判定を行っていたが、2011 年度入試よりセンター試験科目のみで判定を行
うようにした。これは受験のために来校する必要がなく、とりわけ地方の受験生の便宜を
図ったものであり、変更した初年度の 2011 年度は志願者が倍増し、その後も 1,000 名前
後で安定的に推移している（2014 年度：997 名、2015 年度：1,286 名、2016 年度：1,206
名）。
国内指定校推薦入学試験については、近年国内 30 校を超える学校からの出願があり、
全員合格・入学しており、地域的多様性に寄与している。
AO 入学試験（4 月入学・国内選考）（日本の教育課程出身者が対象）については、遠隔
地に居住する志願者の負担を軽減しより多くの志願者を確保するため、2013 年度より、面
接審査をなくし、書類審査および筆記審査のみとした。それにより、2014 年度には地方か
らの志願者も増え、志願者は 500 名前後で推移している（2014 年度：496 名、2015 年度：
469 名、2016 年度：507 名）。
また、AO 入学試験（4 月入学・国外選考、9 月入学選考）
（主に外国学生・帰国生等国際
学生が対象）については、教職協働による質の高い学生募集活動の活性化に伴い、国籍等
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志願者の多様性の向上といった効果が顕れてきている。
〈15〉大学院政治学研究科
アドミッション・ポリシーにある多様な人材の獲得のため、複数の入試機会を提供して
おり、修士課程においては入学定員を上回る入学者数を確保している。
〈16〉大学院経済学研究科
近年は定員を充足するようになっている。英語プログラムの実施により留学生が急増し、
本研究科は本学でも有数の留学生比率を有する。また特定の国からの留学生に偏らないよ
うに様々なルートを経由して学生の獲得に務めた結果、現在ではアフリカやヨーロッパ、
東南アジアなどの出身国をもつ学生が増え始めている。
〈17〉大学院法学研究科
法学研究科においては、アドミッション・ポリシーで示すとおり、バックグラウンドを
多様とする有為な人材が多数存在するとの認識のもと、これら人材を、わが国をはじめ世
界から多数迎え入れるとの目標をもって、その多様性に対応し、かつ、前記目標を達成す
るための適切な入学者選抜制度を構築しており、一つの研究科としては、受け入れの制度
は多岐にわたっているが、その結果として、多様で有為な人材を受け入れるとの目標は十
分に達成されているといえる。また、入学試験問題も専門的見地から、研究能力を図るた
めの適切な出題が行われており、有為な人材を選抜するための適切な手段が採られている
と評価できる。
〈18〉大学院文学研究科
求める学生像は、ホームページおよび研究科要項に公表することで、志願者および在学
生に周知されている。
本研究科運営委員会での検討に基づき、全般的に公正かつ適切な入学者選抜制度を定め、
それを入試問題とともに公表し、本研究科運営委員会にて厳密な合否判定を行っている。
出題方法の反省、入試結果の分析等を毎年、本研究科運営委員会や文学学術院運営主任
会において行い、出題委員会単位でも各々反省会を開いている。
〈19〉大学院商学研究科
本研究科の修士課程における一般入学試験は）年 2 回、推薦入学試験は年 3 回実施し、
第１回目の推薦入学試験と、第 2 回目の一般入学試験では、入学時期を９月または翌年４
月を受験生が選択することができるため、特に外国学生にとっては好都合である。こうし
た柔軟な入学時期の選択は、本研究科のアドミッション・ポリシーを具体化するものであ
るとともに、
「思考力と行動力を兼ね備えた学生を内外から受け入れ、商学研究科のパワー
をさらに強化」するという目標の実現にもつながっている。
近時の外国学生の増加傾向も、本研究科の入試制度が所期の効果を上げていることを表
すものである。修士課程の試験内容についても、研究者を志向するにせよ修士課程修了後
に実務界に進むことを希望するにせよ、仕事において一定水準以上の英語力が要求される
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ことから、本研究科の入学試験として TOEFL など、英語能力検定試験として社会的に評
価されている試験成績を使用するように改定した。また、専門科目試験も、9 題の中から
１題は、受験生が最も自己の志望する研究分野に近いものを選択する仕組みが採られてい
るため、入学後における修士課程での高度な専門的研究の能力の有無を試せる機能がある。
こうしたことから、修士課程の一般入学試験・外国学生入学試験は、所期の効果を上げ、
公正かつ適切な学生選抜につながっている。
推薦入学試験（商学部生対象）と推薦入学試験（他学部生対象）は、商学関連の科目を
すでに履修しているか（商学部生）、そうでないか（他学部生）の違いを勘案して、推薦
基準に差を設け、後者のそれを前者よりも高めに設定している。これにより、安易な学生
確保に走らないように抑制的に入学者選抜を行いつつ、能力ある学生への門戸開放を可能
にしている。
博士後期課程の入学試験についても、年２回実施することで、研究者を志す者にとって
多くのチャンスを与え、本研究科の研究者養成という目的に資するものとなっている。ま
た、商学関連の専門科目に関する筆記試験を行うことで、専門分野における基礎知識と思
考力が習得できており、研究者となるに相応しい人材の選抜を行うことができている。加
えて、受験生の修士論文の内容のチェック・評価、口述試験というプロセスを併用するこ
とで、より厳格な審査を実施しており、入学者選抜の公正性・適切性を担保している。さ
らに、外国学生で博士後期課程に進学する希望を持つ者があることに鑑み、受験生は、英
語での出題、英語での解答を入学試験では選択することができることにしているが、能力
ある者を国内外から受け入れるという本研究科のアドミッション・ポリシーに適うもので
ある。
なお 2014 年度の入試改革の一環として、修士課程入試、博士後期課程入試とも、専門
科目について出題範囲および参考文献を明示することで、試験内容の公平性・透明性を高
めている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
さまざまな媒体を通して本研究科の人材育成方針・受け入れ方針を明示することで、本研
究科の教育・研究方針は、在学生そして社会全体に着実に浸透してきている。本研究科への
学部卒業者の進学率は８割以上であり、他大学からの志願者数も多い。また、本研究科修了
生の高い就職率からも本研究科の人材育成方針が社会に浸透していることが理解される。
すべての入試制度において、何重もの厳正な審査へ経て選抜をしており、現行の選抜体
制は受け入れ方針に沿った優秀な人材の選抜に効果的に機能している。
一般入試は、各専攻の教育・研究体制に基づいた専門科目試験を課すことで、受験生に
対し修得しておくべき内容を明示し、大学院教育を受けるに適しているかを判断できるも
のである。また、2013 年度一般入試より TOEIC 等で一定以上の点数を取った受験生に英
語筆記試験を免除する制度を導入した。本研究科で必要な英語レベルを提示することは、
より公正な選抜を行うことに役立っている。
各専攻の代表者らで構成された自己点検・入試教育検討委員会において、全専攻の意見
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を取り入れながら、各種入試実施案の定期的な見直しを行っており、十分な効果が上がっ
ている。また、創造理工学研究科、先進理工学研究科と連携し、入試データ等を確認し早
稲田大学理工学術院における入試制度の検証も定期的に行っており、大学院入試制度は適
切に実施されている。特に、外国学生 AO 入試や特別奨学金選考などの国際コース向けの
新入試制度により、外国学生の入学者数は大幅に増加した。
〈21〉大学院創造理工学研究科
現状の説明に記載した活動により、学内および学外からの受験生および一般に対する認知
度は向上している。学内からの大学院進学率は、その年の状況に依っても変動するが、概ね
60％から 80％の範囲で推移しており、全体的に増大傾向にある。さらにここ数年は他大学
からの受験者数が増えており、その中には優秀者もかなり含まれているため、合格率が高く
なっている。国際コースプログラムの入学者数も増えつつある。全体の受入状況は、専攻で
判断した後、個別主任会、研究科運営委員会で、データが適正であることを確認している。
〈22〉大学院先進理工学研究科
先進理工学部の理念である高度な研究者・技術者養成のための 6 年一貫教育の精神が浸
透した結果、修士課程進学率が 8 割近くまで上がり、修士課程の定員充足率は 0.88（直近
5 年の平均値）となった。また、2014 年度から開始した 5 年一貫制の新専攻「先進理工学
専攻」では、2016 年度の充足率は 0.70 である。さらに、大学院入学者受け入れの方針に
基づき、多様な学生の受け入れを目指した効果が現れ、外国人留学生が全体的に増加して
いる。
〈23〉大学院教育学研究科
修士課程、博士後期課程ともに安定した受験者数を得ている。また大学全体での入試説
明会、本研究科独自での入試説明会には、学外からの参加者が多く、ホームページなどで
の宣伝が奏効していると考えられる。
修士課程の専門科目については専攻や領域の研究指導間で共通する基本的な問題ならび
に当該分野を学習するために必要な能力を問う問題が出題されている。また博士後期課程
については、それぞれの研究指導ごとに選択問題が出題され、それぞれの研究指導で研究
を深めるために必要とされる能力を問う形になっている。
修士課程、博士後期課程ともにほぼ入学定員を満たしている。
受け入れのルールについては、入試検討委員会において定期的に議題とされるが、各専
攻より必要な改正の提案がなされた場合には、速やかに入試検討委員会にて審議・検討さ
れ、専攻主任会による審議を経て運営委員会に諮られている。多様でかつ幅広い能力を有
する学生を受け入れられるように、また学術研究者や教員志望の学生を広く受け入れるこ
とができるように募集がなされ、選抜されるように検証が行われている。
〈24〉大学院人間科学研究科
本研究科全体では理学系、医学系、工学系、社会科学系、人文科学系と多岐に渡る専門
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領域を有し、領域に偏りなく学生を受け入れている。一般に理科系と呼ばれる分野の進学
率は高いが、本研究科では文科系もほぼ同じ比率で充足している。本研究科では文科系、
理科系の違いにとらわれず、進学を推奨している。
特定分野の研究室に志願者が集中する傾向が続いているが、これに対して、同分野の関
連研究室が入学試験の合同説明会を実施し、志願者と研究指導担当者のミスマッチを避け、
効果を上げている。研究指導と直結した本研究科では、学生募集の前に各研究指導担当者
が志願者と対話することとしており、志願者の希望に適合した研究指導に誘導するように
している。
修士課程において、２年制の他に 1 年で修了可能な教育臨床コースを設置し、毎年 10
名の社会人を受け入れている。従来からの修士課程にも社会人入試に合格して入学する学
生が多く、さまざまな世代が揃うユニークな研究教育が展開可能になっている。博士後期
課程では、理科系だけでなく、文科系の研究指導にも同様に志願者が集まっている。
学術院内の入試検討委員会での恒常的な議論、議決に基づき、入学試験の見直しを随時
行っている。とくに、2008 年度入試から実施した修士課程の一般入試改革はこの典型であ
る。書類審査の方法や面接スコアの多領域間での標準化方法はここ数年で確立し、本研究
科入試の根幹を成している。
〈25〉大学院社会科学研究科
様々な公表手段による周知は、現状において方針に沿って目標を達成していると評価できる。
他方で、国際化を睨んだ海外への情報発信手段として、英語以外の言語による発信も必要であ
ろう。
「大学院社会科学研究科過去４年 志願者数・合格者数」、「大学院社会科学研究科入試デー
タ」に示すように、多様な入試形態を通じて多様な出身の学生が入学しており、本研究科が目
指す幅広い背景をもった学生の確保は一定の成果を上げている。一般入試・社会人特別入試・
外国学生特別入試については、過去の入試問題、志願者数、合格者数、修士学生の出身大学別
内訳等のデータを公開している。これらを含めて、入学者選抜において透明性を確保するため
の措置をとるよう努めている。
「大学院社会科学研究科学生定員・在籍学生数（2016 年５月１日現在）」からすると、収容
定員に対する在籍学生比率は、修士課程が 78.33％、博士後期課程が 123.61％である。例年の
傾向として、博士後期課程の在籍学生数が収容定員を上回っており、いわゆる「オーバードク
ター」が原因であると考えられるが、定員超過率としては改善傾向にある。一方、修士課程に
ついては、例年ほぼ 100%の充足率であったが、今回 100%を下回った。これは 2016 年度入学試
験において質の確保を優先し、合格者を絞ったことが原因であるが、今後、修士、博士とも適
正数を確保していくよう努めていく。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科
年２回の一般入試、学内推薦入試のみならず、多様なルートから入学者を確保するべく、
国際協力特別推薦入試（2013 年度より）を実施している。また、これまで国費留学生優先
配置プログラムを獲得し、大使館推薦や大学推薦なども合わせて 100 名を超える国費留学
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生を受け入れ、このことが学生の国籍や文化の多様化につながっている。全留学生の４分
の１程度が国費留学生であり、科目等履修生ではなく正規課程に多く国費留学生を受け入
れていることも本研究科の特徴であり強みでもある。それ以外にも JICA 人材育成支援無
償（JDS）事業、アフガニスタン[未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト（ＰＥＡＣ
Ｅ）]、ＡＢＥ[アフリカの若者のための産業人材育成]イニシアティブや入学前に支給が確
定する大学独自の奨学金などを用いて特定の国籍に偏らない多様なバックグラウンドの留
学生の確保に成功している。
〈28〉大学院日本語教育研究科
外国人留学生、現職の日本語教師、社会人など多様な学生を受入れることにより、異な
る文化背景や社会経験を持つ学生が切磋琢磨し合う環境で、日本語教育の研究に良い刺激
を与えている。
独立研究科として、他大学・大学院の学生を積極的に受け入れている。開設以来、修士
課程はもとより、博士後期課程においても、常に入学者の 80％程度を他大学出身者が占め、
外国人留学生、社会人も多く受け入れ、さまざまなバックグラウンドの学生が、互いに刺
激し合い切磋琢磨して学んでいる。
現在、適切な入試制度により入学者を受け入れているが、修士課程では充足率は９割程
度、博士後期課程の充足率は３割程度となっている。
厳重なる審査プロセスにより、公正かつ適切に実施されている。
〈29〉大学院情報生産システム研究科
学部３学年終了後から大学院修士課程で受け入れる G コースでは、上海交通大学などの
海外トップ大学から上位 10％の学生を推薦で受け入れるなど多くの優秀な学生確保に成
功している。また、相手大学の修士課程単位認定により早期修了を可能とする F コースで
は、南京大学などのトップ大学からの推薦を受け、多くの優秀な学生確保に成功している。
出願書類審査体制により、海外からの不正出願などに対し、これまで８、件の不正を防
止している。
〈32〉大学院法務研究科
本研究科は、2016 年度入試に首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）以外の大学
（学部）在学生・卒業生を対象に、既修者試験における「地域優先枠」を新設した。2016
年度入試では全国 6 ブロック中 4 ブロック合計 16 名からの出願があった。その後、各地
方での入試説明会を各地の大学との連携のもとで増やし(2015 年実施 6 大学→2016 年実施
10 大学)、2017 年度入試では 6 ブロック全て合計 26 名の出願があり、各地の大学の法曹
志望を喚起し、出願者の獲得をしたと言えるであろう。また、2015 年度入試で新設した「人
材発掘」入試は、2015 年度 2016 年度ともに 46 名からの出願があり、また 2016 年度か
らは「人材発掘」入試合格者のうち希望者に対し「法学既修者認定試験」を実施し、法学
既修者として 7 名が入学した。
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〈33〉大学院会計研究科
運営委員会においても、適宜、アドミッション・ポリシーおよびディプロマ・ポリシー
の改訂を行っている。
学生募集方法および入学者選抜方法については、毎回、運営委員会で審議し、公正、適
切なものであるよう、方針や手続の整備とともに、その運用状況についても適切に実施し
ている。
また、第１章に記載のとおり、三つのポリシーを一貫性・整合性のあるものとして再作成す
るとともに、三者の関係を分かりやすく示し、大学内外に積極的に発信している。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科
博士後期課程の志願者数は、本研究科開設２年目である 2007 年度は 20 人であったが、
2008 年度は 22 人、2009 年度は 27 人と微増し、グローバル COE に選定された後の 2010 年
度は 53 人まで増加したが、2011 年度以降減少傾向にあり、2014 年度は 28 人であった。ま
た、外国留学生の志願も増加傾向にあったが減少傾向が見られ始めている。
博士後期課程の合格者数は、本研究科開設２年目である 2007 年度は 19 人であったが、
2008 年度は 21 人、2009 年度は 26 人と微増し、グローバル COE に選定された後の 2010 年
度は 48 人まで増加し、以降、2011 年度 33 人、2012 年度 42 人、2013 年度 30 人、2014 年
度 24 人と推移している。とりわけ、外国留学生の合格者数が増加しており、当研究科のグ
ローバル化が着実に進行している。
適切な入学者数の受け入れによって、本来の少人数による専門テーマの探求が実践でき
ている。内部進学者だけでなく外部入学者（約 70%）も多く、多様な学生が凝集すること
で良い相互作用が生まれている。これらは修士課程修了後の進路にも反映され、学部卒の
学生よりも専門性を生かした職業（例：研究職、開発職）に就いている傾向にある。修士
課程（2 年制）および博士後期課程では、一般入試枠で外国学生入試（国内・国外）の出
願も受け付けることで、広く就学機会を増やすことができている。
受験生には、大学院入学後に学生と研究指導との間に齟齬が生じないよう、研究科の指
導希望教員と事前に連絡を取り合うことを求めている。これにより、入念に研究計画を立
てたうえで、明確な意思と研究展望を持った学生を入学させることができている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
創造理工学部総合機械工学科の学生を中心に、推薦、一般入試、AO 入試を含めて１教
員７名を上限に、学生を受け入れている。また、他学科や他大学の学生のほか、中国等の
諸外国からの学生も受け入れており、全体として定員に近い学生数の確保を可能にしてい
る。
なお、学内外の受験生に広く募集要項を公開していることから、公正な受け入れが行わ
れているものと判断する。特に、入試では、筆記試験のあとに面接を行い、その採点結果
の概要を本人に示し、受け入れ側が求めている基礎学力の水準について適切に説明してい
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る。
定員管理については、本研究科の定員の確保と１教員の指導学生数の均等化の両面から
適切な調整を教員間で行っており、学生に対してもそのように説明し、理解を得ている。
志望者の配属に関しては、推薦制による枠とその他の入試による選抜による受け入れ人
数を設定し、それを志望者に説明し、教員間で偏りが生じないように調整している。ただ
し、他専攻や他大学を併願する志望者もあり、結果的に受け入れ人数が減少することは避
けられない。これを防ぐため、志望者に対しては、最終的な本研究科への進学希望の確認
に努めている。
〈36〉大学院教職研究科
アドミッション・ポリシーが策定され、適切に公表されている。入試説明会・相談会を
積極的に行い、教育理念・目的に照らして、公平性、平等性、開放性が確保され、適切な
学生の受け入れ、厳正な入学者選抜を実施している。また、入試検討委員会設置要綱の定
めるところにより、入試検討委員会において、学生募集および入学者選抜のあり方を検証
している。
〈37〉国際コミュニケーション研究科
学生募集を行うにあたり、本研究科では、アドミッション・ポリシーを研究科ホームペ
ージ、入学案内、入試要項に掲載し、志願者に対し本研究科が求める学生像を明示してい
る。
入試制度については、AO 入試により世界各国の受験者に対応することを可能にしてお
り、修士課程への志願者数は 2013 年度の開設以来、着実に伸びている。具体的には、中
国からの留学生が常に一定数を超えているのに加え、最近では欧米各国や北米・中南米、
また中東地域からの志願者が増加傾向にある。また、2015 年度開設の博士後期課程におい
ては、ヨーロッパ諸国や韓国・タイといったアジア諸国からの応募が多い。以上のことか
ら、本研究科設立時に掲げたグローバル化に対応する大学院研究科の設置という目的はす
でに達せられたといえる。
〈38〉大学院経営管理研究科
早稲田大学 HP や SNS など、紙媒体だけでなく Web を活用した広報活動を積極的に展
開している。加えて、国内からの志願者に対しては早稲田キャンパスで年 3 回の入学説明
会、海外からの志願者に対しては QS ワールドツアーに参加し、世界各国で入学説明会を
実施してきた。その結果、IMBA プログラム（英語履修）では、AO 入試の入学枠 45 名に
対して、2016 年度は 116 名と倍率 2 倍を超える出願者を獲得するなど、徐々に広報活動
の効果が顕在化してきている。
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（２）改善すべき事項
〈１〉大学全体
本学では一般入試に限らず、多種類に渡る入試制度が存在しており、このことによって
個性あふれる多様な受験生にさまざまな選抜の機会を提供できている。しかし反面、入試
制度の検討については、従来から各学部・研究科の専権事項として委ねられており、各入
試制度を評価・検証を実施するための組織的な取り組みが不十分である。このことは、社
会の変化に対応した迅速な入試改革の実施を困難にしていた大きな要因であると考えられ
る。
〈２〉政治経済学部
一般入試の志願者数について、18 歳人口の減少、経済的事情による大学志願状況の変化
等がある中、2016 年度入試においては 6.0 倍の合格倍率となり志願者数でも前年度比
2.8%増となるなど本学部の取り組みに一定の効果は見えるものの、過去 5 年間で 8%もの
減少となっている事態は、基礎学力の高い学生を持続的に確保してゆくために、入試広報
のあり方、他入試制度と一般入試の学生確保の割合の再検討、さらに入試制度の抜本的改
革を含めて、引き続き改善すべき事項に挙げられる。
〈３〉法学部
①受け入れ方針とそれに基づく学生の適切な受け入れについて
一般入学試験においては、基礎的な知識だけでなくそれらを総合して論述する能力や、
文脈を読み取る能力を問う「法学部らしい」問題を課すという一貫した方針を有してきた
が、このことがややもすると国立大学・現役合格に対する志向性の強い高校生にとって普
段の勉強だけでは合格が難しい「敷居の高い」入試という印象を与えていたかもしれない。
受験生の国立大学・現役合格に対する強い志向性を踏まえ、基礎学力を十分に備えたうえ
で『思考力・判断力・表現力』に優れた学生を受け入れるための出題上の工夫が今以上に
各科目出題委員会に求められているという認識が、入学試験構想委員会を通じて法学部で
共有されつつあるところである。
センター試験利用入試の合格点は極めて高いため、他大学等に入学するものが多く、実
際の入学に直接的につながらない部分もあるが、入学した学生の多くは特に優秀な学業成
績で卒業する場合が多い。手続き率を高めるには合格基準点を見直すなどの対策が考えら
れるが、入学者数の厳密な管理が求められる現状では、大胆な変更が難しい。
指定校推薦入試については、全体として地域的広がり・女子学生の確保などの面でも多
様な学生の受け入れに有効に機能しているが、指定しても推薦が得られない高校に対して
どのように対応すべきか、入学者の成績が継続的に不振の場合にどのように対応するか、
毎年詳細なデータをもとに委員会・WG で検討しているが、このような努力が高校側にう
まく伝わっていない側面も見受けられ、
『特別方式』の趣旨も含めて高校側にどのようにア
プローチするか、委員会・執行部で検討を重ねている。
附属・系属校からの内部推薦について、一部に成績不振者・単位取得が危ぶまれる学生・
退学者などが見られ、入学後の学業成績について入試区分による GPA 平均が他との比較
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で明らかに低い高校もあり、進路指導教諭との懇談などの折に現状を紹介して改善策を相
談している。模擬講義・学部説明会・連携講座などをこれまで以上に拡充することを目指
して執行部に WG を設置しているが、一方で保護者と生徒で学部選択を含めた進路に対す
る期待と認識のずれが大きく、そのことが不適切な学部選抜につながっている例も見受け
られることから、生徒だけでなく保護者に向けての十分な説明の機会の提供も高校側に求
めているところである。
②定員管理について
学則定員 740 名に対し大学本部から入学者確保目標数（上限）として 2016 年度には学
則定員の 1.06 倍（784 名）という数字が示され、今後この数字を次第に 1.00 倍近づける
ことが示されている。一方、入学者数・在籍者数が学則定員を下回ることも避ける必要が
あり、合格者のうちどれだけが入学手続きを行い、実際に入学するかの予想精度を高める
ことが求められているが、一般入試・センター試験利用入試などの志願者数を増やす方策
も求められている現状から、新しい試みを行うと手続き率を予想する根拠と経験が不足す
る事態となり、対応に苦慮する場面が予想される。
③学生募集と入学者選抜方法の定期的検証について
本学部の特徴である当該年度の入学試験の実務・運営を担当する入学試験運営委員会と、
制度を長期的な視点から検討する入学試験制度構想委員会が並立する検討方式は一定の成
果を上げているため、特段の改善点は考えにくい。
一般入試における各科目出題委員会における前年度の出題に対する正答率や誤答の傾向
などの分析については、担当職員の手作業に依存する部分も大きく、組織的なデータ分析
方法を大学として提供してもらう可能性などについて検討し依頼する必要も考えられる。
入試制度と入学後の学業成績・単位取得状況の関係について随時追跡調査を行っている
が、留学・課外活動など学生の多様な活動状況をリアルタイムで俯瞰する情報提供は得ら
れていない。こうした点も含めて、学生募集と入学者選抜がどのように機能し、どのよう
な学生を受け入れているのか把握するために、今後どのような情報提供が必要であり、学
部でできることと大学として対応するように提案すべきことを整理していく必要があろう。
〈６〉教育学部
現行の入試による入学者の入学後の成績、学習状況などを考慮しつつ、入学者選抜の新
たな形態を今後検討する。また、附属・系属校からの
入学者の一部に、基礎学力の不足や、入学後の学習意欲の低下がみられるので、附属・系
属校との連絡・連携の強化を進めていきたい。
〈７〉商学部
現行の暗記力を問う単答式中心の一般入試制度やオールラウンドの科目成績を重視する
推薦入試制度では、本学部が受入学生の資質として重視する２つの点（論理性と国際化適
応力）を十分に検査することができないことが問題といえる。論理性や国際化適応力を十
分に測定できる新たな入試制度を設計する必要があり、また、これらの資質を重視しつつ、
より多様な学生を国内外から確保する必要がある。
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なお、学生における出身地域の多様性を図るために，2014 年度に指定校推薦の依頼校抽
出方法の見直しを行い、現在、実行段階である。これに関する今後の推移を注視し、必要
な場合にさらなる改善策を検討する必要がある。
〈８〉基幹理工学部
１年次共通教育制度に加えて、2012 年度より基幹共通科目制度、基幹副専攻制度を開
始した。これら本学部の教育理念に基づいた新制度を広く社会に伝えることで、本学部の
人材育成方針の明示へとつなげるべきである。また、本学部の国際化への取り組みや留学
生の受け入れ体制を国内外に広く伝える必要がある。
2010 年度より本学部国際コース向けの外国学生ＡＯ入試・指定校推薦（中国・韓国・
台湾）を開始し、書類審査・面接試験により選抜を行っている。各国の教育レベルが異な
るため統一テストの提出を課しているが、本学部の教育レベルに合った学生を選抜するに
は各国の高校データや教育レベルなどのより細かいデータの蓄積が必要である。
本学部では 2013 年度までは一括入試，2014 年度以降は学系別入試制度を採用している
ため、指定校推薦制度における入学者数の定員比率が高い。また，本学部における国際コ
ースを拡充し、日本人学生も含めた募集が決定している。そのため、カリキュラムの検討
や国際コース向けの新入試制度に関して自己点検・入試教育検討委員会や拡大主任会など
で詳細な検討を行う必要がある。
〈９〉創造理工学部
学生へのアンケートあるいは入試データ調査により、高校生の動向を理解することが重
要であることから、さらにデータ収集とその分析を行うことが必要であると感じている。
〈10〉先進理工学部
入学者数の定員比率が 1.11（直近 5 年の平均値）とやや高めに推移しており、1.08 に抑
える必要がある。また、首都圏（東京・千葉・埼玉・神奈川）以外の高校出身者の入学割
合が年々減少していて、学生の多様性という観点で問題が残る。さらに、留学生の出身国
も中国に著しく偏っている点は改善が必要である。
求める学生像については、具体化作業を進めるとともに、ホームページ等での公開につい
て検討を開始する。
〈11〉社会科学部
本学部では他大学に先駆けて全国自己推薦入試を導入した。個性と多彩な才能にあふれ
た学生の確保に成果を上げてきたが、都市部と地方でのバランスと、推薦対象となる業績
の優劣との均衡を保つことが重要であろう。
〈12〉人間科学部
一般入試と推薦入試とは求める学生像が異なるため、2010 年より学部全体と合わせて、
入試ごとのアドミッション・ポリシーを明示するように整備を進めている。本学部の受験
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を希望する者が、より適した入試制度を選択できるようにさらなる広報を行う必要がある。
学部が求める学生像について複数の評価軸を明示することにより、本学部の学生としてふ
さわしい人物の「多様性」を継続的に確保することが必要である。
附属校、系属校に向けた受け入れ方針が高校側の応募において徹底されず、受験生と受
け入れ側の希望が一致しない状況が続いている。学部説明会を年に数回開催したり、附属
校、系属校側から本学部を訪問したりと双方に努力をしているものの、さらなる策を講じ
る必要がある。
指定校の学校長による推薦入試では、１つの学科への希望が多く、学科間で志願者数の
差が生じている。学科ごとに定員を設けることは、学部で意図しない第二希望の学科への
進学となるため問題である。適正な収容定員管理のためにも、学科ごとに志願者がなるべ
く均等になるよう、各学科それぞれの魅力を広報し、指定校の進路指導担当者とも密に連
携を図るべきである。
現在は数年に一度の割合で実施している在学生の入学制度別追跡調査は、可能であれば
毎年、あるいは隔年実施をすることが望ましいと考えている。特に新しい入試制度を創設
する場合、2 年の周知期間が必要であるため新制度実施までに時間がかかることから、早
い段階での判断が必要となる。このため、入試制度と学生募集の不整合が起こっている期
間を短くするためにも、追跡調査の頻度を高める必要がある。
〈13〉スポーツ科学部
附属・系属校推薦入試については、志願者数が 20 人程度を推移しており、これまで定員
を充足したことがなく、入学後の GPA も相対的に低い状況にある。社会人入試の出願者は
これまで最大で２人であり、志願者のない年度もあることから、入試に関する情宣が適切
になされるよう改善の必要がある。外国学生入試の志願者数は 2013 年度の 25 人まで増加
し、2014 年度は 8 人と減少したが、2016 年には 16 名に増加した。外国学生入試の合格者
数は 2013 年度に 11 人まで増加し、2014 年度は 4 人となったが、2016 年度には 8 名と増加
した。
一方、入学定員数に見合うだけの教員数の増員が求められる（現在、教員 1 名の担当す
る各学年の学生数は約 8 名）。さらに、キャンパスの分割、移動に関する問題を改善する必
要がある。
今後さらに多様で優秀な学生を得るための入試改革、附属・系属校の受け入れ定員等に
ついての改善が必要となる。スポーツ科学の独自性・特殊性を広く普及させるための広報
活動の強化が必要である。
〈14〉国際教養学部
本学部では多様なバックグラウンドを持つ学生を受け入れるため、AO 入学試験を実施
している。このうち 9 月入学の志願者数は上昇傾向にあるが、4 月入学・国外選考および
4 月入学の海外指定校推薦入学試験の志願者数はほぼ横ばいという現状がある。
このため、学部の多様性をこれまで以上に拡充していくためには、より効果的な募集活動
対象設定を踏まえた学生募集活動のほか、より受験しやすいスケジュール設定などの対策
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や、9 月入学への比重転換等の見直しが必要である。また、国ごとに教育制度が異なるた
め、志願者が受けたさまざまな教育制度を同一選考上で評価・判定するための基準や方法
について、毎回点検が必要となっている。
〈15〉大学院政治学研究科
多様な人材の獲得のため、入試制度が複雑化している。入試制度の統廃合を含め、方策
を検討する必要がある。
〈16〉大学院経済学研究科
緩和傾向にあるとはいえ、依然として特定国（ことに中国）からの留学生が半数を占め
る。留学生の文化・生活習慣・宗教等の相違によるさまざまな課題が生じており、文化コ
ミュニケーションの強化が必要である。
また、海外からの受験者が増加していることにより、客観的かつ公平な評価基準を再確
認する必要が生じている。世界各国の会場からのテレビ電話中継による面接の実施など、
様々な工夫を行っているが、業務を担当する教員の負担があまりに増大しているため、よ
り効率的な評価方法を考案し、早急に導入すべきものと考えている。
〈17〉大学院法学研究科
2016 年に実施された 2017 年度修士課程入試の出題において、2 件の出題ミスがあり、
試験中にこの訂正を行った。今後このような事態が生じないように、出題・点検体制を整
えるとともに、当日の点検体制や受験者の質問への対応体制についても整備する。また、
同年に行われた社会人入試の出願において、出願資格がないとして出願を受け付けなかっ
た志願者からの苦情が寄せられる事態も発生した。対応について問題はなかったと考えて
いるが、今後同様の問題が生じないように、入学試験だけでなく、入学試験要項に誤解が
生じないようにするための整備や、出願受付の体制の整備が必要であり、これは多様な入
試制度を有する本研究科では、重要な課題である。
〈18〉大学院文学研究科
近年は定員充足率が低落傾向にあることを受け止め、優れた研究者を養成する機関とし
ての機能を果たすため、適正な定員管理へ向けての努力が望まれる。
〈19〉大学院商学研究科
2014 年度から実施している修士課程の専門科目試験は、研究者または高度に専門性を備
えたビジネスパーソンとしての国際化対応という要素が希薄である。特に、解答方式も、
現状では、日本語で解答する方式しかなく、博士後期課程の入学試験に比べると、その面
でも国際化対応が遅れている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
修士課程の収容定員に対する在籍学生数は十分な数を確保している、博士後期課程での
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充足率が低い。本研究科の研究体制および各専攻の研究内容等を広く周知し、研究者育成
機関としての部分をより明示する必要がある。
本研究科国際コースをより充実させるべく、本研究科の国際化への取り組みや留学生の
受け入れ体制を国内外に広く伝える必要がある。
さまざまな教育的背景をもつ受験生を選抜するには、一般入試での筆記試験問題では専
門性が高いという危惧がある。そのため、書類・面接に重点を置いた入試制度の導入を検
討する必要がある。また、2010 年度から国際コース設置に伴い導入した外国学生 AO 入試
は書類審査のみの選抜であり、受験生の研究希望と研究指導教員のミスマッチの問題が生
じている。
全専攻において博士後期課程の入学者数が少ないため修士課程からの進学率の増大を図
る必要がある。
外国学生の受け入れは博士後期課程では全専攻で行っているが、いくつかの専攻では外
国学生の比率が低い。国際的に活躍する人材の育成を目指すべく、より多くの外国学生の
入学が望まれる。
〈21〉大学院創造理工学研究科
本研究科の研究対象は、社会と接続された実学であるがゆえに、修士課程修了後に就職
する学生数が非常に多い。しかし、研究水準向上のためには、博士後期課程の一層の学生
数増大の方策を検討すべきである。
〈22〉大学院先進理工学研究科
博士後期課程の定員充足率が約 7 割である（直近 5 年の平均値＝0.570（5 年一貫制「先
進理工学専攻」を除く）。）また、修士課程に入学する他大学出身者が少ない。加えて、多
様な国々から外国人留学生を入学させるため、日本語の習得を必要としない国際コースを
設立したものの、履修可能な科目数が十分ではなく、選択できる科目が限定されている。
求める学生像については、具体化作業を進めるとともに、ホームページ等での公開につ
いて検討を開始する。
〈23〉大学院教育学研究科
修士課程については、専攻ごとに外国語と専門科目について最低点を設定しているが、
その年度に出題された語学問題の難易度によって合格者数が左右される傾向がある。毎年、
難易度を一定に保つことが必要である。博士後期課程については、選択問題が各研究指導
別に出題されることも多いため、難易度について問題間で差がないか確認していく必要が
ある。
修士課程においては学校教育専攻、国語教育専攻、博士後期課程においては教育基礎学
専攻が入学定員を上回っているものの、他の専攻は定員を下回っている。
〈24〉大学院人間科学研究科
本研究科全体では理学系、医学系、工学系、社会科学系、人文科学系と多岐に渡る専門
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領域を有しており、厳密な受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を明示することは
困難である。現在進行しているカリキュラム改訂とともに、新しいアドミッション・ポリ
シーを広く発信していくことが求められる。またそれに伴い、アドミッション・ポリシー
を踏まえた適切な入学試験制度の在り方についての検討は継続的に必要となろう。
外国人学生の比率が開設直後の 20 年前に比べて低下しており、入学者選抜において工
夫が必要である。また、研究指導数も 20 年前に比べて大幅に増加したが、進学者は 120
名程度（定員充足率は 100％）と大きくは伸びていない。これは内部進学の希望者比率が
低くなったことに起因する。外国人学生、内部進学者数を増やすための方策を考慮すべき
である。とりわけ外国人学生については、母国での大学卒業時期と本研究科への入学時期
のズレの問題があり、9 月入学制度の検討も必要であろう。
2003 年以降研究指導数の増加が進んでいる一方で、人間科学部生の他研究科、他大学へ
の進学希望者も増えている。これに対抗するため、二階建ての研究教育を展開できるよう
に魅力的な受け入れ方針を確立すべきである。

修士課程、博士後期課程ともに、日本人

の社会人経験者は多いものの、それに比べて外国学生の入学者数は少ない。より多くの学
生を諸外国から受け入れるための方策を講じる必要がある。現在の試験制度が外国学生に
とって公正かどうかを検討しなければならない。このことは、大学院での教育方法（カリ
キュラム）と関連するため、入試単独の問題ではなく、両者を同時に合わせて検討するこ
とが肝要である。
〈25〉大学院社会科学研究科
外国からの留学生の入学・修了の便宜を考慮すると、９月入学の一層の推進と入学・修
了時期を年２回とする完全セメスター制への移行も必要である。また、本学部に在籍して
いる海外からの留学生を対象とした大学院推薦入学制度導入も検討されてよいであろう。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
創立当初３〜４割であった外国人留学生は、現在では約８割に達している。今後は質の
高い留学生および、十分な数の日本人学生を確保することが課題となる。留学生の動向は
地震等の自然災害、円高、政治・経済状況に左右される部分があり、また、本研究科の授
業料は学内他研究科の約２倍に設定されている。高額な授業料に見合った高度な教育プロ
グラム・教育環境を提供し、その魅力を伝えるための取組を継続することによって、優秀
な学生を惹きつけていきたい。
〈28〉大学院日本語教育研究科
現在、ホームページの充実、入試説明会の実施などにより受け入れ方針を明示している
が、今後、海外に向けても何箇所かで重点的に説明会などを開催することを検討する必要
がある。
〈32〉大学院法務研究科
全国的に法曹志望者が減少する傾向が極めて顕著であり、本研究科もその例外ではない。
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限られた志願者の獲得が急務と考えられる。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
修士課程の志願者数は、本研究科開設２年目である 2007 年度は 143 人であったが、2008
年度は 128 人、2009 年度は 171 人、2010 年度は 182 人まで増加したが、以降、2011 年度
135 人、2012 年度 118 人、2013 年度 112 人、2014 年度 100 人、2015 年度 98 人、2016 年度
92 人と推移している。特に、英語の試験を廃止し、TOEIC、TOEFL、IELTS のスコアを選抜
考査に導入したことにより、修士 2 年制の出願者数の減少が著しい。
修士課程の合格者数は、本研究科開設２年目である 2007 年度は 122 人であったが、2008
年度は 112 人、2009 年度は 145 人、2010 年度は 150 人まで増加したが、以降、2011 年度
111 人、2012 年度 91 人、2013 年度 96 人、2014 年度 77 人、2015 年度 79 人、2016 年度 74
人と推移している。2017 年度より内部進学者を増加させるためにスポーツ科学部生特別入
試 1 月期を増加した。合格率もピーク時の 87.5％から、以降、2011 年度 82.2%、2012 年度
77.1%、2013 年度 85.7%、2014 年度 77.0%、2015 年度 80.6%、2016 年度 80.4%と推移してお
り、TOEIC 等のスコアの導入により、入学者選抜がやや不安定になっている。
研究科として博士課程修了後の進路の可能性を拡大するための努力を行う必要がある。
博士学位を 3 年間で取得（現在約 65%）可能とする教育強化はもちろんのこと、学位取得
後にポスドクや助手として受け入れる体制づくりが急務である。修士課程についても社会
の即戦力となりうる人材を輩出する研究指導も必要である。これは大学院進学の魅力に直
結するため、内部進学者（修士課程 2 年制・博士後期課程ともに 30%前後）を増加させる
うえでも重要となる。
社会人の修士課程１年制コースに関しては、修士課程２年制コースと同等の専門知識を
１年間で習得できるプログラムを再検討する必要がある。入学要件の資格審査をさらに検
討することで、優秀な大学院生の確保に努める必要もあるだろう。大学院進学者の質と量
を担保する必要がある。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
本研究科は、学部をもたない独立研究科であることから、教員が兼担する、本学創造理
工学部総合機械工学科の学生には、十分認識されているものの、学内の他学科や他学部、
他大学の学生には必ずしも認知されていないのが現状である。今後は、修了生の社会での
活躍をアピールするとともに、学内外での認識を高めるための一層の努力が必要である。
筆記試験に関しては、出身校や個人の能力によってその成績にかなりのばらつきが認め
られる。特に学外、国外からの十分な基礎学力を持つ優秀な志願者を集めるための対策の
検討が必要である。また、特に学外、国外からの優秀な学生の受け入れ方策を模索する必
要がある。
定員管理については、年度によっても異なるが、志望者が特定の分野や教員に偏ること
があり、志望者に対して文理融合の教育研究の方針を明示したうえで、研究室別の受け入
れ枠の考え方をさらに十分説明する必要がある。他専攻や他大学との併願者も多く、入学
の辞退が発生して調整どおりとならないことや収容定員に満たないこともあり、なるべく
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早期に入学の意志確認を行う必要がある。
〈36〉大学院教職研究科
2 年制コースでは、定員をほぼ確保している状況にある。しかし、１年制コースの定員
充足に課題がある。今後も１年制コースの定員充足のために、広報の充実や教育委員会と
の連携を進める努力を続けていく。2014 年度においては、現職教員を対象として、仙台に
おいて入学試験説明会・相談会の地方開催を行うなど、新たな努力を行っている。また、
2015 年度及び 2016 年度においては、現職教員向け入学試験説明会・相談会の開始時間を
夕刻に繰り下げて参加の利便性を高めている。
〈37〉国際コミュニケーション研究科
現在、英語能力を重視した審査体制を取っている本研究科 AO 入試であるが、多くの学
生が課程修了後には日本での就職や研究継続を望んでいることから、日本語能力について
も参考とすべきか否かを、検討すべきと考えられる。ただし、日本語審査を入学要件に組
み込むことは、海外志願者の減少を招く可能性もあり、慎重に検討すべきことと理解して
いる。
〈38〉大学院経営管理研究科
2016 年度に経営管理研究科発足に伴い、ファイナンスプログラム（夜間主プロフェッシ
ョナルファイナンス専修および MSc in Finance）を新設した。新設初年度ということもあ
り、他のプログラムと比較すると相対的に出願者が少ないため、ファイナンスプログラム
に特化した広報活動を検討する必要がある。
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３．将来に向けた発展方策
（１）効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
①入学センター機能の充実による入試改革・戦略的入試広報の推進、および②外国人学生
の受け入れ拡大
現在、創立 150 周年を展望した将来的プランである Waseda Vision150 の推進の中で、
入試については、その中の核心戦略「入試制度の抜本的改革」として位置づけ、検討と実
践を行っている。
本核心戦略は、日本および世界の各地域からバランスよく多様な学生を獲得するため、
これまで実施してきた各種入試制度の下での入学者の評価、国内外の他大学等の状況調査、
戦略的入試広報、さらに新たな入試制度の企画・検証・評価等を社会の変化に対応して定
常的に行い、それに基づいた継続的な入試制度開発・改革を実施できる体制を確立するこ
とを目的・目標としている。この実現のため、本核心戦略では、①「多様で優秀な学生獲
得のための方策の検討と推進プロジェクト」、②「社会の変化に対応して定常的に入試を改
革できる体制の確立プロジェクト」の２プロジェクトを設置し、20 年後の早稲田を見据え
た入試改革に着手している。
具体的には、入学センター内に「入試開発オフィス」と「入学者選抜オフィス」を設置
し、入学者選抜に係る調査分析、新たな入試制度の開発・実施、戦略的入試広報の展開等
をオールワセダで実現する体制を整えた。さらに全学アドミッションズ会議とは別に、各
学部からの有識者で構成される「入試開発検討会」を新設したことにより、定常的に入試
改革を検討し推進していくプラットフォームを構築できた。
このことにより、2014 年度からはミャンマー連邦共和国を対象とした新しい大学院入試
「優秀な私費外国人留学生を確保するための奨学金給付型 AO 入試」を実施し、優秀な人
材を獲得することができた。また、
「入試開発オフィス」での調査・分析に基づき、国内地
方における重点地域を定め、オープンキャンパス開催場所を増設し、多くの来場者を迎え
ることができた。さらに、箇所横断的なプロジェクトを組んで海外リクルート活動を積極
的に展開し、年々外国学生の志願者数を伸ばすことができている。改革 2 年目にして国内
外とも早速成果を上げることができたので、入試制度面とともに学生募集広報活動も充実
させるべく、より一層改革を推進していく。こうした入学センター機能の充実は、学部入
試だけにとどまらず、大学院入試や附属・系属入試とそれに伴う広報活動等への貢献にも
大いに期待できる。
②監督員研修の充実
主任監督員業務において一定の効果を上げたガイダンス映像による研修を充実・拡大し、
補助監督員・振鈴連絡員業務についてもガイダンス映像による事前研修を導入した。これ
に留まらず、入学センターと各学部の連携のもと、監督員の質のさらなる向上を目指して
いる。具体的には、①従来は各学部が独自に実施していた監督員に対する業務説明を標準
化すること、②振鈴連絡員業務については入学センターが一括して特定の学生団体を雇用
し従事させ業務経験を積ませること、の２点を実現するために検討・調整を進めている。
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③非常用問題の作成
現状では、一般入試および大学入試センター試験利用入試で使用することを想定した非
常用問題のみを準備している。各学部・研究科で独自に実施している入学者選抜において
も、非常用問題の作成を含め、不測の事態への対策を整備していく。
〈２〉政治経済学部
受け入れ方針に鑑み、求める学生像をより明確にするため、2016 年度より「AO 方式に
よる総合選抜入学試験」を「グローバル入学試験」に、
「社会人入学試験」を「社会人グロ
ーバル入学試験」に名称変更した。この変更にも起因し、グローバル入学試験においては
志願者増や英語能力の向上に繋がっている。また、附属・系属校推薦入試に関しても 2016
年度より外部の英語能力試験を活用した推薦基準を設けたこと等から、今後はより国際通
用性の高い学生群となることが期待できる。更に、EDESSA（英語学位プログラム）につ
いても着実に学生数を増やしており、2016 年度入学者は初めて 100 名を超えて 101 名と
なった。
〈３〉法学部
①受け入れ方針とそれに基づく学生の適切な受け入れについて
本学部が現在実施している①一般入学試験、②大学入試センター試験を利用した入学試験、
③指定校推薦入学試験、④附属・系属校からの内部進学、⑤帰国生入学試験、⑥外国学生入
学試験、⑦外国政府等奨学生入学試験、⑧中国指定校入学試験、⑨2 年次転部入学試験、⑩
学士入学試験はいずれも法学部にふさわしい学生の受け入れに向けて一定の成果を上げて
いると判断できるため、今後とも必要な改善を加えながら維持していくことになろう。ただ
し、一般入学試験とセンター利用入学試験については、文科省が 2020 年を目指して主導し
ている高大接続・大学入試改革・大学教育改革の中で一定の見直しを加えざるを得ない。
②学生募集と入学者選抜方法の定期的検証について
本学部の特徴である入学試験運営委員会と入学試験制度構想委員会が並立する現体制は、
今検討方式は一定の成果を上げているため、今後も維持する。
〈４〉文化構想学部
本学の伝統と特色を継承していくため、より幅広い媒体を通じて、求める学生を周知し
ていく方策が検討、実施されている。
新たに 2017 年度入試より「英語４技能テスト利用型」、日本人学生と外国人学生から
なる「国際日本文化プログラム（JCulP）」を導入することを決定し、より多様な学生を迎
え入れることとしており、これまで以上に、文学学術院入試制度検討委員会、文学学術院
基本構想委員会、文学学術院教授会、文学研究科運営委員会、全学アドミッションズ会議
など、諸会議の連繋を密にする。
一般入試、センター利用入試の動向や、指定校推薦制度、新入試制度の検証を教授会、
入試制度検討委員会によって行い、入学者数、在籍学生数とも適切な範囲で収束させてい
くための努力がなされている。
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定期的な検証のあり方自体に別段問題はなく、これまで以上に各会議体の連繋を密にし
て、検証結果を次年度の入試に有効活用してゆく。
〈５〉文学部
本学の伝統と特色を継承していくため、より幅広い媒体を通じて、求める学生を周知し
ていく方策が検討、実施されている。
新たに 2017 年度入試より「英語４技能テスト利用型」を導入することを決定し、より
多様な学生を迎え入れることとしており、これまで以上に、文学学術院入試制度検討委員
会、文学学術院基本構想委員会、文学学術院教授会、文学研究科運営委員会、全学アドミ
ッションズ会議など、諸会議の連繋を密にする。
一般入試、センター利用入試の動向や、指定校推薦制度、新入試制度の検証を教授会、
入試制度検討委員会によって行い、入学者数、在籍学生数とも適切な範囲で収束させてい
くための努力がなされている。
定期的な検証のあり方自体に別段問題はなく、これまで以上に各会議体の連繋を密にし
て、検証結果を次年度の入試に有効活用してゆく。
〈６〉教育学部
大学基準協会の平成 23 年 3 月 11 日付文書にて指摘された、学生の収容定員に対して在籍者
数比率が高い点については、「現状の説明」で報告した通りに改善された。

〈８〉基幹理工学部
本学部で 2013 年度まで実施されてきた一括入試制度は、２年次進級時に学科を選択す
る制度であり、90%以上の学生が第１希望の学科へと進級しているという過去のデータが
ある。この一括入試・共通カリキュラムの長所を保ちながら、より理想的な教育体制とす
るため、2014 年度入試から学系別入試へ変更を行った。関連学問分野で学系を組織し、そ
の学系ごとに学生募集をする新しい入試制度である。これまでと同様に 2 年次進級時に学
科選択をする。この制度により受験生は学習目標・将来設計をより明確に定めることが可
能となり、より適正の高い学科の進学が可能となる。この制度は 2014～2016 年度の蓄積
を経て、現在のところ当初の目論み通りの効果が上がっている。
2015 年度より国籍に関係なく日本人学生も受け入れる国際コースへの変更を予定して
いる。4 年間一貫した英語による教育・研究に耐えうる十分な語学能力を有する日本人に
対しても広く門戸を開放した入学試験制度であり、真の国際化の実現が期待されている。
学系別入試を採用する各入試において、各学系定員の割合とほぼ同じ割合の募集人数で
学系ごとに募集を行った。このため、学系により入学者の定員比率が異なることが予想さ
れるが各学系の比率をバランスさせるように管理する。
これまでどおり、自己点検・入試教育検討委員会を定期的に開催し、時代に沿った形の
入試制度の検討を行い、必要に応じて制度の改訂を提案していく。また、それらの検討・
提案事項を学部運営員会において協議し決定するという現体制を維持する。
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〈９〉創造理工学部
定期的にホームページ、パンフレット、学部要項等などの改訂を行っているが、今後も
適宜見直しを行う。入試制度を適宜見直し、一般入試、指定校推薦、附属・系属校推薦、
その他の各種入試制度の適正配分を検討する。
〈10〉先進理工学部
多様な媒体を用いて学部のアドミッション・ポリシーを受験生に周知していく努力を続
けるとともに、高校訪問などの機会を増やして進路指導担当の高校教諭にも学部の方針を
理解してもらう努力をする。さらに、学生募集および入学者選抜方法を多様化したことの
効果を検証していく。
〈11〉社会科学部
出題体制において、第三者のチェックを導入するなど、適正な問題作成を実施する体制
を整えている。
〈12〉人間科学部
入試制度が適切に学生の判定に寄与しているかどうかを調べるため、学生の成績やゼミ
での活動状況、卒業研究の成績・評価と入試制度の関係を継続的に調査している。その結
果、期待した種別の学生を入学させることが困難になったと判定された入試制度は廃止し
た。これらの調査は学生受け入れ方針を決定する際にも有効に働いている。また、2009
年度より海外指定校制度をスタートさせ、トップクラスの成績を修めている学生が毎年入
学している。
指定校の学校長推薦による入試で入学した学生は、一般入試よりも成績がよいだけでな
く、ゼミでの活動も積極的で教員の評価も高い。このことから、評価の振るわなかった１
つの入試制度を廃止して 20 名の定員増を行った。また人間科学部が持つ学際性・文理融
合の特長を踏まえ、2014 年度入試からは従来のセンター利用型入試に加えて数学選抜方式
を追加し、さらに本学部の特長に沿った受験生の受入制度を整備した。一方、通信教育課
程ではインターネットによる教育という利点を生かして、海外在住者の入学機会を増やす
方策をとりはじめた。
点検・評価の項でも述べたように、一般入試やセンター利用型入試での手続き率を適切
に予測することが重要である。一般入試は、現在とほぼ同じ入試形態となって約 9 年が経
過し、手続き率は安定化し、予測精度が高まりつつある。系属校入試では、学科ごとの志
願者の不均衡をなくしながらも安定的な学生受け入れを行うための試みとして、夏休み中
に積極的に本学部を訪問する方法を取り入れている。
在学生の入学制度別追跡調査は、単に成績の調査だけなく、学生が必ず所属するゼミの
担当者による主観的な評価も含めており、数値に表れない項目の評価も行っている。これ
はアドミッション・ポリシーに適合しない学生の入学を許していた制度を廃止することに
役立った。この手法は今後も継続的に実施すべきであると考えている。
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〈13〉スポーツ科学部
学力考査を伴う４つの方式の志願者数をさらに増加させるため、ホームページにて教員の
研究や社会活動などの内容を充実させるとともに、所沢の両学部が独自に行っているオー
プンキャンパスを発展させる。社会人入試を除く競技成績を伴う３つの方式については、
体育会各部や OB・OG とも連携し、さらに広報に努め、状況に応じて入学定員の見直しを図
っていく。
多様な入試制度の設置とスポーツ科学という独自性をアピールできていることで、一般
入学試験の入学者の歩留まり率は 70％前後であり本学では最も高い。しかし、この歩留ま
り率をさらに高めるため、合格点数をさらに切り上げることで合格者数を絞り込み、社会
的な評価を高め、さらに学力の高い学生を確保できるように努める。また、入学後の学生
の評価が高い、自己推薦入試やセンター試験＋競技歴方式については、合格者数の増加に
向けて、入学定員の見直しを検討する。
本学術院が望む学生像を明確化させたことで、意識の高い学生が集まっている。卒業後
の進路は、「希望していた進路に進むことができた」と感じる学生が 68.5％おり、満足度
は比較的高く、進路先も多岐にわたっている（大学院進学 9.7％、製造業 17.6％、金融・
保険業 15.0％、商業 11.1％、マスコミ 6.9％、教育・教員 4.2％、旅行・運輸 4.6％、エ
ネルギー0.5%、公務員 2.1%、不動産・建設 2.5%、非営利団体 0.9%、その他の業種 9.2％;2014
年度）。また、オープンキャンパスや高校訪問・全国の進学相談会への参加（年 20 回程度）
を通して、スポーツ科学学術院のカリキュラムだけでなくスポーツ科学という学問を広く
紹介することができている。ホームページの更新に力を入れ、学生や教員の国内外での活
躍を広く告知している。これらの方策は、今後さらに多様化する伝達手段を効果的に利用
する礎となる。
〈14〉国際教養学部
募集対象校等の明確化、募集活動情報基盤の整備、そして、教職員のみならず在学生・
卒業生のアイディアや協力を活かした学生募集活動が充実し、学部独自のノウハウ・人的
資源が全学的な学生募集活動にも還元できる形になってきている。さらに、2014 年度より
発足した全学的な海外募集活動プロジェクトにおいても、それらの資源を活かしながら、
学部の学生募集担当者が先導的な役割を果たし、活動の発展に寄与している。
〈15〉大学院政治学研究科
国内外における質の高い学生の獲得に向けた積極的な入試広報を行うことと同時に、政
治経済学部在学生に対する意識づけを行うことで、学部教育からの一貫した人材獲得につ
なげる。
〈16〉大学院経済学研究科
経済学の入試においては、すべての受験生に英語を課すことによって受験生の英語学力
の向上を目指している。さらに小論文試験の導入により、学術的文章の作成能力を考査し
ている。
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〈17〉大学院法学研究科
本研究科は多様な入学者選抜制度を設け、それはわが国だけでなく世界各国から多様で
有為な人材を受け入れることに寄与しており、このような体制は今後も維持・発展される
べきである。また、そのような入試体制下においては、現在の入試委員会の審議システム
は、大学院入学試験のあり方を検証するものとして、理想的なシステムに近いといえるた
め、今後もこれを維持してゆくこととしたい。
〈18〉大学院文学研究科
本学の伝統と特色を継承していくため、より幅広い媒体を通じて、求める学生を周知し
ていく方策が検討されており、2017 年度に新規開設となる「中東・イスラーム研究コース」
についても他大学も含め広範囲な周知活動を実施した。文学学術院入試制度検討委員会、
文学学術院基本構想委員会、文学学術院教授会、文学研究科運営委員会、全学アドミッシ
ョンズ会議など、諸会議の連繋を密にして、検証結果を次年度の入試に有効活用してゆく。
〈19〉大学院商学研究科
博士後期課程の入学試験については、本研究科の研究科長の諮問機関として設置された
「博士課程カリキュラム検討ワーキンググループ」が 2012 年４月 11 日研究科長宛てに提
出し、本研究科の運営委員会で承認を受けた「博士課程カリキュラム検討ワーキンググル
ープ答申書」（2012 年４月 11 日）が、改革の方向性と具体策を提言し、以下のような点
に関して、2014 年度より改定を実施している。
①

博士後期課程入学試験における従来の語学試験は廃止し、外部の定評ある英語能力
検定試験（TOEFL、TOEIC、IELTS）を全面的に導入、2015 年にはミニマムスコア
を設定し、公表している。

②

博士後期課程入学試験については、各専修が指定した「コア科目（２科目４単位相当）」
(修士課程科目として設置)を対象として実施し、博士後期課程受験者は、各専修が指
定した「コア科目」のうち、自己の専攻分野に関する２科目を選択して受験する。

③

本研究科の修士課程在籍者のうち博士後期課程に進学を希望する者については、修
士課程在籍中に博士後期課程入試における「コア科目」について A+または A の成績
を修めた場合、その合格者は、当該科目の試験を免除する。2016 年度からは、新設さ
れた経営管理研究科の代替科目も対象に追加している。
また修士課程入学試験についても、すでに述べたとおり、2014 年度より、従来の英語試

験に代わり、TOEFL などの定評ある外部の英語能力試験成績を使用しており、博士後期
課程同様 2015 年度よりミニマムスコアの設定、公表を行っている。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
これまでどおりさまざまな媒体を通して本研究科の受け入れ方針や教育方針を明示する
とともに、大学院説明会等を開催し、本研究科の研究機関・研究者育成機関としての部分
を社会にこれまで以上に周知する。また、現行の入試制度に加え、国際色豊かな優秀な人
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材を受け入れるための入試制度の導入を検討する。
受け入れ方針に沿った入学者選抜を行うには、現行の一般入試制度は最適な制度である
ので、今後もこの体制を維持する。また、英語筆記免除制度を継続し、本研究科で必要と
する英語レベルを時代に沿った形で提言していく。
修士推薦入試制度において、
「基幹副専攻制度」の導入により学部での所属学科とは異な
る専攻へ進学することも可能となり、各専攻の枠を越えた優秀な学生の入学が期待される。
また、各入試において、これまでどおり、専攻・研究科の各会議体で複数の審査を重ねた
上での厳正な合否判定を行う。
すべての学生に十分な研究指導が行えるよう、修士課程、博士後期課程ともに入学者の
定員比率が適正値に収まるよう継続的な努力を払う。
これまでどおり、自己点検・入試教育検討委員会を定期的に開催し、時代に沿った形の
入試制度の検討を行い、必要に応じて制度の改訂を提案する。さらに、それら検討・提案
事項を研究科運営員会において協議し決定する現体制を維持する。
〈21〉大学院創造理工学研究科
定期的にホームページ、パンフレット、研究科要項等などの改訂を行っており、内容を
わかりやすくすることでその効果が表れているが、今後も適宜見直しを行い、新しい情報
の公開を継続していく。
〈22〉大学院先進理工学研究科
今後も 6 年一貫教育を徹底し、大学院進学率をさらに上げることにより、修士課程の定
員充足率を維持していく。
〈23〉大学院教育学研究科
研究者志望、教員志望、現職教員の再教育希望者に対する受け入れ方針の宣伝をさらに
広く行い、受験者の増加に努める。
修士課程の入試では、基本的な問題の出題により、各専攻や各領域の修士課程で学ぶた
めに必要な共通の能力を問うことに重点を置き、博士後期課程の入試では研究指導ごとに
必要とされる専門的な能力を問うことに重点を置くという特色は継続したい。
修士課程の学校教育専攻、国語教育専攻、博士後期課程の教育基礎学専攻については、
継続的な出願者の確保、他の専攻については出願者の増加を目指したい。
入試検討委員会において、定期的に改善の必要性及び各専攻から出された改善案につい
て検討を行っていく。
〈24〉大学院人間科学研究科
人間科学部生に向けて、進路（キャリア）選択の初年次教育において、大学院進学の説
明を行っている。実際に大学院に進学している学生の多くは、学部入学時から進学を前提
とした考えをもっているものが多く、学部初年次の導入教育での研究活動の紹介は非常に
効果的である。取り組みを始めたばかりであるため、これを継続して効果を検証していき
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たい。
2008 年度に実施した修士課程の一般入試改革は一定の成果を得ている。分野が多岐にわ
たる本研究科を横断する共通問題と各個別の専門問題の組み合わせとしている。共通問題
では、言語化し難い本研究科のアドミッション・ポリシーの補足となるように、出題内容
に配慮して、受験生や志願者へのメッセージ性を高めるようにしている。専門問題は、同
系統の分野についての出題から少しずつ共通性をくくりだす作業を重ねることで、研究科
全体としてのアドミッション・ポリシーがより明確化しつつある。
過去に他大学や本学他学部を卒業し、社会人経験をもつ優秀な学生が多数在籍している
人間科学部通信教育課程から、一定以上の成績を修めた学生には推薦入試の受験資格を付
与している。生涯教育という観点からも、従来型の学部生が進学することが中心の研究大
学院に社会人経験者が多数入学しており、将来の日本の大学院の先取りをしていると言え
る。
各教員の研究分野のバックグラウンドごとに研究指導のあり方や必要とする学生像は異
なるものの、面接スコアの標準化方法は今後もその困難を乗り越える重要な方法であり続
けると考えられ、毎年の地道な積み重ねで 20 年以上が経過した。学際的な研究をさまざ
まな方法で行う組織が単一の方法で学生を受け入れる場合の、将来にも継続できる選抜方
法を開発したと自負している。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
留学生については文部科学省の国費留学生制度に加えて、JICA 人材育成支援無償（JDS）
事業、アフガニスタン[未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト（ＰＥＡＣＥ）]、Ａ
ＢＥ[アフリカの若者のための産業人材育成]イニシアティブも拡充させる。さらに卒業生
のネットワークも効果的に活用する。
〈28〉大学院日本語教育研究科
入試説明会は現在でも好評なので今後も継続していく。現在の募集、入試システムによ
り公正かつ適切に学生募集および入学者選抜が行われている。
学内選抜入試、海外特別入試などの新たな制度設立の効果は見えてきており、修士課程
では、定員を若干下回る学生を確保している。入学試験は、厳重なる審査プロセスにより、
公正かつ適切に実施されている。
〈32〉大学院法務研究科
これまでの法学既修者認定試験で培ったノウハウをもとに、公平性・客観性を損なわ
ないよう綿密に計画され、十分に余裕をもって準備を進め、選抜が適切に実施されてい
る。同時に、受験生に与える影響をできる限り最小限にとどめ、なおかつ円滑な受験準
備を進められるよう、十分に早い段階で選抜基準を公表し、Web サイト、入試要項、
大学説明会等を通じて受験生に広報している。あわせて、志願者の受験勉強に資するよ
う、過去問題とともに「出願の趣旨」を Web サイト上に公開している。
〈33〉大学院会計研究科
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引き続き、受け入れ方針につき、環境等の変化に合わせて、必要に応じて見直しを検討
する。
今後も、本研究科の受け入れ方針に沿った人材を確保できるように、必要に応じて、学
生募集方法や入学者選抜方法を適切に見直すとともに、公正かつ適切に実施する。
引き続き、適正な学生数の維持が実行できるよう、入試広報、入試による選抜、在籍学
生のケアを適正に実行していく。
また、三つのポリシーを一貫性・整合性のあるものとして見直し、三者の関係が十分に理解
できるような内容と表現とすることにより、当研究科に関心を持つ様々な関係者（多様な入学
希望者、学生、保護者、地域社会、会計士業界等）への訴求効果が期待できる。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科
博士後期課程の志願者数の増加は、グローバル COE の選定が強く影響しているが、これ
によりイギリス、ドイツ、カナダ、中国、韓国との協定校との連携が確立されたため、今
後はこれらの協定校との関係を通じてさらに外国人学生の募集に努める。また、大学本部
とも連携し、国外での学生募集を促進させる。
博士後期課程の志願者数と合格者数の増加に向けて、海外の協力提携校を通じた質の高
い学生の推薦などを進める。また、優秀な修士学生の内部進学を促進するよう、一貫指導
体制の充実に努める。グローバル COE 終了後に採択されたスーパーグローバルユニバーシ
ティプログラムや他の外部資金を活用し、RA 費などの拡充に努め、質の高い国内外の博士
後期課程学生を募集する。
グローバル COE 参加の博士課程学生を海外協定校に派遣し、短期滞在で共同研究するこ
とを通して、協定校との良好な関係を築くことができた。この関係は現在も継続しており、
グローバル COE 終了後の研究科を支えるうえで有益なアクションとなっている。
受験生が本研究科について理解を深めることができるよう、研究科全体で情報提供の努
力をしている。例えば、他研究科とともに本学全体の大学院進学相談会に参加をし、受験
生への情報周知に努めている。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
研究科の特徴である、文理融合を目指して多様な分野の学生の教育、現場、現物、現実
に基づく実践的な学習や論文研究を実践して実績を上げることで、学内や社会からの認識
も徐々に高まりつつある。また、環境・エネルギー分野の競争的外部資金の獲得でも多く
の実績を上げていることも学生への認識にもつながっている。
国際的な展開として、国際環境リーダーの育成、対外共同事業の展開を実施しており、
中国の主要大学ともダブルディグリー制度を実現させた。
受験生は学内のみならず学外、国外からも一定数おり、合格者数も一定の割合を占めて
いる。
志望者の受け入れに関しては、本研究科の教育研究内容、実績に関して学内外に周知を
図り、一層のステータスを高めるべく努力しており、一定の成果を上げている。
入学者選抜の適切な実施については、毎年、志望者に対して受け入れ枠や方針の周知を
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図るべく説明に努めるとともに、教員間での調整も心掛けている。
〈36〉大学院教職研究科
定員充足に向けた努力を続けながらも、厳正な入学者試験を実施して、入学者の水準の
確保に努めている。2014年度においては、現職教員を対象として、仙台において入学試験
説明会・相談会の地方開催を行ったところ、４名の参加があった。2016年度には、教職研
究科ウェブサイトから、現職教員学生と現職教員修了生による広報ビデオを配信した。さ
らなる、現職教員の定員充足に向けた努力を続けたい。
〈37〉国際コミュニケーション研究科
2015 年度開設の研究科博士後期課程は、これまで以上に世界各地からの留学生を集め
るきっかけとなったようである。修士課程も含め本研究科への問い合わせは、現在も着実
に併せて増えており、今後より多くの国々から志願者が集まることが予想される。
〈38〉大学院経営管理研究科
2016 年度に設立したばかりであるため、現行の制度に改善点がないかについて継続して
点検を行っていく。
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（２）改善すべき事項
〈１〉大学全体
◇入試制度の評価・検証について
「入試開発オフィス」などの入学センター機能の充実や大学総合研究センターの設置等
に伴い、入学センターと各学部・研究科との連携をより一層強化し、Waseda Vision150
によるオールワセダでの改革気運（学部に限定せず、大学院や附属・系属校も含めた一体
での取り組み）をさらに高めていくことにより、入試制度の評価・検証の取組みについて
も改善を進めていく。
〈２〉政治経済学部
人口動態からして、将来において一般入試の志願者数の大幅な増加が見込めない状況に
おいて、今後一般入試の学生募集人数を削減し、その分を他の入試制度で確保する方向で
の改善が必要となる。具体的には、広く国際社会から需要の拡大が見込め、この数年間で
大幅に増加させてきた 9 月入学の英語学位プログラムの学生数について 100 名程度で維持
し、一般入試の募集人数を 100 名程度減少させることが、一般入試における基礎学力の高
い学生確保を維持する点においては有効な方策となる。そのためにも、海外指定校につい
て従来にも増して新規開拓を実施していきたい。
また、首都圏以外からの入学者を増やすための方策として、例えば 2017 年度入学者か
ら新規に実施している指定校推薦制度をより効果的に運用するために指定校の条件設定を
戦略的に行うことを今後も引き続き実施ししていくこと等により、首都圏以外からも基礎
学力の高い入学者を定数として確保したい。
その他、本学部学生の構成比率の高い附属・系属校からの入学者については、高大連携
を一層促進し、本学部のアドミッション・ポリシーに合致した英語および数学を中心とす
る基礎学力の高い学生の受入れを条件として一層確立させたい。その一方で、附属・系属
校からの入学者を将来的に増やすことも検討したい。
〈３〉法学部
①受け入れ方針とそれに基づく学生の適切な受け入れについて
本学部が現在実施している①一般入学試験、②大学入試センター試験を利用した入学試験、
③指定校推薦入学試験、④附属・系属校からの内部進学、⑤帰国生入学試験、⑥外国学生入
学試験、⑦外国政府等奨学生入学試験、⑧中国指定校入学試験、⑨2 年次転部入学試験、⑩
学士入学試験はいずれも法学部にふさわしい学生の受け入れに向けて一定の成果を上げて
いると判断できるため、今後とも必要な改善を加えながら維持していくことになろう。ただ
し、一般入学試験とセンター利用入学試験については、文科省が 2020 年を目指して主導し
ている高大接続・大学入試改革・大学教育改革の中で一定の見直しを加えざるを得ない。
入学試験制度とは若干次元が異なるが、一般入試・センター試験利用入試の志願者数が
過去 15 年間を通してみると大幅に減少し、現在も下げ止まっていない点が緊急に改善を
要すべき点として認識されている。志願者が少ないことが直接的に入学者の学力の低下に
つながるかは一概に結論付けられないが、現状の志願者数をさらに割り込むことがあると、
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入学後の学生の学力に対する影響が懸念されることからも、志願者増につながる対策が求
められている。その一つとして 2018 年度から一般入試の選択科目として数学を追加する
ことを決定した。指定校推薦入試について、地方のいわゆる有名高校・有力高校からの推
薦が期待ほど得られず、対応策として 2016 年度より高校独自の判断による推薦を認める
「特別方式」を導入したが、2016 年度には該当者がなかった。ここ 10 年ほど推薦が得ら
れなかった地方有名高校からの推薦が得られた点など、その効果が皆無であったと軽々に
結論を下すことはできないが、高校側として推薦しにくい側面があるかもしれないなど、
改善策の検討が求められる。帰国生については他大学・学内の併願が多く、合格者に対す
る入学割合が少ない。
外国からの学生の受け入れ数が少ないのは、国内法を主な学問分野とする本学部の特質
からやむを得ない側面が存在するが、入学後の成績が振るわない学生が一部いる点につい
て、日本語も含めたきめ細かい学習指導が必要であると認識されている。とりわけ法律学
の学修においては、他の学問分野と比較しても、より高い日本語力を要されることから、
外国学生等に対し、より手厚い支援体制を構築することが求められている。
附属校・系属校からの入学者の中に、少数ではあるが、成績不振・単位取得不足・退学
などにつながる学生がいて、法学部への志望が必ずしも明確でない学生がいる点も課題と
して認識されている。各高校との連携のもとに、法学部入学の動機付けを高めるための模
擬講義の充実や連携講座の開設など、積極的な対応策を検討中である。
一般入試における各科目出題委員会における前年度の出題に対する正答率や誤答の傾向
などの分析については、担当職員の手作業に依存するのではなく、入学試験時の回答デー
タから組織的・系統的に分析する手法を検討し、開発にむけて提案していく必要がある。
入試制度と入学後の学業成績・単位取得状況の関係については追跡調査を行っているが、
留学・課外活動など学生の多様な活動状況をリアルタイムで俯瞰する情報提供に向けて検
討を進める必要がある。
②定員管理について
附属校・系属校からの入学者、指定校推薦の合格者は入学が確実に見込める一方、セン
ター試験利用入試合格者の手続き率は低く、一般入試の合格者の手続き率も得点帯で大き
く異なるだけでなく、併願状況など学部として情報を入手できない状況に依存しているた
め、最終的な 1 年次入学者について学則定員を下回らず数パーセント以上上回らない範囲
で収めるのは、きわめて難しい状況となっている。慎重な予測を行いつつ、補欠合格者制
度を活用し、入学者数をできるだけ定員に近づける努力が継続的に求められている。
出題科目・選択科目の見直し、4 技能外国語外部試験の活用など、さまざまな方策を組
み合わせて今後とも受験者数の確保と増大を目指すことが求められている。
〈６〉教育学部
従来型の一般入試・自己推薦入試に加え、理系と文系の両方の基礎知識を備えた学生を
募集するためのセンター入試の利用、中国指定校推薦制度による入学試験、また教員を志
望する学生を対象とした推薦入試制度の導入を検討している。併せて教員志望者に対する
奨学制度の導入も検討してゆく。
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〈７〉商学部
商学に関心を持つ全教科型の学生をより広く求めるため、2016 年度よりセンター利用入
学試験の科目選択方法を 5 教科 6 科目型から必須 3 科目＋選択 2 科目型に変更した。これ
により、文系理系を問わず基礎学力における各自の強みを活かした受験が可能となり、よ
り多くの希望者に受験機会を提供できると考えている（実際に 2016 年度の志願者数は増
加した）。
また、国際化適応力の醸成を図るため、附属系属校入学者については 2014 年度入学者
より、指定校推薦入学者には 2015 年度入学者より、入学前課題として TOEIC/TOEFL 等
の英語外部試験を課すこととした。
〈８〉基幹理工学部
学系別入試に加え、基幹共通科目制度・副専攻制度をさまざまな媒体で周知することを
通して、本学部の人材育成方針の明示を行う。
2014 年度より設置された国際コースを見直し、2 つのメジャーに集約した体制のもと、
4 月および 9 月入学の学生を 2018 年度より受け入れる予定である．カリキュラム、卒業
後の進路指導、就職支援体制、短期留学制度などを充実させ、本学部のグローバル教育の
方針や充実した受け入れ体制を国内外に広く周知する。
外国学生については、ＡＯ入試でのより効率的かつ適正な選抜の実施が望まれる。国際
教養学部などの国際コースの実績がある学部や国際アドミッションズオフィスとの連携を
強化し、各国の教育レベルや入学者の成績について調査を行う。外国学生ＡＯ入試制度の
改善および指定校推薦校の拡充を行い、本学部の教育レベルにあった外国学生の選抜が可
能となる体制をつくる。
〈９〉創造理工学部
年度末に成績不振者に対して各学年担任が面談を行うなどの指導をしているが、毎年一
定程度は留年する学生がいる。このような学生に対するケアをより密に行う必要がある。
〈10〉先進理工学部
過去の入学手続きデータをより詳細に解析し、入学定員管理を徹底する。東北・四国・
中国・九州地方の高校を積極的に訪問する、オープンキャンパス地方会場を充実させる、
地方出身者のための奨学金制度を充実させるなどの方策を通じて、首都圏以外の高校出身
者を増やす。東南アジア各国で実施されている大学説明会に教員が参加し、学部説明を積
極的に行うとともに、奨学金制度の充実化を図る。
〈11〉社会科学部
少子化をうけて、一般入試による募集人数と、付属系属校推薦、自己推薦入試あるいは、
帰国生試験のバランスを検討することが必要である。新たな入試制度の導入によって、一
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般入試の受験生の入学機会が狭められることのないよう、適正なバランスを保つことが重
要である。
〈12〉人間科学部
入試ごとのアドミッション・ポリシーを明示することにより、現状の入試制度では獲得
できないタイプの学生を受け入れるべきであるという意見が、学術院入試検討委員会で議
論されはじめた。多様な学生像を求めるために、それを実現するための新しい入試制度の
創設が必要である。
高い学力は重要ではあるが、一定以上の基礎学力に加えた積極性がある学生が求められ
るという考え方も学部内にはあるため、その基準づくりと選抜方法の開発が必要である。
学科ごとの定員を設けない入試（指定校の学校長による推薦入試、附属校・系属校入試）
での、特定の学科への志願者の集中を避けるために広報を図るなど、継続的に運用方法を
検討すべきである。
入学者数が少ない入学制度による在学生の入学制度別追跡調査結果の分析が困難である。
たとえば、10 名程度規模の入試の評価においては、制度の調査ではなく、学生個人の評価
と重複して判断が困難である。小規模制度をチェックする調査する別の手法を検討しなけ
ればならない。
〈13〉スポーツ科学部
附属・系属校推薦入試については、各校の進路指導担当教員との連携を密接にするとと
もに、学部説明会を充実させ、キャンパスツアーなどの企画を提供していく。社会人入試
は、社会人アスリートが所属する中央競技団体への周知を行う。外国人入試については、
英語のホームページを充実させるとともに、大学本部と連携し、国外での広報活動に取り
組む。
附属・系属校推薦入試については、これまで不合格者がなかったが、今後は入試制度を
改善し、必要に応じて各校と割り当て人数について協議する。社会人入試は、合格者が０
人である状況が継続するようであれば、入試制度の存続について検討を行う。外国人入試
については、合格者数が安定的に二桁となるように、質の高い生徒が、より多く応募でき
るように、広報活動の充実に努める。
募集人員どおりの学生入学を実現させるため、入試制度を改善する必要がある。同時に、
附属・系属校推薦入試の適正な募集人員について検討を行う。また、入口対策だけでなく、
入学後の学生ケアと出口対策（進路支援）の強化も必要である。
各種入試制度で入学した学生の学習状況およびスポーツ活動に関する追跡調査を強化し、
問題が見られる場合には、学生委員会、教務委員会との連携によって迅速に対応できる体
制づくりが必要である。これらの調査結果が入学者選抜に反映される入試改善を継続的に
行うことも必要である。
〈14〉国際教養学部
①

2018 年度一般入試より、試験科目の得点に「英語 4 技能試験（実用英語技能検定（英
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検）または TOEFL ®iBT）」の結果を加算する方式（未提出による出願も可能）に移行
が決定している。移行後は、然るべき時期に、実績に照らして、加算基準の点検・見
直しを行う。また、加算対象となる英語 4 技能試験の種類の拡大の検討に着手する。
②

センター試験利用入試については、今後の動向を注視しながら、現行の大学入試セン
ター試験に代わる新たな統一試験を利用した入試制度の検討に着手する。

③

本学部のアドミッション・ポリシーに合致した基礎学力の高い学生の受入れのために、
指定校の指定基準及び附属・系属の推薦基準について点検・見直しを行う。

〈15〉大学院政治学研究科
推薦入試が一般入試よりも安易な入学プロセスとならないように、推薦入試制度の改善
を検討する必要がある。
〈16〉大学院経済学研究科
日本語の能力については現在の検定試験では不十分な側面があるため、代替ないし補足
的な評価手段を見出したい。とりあえずは小論文試験によって補完することを試みる。
〈17〉大学院法学研究科
今後も、より多様で優秀な学生を受け入れるため、入試制度を含めた検討を行っていく
ことが重要であると考えている。
まず、現在検討している、リカレント教育における需要の拡大・多様化への対応および
留学生の受け入れの拡大における英語による学位のプログラム創設のための対応としての、
LL.M プログラムの立ち上げとの関連では、これまでの入学者とは違った背景や国からの入
学者が予想されるため、新たな発想と手法による入学試験の開発が必要となり、また、各
国の大学との連携も必要となる。
また、研究者養成の観点では、留学生のそれは順調に増加しているのに対し、留学生以
外の従来的な学部からの日本人志願者が近時、特に減少し、それに伴って入学者も減少し
つつある。この原因として、入学試験制度を指摘する意見も存在するが、教育理念・目的
の観点からはこれを維持しなければならない側面もあり、志願者の掘り起し、アピールが
必要である。このため、これまでも行ってきた学部教育との更なる連携等が必要となるで
あろう。
〈18〉大学院文学研究科
定員充足率が低落傾向にあることへの改善策として、本学卒業生はもとより、他大学出
身者に対しても進学を希望しうるような魅力あるカリキュラムの展開を図っていく必要が
あろう。また、成績を重視した推薦制度や、一般入試とは異なる選抜の導入、海外の大学
院とのダブルディグリー制度など、現在行われている施策の一層の有効利用を図る。さら
に、海外からの留学生の受け入れを促進するための制度を整えることは急務である。なお、
これら将来のあり方については、基本構想委員会で最も重要な課題として検討されている。
〈19〉大学院商学研究科
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本研究科の修士課程入学試験に係る課題は、今後の検討課題として残されており、博士
後期課程と同様、専門科目試験について英語での解答を認めることについては、実現を図
る必要がある。ただし、この問題は、入学試験において英語での解答を認めるということ
だけでなく、英語による学位取得と連動しなければ意味がない。英語による学位取得につ
いては、現行の教員組織では授業負担が過大になり授業の質が確保出来ないばかりか、教
員の研究時間が確保できないという課題があるため、具体的に議論されたことはない。し
かし、今後、大学の国際展開を見据えて、本学他研究科と連携しつつ、英語による学位取
得も視野に入れる必要もある。
近年では外国人の入学者が増え、日本人の入学者が減少する傾向にある。このことは商
学専攻の国際化を促進する一方で、
「学部・修士５年一貫修了制度」の活用などを通し、本
学商学部からの内部進学者を増やす努力が必要であることを示している。
〈20〉大学院基幹理工学研究科
修士課程の定員充足率が低い専攻において、カリキュラムの見直し等を行い、学部大学
院一貫教育の体制をより浸透させ、学部からの進学率を上げる必要がある。また、より多
くの学生が博士後期課程へ進学するよう研究・教育システムや奨学金支援の改善を行う。
国際コースにおけるカリキュラムの改善や外国学生に対する就職支援を強化し、多くの
優秀な留学生を受け入れる体制を構築する。さらに、これら受け入れ体制をホームページ
等で国内外へ広く伝える。
外国学生など学部教育の背景が異なる受験生に対して、一般入試以外にも書類審査およ
び面接で判断できる入試制度の導入について検討する。
2014 年よりほぼすべての専攻で国際コース（修士課程）が実施されており、今後は外国
学生ＡＯ入試志願者が大幅に増加している。これまで以上に国際アドミッションズオフィ
スとの連携を図り、書類審査で厳正な判断を行えるよう情報収集やデータ蓄積を行い、研
究指導のミスマッチの問題が解消できるシステムづくりを行う。
学部から修士課程へ進学率が低い専攻においては、学部大学院一貫教育のシステムを浸
透させることで推薦入学での進学率を上げ、他大学からの入学者を増加させる必要がある。
本研究科の研究者育成機関としての部分をアピールし、奨学金制度・博士修了後の進路
指導体制を充実させ、より多くの日本人学生および留学生が博士後期課程へ進学できるよ
うな研究・教育環境づくりをする。
2010 年度からの外国学生 AO 入試・奨学金特別選考に対する入試データおよび他研究科
の国際コースの状況を把握し、国際アドミッションズオフィスと連携しながら、外国学生
AO 入試・特別奨学金選考の改善を図る。

〈21〉大学院創造理工学研究科
他大学からの修士課程への入学者数を増大させることが課題である。これは、研究科長
の諮問機関である広報委員会のミッションとして新たに設定することを検討したい。
〈22〉大学院先進理工学研究科
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他大学出身者に対して大学院入試の広報の充実、および入試制度そのものの見直しなど
を行う必要がある。英語で実施される講義数を増やし、外国人留学生のカリキュラムを充
実させる。博士後期課程進学者を増やすため、産業界と連携して博士後期課程修了後のキ
ャリア支援を積極的に行うとともに、人間力を高めるためのカリキュラムの充実化を図る。
さらに、修士・博士一貫教育課程の設置も視野に入れて検討を開始する。
〈23〉大学院教育学研究科
教員養成の大学院重点化が実施された場合、志願者を大幅に増加させるための対策が必
要である。この点でも本研究科の理念を宣伝し、修士課程においては高度な学術的研究能
力を有する中等教育を中心とした教員養成の機関であること、博士後期課程については学
術研究と実践とを融合した研究者や高度な専門職業人育成の機関であることを学外・学内
に広く伝えることが必要である。
修士課程については、年度間で問題の難易度や採点基準について大きな差が生じないよ
うな出題・採点に努める。専門科目の出題についても、各研究指導別の選択問題も含めて、
出題に際して専攻内で引き続き十分な検討を行うことが重要である。また学外からの志願
者が著しく不利にならないよう、過去の入試問題の公開などの配慮は引き続き必要である。
この点で、研究科独自の説明会における在学生の相談は好評を博している。
学校教育専攻以外は学内の他の研究科との領域的な競合もあり、学校教育専攻、教育基
礎学専攻ほど志願者・入学者が多くはない。
募集時に本研究科の目標や教育内容を明確にするとともに、入学者選抜についても本研
究科に相応しい選抜方法であるかについて、今後、再検討することが必要である。
〈24〉大学院人間科学研究科
近年、人間科学部生が他大学の大学院や本学の他研究科へ進学する場合が多くなってお
り、学部と大学院を一体とした教育・研究の推進が、学部内の学生に理解されていない可
能性が高い。大学院に関する広報を学部内でさらに強化しなければならない。学部 4 年次
の修士課程開講科目の先取り履修をはじめ、学部教育と一体となった大学院のアドミッシ
ョン・ポリシーを明確にすべきである。
極めて幅広い分野から構成されている本研究科では、合否判定に関して、分野固有の考
え方に対するバランスの良い適用方法が求められる。分野固有の考え方を優先すると全体
としての統制が低下し、全体の統一性を強調しすぎると他大学の既存研究科との競争力が
低下するという問題がある。このバランス調整は 20 年以上継続しているが、さらに継続
していく必要がある。
人間科学学術院入試検討委員会では、研究科の研究力を高めるためにも、優秀な学生の
受け入れ数をさらに増やすべきという意見がある。2003 年の組織改編以降教員定数は実質
的に 2 倍以上であるが、これに対して研究科の受け入れ学生数はそれ以前から変わらない。
このため、同比率に増加しても十分に教育研究指導が可能である。とくに修士課程の受け
入れ数増加によって、博士後期課程の充足率が 100％になる期待感が高くなると考えられ
る。
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人間科学部で数年に１回実施している在学生の入試制度別追跡調査を、本研究科でも実
施すべきである。しかしながら、入試制度が、推薦および一般のいずれかであるため、入
学時の基礎学力と研究力の関係を明らかにし、適切な入試問題の出題に活かしていくこと
が望まれる。
〈25〉大学院社会科学研究科
博士後期課程および英語プログラムにおいてはすでに９月入学を実施しているが、修士
課程一般プログラムにおいても９月入学を実施したい。また、海外からの留学生について
は、留学生枠大学院推薦入学制度の導入、海外協定校の拡充などによって、積極的な受け
入れを推進することを検討中である。
「オーバードクター問題」の解消には、大学における常勤の研究者として就職しうる能
力の育成のみならず、企業研究者や実務家といった多方面にわたる博士卒学生の需要拡大、
博士後期課程入学者を厳選するための入試制度の見直し等、さまざまな方途が要求される。
本研究科内での抜本的改善案については、学位授与についての発展方策を述べた第４章（成
果）を参照されたい。
検証をさらに恒常的に実施するために、本学部に存在するような入試制度検討委員会を
設置することも考えられる。
〈26〉大学院アジア太平洋研究科
社会や経済のグローバル化にともなって大学間の国際競争の激化が続くなか、近隣アジ
ア諸国の大学が研究・教育両面での国際競争力を急速に高めている。また、大学の国際ラ
ンキングが普及し、留学生が大学を選ぶ際の指標として広く用いられるようになっている
が、本学の国際的な評価はアジア地域の主要大学と比べて必ずしも高いとは言えない状況
にある。
本研究科は、本学大学院の「実験の場」として大学院教育改革にこれまで寄与してきた
事実を広く社会に広報し、学費、教員採用、奨学金割当等の各種施策を戦略的に実行する
必要がある。
また、国費留学生優先配置プログラム「アジアの地域ガバナンス・地域協力を支える指
導者養成プログラム」において優秀な国費留学生の安定的受入れを図る。この優先配置プ
ログラムと既存のカリキュラムを有機的に関連させ、相互のプログラムの活性化を実現す
る。それ以外にも、JICA 人材育成支援無償（JDS）事業による留学生の確保（カンボジ
ア、キルギス、中国、ミャンマー[受入中]、キルギス、フィリピン、ミャンマー[次年度申
請中]）、アフガニスタン[未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト（ＰＥＡＣＥ）]、
ＡＢＥ[アフリカの若者のための産業人材育成]イニシアティブなど入学前に支給が確定し、
優秀な学生の獲得に寄与する奨学金制度を積極的に活用し戦略的な広報を展開する。
〈28〉大学院日本語教育研究科
現在の募集、入試システムにより公正かつ適切に学生募集および入学者選抜が行われ
ているが、今後の状況変化を見てたえず検討する必要がある。
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定員充足に向けて、新たな入試制度を設立したが、今後さらに、学内選抜制度、海外特
別選抜のほかにも学生募集の充実を図る必要がある。
〈32〉大学院法務研究科
今後、従来必須であった「適性試験」の廃止の可能性が高く、「適性試験第４部」の
解答を提出書類としている「人材発掘」入試の制度を改めて検討する必要がある。また、
そもそも法曹志望者が全国的にも減少している為、当研究科だけではなく、地方の大学
との連携等を進め、より多くの法曹志望を喚起する必要がある。
〈34〉大学院スポーツ科学研究科
修士課程の志願者数減少の原因は、TOEIC、TOEFL、IELTS の点数を選抜考査に導入によ
る受験機会の減少であると考えられる。今後は内部進学者への TOEIC 等の受験機会を早期
に提供することで、志願者数の増加に努める。
修士課程の志願者数と合格者数を増加させるため、早い段階での学内外への周知を進め、
学生が十分な受験準備ができるように努める。また、研究指導別の募集方式や研究領域別
の合否判定方法など、募集ならびに選抜方法についても見直しを検討する。
国内外から多様で優秀な学生をさらに獲得するための学生支援体制を強化する必要があ
る。このためには、英語での授業の提供や奨学金のさらなる充実が必要となる。また、３
年間で確実に博士号を取得させる教育体制と研究設備の充実が必要である。そのためにも
指導教員の学生に対する教育時間を十分に確保する体制が必要である。
修士課程１年制コースと修士課程２年制コースの学生間に研究の質の差が生じていない
か評価し、差がある場合にはそれを埋める方策が必要である。本研究科の入試制度の周知
と、修了後の可能性を拓く進路指導の充実を強化すべきである。
〈35〉大学院環境・エネルギー研究科
現状の説明で述べたような実績や将来展望については、学内外で必ずしも広く認識され
理解されているとは限らない。今後は、進学を目指している学部学生や社会人に対して、
この面での周知を図るべく、一層のアピールの努力が必要である。具体的には、研究成果
の発表を学内外で展開するよう努めるとともに、研究設備の見学会や研究テーマの説明会
等の開催について工夫する必要がある。
受験生の志望する分野に偏りが見られ、本研究科の特徴や教育方針について認識を高め
る必要がある。
志望者の受け入れに関しては、さらに詳しい説明を行い、学内外からの優秀な学生の獲
得に一層に努力する必要がある。
〈37〉国際コミュニケーション研究科
海外からの志願者が順調に伸びているのに対し、国内からの日本人志願者が伸び悩ん
でいる。開設にあたっては、母体学部である国際教養学部からの進学者や早稲田大学他学
部出身者、国内他大学からの進学者を一定数見込んでいたが、実際に応募・入学をする日
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本人学生の多くは、海外大学の卒業者が多い。この点についてはいくつかの理由が推察さ
れるが、日本人学生の獲得には国内での広報活動を強化することや、カリキュラム編成や
言語ポリシー等において、日本人学生にアピールする研究科体制の構築が必要となるだろ
う。ただし、日本人学生にとって魅力的な制度設計を行うことで、これまで着実に増えて
きた海外学生を失う危険性もあることから、この点については中・長期的な課題として慎
重に取り組んでいきたい。
〈38〉大学院経営管理研究科
現在、本研究科では平日夜間および土曜日の通学で修了可能な夜間主プログラムを提供
しているが、これまで導入を見送っていた国内他大学も夜間主プログラムを導入しつつあ
る。国立大学の学費は相対的に安いこともあり、本研究科の置かれる環境はいっそう厳し
くなることが予想されるが、学生にとって魅力あるカリキュラムを提供し、現在の出願者
を維持・拡大していく必要がある。
国内では大学本体の知名度が高いこともあり、ビジネススクールの知名度も一定レベル
を確保しているが、特に早稲田ブランドの通用しない東アジア以外における国際認知度は
さらに改善の余地がある。中国、台湾、タイからの出願者は増えてきているものの、それ
以外の地域に向けた広報活動を強化していく必要がある。
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