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本研究科は、前身である本学の理工学研究科環境・エネルギー専攻を基盤とし、新たな発展を目指

して2007年度に開設されました。現在、本学理工学術院に所属する大学院の一研究科として、環境・

エネルギーに関わる教育を行うとともに、全学的な研究組織である環境総合研究センターとの連携体

制のもと、学内外の研究者や諸機関とも協力してこの分野に関わる研究を積極的に推進しています。

科学技術の発展によって、われわれの生活は物質的に豊かになった反面、種々の社会経済活動を通

じて資源・エネルギーを大量消費してきた結果、様々な環境・資源問題を引き起こしており、その解

決には、二律背反的な多くの難題が潜んでいるのが現状です。そこで、本研究科では、環境・エネル

ギー・資源面で持続可能な社会の実現に向けて様々な課題を取り上げています。

このような課題に取り組むには、多様な視点を持つことがきわめて重要です。我々の生活圏として

の地域（自然、都市、農漁村、森林・山間地域）、わが国全体、アジアから全世界へと繋がる空間的

な視点や、環境問題に関わる過去、現在、そして環境面で持続可能であるべき未来としての時間的な

視点、また、多様な産業や社会・経済システムや法制度・政策との関わり、さらには伝統や文化、習

慣、ライフスタイルに及ぶ視点を持たなければなりません。そこで本研究科では、このようなわが国

が現在抱えている課題の解決のみならず、将来世代、新興国や途上国の人々の生活基盤に関わる環境

の保全をも視野に入れた教育と研究の一体的な展開を目指します。これはまさに、本学の第二の建学

精神でもあるGlocal（Global & Local）なアプローチと符合します。

現在、世界の人口は増加の一途を辿り、グローバルな経済や産業の進展に伴う天然資源の消費拡大

が続く状況にあって、地域環境のみならず、温暖化にみられる地球規模の環境問題が深刻化しつつあ

ります。これらは今取り組むべき喫緊の課題であり、その対策を怠れば、累積される負の遺産は将来

修復不可能なものとなるでしょう。そこで、「共創」の理念に基づき、産学官の関係主体が参加して、

検討を尽くし、将来の目標と計画を共有して、それぞれの立場と特質を活かしながら連携して問題解

決に当たらなければなりません。環境関連分野の研究の専門性をさらに高めるとともに、その枠を越

えて連携する領域統合型のアプローチが必要です。また、その目標達成のためには、市民や産業界、

官界を巻き込み、自然科学、人文・社会科学に関わる知見と、それらを活用する工学的な手法を結集

することが不可欠です。このように環境問題は、まさに「在野精神」と「学の活用」を標榜する総合

大学「ワセダ」が力を発揮しうる最も重要なテーマであるといえましょう。

以上に述べた理念と体制のもと、本研究科に所属する学生諸君をはじめ、学内外の研究者や諸機関

と連携する「開かれた大学」、そして「拓く大学」として、実践的な教育研究と社会貢献を展開して

参りますので、その趣旨にその成果にご期待下さい。

大学院環境・エネルギー研究科長　勝　田　正　文

Ⅰ 研究科長からのメッセージ
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教育研究の目的と対象
　社会の入口・活用対象としての「エネルギー」や「資源」が、その出口・結果としての「環境」問
題を引き起こしている。本研究科では、上記の関係を踏まえ、エネルギーや資源ならびに環境分野の
教育研究を展開する。

教育研究の姿勢
　大学新卒者のみならず、社会でのさまざまな分野、例えば行政や企業等で経験を積んだ方々や市民
としてこの分野に興味をもつ人々を受け入れ、それぞれの視点を大切にし、意見を戦わせ、大学の自
律性・中立性を活かして協働して問題を解明・解決する姿勢で教育研究を展開する。

教育研究にあたっての基本コンセプトは、このほか、下記の５つである。
・「学問領域統合型アプローチ」による対応
　　さまざまな分野の手法･体系を融合化させた教育研究の実践
・「４つの市民の共創」による展開
　　 民（生活市民）・産（企業市民）・官（行政市民）・学（学界市民）、さらには海外（海外市民）と

の共創的連携を基礎とした教育研究の場の設定
・「現場・現物・現実主義」での実践―社会実験場の活用―
　　 実社会での問題を把握・分析し、解決には実験実証的方法を指向し、もって時代に適合し、さら
には先取りしたOJT教育研究の展開

・「大学の主体性・自律性」を堅持した社会との協働
　　大学の主体性・自律性を堅持し、社会との連携のもと、信頼に応えうる教育研究の実践
・「社会のための技術・手法」の開発・提案・実践
　　 広く学術成果の活用を目指し､ 社会経済システムとして実現される技術・手法・施策等の開発・

提案・実践を教育研究で展開

育成を目指す人材ならびに求める学生像
　環境・エネルギー問題に高い見識を持ち、分析・解析（analysis）や設計・統合（synthesis）の手法
を駆使し、学問領域統合型アプローチによる、「現場・現物・現実」に基礎を置いた、実践的・戦略
的な行動・活動のできる人材の育成を目指す。また、該当分野に対して強い興味関心を持ち、勉学意
欲の高い学生を求める。
・総合的能力の視点からは 、①透徹した洞察力で専門的知識・知恵を統合的に駆使できる能力、
　②問題解決の道筋を戦略的に構築する能力。
・ 総合的人間性の視点からは、①生活に根差した高度な倫理観を持ち、 ②地球市民としての自覚の上
に立って発想ができる能力。
・専門分野の知識・知恵の視点からは、①問題解明にあたって科学的手法を駆使できる能力、
　②問題解決の場面では設計・統合の手法を十分に活用できる能力。

　以上をもって、環境やエネルギー・資源問題の解決に向けて、当該分野で国や地域・世界を先導す
る方針や政策を立案できる人材や国・地方自治体等で先進的な行政を展開する人材、企業等で当該分
野を統括する人材、環境・エネルギー等の研究を先導する人材、市民として当該分野の先導的活動を
展開する人材、さらには国際的機関等で世界の当該分野を牽引する人材等の輩出を目指す。

Ⅱ 環境・エネルギー研究科における教育研究および
　　　人材の養成に関する目的
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学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

　早稲田大学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生活環境の
もとに、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材を育成
する。
　修士ならびに博士に対して、工学あるいは学術の学位を授与できる体制を採っている。また、「国
際環境リーダー認定プログラム」を設置しており、推奨科目の履修や国内外調査研究の実施等によっ
て、国際環境リーダーの資格を授与している。
　深刻化する環境・エネルギー問題の解決に向け、理工学あるいは社会・人文科学的な解析・設計手
法の駆使や学問領域統合型アプローチによる実践的・戦略的な活動のできる能力を養うとともに、当
該分野に高い見識を持ち、かつまた市民感覚を理解し、国際的視点で対処できる人材の育成を目指し
ている。

教育課程の編成・実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）

　教員個別の研究指導や演習に加え、専門分野の異なる教員共同での指導科目を多数設置している。
このなかでは、修士課程1年次には研究論文作成の手法を体験的に学習するプログラムや自らの研究
テーマを多面的・多角的に発展させる授業、さらにはグループでの環境教育の実施、TV番組の作成
など、PBL（Project Based Learning）による実践的プログラム等を設置している。同２年次や博士後
期課程でも、研究内容の高度化を目指し、教員の共同指導体制を採っている。加えて修士および博士
後期課程に、国内外での研修・調査の実施や国際的な環境法制・環境ビジネス等の科目の履修によっ
て、国際環境リーダーの資格取得が可能なコースも設けている。

入学者受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

　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。
　環境・エネルギー研究科では、学門領域統合型アプローチでの研究教育と国際的視点の涵養を目指
しており、理系ならびに文系、社会人、留学生等、さまざまな経歴の人材を受け入れている。

Ⅲ 環境・エネルギー研究科における学位授与および
　　　カリキュラム、入学者受入れに関する方針
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修 士 課 程

⑴　第１年度のはじめに一つの研究指導を選択する。この研究指導の担当教員が指導教員となる。
⑵　修士論文に着手するためには、本研究科の定める着手要件を満たしたうえで、期日までに修士論
文の研究計画書を提出しなければならない。
⑶　修士の学位を取得するためには、２年以上在学し、31単位以上を取得し、かつ、必要な研究指導
を受けた上、修士論文の審査に合格しなければならない。
⑷　科目履修条件として、科目名に Ⅰ、Ⅱ を付してある学科目については、その順序に従って履修
しなければならない。また、科目名にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを付してある学科目については、履修の順序
を特に定めない。
⑸　演習科目の取得単位数が、本研究科が定めた制限単位を超える場合には、その超えた分について
は修了必要単位数に算入しない。
⑹　演習科目を選択する場合には、担当教員の許可を得なければならない。
⑺　講義科目の選択は、原則として環境・エネルギー研究科内に置かれた科目の中からとするが、４
単位に限り他の研究科および協定による他大学大学院の授業科目から選択できる。
⑻　講義科目については、コア科目を中心に選択する。
⑼　本研究科においては、学部設置科目の後取り履修は認めない。
⑽　特別な事情がある場合には、関連教員の許可を得たうえで、第２年度に入る時に他の研究指導に
移ることができる。
⑾　修士論文の作成、その他研究一般については、指導教員の指示に従う。
⑿　副指導教員が指定された場合は、指導教員に加え副指導教員も論文の作成、研究一般の指導を行う。
⒀　修士課程においては、４年間を超えて在学することはできない。
⒁　本研究科では、教員免許状取得のための課程は設置していない。
⒂　修士の学位は、選択した研究指導により下表のとおり、修士（工学）または修士（学術）を授与
する。

学位：修士（工学） 学位：修士（学術）

研究指導 環境・新エネルギー研究
環境調和システム機器研究
環境・エネルギーネットワーク研究
環境・パワーシステム研究
環境・エクセルギー工学研究
環境システム評価研究
環境・電気エネルギー研究
環境配慮エネルギー・循環システム研究
環境・エンジン制御研究

環境政策科学研究
環境・新エネルギー研究 
環境調和システム機器研究
エネルギー・環境政策研究
環境・エネルギーネットワーク研究
環境・パワーシステム研究
環境・エクセルギー工学研究
環境システム評価研究
環境・電気エネルギー研究
環境配慮エネルギー・循環システム研究

Ⅳ 修了要件・学科目履修方法



5

１．修了に必要な単位数
　修士課程を修了するためには、以下にしたがって履修し、31単位以上を取得しなければならない。

⑴　指導教員が担当する演習科目は、原則として在学年度において必ず履修しなければならない。

⑵　演習科目は15単位または18単位取得しなければならない。これを超える単位は取得しても、修

了必要単位数に算入しない。

⑶　原則として第１年度には講義科目（コア科目を含む）13単位以上を取得しなければならない。

⑷　講義科目のうち、以下のコア科目から最低２科目４単位を取得しなければならない。

コ ア 科 目

環境・エネルギー変換論
環境政策・科学論
新エネルギー論 
環境調和システム機器論
環境・エネルギー政策論
電力システム・環境論
環境反応プロセス論
環境・エクセルギー工学特論
環境システム評価論
環境・電気機械システム論
環境配慮エネルギー・循環システム論

　科目履修の例

科目区分 科　　目　　名 配　当
年　次

必　修
単位数

選択必修
単 位 数

修了に必要な
単　 位 　数

講義科目
コア科目 1 4～16

１年次に13単位
以上その他の講義科目 1 0～12

計 13～16

演習科目

指導教員が担当する演習科目A、B 1 6

修了までに15単
位または18単位

環境・エネルギー学演習Ａ 1 3
環境・エネルギー学演習Ｂ 1 3
環境・エネルギー学特別演習Ａ 2 3
環境・エネルギー学特別演習Ｂ 2 3

計 15または18
合　　計 31 単位以上

２．既取得単位の認定
⑴　学部４年次に履修した大学院授業科目の取り扱い

　教育研究上有益と認めるときは、理工学術院内学部の４年次に履修（先取り履修）した大学院

授業科目４単位以内を本研究科の既修得単位として認定する。単位認定を希望する場合は、本研

究科事務所に申し出ること。

⑵　科目等履修生として履修した本研究科設置科目の取り扱い

　正規生として入学する以前に、科目等履修生として本研究科の科目を履修した場合、６単位を

上限として、本研究科における修了必要単位として認定する。単位認定を希望する場合は、本研

究科事務所に申し出ること。
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３．他研究科等設置科目の履修
⑴　他研究科聴講

　　本研究科では、在学期間中に２科目４単位まで、他研究科講義科目の履修を認める。取得単位

は、本研究科運営委員会が教育研究上有益と認めた場合、本研究科の修了必要単位へ算入する。

なお、履修にあたっては、科目を設置する研究科の指示に従うこと。

⑵　大学院共通設置科目

　　特徴ある科目を研究科の枠を超えて「オープン科目」として開放している。履修を希望する場合

は、科目を設置する箇所の指示に従うこと。なお、履修できる科目数・単位数は、上記「（1）他研

究科聴講」で認められる範囲内とする。

⑶　学部設置科目の履修

　　本研究科では、学部設置科目の履修（後取り履修）は認めていない。

⑷　全学共通科目の履修

　　次の箇所が設置する科目は、すべての学部・研究科学生を対象としている。取得単位は、修了

必要単位に算入しない。履修を希望する場合は、科目設置箇所の指示に従うこと。

①　グローバルエデュケーションセンター

　　コンピュータ関連科目及び語学をはじめ、学生の関心が高いと考えられる科目や特徴のある

科目を設置・開講している。

②　日本語教育研究センター

　　日本語関連科目を設置・開講している。

４．成績評価
　　本研究科修士課程における成績評価は以下のとおりとする

素　点 100～90 89～80 79～70 69～60 59以下 保　留 研究指導

成績通知
書の表示 Ａ∔ Ａ Ｂ Ｃ Ｆ Ｈ Ｐ Ｑ

成績証明
書の表示 Ａ∔ Ａ Ｂ Ｃ 表　示

しない
表　示
しない Ｐ 表　示

しない

判　　定 合　　格 不合格 合　格 不合格

「ＧＰＡ」について
１．計算式

　　 　科目の成績評価に対してGrade Pointと呼ばれる換算値（A＋は４点、Aは３点、Bは２点、C

は１点、不合格は０点）が決められている。

　　 　それぞれの「科目の単位数」と「成績評価のGrade Point」の積の総和を「総登録単位数」で割っ

て、スコア化したものがGPA（Grade Point Average）である。
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　　 　総登録単位数には、不合格科目の単位も含まれる。

　　 　これを式で表すと、次のようになる。

（A＋修得単位数×４）＋（A修得単位数×３）＋（B修得単位数×２）＋（C修得単位数×１）＋（不合格科目単位数×０）

総登録単位数（不合格科目を含む）

　　　※GPAは、小数第２位まで表示する。（小数第３位は、四捨五入とする。）

２．対象科目

　　 　修了算入対象科目として登録した科目が対象となる。

３．GPAの通知・証明

　　 　申し出により、GPAの記載された成績通知書を発行する。

　　 　また、GPA対象科目の成績およびGPAが記載された「GPA証明書」を発行する。

　　 　なお「成績証明書」には、GPAは記載されない。
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博士後期課程

１．履修方法
⑴　第１年度のはじめに一つの研究指導を選択する。この研究指導の担当教員が指導教員となる。
⑵　博士後期課程では必要取得単位は特にないが、環境・エネルギー研究科に設置された講義科目
はその担当教員の了解のもとに聴講することができる。他研究科の講義科目についてもこれに準
ずる。
⑶　博士論文の作成、その他研究一般については、指導教員の指示に従う。
⑷　学生個々に副指導教員を指定する。指導教員に加え副指導教員も論文の作成、研究一般の指導
を行う。
⑸　博士後期課程においては、６年間を超えて在学することはできない。
⑹　博士論文を提出せずに退学した者のうち、博士後期課程に３年以上在学し、かつ必要な研究指
導を受けた者は、退学した日から起算して３年以内に限り博士論文を提出し審査を受けることが
できる。

学位：博士（工学） 学位：博士（学術）

研究指導

環境・新エネルギー研究 環境政策科学研究
環境調和システム機器研究 環境・新エネルギー研究
環境・エネルギーネットワーク研究 環境調和システム機器研究
環境・パワーシステム研究 エネルギー・環境政策研究
環境・エクセルギー工学研究 環境・エネルギーネットワーク研究
環境システム評価研究 環境・パワーシステム研究
環境・電気エネルギー研究 環境・エクセルギー工学研究
環境配慮エネルギー・循環システム研究 環境システム評価研究

環境・電気エネルギー研究
環境配慮エネルギー・循環システム研究

２．課程の修了および学位の授与
　博士後期課程を修了するには、博士後期課程に３年以上在学し、本研究科の定めるところの研究
指導を受けた上、博士論文の審査に合格しなければならない。なお、論文の審査にあたっては査読
付き論文２編の執筆を必要条件としている。ただし優れた研究業績を上げた者については、本研究
科運営委員会が認めた場合に限り、この課程に１年以上在学すれば足りるものとする。博士後期課
程を修了したものには、博士（工学）または博士（学術）の学位を授与する。
　博士学位審査については、後掲の早稲田大学大学院学則、早稲田大学学位規則および本研究科
ホームページなど参照のこと。

３．成績評価
　　本研究科博士後期課程における成績評価は以下のとおりとする

成績通知書の表示 Ｐ Ｑ Ｈ

成績証明書の表示 Ｐ 表示しない 表示しない

判　　定 合　格 不合格 保　留
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学科目配当

⑴　研究指導

研 究 指 導 担 当 教 員
修 士 課 程 環境政策科学研究

環境・新エネルギー研究
環境調和システム機器研究
エネルギー・環境政策研究
環境・エネルギーネットワーク研究
環境・パワーシステム研究
環境・エクセルギー工学研究
環境システム評価研究
環境・電気エネルギー研究
環境配慮エネルギー・循環システム研究
環境・エンジン制御研究

吉田
勝田
関谷
友成
中西
草鹿
中垣
納富
紙屋
小野田
福間

博 士 課 程 環境政策科学研究
環境・新エネルギー研究
環境調和システム機器研究
エネルギー・環境政策研究
環境・エネルギーネットワーク研究
環境・パワーシステム研究
環境・エクセルギー工学研究
環境システム評価研究
環境・電気エネルギー研究
環境配慮エネルギー・循環システム研究

吉田
勝田
関谷
友成
中西
草鹿
中垣
納富
紙屋
小野田

⑵　授業科目

学 科 目 名 区　別 担当教員 毎週授業時間数 単
位春学期 秋学期

環境政策・科学論 講義 吉田 2 2
新エネルギー論 講義 勝田 2 2
環境調和システム機器論 講義 関谷 2 2
環境・エネルギー政策論 講義 友成 2 2
電力システム・環境論 講義 中西 2 2
環境・エネルギー変換論 講義 草鹿、喜久里 2 2
環境反応プロセス論 講義 草鹿、喜久里 2 2
環境・エクセルギー工学特論 講義 中垣 2 2
環境システム評価論 講義 納富 2 2
環境・電気機械システム論 講義 紙屋 2 2
環境配慮エネルギー・循環システム論 講義 小野田 2 2
環境・エンジン制御工学特論 講義 福間 2 2
環境・エネルギービジネス実践講座 講義 小野田 2 2
エネルギー最前線 講義 草鹿　他 2 2
環境行政経営論 講義 友成 2 2
人間・環境センシング特論 講義 三輪 集中 2

※ 環境対策技術・政策論 講義 小野田 2 2
環境ビジネス論 講義 長沢 2 2
環境法論Ⅰ 講義 大塚 2 2

※ 環境法論Ⅱ 講義 大塚 2 2
資源循環工学 講義 大和田 2 2
自然環境概論 講義 平塚 2 2
水圏環境保全学 講義 江森 2 2
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学 科 目 名 区　別 担当教員 毎週授業時間数 単
位春学期 秋学期

知的所有権特論 講義 隅藏 集中 1
環境経済学原論 講義 堀江 2 2
国際環境リーダー講座 講義 友成　他 2 2
日本･中国の環境実践研究 講義 吉田、納富 2 2
国際知的財産経営論A 講義 森 1 1
国際知的財産経営論B 講義 森 1 1
Industrial Ecology 講義 中村 2 2
水質工学特論Ｂ 講義 榊原 2 2
Environmental Law in Japan 講義 黒川 2 2
Environmental Economics 講義 赤尾 2 2
資源・食料経済学 講義 高橋 2 2

※ Economics of Resources and Food 講義 高橋 2 2
Global Food and Resource Issues 講義 弦間 2 2
自動車工学A 講義 草鹿　他 2 2
自動車工学B 講義 草鹿　他 2 2
自動車用パワートレイン開発プロセス及び開発手法 講義 野寄、ラファエル 2 2
環境政策科学演習Ａ 演習 吉田 3 3
環境政策科学演習Ｂ 演習 吉田 3 3
環境・新エネルギー演習Ａ 演習 勝田 3 3
環境・新エネルギー演習Ｂ 演習 勝田 3 3
環境調和システム機器演習Ａ 演習 関谷 3 3
環境調和システム機器演習Ｂ 演習 関谷 3 3
エネルギー・環境政策演習Ａ 演習 友成 3 3
エネルギー・環境政策演習Ｂ 演習 友成 3 3
環境・エネルギーネットワーク演習Ａ 演習 中西 3 3
環境・エネルギーネットワーク演習Ｂ 演習 中西 3 3
環境・パワーシステム演習Ａ 演習 草鹿 3 3
環境・パワーシステム演習Ｂ 演習 草鹿 3 3
環境・エクセルギー工学演習Ａ 演習 中垣 3 3
環境・エクセルギー工学演習Ｂ 演習 中垣 3 3
環境システム評価演習Ａ 演習 納富 3 3
環境システム評価演習Ｂ 演習 納富 3 3
環境・電気エネルギー演習Ａ 演習 紙屋 3 3
環境・電気エネルギー演習Ｂ 演習 紙屋 3 3
環境配慮エネルギー・循環システム演習Ａ 演習 小野田 3 3
環境配慮エネルギー・循環システム演習Ｂ 演習 小野田 3 3
環境・エンジン制御演習A 演習 福間 3 3
環境・エンジン制御演習Ｂ 演習 福間 3 3
環境・エネルギー学演習Ａ 演習（必修） コア教員 3 3
環境・エネルギー学演習Ｂ 演習（必修） コア教員 3 3
環境・エネルギー学特別演習Ａ 演習（必修） コア教員 3 3
環境・エネルギー学特別演習Ｂ 演習（必修） コア教員 3 3
インターンシップ 実習 2

授業科目名の前に付した印は以下を表す。
※印は本年度休講
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実体情報学コース

　理工学術院の５研究科に属する以下の専攻に「実体情報学コース」を設置する。

基幹理工学研究科 数学応用数理専攻、機械科学専攻、情報理工・情報通信専攻、

 表現工学専攻、電子物理システム学専攻

創造理工学研究科 総合機械工学専攻、経営システム工学専攻

先進理工学研究科 物理学及応用物理学専攻、生命理工学専攻

環境・エネルギー研究科 環境・エネルギー専攻

情報生産システム研究科 情報生産システム工学専攻

　実体情報学コースは、情報技術が持つコンピューティングベネフィット（計算の効果）、通信技術

が持つネットワークベネフィット（資源共有の効果）、機械技術が持つボディベネフィット（実在と

力の効果）の複合的価値創出を指向する中で、医療・環境エネルギー等の重要分野におけるアプリ

ケーションベネフィット（問題を解くこと自体の直接的価値）を導く、「実体」と「情報」の融合学

としての「実体情報学（Embodiment Informatics）」を構成し、この新学術領域におけるイノベーショ

ンを先導する、先見力、構想力、突破力を兼備した人材を輩出することを目指して創設された。

　コース進入の可否は面接試験等により判断する。コース進入を許可された学生には、所属する研究

科の要項とは別に「別冊：実体情報学コース要項」を配布する。実体情報学コースの修了要件は、こ

の「別冊：実体情報学コース要項」に定めるので、必ず内容を参照すること。

　飛び級制度、先取り履修、後取り履修についても、「別冊：実体情報学コース要項」を参照すること。

なお、本要項記載の「Ⅳ修了要件・学科目履修方法」の「修士課程」「博士後期課程」及び「学科目

配当」と併せて「別冊：実体情報学コース要項」記載のコース修了要件の適用を受けるので十分に注

意すること。

　実体情報学博士プログラムのM2編入について

　大学院での１年間の研究生活後に博士後期課程進学を意識する学生がいることから、プログラム参

加研究科・専攻の大学院修士課程２年生を対象に、実体情報学コースへの編入を認める。

【L2（M2）編入時の進入要件】

　選抜試験により、L2編入者を決定する。選抜試験においては、通常のコース学生が、L1終了時に

行っている「Qualifying Examination 1（QE1）」および「プロジェクト研究Ⅰ企画審査」に合格すると

同等の学力、企画力をもつことを確認する。

　詳細については、「別冊：実体情報学コース要項」を参照すること。
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１．学　　期
　本大学院の学年は、４月入学者は４月１日に始り、翌年３月31日に終る。９月入学者は９月21日
に始り、翌年９月20日に終る。学年は次の２期に分ける。
春学期　４月１日～９月20日
秋学期　９月21日～翌年３月31日

２．授業時間
　　本大学の授業時間帯は下表のとおりである。

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 ７時限

9:00～　
　10:30

10:40～　
　12:10

13:00～　
　14:30

14:45～　
　16:15

16:30～　
　18:00

18:15～　
　19:45

19:55～　
　21:25

３．休　　講
　大学の行事、科目担任者のやむを得ない事情等により、授業を休講することがある。休講は、掲
示板、ホームページ、MyWaseda、メール等で通知する。

４．交通機関のストライキと授業について
　首都圏の交通機関がストライキを実施した場合の休講措置は以下のとおりである。

Ⅴ 授　　業

　早稲田・戸山・西早稲田・日本橋キャンパスの場合は下記の a）、b）、c）、ｄ）を適用し、所
沢キャンパスの場合はa）、b）、c）、e）を適用する。本庄キャンパスの場合は別途研究科の指示
に従うこととする。
ａ）JR等交通機関のストライキが実施された場合（ゼネスト）
　首都圏における JRのストライキが
　・午前０時までに中止された場合、平常通り授業を行う。
　・午前８時までに中止された場合、授業は３時限目（午後１時）から行う。
　・午前８時までに中止の決定がない場合は、授業は終日休講とする。
　上記は、JRの順法闘争および私鉄のストライキには適用しない。
ｂ）首都圏 JRの部分（拠点）ストライキが実施された場合
　平常通り授業を行う。
ｃ）首都圏 JRの全面時限ストライキが実施された場合
　・午前８時までストライキが実施された場合、授業は３時限目（午後１時）から行う。
　・正午までストライキが実施された場合、６時限目（午後６時）から授業を行う。
　・正午を越えてストライキが実施された場合、授業を終日休講とする。
ｄ）私鉄、都市交通のみのストライキが実施された場合、平常通り授業を行う。
ｅ）その他
　①　西武鉄道新宿線または西武鉄道池袋線のどちらか一方でもストライキが実施された場合
　② 　①の西武鉄道両線のストライキが実施されない場合でも、西武バスのストライキが実施
された場合次のとおりとする。

　　・午前８時までストライキが実施された場合、授業は３時限目（午後１時）から行う。
　　・午前８時を越えてストライキが実施された場合、授業は終日休講とする。
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５．気象状況悪化および大地震発生による休講等の取り扱いについて
⑴　気象状況悪化による休講等の取り扱いについて

　気象庁による気象警報のみに基づく授業の休講・試験の延期措置は行わない。

　ただし、大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪等の気象状況および気象庁による気象警報をもと

に、危険であると判断した場合は、次のとおり、授業の休講・試験の延期措置をとる。

　休講・延期となるのは、対象キャンパスにて実施されるすべての授業および試験となる。

１ ．台風や大雪等、気象状況が時間の経過とともに悪化することが十分予測される場合は、前日

に授業の休講・試験の延期措置の決定を行うことがある。その場合は、前日の午後７時まで

に決定の判断を行い、学生への周知は本学ホームページ等に前日の午後９時までに掲載して

行う。

２ ．授業の休講・試験の延期措置を決定する場合は、原則として、各時限の授業・試験開始60分

前までに決定し、本学ホームページ等で周知・広報する。ただし、できる限り授業・試験開始

の２時間前までには周知できるよう努力する。

　　※芸術学校は西早稲田キャンパスに含める。

　　※両高等学院およびエクステンションセンターは除く。

⑵　大地震発生による休講等の取り扱いについて

　大地震発生により、授業実施が困難であると判断した場合は、次のとおり、授業の休講・試験

の延期措置をとる。

　休講・延期となるのは、対象キャンパスにて実施されるすべての授業および試験となる。

１．授業の休講・試験の延期措置を決定した場合は、直ちに本学ホームページ等で周知・広報する。

２．授業時間中の場合は、校内放送で迅速に周知する。

■ 通知方法
１】早稲田大学緊急用お知らせサイト－Yahoo!ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/waseda_public/

※ スマートフォン向け早稲田大学公式アプリケーション『WASEDA Mobile』の「緊急お知らせ」機能からも
閲覧が可能です。

『WASEDA Mobile』インストール方法＝「WASEDA Mobile」を検索し、ダウンロードします。
・iOS版：AppStore
　http://itunes.apple.com/jp/app/waseda-mobile/id548395130?mt=₈
・Android版：Google Play
　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.android.central.waseda_jp

２】MyWasedaログイン前画面
　　https://my.waseda.jp/
３】早稲田大学公式Twitter
　　https://twitter.com/waseda_univ
４】早稲田大学公式Facebook
　　https://www.facebook.com/WasedaU
５】早稲田大学トップページ
　　http://www.waseda.jp/
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■ 例外的な対応について
・オンデマンド授業について
　休講の対象外とする。

・複数のキャンパスで同時に実施する授業について
　複数のキャンパス（例：早稲田または西早稲田⇔本庄）で、遠隔会議システムを利用して実施する
授業は、いずれかのキャンパスが休講となった場合は、原則休講とする。
　ただし、各キャンパスでの受講者数に著しい差がある等の特殊な事情がある場合は、受講できない
学生への十分な配慮を行うことを条件に、休講の対象外とすることができる。
　例：早稲田で100名受講、本庄で10名受講している授業で、本庄が休講の場合。
　　　→本庄での受講者への十分な配慮を行うことを条件に、早稲田のみで実施可。

　学生は大学の決定した授業の休講・試験の延期措置に原則として従うこととするが、授業が実施

されるキャンパスまでの経路において、交通機関の乱れや通学することが危険又は困難であると自

身で判断し、通学を見合わせた場合は、以下の措置を取ることができる。

　所属学部・研究科による承認済みの欠席届をもって、該当科目の担当教員へ申し出ることによ

り、欠席の配慮を求めることができる。

６．裁判員制度に伴う授業欠席等の取扱いについて
　裁判員候補者に指名された場合、辞退が認められない限りは裁判員選任手続期日、審理・公判当

日に、裁判所へ出頭する必要がある。

　裁判所へ出頭するために、授業に出席できない、あるいは試験を受験できない場合は、その間の

取り扱いについて、「選任手続期日のお知らせ（呼出状）」を持参して研究科事務所で手続きを行う

ことで、特別に配慮する。

注　　意：
　対象は「本学通学課程に在学する者（国内交換留学生は、これに準ずる）」となる。よって、科
目等履修生は、この取扱いの対象外となる。

参　　考：
　対象となる者は、法律により学生であることを理由に、裁判員の辞退を申し出ることができる。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（第十六条抜粋）
（辞退事由）
　第十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申し立てを
することができる。
　　　一　年齢七十年以上の者
　　　二　地方公共団体の議会の議員（会期中の者に限る。）
　　　三 　学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒（常時通学

を要する課程に在学する者に限る。）
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７．忌引きによる授業欠席等の取扱いについて
　家族等の忌引きにより、授業に出席できない、レポートを提出できないあるいは試験を受験でき

ない場合は、その間の取り扱いについて、会葬礼状を持参し、研究科事務所で手続きを行うこと

で、特別に配慮する。

対　　象：

本学学生全員

取 扱 い：

　忌引きによる「授業欠席（オンデマンド授業における未受講を含む）」、「レポート未提出」、

「試験未受験」について、成績評価において不利にならないよう「忌引きによる授業欠席等に関

する取扱いのお願い」を研究科事務所で発行してもらい、科目担当の教員に依頼できる。

　ただし、欠席の取扱いの最終的な判断は、科目担当の教員が行う。

忌引きの対象および日数：

対　象：１親等（親、子）、２親等（兄弟姉妹、祖父母、孫）および配偶者

日　数：授業実施日連続７日まで

　　　　　※ただし、対象者が海外在住者の場合は、その日数については柔軟に対応する。

手続方法：

① 　欠席期間終了後10日以内に、所定の「忌引きによる欠席届」（記入済）および会葬礼状等を、

すみやかに研究科事務所に提出する。

　　※ 保証人が死去した場合は、保証人変更の手続きを行い、新しい保証人が署名・捺印をした

上で提出する。

②　事務所にて「忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い」を発行してもらう。

③ 　「忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い」を持参し、科目担当の教員に欠席等に

関する取扱いを申し出る。

　　なおオンデマンド授業の場合は、科目設置箇所に申し出る。
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８．学校において予防すべき感染症の授業欠席に関する取り扱いについて
　以下の表１「学校において予防すべき感染症」に分類される感染症に罹患した場合は、他者への

感染防止のため、学校保健安全法により出席を停止する（出席停止の期間は、表２「出席停止期間

の基準」の通り）。

　罹患した場合は、研究科事務所に罹患した旨を連絡し、治癒後、以下の欠席措置に関する手続き

を行う。

① 　診断を受けた医師に「学校における感染症治癒証明書」の記入を依頼し、研究科事務所に提出

する。

② 　研究科所定の「欠席届」に記入し、研究科事務所の指示に従い、担当教員に配慮を相談する。

表１　学校において予防すべき感染症 （学校保健安全法施行規則第18条） 

分類 特　　徴 該当する感染症

第一種 発生は稀だが重大な感染症 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎（ポリオ）
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルス）
中東呼吸器症候群（MERSコロナウイルス）
特定鳥インフルエンザ
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
新感染症

第二種 飛沫感染し流行拡大のおそれ
がある感染症

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く）
百日咳
麻しん
風しん
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
水痘（水ぼうそう）
咽頭結膜炎
結核
髄膜炎菌性髄膜炎

第三種 飛沫感染が主体ではないが、
放置すれば流行拡大の可能性
がある感染症

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症（O-157など）
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
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表２　出席停止期間の基準（学校保健安全法施行規則第19条）

分類 対 象 疾 患 出席停止期間の基準

第一種 該当する感染症 治癒するまで

第二種

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経
過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性
物質製剤による治療が終了するまで

麻しん 解熱後３日を経過するまで

風しん 発疹が消失するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺・顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日
を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

水痘（水ぼうそう） 全ての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜炎 主要症状が後退した後２日を経過するまで

結核 病状により医師において感染のおそれがないと認め
るまで

髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認め
るまで

第三種 該当する感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認め
るまで

９．補　　講
　休講があった授業科目は、補講が行われることがある。補講の実施については、掲示板、ホーム

ページ、MyWaseda、メール等で通知する。

10．MyWaseda
　掲示板を補うものとしてMyWasedaを運用している。自宅や共通端末室のPCから、ユーザ IDと

パスワードで個人認証を取ることによって、Wasedaメールをはじめ、住所変更申請、休講情報照会、

就職希望申請、求人情報照会他の各種サービスを個人の資格に応じて利用することができる。

　なお、さまざまな通知をWasedaメールアドレスに送ることがあるので、ユーザ IDとパスワード

を各自管理しておくこと。詳細は、次のURLを参照のこと。

　　　　　　http://my.waseda.jp/
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１．学籍番号
　学生は各自学籍番号をもつ。学籍番号は、修士課程、博士後期課程別になっており、それぞれの
在学期間を通じて変更はない。2017年度入学者の学籍番号の例を示す。

　　　　環境・エネルギー研究科

　　　　環境・エネルギー専攻　修士課程　　　５４ １７ ００ ０１ - CD

　　　　　　　　　　　　　　　博士後期課程　５４ １７ ０５ ０１ - CD

最初の２桁「54」は環境・エネルギー研究科、次の２桁は入学年度（西暦下2桁）、次の２桁は課程、次の２桁は

課程内の学生の番号を示す。なお、上記８桁に１桁の CD（チェックデジット）が付加される。

２．学 生 証
　本大学の学生には、入学と同時に学生証を交付する。学生証は、身分を証明するだけでなく、修
学上のさまざまな場面で必要となるので、常に携帯し、破損・紛失のないよう管理しなければなら
ない。
　なお、学生証とは、「学生証カード」と有効年度を表示した「裏面シール」からなり、「学生証カー
ド」の裏面に「裏面シール」を貼り合わせて初めて効力が生じる。また有効期間は「裏面シール」
に示された有効年度の４月１日（または９月21日）から翌年３月31日までである。表面の所定欄に、
氏名を記入すること。
⑴　交　付
　１年次の学生証は、受験票と引き換えに交付する。
　２年次以上については、学年末に裏面シールを交付するので、これを前年度のシールと貼り替
えることで、学生証を更新したこととなる。
　なお、学生証カードは在学期間中使用するが、写真変更希望者は、在学中１回に限り無料で交
換できる。この場合は、本研究科事務所に申し出ること。
⑵　記載事項変更
　　住所・氏名等記載事項に変更があった場合は、直ちに本研究科事務所に申し出ること。
⑶　紛　失
　　学生証を紛失した場合は、直ちに警察に届け、本研究科事務所で再交付の手続きをとること。
⑷　再交付
　紛失等のため再交付を受ける場合は、カラー写真１枚を添付した所定の「再交付願」を本研究
科事務所へ提出すること。紛失等による再交付の手数料は2,000円である。
⑸　提　示
　試験、図書館の利用、各種証明書・学割・通学証明書の交付、種々の配付物を受けるとき、そ
の他本学教職員の請求があったときは、学生証を提示しなければならない。

（6）失　効
　修了または退学などにより学生の身分が消滅すると同時に、その効力を失うので、直ちに本研
究科事務所へ返却すること。修了の場合は、引き換えに学位記が授与される。

Ⅵ　学　　籍
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１．納入期日
　　学費を銀行口座から振り替えで納入する場合は、次の期日に振り替えを行う。

　　　春学期学費　５月１日（入学手続の場合は別に定める）

　　　秋学期学費　10月１日（入学手続の場合は別に定める）

２．2017年度入学者の学費
　　【修士課程】（４月入学）

１　年　目 ２　年　目
入学手続き時（第１期） 第２期 第３期 第４期

入 学 金 200,000 - - -
授 業 料 481,000 481,000 581,000 581,000
実 験 演 習 料 47,000 47,000 48,000 48,000
学生健康互助会 1,500 1,500 1,500 1,500
合 計 729,500 529,500 630,500 630,500
年 額 合 計 1,259,000 1,261,000

　正規の課程で本大学学部（大学院を含む）に入学金を納め、在籍したものが入学する場合は、入学金が免除となる。

　　【修士課程】（９月入学）

１　年　目 ２　年　目
入学手続き時（第１期） 第２期 第３期 第４期

入 学 金 200,000 - - -
授 業 料 481,000 481,000 581,000 581,000
実 験 演 習 料 47,000 47,000 48,000 48,000
学生健康互助会 1,500 1,500 1,500 1,500
合 計 729,500 529,500 630,500 630,500
年 額 合 計 1,259,000 1,261,000

　正規の課程で本大学学部（大学院を含む）に入学金を納め、在籍したものが入学する場合は、入学金が免除となる。

　　【博士後期課程】（４月入学）

１　年　目 ２　年　目 ３　年　目
入学手続き時（第１期） 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

入 学 金 200,000 - - - - -
授 業 料 353,500 353,500 453,500 453,500 453,500 453,500
実 験 演 習 料 47,000 47,000 48,000 48,000 48,000 48,000
学生健康互助会 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
合 計 602,000 402,000 503,000 503,000 503,000 503,000
年 額 合 計 1,004,000 1,006,000 1,006,000

　正規の課程で本大学学部（大学院を含む）に入学金を納め、在籍したものが入学する場合は、入学金が免除となる。

Ⅶ　学　　費
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　　【博士後期課程】（９月入学）

１　年　目 ２　年　目 ３　年　目
入学手続き時（第１期） 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

入 学 金 200,000 - - - - -
授 業 料 353,500 353,500 453,500 453,500 453,500 453,500
実 験 演 習 料 47,000 47,000 48,000 48,000 48,000 48,000
学生健康互助会 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

合計 602,000 402,000 503,000 503,000 503,000 503,000
年 額 合 計 1,004,000 1,006,000 1,006,000

　正規の課程で本大学学部（大学院を含む）に入学金を納め、在籍したものが入学する場合は、入学金が免除となる。

　　学年延長生の学費取扱いについては、下表を参照すること。
授　業　料 実験演習料

研究指導のみが残っている者 授業料減額
（学期所定額の50%）

当該年度延長生学費等算出基
準学年度生の当該学期学費の
所定額

不足単位数はあるが研究指導は修了し
ているもの
不足単位数があり研究指導と授業科目
を履修する者 授業料所定額

３．納入方法

　学費等の納入方法は、事前に申請をしたゆうちょ銀行を含む全国の金融機関指定口座からの口座

振替となる。この口座は入学手続時に申請をしたものとなる。なお、事前に「口座振替のお知らせ」

が学費負担者宛てに送付されるので、必ず確認をすること。また、金融機関や口座等に変更が生じ

た場合は、速やかに本研究科事務所に申し出ること。

４．学費延納
　学費は、それぞれ指定の期日までに納入しなければならないが、特別な事情でそれが不可能な場

合は、本研究科事務所に相談すること。

５．抹　　籍
　学費の納入を怠った場合は抹籍（本学学生の身分を失う）となり、学費が納入された学期末に

遡って退学となる。この場合、在学年数および成績の一部が無効となる。なお、特別の事情により

自動的に抹籍となる日（以下参照）以前に離籍を希望する場合は、本研究科事務所へ相談すること。

未納学費 学費振替日 自動的に抹籍となる日 遡って退学とみなす日
春学期分 ５月１日 ９月20日 ３月31日
秋学期分 10月１日 翌年の３月31日 ９月20日
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１．各種願・届
　在学中、本人または保証人になんらかの異動や事故があった場合、住所変更があった場合には、
必ずその事項について、本研究科事務所で交付する所定の用紙を用いて、願または届を提出しなけ
ればならない。本人および保証人氏名の記入は、それぞれの自署とする。詳細は、本研究科事務所
に問合わせること。

⑴　休学願
①　休学の条件
　病気その他の正当な理由により、引き続き２カ月以上授業に出席することができない者は、
所定の申請の手続きを経て休学することができる。
　なお、春学期の休学については６月１日（前期授業終了の２カ月前）以降、秋学期の休学に
ついては12月１日（後期授業終了の２カ月前）以降の申請は認められない。
休学種別 休学願の提出期日 休学終了日 復学日 休学年数
春学期 ５月31日まで ９月20日 ９月21日 0.5年
秋学期 11月30日まで 翌年３月31日 翌年４月１日 0.5年

②　休学期間
　休学は春学期休学あるいは秋学期休学の２種類とし、当該年度限りとする。また、在籍中に
休学できる期間は通算して修士課程の場合２年、博士後期課程の場合３年を超えることはでき
ない。休学期間は在学年数に算入しない。
③　休学期間の学費
　休学願の提出日により、休学中の学費は下表のとおりとなる。
春学期休学願 金　額 秋学期休学願 金　額

４月30日まで 在学中在籍料 ５万円 ６月30日から
10月31日まで 在学中在籍料 ５万円

５月１日から
５月31日まで

授業料 所定学期の
全額

11月１日から
11月30日まで

授業料 所定学期の
全額実験演習料 実験演習料

　　　※入学と同時に休学する場合は、学費の減額はない。
　　　　上記に加え、学生健康増進互助会費（学期ごとに1,500円）を徴収する。

⑵　留学願
　① 　外国の大学またはそれに準じる高等教育機関、研究機関に１学年または１学期相当期間在籍
し、教育を受ける場合、または研究に従事する場合、本研究科運営委員会の許可を得て留学す
ることができる。留学しようとする者は、留学センターの発行する『留学の手引き』を参照の
うえ手続を行うこと。

　② 　在籍中に留学できる期間は1年間相当とする。特別な事情がある場合は、２年間に限り、さ
らにこれを延長できる。

　③　留学期間は在学年数に算入しない。
　④ 　留学期間中の学費については、本研究科事務所に問い合わせること。
　　　ただし、交換協定や箇所間協定による交換留学の場合は、留学センターにて確認すること。

Ⅷ 各種手続と事務の取り扱い
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⑶　復学願
　① 　休学、留学からの復学対象者（休学・留学期間終了者）に対して、復学の手続きが必要な時
期に本研究科事務所からその手続きに関する書類を保証人宛に送付する。これに従って手続き
を行うこと。

　②　復学は学期の始めに限られる。
　③ 　復学後、修士課程での在籍年数（休学・留学期間含む）が３年以上であるが、在学年数（休
学・留学期間除く）が２年未満となる学生は、在学年数が２年に達するまで当該年度２年度生
の学費額を徴収する。
　 　同様に、博士後期課程での在籍年数（休学・留学期間含む）が４年以上であるが、在学年数
（休学・留学期間除く）が３年未満となる学生は、在学年数が３年に達するまで、当該年度３
年度生の学費額を徴収する。

⑷　退学願
　①　退学を希望する者は学生証を添え、退学願を提出すること。
　②　学期の中途で退学する場合でも、その期の学費を納めていなければならない。

⑸　再入学願
　① 　正当な理由で退学した者が再入学を願い出た場合は、学年の始めに限り選考の上許可するこ
とがある。

　② 　再入学の願い出は、退学した学年の翌学年から起算して、修士課程は４年度まで、博士後期
課程は５年度までの間に限る。

⑹　住所変更、保証人変更、その他の変更の届出
　① 　本人の住所・電話番号および学生届出口座の変更については、MyWasedaの「学生基本情報変更」
画面から登録すること。本人の住所の変更が登録された場合は、大学に届け出たメールアドレス
宛に承認メールが送付されるので、本研究科事務所で新しい学生証裏面シールを受け取ること。

　②　保証人または学費支払者が住所・電話番号を変更した場合は、ただちに届け出ること。
　③ 　在学中に改姓（名）を行った場合は、戸籍謄本、戸籍抄本、新旧両方の氏名が記載された官

公庁等の発行する身分証明書（運転免許証、パスポート等）のいずれかの原本またはコピーを
添付のうえ届け出ること。

　④　保証人の変更を必要とする場合には、新しい保証人を選定のうえ届け出ること。

２．各種証明書等の交付
　本研究科で発行する証明書は次頁の表のとおりである。発行は原則として即日発行であるが、事
務処理の都合により数日かかる場合もあるので、充分な余裕をもって申し込むこと。

⑴　手数料
　　証明書の発行には手数料が必要になる。
　　在学中にかかわる証明書の手数料は１通につき200円である。
　　　（修了者がその修了日の属する月末までに申請した証明書を含む）
　　修了者、退学者等にかかわる証明書は１通につき300円である。
⑵　発行方法
　①　自動証明書・学割発行機を利用の場合
　　 　学生証・MyWasedaのパスワードが必要となる。
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　②　窓口で申し込む場合
　　 　所定の「証明書交付願」に必要事項を記入し、手数料収納証を貼付の上、学生証を添えて本

研究科事務所に申し込むこと。

証明書種別一覧表（★は自動証明書発行機にて発行可）

種　　　　別

★在学証明書 博士課程修了証明書

★成績証明書 学位取得証明書

★修了見込証明書 進学調査書

修了証明書 その他証明書

★成績・修了見込証明書 ★英文在学証明書

成績・修了証明書 ★英文成績証明書

★GPA証明書 ★英文GPA証明書
退学証明書 ★英文修了見込証明書

在学期間証明書 英文修了証明書

学位論文受理証明書 英文その他証明書

⑶　学校学生生徒旅客運賃割引証（学割）の発行
　自動証明書・学割発行機または本研究科事務所で発行する。有効期間は発効日より３ヶ月間で
ある。学割の使用は本人のみに限られる。

３．通学定期券
　JR線・私鉄・地下鉄・都バス等の通学定期券は、最寄駅で学生証を提示し、購入することがで
きる。私営バスその他で通学証明書を必要とする場合は、本研究科事務所で交付する。
　学生証裏面シールに通学先が記載され、公印が押印されていることを確認すること。

４．学生健康増進互助会
　在学中に病気やけがをして診療を受けた場合、病院で支払った医療費（自己負担分）の一部につ
いて給付を行っている。
　詳細については、冊子『学生健康増進互助会案内』および次のURLを参照のこと。

http://www.waseda.jp/student/hoken/gojyokai/

５．早稲田大学学生補償制度（傷害補償）
　大学の管理下にある教育研究活動中（正課中、学校行事中、学校施設内にいる間、課外活動中（公
認団体のみ）、通学中、施設間移動中等）において事故に遭って、ケガが発生した場合に補償する
制度です。
　なお、事前に「合宿・遠征（課外活動）届」を提出しないと課外活動における事故にこの制度が適
用されません。詳細は、本研究科事務所または学生生活課（学生会館１階）に問い合わせてください。

早稲田大学学生補償制度（傷害補償）Webページ
http://www.waseda.jp/student/hoken/gakushouho/
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６．早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）
　大学が認めたインターンシップ・教育実習・ボランティア活動中等に、他人にケガをさせたり、
他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償する制度です。
　詳細は、本研究科事務所または学生生活課（学生会館１階）に問い合わせてください。

早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）Webページ
http://www.waseda.jp/student/hoken/gakubaiho/

７．環境・エネルギー研究科事務所の事務取扱時間ならびに休業日について

《事務取扱時間》
　月曜～土曜日　９時～17時
　（授業休止期間中は、12時30分～13時30分昼休み）

《休業日》
　日曜日・国民の祝日・創立記念日（10月21日）・年末年始（12月29日～１月５日）
　夏季一斉休業期間・夏季・冬季休業中の土曜日
　　註　夏季休業・冬季休業等の期間中は、事務処理が平常時より時間がかかる場合がある。
　　　　休業日でも、特別の必要があり授業を行う場合は事務を取り扱う。

《連絡先》
　〒367-0035　埼玉県本庄市西富田1011（早稲田大学93号館２階）
　電　話　0495－24－6480
　ＦＡＸ　0495－24－6552
　E-mail　weee@list.waseda.jp

《連絡事務所》
　〒162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町513（早稲田大学120－３号館104室）
　電　話　03－5286－8354
　ＦＡＸ　03－5286－8359

８．郵便物等の取り扱い 
　事務所では、原則として学生個人宛の郵便物・宅配便等の取り扱いは行わない。確実に受け取れ
る住所・日時を指定すること。
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１．奨学金制度
　本学の奨学金制度は、大隈記念奨学金・小野梓記念奨学金等の学内奨学金と、日本学生支援機構

奨学金・民間団体奨学金・地方公共団体奨学金等の学外奨学金に大別される。

　いずれの奨学金も、人物・学業成績が優秀でありながら、経済的理由により修学が困難な学生に

給付または貸与することによって、教育の機会均等を図るとともに、社会に貢献する人材の育成を

目的としている。

　これらの奨学金に出願するためには、学年始めの所定の日に、奨学金登録をしなければならない。

手続きの詳細は本研究科事務所で配布する『challenge（奨学金情報）』に掲載されているが、掲示

やホームページ等にも注意すること。登録の有効期間は１年間である。

　これ以外の奨学金の募集があった場合は、随時、掲示板、ホームページ等で周知する。

　なお、家計支持者の死亡・失職または災害等により、家庭の経済状況が急変した場合は、未登録

であっても奨学課に申し出ると、日本学生支援機構奨学金の緊急採用・災害採用等が適用される場

合がある。

　また、外国人留学生対象の奨学金の一覧は、留学センターのホームページに記載されている。奨

学金希望者は、本研究科の留学生奨学金用の掲示等で周知される奨学金に、募集のあるつど申し込

むこと。

２．ハラスメントの防止
　早稲田大学では、ハラスメント防止に真摯に取り組んでいる。39ページの「ハラスメントの防止」

を参照のこと。

Ⅸ　学 生 生 活
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１．教 室 等（93号館３階・４階）
　本庄キャンパスでの授業は、93号館（早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター）３階

および４階の教室を利用して行われる。多くの教室には、情報通信環境整備の一環として、情報コ

ンセントが設置されている。

　授業外に教室を使用したい時は、本研究科事務所に申し出ること。

２．建物入館上の注意
⑴　93号館（早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター）

　　入館可能時間：８：00～20：00

　　※20：00以降に入館を希望する場合は、本研究科事務所に申し出ること。

⑵　94号館（インキュベーション･オン･キャンパス本庄早稲田）

　　入館可能時間：１年を通し、24時間利用可能

　カードキーシステムを採用しているため、入館には登録が必要である。

３．ロッカー
　94号館各研究室に設置されている。

４．コピー機
　94号館２階院生ラウンジにカード式コピー機を設置している。

５．掲 示 板
　93号館２階、事務所前に研究科専用掲示板が設置されている。授業・学生生活等に関する連絡は

原則としてこの掲示板により行う。

６．連絡バス
　早稲田・西早稲田キャンパス⇔本庄キャンパス間に、キャンパス連絡バスが運行されている。運

行期間・時間等の詳細は、本研究科ホームページに掲載する。

７．保健センター本庄分室（93号館１階）
　学生の皆さんが健康な状態で大学生活を送るとともに、在学中に生涯を通じて心身の健康を自己

管理できる能力を身につけられるよう援助している。

Ⅹ　本庄キャンパス案内
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＜業務内容＞

　①　応急処置・疾病者の休養

　②　健康相談

　③　健康教育

　④　保健統計、保健管理に関する調査研究

＜場　　所＞93号館１階

＜開室日時＞月曜～金曜　13：30～17：00

　　　（土日祝日は閉室、その他閉室の場合は掲示板でお知らせします）

＜連 絡 先＞0495－24－6244

８．キャンパス内分煙の徹底
　受動喫煙（他人のタバコの煙を吸わされること）の防止を謳った健康増進法の施行、文部科学省

通達の施行、および分煙化徹底についての本学理事会決定に基づき、本学では、分煙ルールを以下

のように定めている。

１． 「喫煙指定場所」を除き、公共の場所（教室・ゼミ室、実験室、会議室、ラウンジ、廊下・

階段・エレベータ、トイレ等）および屋外エリアを禁煙とする。

２．研究室においては、ゼミや学生指導を行う場合は教室とみなし、禁煙とする。

３．歩行喫煙は厳禁とする。

９．安全管理
　本庄キャンパスでは、多種多様な研究活動が展開されている。教育研究活動中の事故を未然に防

ぐため、学生諸君には、以下の点を遵守していただきたい。

　・ 実験における安全については、研究分野ごとに特殊な内容があるので、指導教員等の指示に従

い、作業の安全を確認して行うこと。

　・ 学内のルールはもちろん、関係する法律・条令を遵守し、自分のみならず、周囲の安全、広く

は地球規模の環境安全・保全を意識し行動すること。
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《緊急時の対応》

⑴　けが・重病

　大けが・重病の場合には、学内緊急電話（防災センター）に連絡すること。緊急の場合（動か

さないほうがよい・動かせない場合も含む）には、直接119番に通報してもかまわないが、救急

車誘導のため、学内緊急電話（防災センター）にも必ず連絡すること。怪我をした人・具合の悪

い人が動かせる場合には、保健センター（本庄分室）で処置を受け、必要あれば学外の医療機関

で治療を受ける。同センターが不在のときは学内緊急電話（防災センター）に連絡すること。

⑵　火　　災

　近くにある消火器で初期消火するとともに、場所･状況等を学内緊急電話（防災センター）に

至急連絡し、その指示を受けること。消火器で消火できない場合には、近くの人とともに避難す

ること。

学内緊急電話（防災センター）　90号館１階

　　内線 ２０００，外線 ０４９５－２７－６６０７

保健センター（本庄分室）　　　93号館１階

　　内線 ２９５１，外線 ０４９５－２４－６２４４

⑶　地　　震

　地震が静まるまで、机等の下で身の安全を確保する。その後は、Ｂ棟前の芝生などの安全な場

所に避難すること。大学は、大学本部・各キャンパスに対策本部を設け、情報の収集、学生・教

職員の安全確保をはかることにしてあるので、その指示に従うこと。学生用『大地震対応マニュ

アル（日・英版  折り畳み式パンフレット　WEB版・携帯サイト版有）』やCourse N@vi内に収

納されている『防災ｅ- learningプログラム』を参考にすると良い。
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早稲田大学大学院学則（抜粋）
第１章　総則

　（設置の目的）

第１条　本大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を研究、教授し、その深奥を究めて、文化の創造、

発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

　（教育研究上の目的の公表等）

第１条の２　本大学院は、研究科または専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を別表のと

おり定め、公表する。

　（博士課程）

第２条　本大学院に博士課程をおく。

２　博士課程の標準修業年限は、５年とする。 

３　博士課程のうち、前期２年、後期３年に区分することができ、この区分をするものを「区分制博士課程」といい、

この区分をしないものを「一貫制博士課程」という。

４　区分制博士課程における前期２年の課程は「修士課程」といい、この場合における後期３年の課程は「博士後期

課程」という。

５　修士課程の標準修業年限は、２年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専

攻または学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、２年を超えるものとすることができる。

６　前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であっ

て、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導

を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻または学生の履修上の区分に応じ、標準

修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。

　（課程の趣旨）

第３条　一貫制博士課程および博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、またはそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うものとす

る。

２　修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業

等に必要な高度の能力を養うものとする。

第２章　教育方法等

　（教育方法）

第６条　本大学院の教育は、授業科目および学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって

行うものとする。

　（履修方法等）

第７条　各研究科における授業科目、単位数および研究指導ならびにこれらの履修方法は別表のとおりとする。

２　学生の研究指導を担当する教員を指導教員という。

３　本大学院の講義、演習、実習などの授業科目の単位数の計算については、早稲田大学学則（1949年４月１日示達）

第12条および第13条の規定を準用する。

　（他研究科または学部の授業科目の履修）

第８条　当該学術院教授会または研究科運営委員会（以下「研究科運営委員会等」という。）において、教育研究上

有益と認めるときは、他の研究科の授業科目または学部の授業科目を履修させ、これを第13条、第13条の２または

第13条の３に規定する単位に充当することができる。
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　（入学前の既修得単位の認定）

第８条の２　当該研究科運営委員会等において教育研究上有益と認めるときは、本大学院に入学する前に本大学院ま

たは他大学の大学院（外国の大学の大学院および国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施

に伴う特別措置法 (昭和51年法律第72号 )第１条第２項に規定する国際連合大学 (以下「国際連合大学」という。)

を含む。）において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含み、早稲田大学学則第52条に規定する単

位として算入したものを除く。）を、第13条に規定する単位（次項において「修了要件単位」という。）に充当する

ことができる。

　（授業科目の委託）

第９条　当該研究科運営委員会等において教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院（外国の大学の大学院お

よび国際連合大学を含む。）とあらかじめ協議の上、その大学院の授業科目を履修させることができる。

２　前項の規定により履修させた単位は10単位を超えない範囲で、これを第13条に規定する単位に充当することがで

きる。

　（研究指導の委託）

第10条　当該研究科運営委員会等において、教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院または研究所（外国の

大学の大学院または研究所および国際連合大学を含む。）とあらかじめ協議の上、本大学院の学生にその大学院等

において研究指導を受けさせることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を

受ける期間は、１年を超えないものとする。

　（単位の認定）

第11条　授業科目を履修した者に対しては、試験その他の方法によって、その合格者に所定の単位を与える。

　（試験および成績評価）

第12条　授業科目に関する試験は、当該研究科運営委員会等の定める方法によって、毎学年末、またはその研究科運

営委員会等が適当と認める時期に行う。

２　授業科目の成績は、Ａ＋、Ａ、Ｂ、ＣおよびＦの五級に分かち、Ａ＋、Ａ、ＢおよびＣを合格とし、Ｆを不合格

とする。ただし、研究指導等の成績については、ＰおよびＱの二級に分かち、Ｐを合格とし、Ｑを不合格とするこ

とができる。

第３章　課程の修了および学位の授与

　（修士課程の修了要件）

第13条　修士課程の修了の要件は、大学院修士課程に２年以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業

科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および試験に合格すること

とする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者について当該研究科運営委員会等が認めた場合に限

り、大学院修士課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

２　前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の

審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

３　２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻または学生の履修上の区分にあっては第１項の前段に規定する在

学年数については、当該標準修業年限以上在学するものとする。

　（博士課程の修了要件）

第14条　博士課程の修了の要件は、博士課程に５年（修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、

当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し、各研究科の定めた所定の単位を修得し、所要の研究指導

を受けた上、博士論文の審査および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者について当該研究科運営委員会等が認めた場合に限り、博士課程に３年（修士課程に２年以上在学し、当

該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

２　第２条第６項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程を修了した者および第13条第１項た
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だし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士後期課程の修了の要件は、博士後期課程に修士

課程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し、各研究科の定めた所定の単位を修得し、所要の研究指導を

受けた上、博士論文の審査および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者について当該研究科運営委員会等が認めた場合に限り、博士課程に３年（修士課程における在学期間を含

む。）以上在学すれば足りるものとする。

３　前２項の規定にかかわらず、第29条第２号、第３号、第４条および第５条の規定により、博士後期課程への入学

資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士

課程の修了の要件は、博士課程に３年以上在学し、各研究科の定めた所定の博士論文提出資格要件を満たし、所要

の研究指導を受けた上、博士論文の審査および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた

研究業績を上げた者について当該研究科運営委員会等が認めた場合に限り、博士課程に１年以上在学すれば足りる

ものとする。

４　専門職学位課程を修了した者の博士課程の修了要件は、博士課程に５年から当該専門職学位課程の標準修業年限

を差し引いた期間以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該研究科運営委員会等の行う博士論文の審査

および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、標準修

業年限を１年以上２年未満または２年とした専門職学位課程を修了した場合は、博士課程に３年から当該専門職学

位課程の標準修業年限を差し引いた期間以上在学すれば足りるものとする。

５　博士論文を提出しないで退学した者のうち、博士後期課程の場合は３年以上、一貫制博士課程の場合は５年以上

在学し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、退学した日から起算して３年以内に限り、当該研究科運営委員会等

の許可を得て、博士論文を提出し、試験を受けることができる。

　（博士学位の授与）

第15条　博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。

　（修士学位の授与）

第16条　修士課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

　（課程によらない者の博士学位の授与）

第17条　博士学位は、第15条の規定にかかわらず、博士論文を提出して、その審査および試験に合格し、かつ、専攻

学術に関し博士課程を修了した者と同様に広い学識を有することを確認された者に対しても授与することができる。

　（学位規則）

第18条　この学則に定めるもののほか、学位に付記する専攻分野名その他学位に関し必要な事項は、早稲田大学学位

規則（1976年教務達第２号）をもって別に定める。

第５章　学年、学期および休業日

　（学年および学期）

第25条　本大学院の学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終る。

２　学年は次の２期に分ける。

　　春学期　４月１日から９月20日まで

　　秋学期　９月21日から翌年３月31日まで

３　前項に定める各学期を前半および後半に分けることができるものとする。

　（休業日）

第26条　定期休業日は、次のとおりとする。

一　日曜日

二　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

三　本大学創立記念日（10月21日）

四　夏季休業　８月上旬から９月20日まで
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五　冬季休業　12月下旬から翌年１月５日まで

六　春季休業　２月中旬から３月31日まで

２　夏季、冬季、春季休業期間の変更または臨時の休業日については、その都度公示する。

３　休業日でも、特別の必要があるときは授業を行うことがある。

第６章　入学、休学、退学、転学、専攻の変更および懲戒

　（入学の時期）

第27条　入学時期は、毎学期の始めとする。

　（修士課程、専門職学位課程および一貫制博士課程の入学資格）

第28条　修士課程、専門職学位課程および一貫制博士課程は、次の各号の一に該当し、かつ、別に定める検定に合格

した者について、入学を許可する。

一　大学を卒業した者

二　学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者

三　外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者

四　文部科学大臣の指定した者

五 　大学に３年以上在学し、または外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において、所定

の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

六 　各研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22

歳に達した者

２　前項の規定にかかわらず、本大学において授与した博士学位を取り消された者は、一貫制博士課程への入学を許

可しない。

　（博士後期課程の入学資格）

第29条　博士後期課程は、次の各号の一に該当し、かつ、別に定める検定に合格した者について入学を許可する。

一　修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学位を得た者

二　外国において修士もしくは修士（専門職）の学位またはこれに相当する学位を得た者

三　国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を得た者

四　文部科学大臣の指定した者

五 　各研究科において、個別の入学資格審査により、修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

２　前項の規定にかかわらず、本大学において授与した博士学位を取り消された者は、入学を許可しない。

　（入学検定の手続）

第30条　本大学院に入学を志願する者は、大学が定める期日までに、大学に別表１に定める入学検定料を納付し、必

要書類を提出しなければならない。

　（入学手続）

第31条　入学または転入学を許可された者は、大学が指定する入学手続期間内に、大学に入学金ならびに最初の学期

に係る授業料、施設費、教育環境整備費、演習料および実験演習料を納め、所定の書類を提出しなければならない。

　（保証人）

第32条　保証人は、父兄または独立の生計を営む者で、確実に保証人としての責務を果し得る者でなければならない。

２　保証人として不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

３　保証人は、保証する学生の在学中、その一身に関する事項について一切の責任を負わなければならない。

４　保証人が死亡し、またはその他の理由でその責務を果たし得ない場合には、新たに保証人を選定して届け出なけ

ればならない。
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　（在学年数の制限）

第33条　本大学院における在学年数は、修士課程および専門職学位課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６

年、一貫制博士課程にあっては８年を超えることはできない。

２　前項の規定にかかわらず２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻または学生の履修上の区分における修士

課程および専門職学位課程の在学年数にあっては当該標準修業年限の２倍を超えることはできないものとする。

　（休学）

第34条　病気その他の理由で引き続き２か月以上出席することができない者は、休学願書にその理由を付し、保証人

連署で所属する研究科の研究科長に願い出なければならない。

２　休学は当該学年限りとする。ただし、特別の事情がある場合には、引続き休学を許可することがある。この場合、

休学の期間は通算し修士課程および専門職学位課程においては２年、博士後期課程および一貫制博士課程において

は３年を超えることはできない。

３　前項の規定にかかわらず２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻または学生の履修上の区分における修士

課程および専門職学位課程の通算年数にあっては当該標準修業年限を超えることはできない。

４　休学者は、学期の始めでなければ復学することができない。

５　休学期間は、在学年数に算入しない。

　（専攻および研究科の変更等）

第35条　専攻および研究科の変更または転入学に関する願い出があった場合には、当該研究科運営委員会等の議を経

てこれを許可することができる。

　（任意退学）

第36条　任意に退学しようとする者は、理由を付し、保証人と連署で願い出なければならない。

　（措置退学）

第37条の２　次の各号の一に該当する者については、退学の措置をとるものとする。

　一　第33条に定める在学年数を満了した者

　二　指導教員から博士後期課程において研究指導を終了する旨の報告が教授会に対してされた者

　三　各研究科が定める一の学年から次の学年に進むための要件を満たすべき期間を満了した者

　四　正当な理由がなく、各研究科が定める出席基準を満たさない者

　五　学業を怠り、各研究科が定める必要単位数を一定期間に満たさない者

　（懲戒）

第38条　学生が、本大学の規約に違反し、または学生の本分に反する行為があったときは懲戒処分に付することがある。

２　懲戒は、訓告、停学、退学の３種とする。

３　学生の懲戒手続に関する事項は、学生の懲戒手続に関する規程（2012年規約第12－22号の１）をもって別に定める。

　（懲戒退学）

第39条　本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者は、懲戒による退学処分に付する。

　（再入学）

第39条の２　第36条または第37条の２第４号及び第５号の規定により退学した者が再入学を志望したときは、別に定

める期間内に限り、選考の上これを許可することがある。ただし、退学した日の属する学期の翌学期の始めにおい

てこれを許可することはできない。

２　第39条の規定により退学した者が再入学を志望したときは、これを許可しない。ただし、退学後別に定める期間

を経過し、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込みがある場合には、選考の上これを許可することがある。

３　再入学を許可された者が退学または学費未納により抹籍となった場合、以後の再入学は認めない。ただし、特別

の事情がある場合はこの限りではない。

４　第1項から前項までの規定により再入学を許可した場合においては、既修の科目の全部または一部を再び履修さ

せることがある。
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　（教授会の議）

第39条の３　入学、退学、休学もしくは研究科の変更の許可または懲戒は、各教授会の議を経てこれを行う。懲戒に

よる退学とすべき事由がある者については、他の事由による退学を認めないものとする。

第７章　入学金・授業料・施設費・教育環境整備費・演習料および実験演習料等

　（授業料等の納入期日）

第41条の２　学生は、第31条の場合を除き、次の各号に掲げる学期に係る授業料、施設費、教育環境整備費、演習料

および実験演習料（以下「授業料等」という。）を当該各号に掲げる日までに大学に納めなければならない。

一　春学期　４月15日

二　秋学期　10月１日

　（授業料等の額）

第42条　入学金および授業料等の額は、別表２のとおりとする。

　（修業年限を超えて在学する者の授業料等）

第42条の２　前２条の規定にかかわらず、修業年限を超えて在学する者の授業料等の額および納入期日は、細則で定

める。

　（納入学費の取扱）
第43条　既に納入した授業料およびその他の学費は、事情のいかんにかかわらず返還しない。

　（中途退学者の学費）

第44条　学年の中途で退学した者でも、その期の学費を納入しなければならない。

　（抹籍）

第45条　学費の納入を怠った者は、抹籍することがある。

第８章　外国学生

　（外国学生の入学選考）

第46条　外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、またはこれに準ずる者は、第28条および第29

条の規定にかかわらず、特別の選考を経て入学を許可することができる。

２　前項の規定による選考方法は、研究科長会の議を経て、各研究科運営委員会等が定める。

　（外国学生の入学出願書類）

第47条　前条の規定により入学を志願する者は、必要な書類のほか、日本に在住して、学業に従事することが適法で

あることを証明するに足る、外国政府その他の官公署の証明書を提出しなければならない。

　（外国学生の特別科目）

第48条　第46条および第47条の規定により入学を許可された者については、学修の必要に応じて、一般に配置された

科目の一部に代え、またはこれに加えて特別の科目を履修させることができる。

２　前項の規定による特別の科目は、当該研究科運営委員会等が定める。

（外国で修学した日本人の取扱）

第49条　日本人であって、第28条第３号および第29条第２号に該当する者は、本章の規定によって取扱うことができ

る。

　（外国人特別研修生）

第50条　第46条から第48条までの外国学生の規定にかかわらず、外国人であって本大学院において特定課題について

の研究指導を受けようとする者があるときは、支障がない限り、外国人特別研修生として入学させることができる。

２　外国人特別研修生の入学手続・学費等については、別に規程をもって定める。
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第９章　科目等履修生

　（科目等履修生）

第51条　第27条から第29条までの規定によらないで、本大学院において授業科目を履修しようとする者または特定課

題についての研究指導を受けようとする者があるときは、科目等履修生として入学させることができる。

　（科目等履修生の種類）

第52条　官公庁、外国政府、学校、研究機関、民間団体等の委託に基づく者を委託履修生という。

２　科目等履修生のうち、特定の目的を果たすために、大学院等の科目群から構成されるプログラムを履修しようと

する者を特定プログラム履修生という。

３　前２項に定める履修生以外の者を一般科目等履修生という。

　（科目等履修生の選考）

第53条　科目等履修生として入学を志願する者については、正規の学生の修学を妨げない限り、選考の上入学を許可

する。

　（科目等履修生の履修証明書）

第54条　科目等履修生が履修した科目について試験を受け、合格したときは、単位を授与し、本人の請求によって証

明書を交付する。

　（科目等履修生の学費、入学手続等）

第55条　科目等履修生は、別表３に従い、入学金、聴講料および研究指導料を納めなければならない。

２　科目等履修生の入学手続、学籍等の取扱いについては、別に規程をもって定める。

　（正規学生の規定準用）

第56条　科目等履修生については、第３章ならびに第33条および第34条を除き、正規の学生に関する規定を準用する。

第10章　研究生

　（研究生）

第57条　本大学院博士後期課程に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ようとする者があるときは、研究生として入学させることができる。

　（研究生の選考）

第58条　研究生として研究指導を受けようとする者については、正規の学生の修学を妨げない限り、選考の上入学を

許可する。

　（研究生の入学手続、学費および在学期間等）

第59条　研究生の入学手続、学費および在学期間等については別に規程をもって定める。

　（正規学生の規定準用）

第60条　研究生については、本章の規定および別に定める規程によるほか、正規の学生に関する規定を準用する。

第11章　交流学生

　（交流学生の受託）

第61条　他大学の大学院の学生で、協定に基づき本大学院の授業科目を履修しようとする者または特定課題について

の研究指導を受けようとする者を、交流学生として受け入れることができる。

　（交流学生の受入手続、学費等）

第62条　交流学生の受入手続および学費等については、当該大学との協定による。
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早稲田大学学位規則（抜粋）
第１条　この規則は、早稲田大学学則（1949年４月１日示達。以下「大学学則」という。）および早稲田大学大学院

学則（1976年教務達第１号。以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、早稲田大学が授与する学位につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。

　（学位）

第２条　本大学において授与する学位は、学士、博士、修士および専門職学位とする。

３　博士の学位は次のとおりとする（その他の研究科については省略）。

　　　　　研究科　　　　　　　　　　専攻　　　　　　　　学位

　環境・エネルギー研究科　　環境・エネルギー専攻　　博士（工学）

４ 大学は、前項に定める学位のほか博士（学術）の学位を授与することができる。

５ 修士の学位は次のとおりとする（その他の研究科については省略）。

　　　　　研究科　　　　　　　　　　専攻　　　　　　　　学位

　環境・エネルギー研究科　　環境・エネルギー専攻　　修士（工学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修士（学術）

　（博士学位授与の要件）

第４条　博士の学位は、大学院学則第14条により博士課程を修了した者に授与する。

２　前項の規定にかかわらず、博士の学位は本大学院の博士課程を経ない者であっても、大学院学則第17条により授

与することができる。

　（修士学位授与の要件）

第６条　修士の学位は、大学院学則第13条により修士課程を修了した者に授与する。

　（課程による者の学位論文の受理）

第７条　本大学院の課程による者の学位論文は、修士課程および専門職学位課程については２部を、博士後期課程に

ついては３部を作成し、それぞれに論文概要書を添えて研究科長に提出するものとする。ただし、研究科長は、審

査に必要な部数の追加を求めることができる。

２　研究科長は、前項の学位論文を受理したときは、学位を授与できる者か否かについて研究科運営委員会の審査に

付さなければならない。

　（課程によらない者の学位の申請）

第８条　第４条第２項の規定により学位の授与を申請する者は、学位申請書（別表１）に博士論文３部、論文書概要

書および履歴書を添え、その申請する学位の専攻分野を指定して、総長に提出しなければならない。

　（課程によらない者の学位論文の受理）

第９条　前条の規定による博士論文の提出があったときは、総長は、その論文を審査すべき研究科運営委員会の議を

経て、受理するか否かを決定し、受理することに決定した学位論文について審査を付託するものとする。

２　研究科長は、受理の可否および審査のため必要と認めるときは、前条に規定する論文の部数のほか、必要な部数

を追加して提出させることができる。

　（学位論文）

第10条　博士、修士および専門職学位の学位論文は１篇に限る。ただし、参考として、他の論文を添付することがで

きる。

２　前項により、一旦受理した学位論文等は返還しない。

３　審査のため必要があるときには、学位論文の副本、訳文、模型または標本等の資料を提出させることがある。

　（公開発表）

第10条の２　研究科長は、博士論文を提出する者または提出した者に、当該博士論文の公開発表の機会を設ける。
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２　公開発表の方法、時期その他の必要事項は、研究科運営委員会において定める。

　（審査料）

第11条　第９条の規定により、学位論文を受理したときは、学位の申請者にその旨を通知し、別に定める審査料を納

付させなければならない。ただし、一旦納付した審査料は返還しない。

　（審査員）

第12条　研究科運営委員会は、第７条第２項の規定により、学位論文が審査に付されたとき、または第８条および第

９条の規定により、学位の審査を付託されたときは、当該研究科の教員のうちから、３人以上の審査員を選任し、

学位論文の審査および試験または学識の確認を委託しなければならない。

２　研究科運営委員会は必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず本大学の教員または教員であった者を、学位

論文の審査および試験または学識の確認の審査員に委嘱することができる。

３　研究科運営委員会は必要と認めたときは、第１項の規定にかかわらず他の大学院または研究所等の教員等に学位

論文の審査員を委嘱することができる。

４　研究科運営委員会は、第１項の審査員のうち１人を主任審査員として指名しなければならない。ただし、研究科

運営委員会が必要と認めたときは、第２項の審査員のうち、本大学の専任教員である者または協定等に基づいて嘱

任した客員教員を主任審査員として指名することができる。

　（審査期間）

第13条　修士学位および専門職学位の授与にかかわる論文の審査および試験は、論文提出後３か月以内に、また博士

学位の授与にかかわる論文の審査、試験および学識の確認は、論文の提出または学位の授与の申請を受理した後、

１年以内に終了しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、研究科運営委員会の議を経てその期間を

延長することができる。

　（面接試験）

第14条　第８条の規定により学位の授与を申請した者については、博士論文の審査のほか、面接試験を行う。この試

験の方法は研究科運営委員会において定める。

２　前項の規定にかかわらず、研究科運営委員会が特別の理由があると認めたときは、面接試験を行わないことがで

きる。

　（試験）

第15条　大学院学則第14条による試験の方法は、研究科運営委員会において定める。

　（学識確認の方法）

第16条　大学院学則第17条による学識の確認は、博士論文に関連ある専攻分野の科目および外国語についての試問の

方法によって行うものとする。

２　前項の規定にかかわらず研究科運営委員会が特別の理由があると認めた場合は、学識の確認のための試問の一部

または全部を免除することができる。

　（審査結果の報告）

第17条　博士の学位に関する審査が終了したときは、審査員は速やかに審査の結果および評価に関する意見を記載し

た審査報告書を研究科運営委員会に提出しなければならない。

　（学位論文の判定）

第18条　前条の審査の報告に基づき、研究科運営委員会は無記名投票により、合格、不合格を決定する。ただし、特

別の場合には、他の方法によることができるものとし、その方法については、研究科長会の承認を得なければなら

ない。

２　前項の判定を行う研究科運営委員会には、当該研究科運営委員の３分の２以上の出席を要し、合格の判定につい

ては、出席した委員の３分の２以上の賛成がなければならない。この場合の定足数の算定に当たっては、外国出張

中の者、休職中の者、病気その他の事由により、引き続き２か月以上欠勤中の者、および所属長の許可を得て出張
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中の者は、当該研究科運営委員の数に算入しない。

３　前項の規定にかかわらず、研究科運営委員会が必要と認めたときは、当該研究科運営委員以外の第12条に規定す

る審査員を学位論文判定の審議に加えることができるものとする。

４　研究科運営委員会が第１項の合否を決定したときは、研究科長はこれを総長に報告しなければならない。

　（学位の授与）

第19条　総長は、前条第３項の規定による報告に基づいて学位を授与し、学位記を交付する。

２　学位を授与できない者には、その旨を通知する。

　（論文審査要旨の公表）

第20条　博士の学位を授与したときは、その論文の審査要旨は、インターネットの利用によってこれを公表する。

　（学位論文の公表）

第21条　博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士論文の全文を、公

表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に、公表されているときは、この限りではない。

２　前項の規定にかかわらず博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、研究科運営委員会の

承認を受けて、当該博士論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合におい

て、大学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

３　前２項に規定する博士の学位を授与された者が行う公表は、インターネットの利用によって行うものとし、第１

項の規定により、公表する場合は、当該論文に「早稲田大学審査学位論文（博士）」と、また前項の規定により公

表する場合は、当該論文の要旨に、「早稲田大学審査学位論文（博士）の要旨」と明記しなければならない。

　（学位の名称）

第22条　本大学の授与する学位には、早稲田大学と付記するものとする。

　（学位授与の取消）

第23条　本大学において博士、修士または専門職学位を授与された者につき、不正の方法により学位の授与を受けた

事実が判明したときは、総長は、当該研究科運営委員会および研究科長会の議を経て、既に授与した学位を取り消

し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

２　研究科運営委員会において前項の議決を行う場合は、第18条第２項の規定を準用する。

３　第１項において博士学位を取り消された者は、再び学位の授与を申請することはできない。

　（学位記）

第24条　学位記の様式は別表２のとおりとする。

関連規約は、MyWasedaでも参照可能です。

>>■MyWaseda　　（グローバルメニュー「法人運営」画面左「規約」をクリック）
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　本学では、「早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイドライン」を制定し、相談を受け付け、その解決に
取り組むだけでなく、パンフレットやWebサイト等での広報や、研修等を通して、啓発・防止活動を実施しています。

Ｑ．ハラスメントって何ですか？
　Ａ．ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは広く
人格に関わる事項等に関する言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうことをい
います。大学におけるハラスメントとしては、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、勉学・教育・研究
に関連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラ
スメントなどがあります。

Ｑ．ハラスメントって何で問題なのですか？
　Ａ．ハラスメントをされた側にとっては、安心して学習・研究・労働する環境が阻害され、悪影響が生じ、学習・
研究・労働する権利の侵害、つまり、人権侵害になるからです。ごく気軽な気持ちでの行為や言動が、相手にとっ
ては耐えられない苦痛となっていることもあります。結果として、日常生活に支障をきたすことも少なくありませ
ん。

Ｑ．学生が加害者になることもありますか？
　Ａ．はい、ありえます。例えば、サークルのコンパで性的な言動を繰り返したり、飲酒を強要したり、交際をし
つこく迫った結果、相手が不快感を持った場合には、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントになり
えます。

Ｑ．「ハラスメントかな」と思ったら？
　Ａ．あなた自身が被害に遭った時、友人からの相談を受けた時、また大学の取り組みについて質問や意見がある
時には、気軽に相談窓口に連絡して下さい。専門のスタッフが対応します。相談の流れなど、詳しい内容につきま
しては、下記Webサイトも参照して下さい。

■相談窓口　ハラスメント防止室

　初回相談は、電話・メール・FAX・手紙、どの方法でもOK。来室前なら匿名でも結構です。
あなたのプライバシーと意向を最大限尊重します。来室希望の場合は、事前に電話またはメー
ルで予約を入れて下さい。

　【TEL】０３－５２８６－９８２４　＊留守番機能付き

　【FAX】０３－５２８６－９８２５

　【E-mail】stop@list.waseda.jp

　【URL】http://www.waseda.jp/stop/

　【開室時間】月～金　９ :30～17:00　＊面談中などは留守電になることがあります。

　【所 在 地】〒169-8050東京都新宿区戸塚町１－104
　　　　　　　 28号館１F（相談室）

ハラスメントの防止



40

助手室

93号館（早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター）案内図

キャンパスマップ

南口

上越新幹線

←高崎

東京→

北口

V棟
A棟

B棟

93 早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター
 環境総合研究センター
 環境・エネルギー研究科
 本庄プロジェクト推進室

94 インキュベーション・オン・
 キャンパス本庄早稲田

94-2  環境情報実験棟

90-3  本庄共通教室

90-4  本庄倉庫

90-6  本庄研究棟

91  本庄保存書庫

90  セミナーハウス

95  本庄高等学院

早稲田・西早稲田～本庄連絡バス  バス停

本庄早稲田駅
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