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2022 年度 早稲田大学 履修証明プログラム 

Life Redesign College（LRC） 募集要項 

 

 

５０名程度 

 

 

 

次の条件をいずれも満たしている方。  

（１）２０２２年４月１日現在、満５０歳以上の方。  

（２）高等学校を卒業した方。またはこれと同等以上の学力があると認められた方。 

 

 

 

出願期間 2021 年 12 月 20 日（月）～2022 年 1 月 31 日(月）（消印有効） 

合格者発表 2022 年 2 月 17 日（木） 

入学手続期間 2022 年 2 月 18 日（金）～2022 年 2 月 2８日（月） 

 

 

 

出願書類は以下 2 点になります。 

１．受講申込書（所定用紙） 

２．氏名・年齢等を証明する書類（氏名と生年月日がわかる書類（パスポート、運転免許書等）のコピー） 

 

以下の要領で出願書類を作成し、提出してください。 

・出願書類は、所定の様式を用いて作成し、簡易書留・速達で郵送してください（出願期間最終日の消印有効）。 

・出願書類は折らずに市販の角２封筒（２４０×３３２ｍｍ）に入れ、封筒の表左隅 に「早稲田大学 Life Redesign College

出願書類在中」と朱書してください。 

・受講申込書は当事業室 Life Redesign College ホームページ（https://lrc@waseda.jp）からダウンロードすることが

できます。 

・受講申込書には PC 作成用と手書き用があります。作成方法に合わせたファイルをダウンロードしてください。 

・受講申込書は片面で印刷してください。 

・選考料の支払いと出願書類の提出・受理をもって出願は完了します。 

 

 

 

 

 

募 集 人 員 

出 願 資 格 

選 考 日 程 

出 願 書 類 

送付先：〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング 5 階 

早稲田大学教務部社会人教育事業室 LRC 事務局 

https://lrc@waseda.jp）からダウンロードすること
https://lrc@waseda.jp）からダウンロードすること
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出願書類詳細説明 

 書類 注意事項 

１ 受講申込書 

（所定用紙） 

・写真はタテ４㎝×ヨコ３㎝の写真を貼付してください。出願前３カ月以内に撮影したも

ので、半身脱帽、正面向き、背景のない、顔の鮮明なもの。（白黒、カラーいずれでも可） 

・課題エッセイは以下３つのテーマについてそれぞれ 400 字以内で記述してください。 

① Life Redesign College への志望動機 

② Life Redesign College 入学後の学びや学生生活など本プログラムに期待すること 

③ 最近気になったニュースについて、あなたの意見を含めて記述してください 

・選考料納入証明書貼付欄には、選考料をコンビニエンスストアでお支払い後に発行され

る、「入学検定料・選考料取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、貼り付けて提出

してださい。 

※クレジットカードでお支払いの場合は、支払い終了後に表示される「申込内容照会結果」

画面を印刷し、同封してください。証明書貼付欄への貼付は不要です。  

２ 氏名・年齢等を

証明する書類 

氏名と生年月日がわかる書類（パスポート、運転免許書等）のコピーを提出してください。  

 

 

１０，０００円 

出願期間内に日本国内のコンビニエンスストアで支払うか、クレジットカードで決済してください。それぞれの支払い

方法については、以下詳細を確認してください。 

◆日本国内コンビニエンスストアで支払う場合 （５頁を参照してください）  

１．コンビニエンスストアでの支払いに際しては、事前にパソコンもしくは携帯電話により「Ｅ-支払いサービス」

（https://e-shiharai.net/）にアクセスし、所定の申込手続を完了させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 支払い終了後、「入学検定料・選考料取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、受講申込書の所定欄に貼り

付けて提出してください。  

 

選 考 料 

・お支払い選択 ：「大学・短大」 

・学校選択 ：「ワセダ」とカタカナで入力して検索後、「早稲田大学」を選択  

・学校案内 ：注意事項・利用規約等を確認し「同意する」をクリック 

・カテゴリ選択  

・第一選択 ：「社会人教育事業室」  

・第二選択 ：「Life Redesign College」  

・第三選択 ：「次の第四選択へ」 

・第四選択 ：「Life Redesign College １００００円」  

・「基本情報入力」 ： 志願者以外の方が支払う場合にも、氏名・性別・生年月日・職業につ

いては、必ず志願者本人の情報を入力してください。 
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※ 支払いは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です。ただし、出願期間最終日の「Web サイトでの申込」

は 23:00 まで、コンビニエンスストア店頭での支払手続は 23:30 までとなりますので注意してください。  

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

 

◆クレジットカードで支払う場合 （６頁を参照してください） 

１．クレジットカードでの支払いに際しては、「Ｅ-支払いサービス」（https://e-shiharai.net/）にアクセ 

スをして所定申込手続を完了させる必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．支払い終了後、「申込内容照会結果」が表示された画面を印刷し提出してください。  

※支払いは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です。 出願期間最終日の「Web サイトでの決済」は 23:00 

までです。 

※支払に使用するカードは志願者本人以外の名義でも構いません。ただし、家族・知人が代理で手続をする場合でも、

「基本情報」には必ず志願者本人の情報を記入するようにしてください。 

 

◆出願書類および選考料の返還について 

 一度受理した書類およびお支払いいただいた選考料は、原則として返還しません。ただし、以下のケースに該当する

場合は、選考料に限り全額または超過分を返還します。該当する方は早稲田大学社会人教育事業室まで連絡してくだ

さい。 

(1) 選考料を所定額より多く支払った。 

(2) 選考料を支払ったが、出願書類は提出しなかった。  

(3) 選考料を支払ったが、出願締切後に出願書類を提出した。 

(4) 選考料を支払い、出願書類を提出したが、出願書類の不備や出願資格を満たしていない等の理由により、出願が

受理されなかった。 

※なお、クレジットカードにより入学検定料を納入された場合、返還に伴い発生する手数料等は志願者の負担となり

ます。 

 

 

・お支払い選択 ：「大学・短大」 

・学校選択 ：「ワセダ」とカタカナで入力して検索後、「早稲田大学（クレジットカード・中

国オンライン決済専用）」を選択  

・学校案内 ：注意事項・利用規約等を確認し「同意する」をクリック 

・カテゴリ選択 

・第一選択 ：「社会人教育事業室」 

・第二選択 ：「Life Redesign College」 

・第三選択 ：「次の第四選択へ」 

・第四選択 ：「Life Redesign College  １００００円」 

・「基本情報入力」 ： 志願者以外の方が支払う場合にも、氏名・性別・生年月日・職業につ

いては、必ず志願者本人の情報を入力してください。 
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出願時に提出された書類により総合的に判断します。筆記試験や面接は実施しません。 

 

 

 

２０２２年２月１７日に受講申込書に記載の住所に選考結果通知書を発送します。電話等でのお問い合わせには対応い

たしませんのでご了承くさい。また合格者には入学手続き関連書類を同封します。 

 

 

 （※２は 2021 年 12 月 3 日追記） 

選考結果通知書と一緒に送付した入学手続の手引きに従い、入学手続期間内に所定の手続きを行ってください。 

 

 

 

※ 所定の期日までに入学手続書類提出と前期分の受講料振込の両方が完了することにより、入学手続が完了します。

後期分の振込については２０２２年８月頃に案内する予定です。 

※２ 諸事情（未知の感染症の流行など）により入学手続者が一定数に達しなかった場合は、開校を取りやめることが

あります。その場合、すべての出願者および入学手続者より提出された書類と納入された選考料と受講料を返還します。 

 

 

 

年額４４０，０００円 

入学手続き期間内に前期分２２０，０００円を納入いただきます。後期分２２０，０００円の納入については、２０２

２年８月ごろご案内する予定です。 

 

※一度提出した書類および納入した受講料は、原則として返還しません。ただし、やむを得ない事情により入学を辞退

する場合や入学までに入学資格を満たさなかった場合には、受講料を返還します。手続方法等の詳細は、合格者に送付

する「入学手続の手引き」を確認してください。 

 

 

 

◆本 College 受講生は学割および通学定期券購入の対象ではありませんのでご注意ください。 

◆原則、本 College は教室にて対面形式で科目を実施しますが、新型コロナウイルス感染症の感染状況や科目の内容等

により、一部の科目をオンラインで実施する可能性があります。 

◆個人情報の取り扱いについて当学では、志願時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）を、入学試験実施、

合格者発表、入学手続およびこれに附随する業務のために利用します。その際、当該個人情報の漏洩・流出・不正利用

等がないよう、必要かつ適切な管理を行います。また、上記業務の全部又は一部を委託する場合があります。その場合、

委託先に対し契約等により必要かつ適切な管理を義務付けます。なお、個人が特定されないように統計処理した個人情

報を、大学における調査・研究の資料として利用します。あらかじめご了承ください。 

選 考 方 法 

合 格 者 発 表 

入 学 手 続 

受 講 料 

留 意 事 項 

入学手続期間：２０２２年２月１８日 ～ ２０２２年２月２８日 



■注意事項
●出願期間を入試要項でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもってお支払い
　ください。
●支払最終日の「Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は23:30までです。
●一度お支払いされた検定料は、コンビニでは返金できません。
●取扱いコンビニ、支払い方法は変更になる場合があります。
　変更された場合は、Webサイトにてご連絡いたします。

●検定料の他に事務手数料が別途かかります。

検定料が5万円未満

検定料が5万円以上

500円
720円

事務
手数料

事務手数料は変更になる場合があります。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、入学志願票の所定欄に貼る。
●ローソン　●ミニストップ
「入学検定料・選考料 取扱明細書」
の収納証明書部分を切り取る。
「取扱明細書兼領収書」は保管。

●セブン-イレブン　●ファミリーマート
「入学検定料・選考料 取扱明細書」
の収納証明書部分を切り取る。
「チケット等払込領収書」は保管。

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

入学志願票に貼付する「収納証明書」部分

入学志願票

○○大学
 検定料収

納証明書

切り取った「収納証明書」を
入学志願票の所定の欄に貼付。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載されている糊はご使用にならないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

チケット等
払込領収書

出 願33

取扱明細書兼領収書

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

●検定料はATMでは振込できません。必ずレジでお支払いください。
●「収納証明書」には収納印は押印されません。（コンビニ払込時には収納印は不要です）コンビニでお支払い22

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

代金支払い

各種代金お支払い

【お客様番号】【確認番号】を入力

へ

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】　

各種サービスメニュー

各種代金お支払い

各種代金・インターネット受付
(紫のボタン)

【お客様番号】【確認番号】を入力

へ

【払込票番号（13ケタ）】

マルチコピー機は使用しません

●レジにて
「インターネット支払い」
と店員に伝え、プリントア
ウトした【払込票】を渡す
か、【払込票番号】をお伝
えください。

マルチペイメントサービス

●レジにて代金をお支払いください。
●その際、「入学検定料・選考料　取扱
明細書」を受け取ってください。

●端末機より「申込み控え」(レシート)が出力されますので、30分以内にレジでお支払いください。
●その際、「入学検定料・選考料　取扱明細書」を受け取ってください。
※画面ボタンのデザイン等は、予告なく変更される場合があります。

まずはパソコン、スマートフォンで事前申込み11

※入力内容を間違えた場合は、始めからもう一度やり直し、新たな番号を取得してお支払いください。
   申込み完了後に通知する支払期限内に代金を支払わなければ、入力情報は自動的にキャンセルされます。

https://e-shiharai.net/

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

端末の未成年者アクセス制限サービスは解除してご利用ください。

早稲田大学
コンビニエンスストアでの検定料払込方法

検定料はコンビニエンスストア「セブン-イレブン」「ローソン」「ミニストップ」「ファミリーマート」で24時間いつでも払い込みが可能です。

 https://e-shiharai.net/「検定料納入」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭では
お応えできません。詳しくはサイトでご確認ください。
「検定料納入」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭では
お応えできません。詳しくはサイトでご確認ください。
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