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ＷＥＢ科目登録
マニュアル

早稲田大学大学院経営管理研究科
（早稲田大学ビジネススクール）



春学期授業関連日程

詳細は、研究科要項「２０１６年度 早稲田大学ビジネススクール暦」
「２０１６年度 授業日程一覧」を参照してください。
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春学期 授業期間 ４月６日（水）～８月２日（火）

４月６日（水） 授業開始

（セメスター科目、前半科目）

４月３０日（土）、５月１日（日） マネジメント・ゲーム（３クラス）

５月２２日（日）、５月２９日（日） マネジメント・ゲーム（２クラス）

６月１日（水）～６月７日（火） 補講期間（前半科目）

６月８日（水） 授業開始（後半科目）

７月２７日（水）～８月２日（火） 補講期間
（セメスター科目、後半科目）

８月３日（水）～８月９日（火） 集中講義 第一ブロック

８月２２日（月）～８月２７日（土） 集中講義 第二ブロック

９月９日（金） 成績発表



科目登録の流れ
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科目登録

• １次科目登録（夜間主学生のみ） ： ４/１（金）10:00～４/ ３（日）23：59

• ２次科目登録（全プログラム）：４/６（水）10:00～４/１２（火）23：59

登録結果

発表

• １次科目登録結果発表（夜間主学生のみ） ：４/ ５（火）10:00

• ２次科目登録結果発表（全プログラム）：４/１６（土）10:00

科目取消

• 科目取消期間 ：４/１６（土）10:00 ～４/１８（月）23:59

• 後半科目取消期間：６/１２（日） 10:00～６/１４（火） 23:59



ＷＥＢ科目登録期間について
１次科目登録（夜間主学生のみ実施） ４/１（金）10:00～４/３（日）23：59まで

新入生は、６科目まで登録可能です。
※夜間主総合のプレゼミは自動登録のため、ここでの登録上限には含みません。
※夜間主科目は、特定の科目に履修が集中しがちです。

自分の本当に取りたい科目を選抜して登録していただくために、登録制限を設けています。

２次科目登録（全プログラム実施） ４/６（水）10:00～４/１２（火）23：59まで
各々のプログラムの科目登録上限まで登録可能
※全日制グローバル（演習）、1年制総合（プロジェクト研究）は科目登録後に
ゼミ配属を行うため、少なくとも1科目2単位分は空きを残しておいてください。

（参考）科目登録上限：

登録科目が上限をオーバーした際の自動取消ルールについて
Web科目登録システムでは、上限以上の科目を申請できますが、
登録結果発表では上限をオーバーした科目分を自動的に取消とします。
登録の上限を超えないよう、十分に注意してください。

自動取消ルール：履修者数の多い科目から科目を取消（履修者数が同数の場合は、科目キー昇順）
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全日制グローバル

• 各学期11科目
22単位（演習含
む）

１年制総合

• 各学期17科目
34単位（プロジェ
クト研究含む）

夜間主総合

• 各学期11科目
22単位（プレゼミ
含む）

夜間主プロ

• 各学期11科目
22単位（演習含
む）



登録決定科目の取消について

• 1次科目登録決定科目の取消（夜間主プログラムのみ対象）
→夜間主学生は、1次登録で決定した科目を2次科目登録期間中（4/6-4/12）に

Web上で取り消すことができます。
この取り消しは、科目取消期間の取消科目数には含みません。

• 科目取消期間 4/16（土） 10:00 ～ 4/18（月） 23:59 WEB上で実施
①3科目6単位を上限として、本研究科・商学研究科ビジネス専攻・ファイナンス
研究科の春学期科目（セメスター科目、前半科目、後半科目）の取り消しを認めます。

②取消期間終了後に取消科目数が制限を超過（4科目8単位以上）している場合は、
自動復活ルール（※）を適用し、取消科目を復活させます。

• 後半科目取消期間 6/12（日） 10:00～6/14（火） 23:59 WEB上で実施
①1科目2単位を上限として、本研究科・商学研究科ビジネス専攻・ファイナンス
研究科の春学期後半科目のみ取り消しを認めます。

②取消期間終了後に取消科目数が制限を超過（2科目4単位以上）している場合は、
自動復活ルール（※）を適用し、取消科目を復活します。

※自動復活ルール：履修者数の少ない科目から、取消科目を復活。
（履修者数が同数の場合は、科目キー昇順）
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取り消しに関する注意事項

科目取消期間中にWeb上で一度取り消すと登録デー

タが消えてしまうため、復活させようと思い直しても、
再度登録決定に戻すことはできませんので、十分に
検討したうえで取り消しを行ってください。

誤って取り消した場合は、至急事務所までご連絡くだ
さい。

※科目登録期間中の登録未決定科目の申請・取消は
入替自由です。

※取り消しは、科目登録と同じ画面から申請できます。
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抽選の取扱い（特に夜間主科目で発生）

・1次科目登録終了後に、教室定員を超過した科目について
システム抽選を行います。例：馬蹄形教室：75名 PC教室：48名

・システム抽選を行った科目は締切とし、2次科目登録では登録
することができません。
・定員に達している科目、定員に近似している科目についても締切
とします。
・2次科目登録で辞退者が出た場合でも、締切科目は追加登録
することができません。

・1次科目登録時に締切としなかった科目でも、初回授業時に
結果として教室定員を超過した場合は、教室において抽選を行い
ます。抽選対象者は1次登録決定者以外とします。
⇒2次科目登録期間での登録を考えている科目の初回授業には、
必ず出席するようにしてください。
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ＷＥＢ科目登録について

１．Web科目登録を行うには、My Waseda IDとパスワードが

必要です。

２．ＩＤ取得の方法については、本日配付した「My Waseda ID

利用者控」の説明および以下HPを参考にしてください。

・早稲田大学ITサービスナビHP
http://www.waseda.jp/navi/mywaseda/entrance.html

不明な点は、早稲田ポータルオフィスにお問い合わせください。
（問い合わせ先は後述「わからないことがあるときは」に記載
しています）
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こちらです

ＷＥＢ科目登録ログイン画面①

１．My Waseda(https://my.waseda.jp/login/login )
の「成績照会・科目登録専用メニュー」をクリックします。
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こちらでは
ありません



My Waseda IDおよびパスワードを
入力し、「Login」を押す

２．成績照会・科目登録専用メニューにログインします。
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ＷＥＢ科目登録ログイン画面②



履修申請画面へ

３．ログイン後、メニューから「科目登録」を選択します。
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ＷＥＢ科目登録ログイン画面③
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ＷＥＢ科目登録画面

科目検索画面へ



①科目設置箇所
を選択し「確定」
を押す。

②科目群を選択する。

※所属プログラム、科目設置箇所によって、
表示される科目群は異なります。

※自動登録科目（演習・研究指導等）は表示されません。

13

科目の検索方法①（学部の選択と科目群の選択）
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（例）商研ビジネス専攻設置科目の検索画面

時間割表の備考欄に「商研ビジネス専攻設置科目」と記載されて
いる科目は、ここを「商研」にし、「確定」を押してください。



③検索条件を指定する。
必ず、科目名、学期、曜日・時限のうち、１項目以上を
指定する。おすすめは、「学期」の指定

検索結果が１００科目を超えると科目名が表示されません
→検索条件を増やして再検索してください。
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科目の検索方法②（検索条件の指定）



夜間主プログラム設置科目の時限表示

• 夜間主プログラムの平日夜間設置科目は、本研究科独自の7時限、
8時限に設定されていますが、システムの都合上、WEB検索の画面には、
「7時限は6時限」、「8時限は7時限」として表示されます。

• 科目検索の際は、6時限で検索すると7時限が、7時限で検索すると8時限が
表示されます。

• 時限による検索は操作が難しいので、学期で検索することをお勧めします。
• なお、全日制設置科目および土曜の6時限科目は18:15～19:45（大学基準）

に設定されています。

16



③科目の選択が終わり、申請に進む場合は、
「検索を終了して一覧へ戻る」を押す。
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科目の申請方法

①申請希望の科目に「✔」を入れる。
②引き続き他の科目を選択する場合は、

そのまま科目の検索を繰り返す。を行



①選択した科目は

「選択中」と表示される。
この時点では申請は
完了していない。をＤＦ

②「選択中」の科目を申請するには、
「科目申請」を押し、申請画面へうつる。
を
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「検索を終了して一覧へ戻る」を押すと・・・



「OK」を押すと選択中の科目が申請される。
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科目申請を押すと・・・



申請できた科目は
「申請中」

と表示される。
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申請完了画面



申請科目の内、同じ曜日・時限の科目がある場合
は、「曜日・時限重複エラー」が発生する。

→エラーに従い、科目を取消す。
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申請した科目に曜日・時限の重複がある場合



６科目１２単位以上申請した場合に
このエラーが表示される。
（夜間主総合、夜間主プロ共通）
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１次科目登録時に６科目12単位以上申請した場合（夜間主学生のみ）



学期毎の登録上限単位数をオーバーして
いる場合にこのエラーが表示される。
（1年制総合：各学期34単位、

1年制総合以外：各学期22単位）
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学期毎の登録上限単位数をオーバーしている場合（２次科目登録時）
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申請した科目を取り消す場合①

「科目取消」を押す。



１．申請期間内であれば、申請中の科目を
取り消すことができる。

２．取り消す科目に「✔」を入れ「取消」ボタ
ンを押す。
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申請した科目を取り消す場合②



全日制グローバル学生が一度履修したコア科目
を次学期以降、別の言語で履修する場合

◎言語科目 → 科目登録願を科目登録期間中
に事務所に提出
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科目登録願（用紙）による科目＜例外＞

※新入生は春学期は本制度を利用できません。
第2セメスター以降になります。



単位認定

入学前に修得した科目の単位認定
本研究科、商学研究科ビジネス専攻またはファイナンス研究科に正規生

または科目等履修生として在籍した学生が本研究科の正規生として入学
した場合は、3科目（6単位）を上限に所定の手続きを経て修了に必要な単位
として認めます。

（上記以外の本大学他研究科、国内外の他大学大学院の科目は原則として
認定できません。）
⇒該当する方は、4月中に事務所までご連絡ください。

在学中に海外大学院等に留学し、修得した科目の認定
12単位を上限として所定の審査を経て修了に必要な単位として認定します。
（一般選択科目の単位として算入します。）

これらの認定科目単位は、各学期の登録上限単位には含みま
せん。
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My Waseda メールの転送設定

• 大学、本研究科、担当教員からのお知らせは、My Wasedaのメー
ルアドレス宛に送信します。

• プライベートのメールアドレスを使用する場合は、Waseda-net メー
ルからプライベートメールへの転送設定を、必ず行ってください。

• 設定方法：Waseda-net メール取得⇒メールの送受信画面を開く
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yourprivateaddress@gmail.com



事務所レポートボックス

レポートを事務所の“レポートボックス”へ提出するよう指示された場合、
締切日の事務所閉室時刻までに出してください。締切後の遅延提出は
受理できません。
なお、26号館で実施する授業については、経営管理研究科教員室でも

受け付けます。

【事務所等開室時間】
・経営管理研究科事務所（11号館３階）：月～土 9：00～17：00

・大学院夜間事務所（11号館10階） ：月～金 17:00～22:00
・経営管理研究科教員室（26号館９階）：月～金 9：00～22：00

土 9：00～20: 00

※日曜日および授業を行わない国民の祝日は事務所は閉室となり、
レポート提出ができませんのでご注意ください。

※ 授業実施期間外の事務室開室時間は上記と異なります。
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１．カリキュラム・履修ルール・修了要件などについて
→まずは研究科要項を熟読願います。

→それでも解決しない場合は、本研究科学務担当までご連絡ください。

メール：wbs-ac@list.waseda.jp

２．WEB履修申請のシステムの操作に関する問い合わせ
「成績照会・科目登録専用」メニュー上の「Web科目登録の問い合わせ」フォー
ムより問合せを行ってください（次頁参照）

※メール・問い合わせフォームによる問い合わせについては、可能な限り迅速に回答します（事
務所閉室日を除く）。ただし、科目登録締め切り間際の問い合わせについては、メールによる回答
が間に合わない場合もありますのでご注意ください。

３．My Waseda ID, パスワードの発行について
○早稲田ポータルオフィス （早稲田キャンパス７号館１階１１３室）

http://www.waseda.jp/wpo/
TEL:03-5286-9845

わからないことがある時は
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問い合わせ用フォーム

クリック
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