
明治15年 英学科

16年 予科

17年

18年 高等科 兼修英学科 専修英学科

19年 <廃止> ＜廃止＞
英学兼修科 英語本科

20年 高等科

21年 <廃止> 兼修英学科

英語政治科 邦語政治科 英語兼修科 英語普通科 予科
22年

23年

24年 兼修英語科 専修英語科 ＜廃止＞

25年

26年 研究科

東京専門学校時代の学部・科呼称変遷図東京専門学校時代の学部・科呼称変遷図東京専門学校時代の学部・科呼称変遷図東京専門学校時代の学部・科呼称変遷図（明治35-38年）

政治経済学科

政治学科

政学部

英語第二法律
科（行政科）

政治科

政　　　　学　　　　部

英語第一法律
科（司法科）

法学部

法　　　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　　　　　　　　　部

英語法律科 邦語行政科

邦語第二法律
科（行政科）

法律科（司法科＝第一法律科） 行政科（第二法律科）

邦語第一法律
科（司法科）

<廃止> <廃止>

文　　　　　　　　　学　　　　　　　　　部

文学科

邦語法律科 英語行政科

英　　　学　　　部

理学科

土木工学科

<廃止>

文学科

法律学科

27年

28年

29年 選科

30年 英語学部

31年 ＜廃止＞

32年
＜廃止＞ 哲学及 国語漢文及 史学及 ＜廃止＞ 高等予科

33年 英文学科 英文学科 英文学科
＜廃止＞

34年
高等予科

明治35年 大学部
政治経済科 文学科

36年

37年 <廃止>

38年
＜廃止＞ ＜廃止＞

法律科 行政科

史学科

専　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部



明治35年 研究科 高等予科
政治経済学科

36年

37年
商科

38年 哲学科 英文学科
　

39年

40年
英語科 国語漢文科 歴史地理科

41年

英文学科第一部 英文学科第二部 和漢文学 史学科
42年

機械学科 電気学科
43年 採鉱学科 建築学科

44年 独法科 英法科

45年 　　　（甲）（乙） 　
機械工学科 電気工学科

大正2年 <廃止> <廃止> <廃止>
英文学科第一部 英文学科第二部

3年

4年 英文学科 <廃止>

大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

文　　　　　　　　　学　　　　　　　　　科

理　　　　　　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　　　　　　科

史学及社会学科

「大学」自称期の大学部・高等予科呼称変遷図「大学」自称期の大学部・高等予科呼称変遷図「大学」自称期の大学部・高等予科呼称変遷図「大学」自称期の大学部・高等予科呼称変遷図（明治35-大正14年）

法学科 文　　　　　学　　　　　科

<在籍者皆無のまま廃止>

師　　　　　　　　　範　　　　　　　　　科

4年 英文学科 <廃止>

5年

6年
採鉱冶金学科 応用化学科

7年

8年 哲学専攻科 文学専攻科 史学専攻科
（東洋哲学専攻 （国文学専攻 （国史専攻
西洋哲学専攻 支那文学専攻 東洋史専攻
社会哲学専攻） 英文学専攻 西洋史専攻）

仏蘭文学専攻
独逸文学専攻
露西亜文学専攻）

大正9年 <廃止> <廃止> 史学専攻科 <廃止>

10年

11年 <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止><廃止> <大学部は14年廃止>

（法学科）



明治35年 研究科
政治経済学科 法律科 行政科 国語漢文科 歴史地理科 法制経済及英語科 （法制経済専修科）

36年 <廃止>
国語漢文科 歴史地理科 英語科 法制経済科

37年

38年

39年 予科
師範科 特別予備科

40年 <廃止> 　
<廃止> 普通科

41年 研究科

42年 <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止> <廃止>

43年 高等師範部第二部 <廃止>
数学科　理化学科

44年

45年

大正2年 国語漢文科 英語科

3年

4年 　　<廃止>

清　　　国　　　留　　　学　　　生　　　部

早　　　稲　　　田　　　工　　　手　　　学　　　校
機械科　電工科　採鉱冶金科　建築科　土木科

大　　学　　部　　師　　範　　科

<在籍者皆無のまま廃止>

英語科　国語漢文科　歴史地理科

予科　国語漢文及歴史科　英語及歴史科

　　<廃止>

「大学」自称期の附属学校呼称変遷図「大学」自称期の附属学校呼称変遷図「大学」自称期の附属学校呼称変遷図「大学」自称期の附属学校呼称変遷図（明治35-大正14年）

専　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

高　　　　　　等　　　　　　師　　　　　　範　　　　　　部

高　　等　　師　　範　　部　　第　　一　　部

4年 　　<廃止>

5年

6年

7年

8年  <廃止>　 <廃止>

大正9年 商科  <廃止>

10年

11年
高等科

12年

13年 予科

14年

　早　稲　田　専　門　学　校　　　

　　<廃止>

高　　等　　師　　範　　部

政治経済科　　　法律科　　　商科

専　門　部　高　等　師　範　科

高　　　等　　　師　　　範　　　部　



大学院 法学部 商学部

1920/大正9 政治学科 経済学科 哲学科 文学科　 史学科 機械工学科 電気工学科 採鉱冶金学科 建築学科 応用化学科

1938/昭和13 応用金属学科

1942/昭和17 電気通信学科

1943/昭和18 石油工学科 土木工学科 工業経営学科

1945/昭和20 燃料化学科

1946/昭和21 新聞学科

1949/昭和24 < >

1960/昭和35 < >

1920/大正9

西洋哲学 東洋哲学 社会哲学 国文学 支那文学 英文学 仏蘭西文学 独逸文学 露西亜文学

旧制文学部専攻呼称変遷図旧制文学部専攻呼称変遷図旧制文学部専攻呼称変遷図旧制文学部専攻呼称変遷図

文学科哲学科 史学科

旧制学部学科呼称変遷図旧制学部学科呼称変遷図旧制学部学科呼称変遷図旧制学部学科呼称変遷図

政治経済学部 文学部 理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

募　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止

廃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止

（学科内専攻は下段参照）

1932/昭和7 <廃止> 支那哲学 印度哲学 心理学 <廃止> 社会学 倫理学 <廃止> 国史 東洋史 西洋史

1937/昭和12 <廃止>

1938/昭和13 芸術学

1939/昭和14 哲学 支那学 <廃止>

1941/昭和16 西洋哲学 東洋哲学 <廃止> 教育学

1944/昭和19 < >

1946/昭和21 < > <廃止>
<新入生は
文学科へ>

<復活> <復活> <復活>
新入生は
仏文学

新入生は
独文学

露文学 芸術学 人文地理学

1949/昭和24 < > < >       募　　　　　集　　　　　停　　　　　止

<　新　入　生　専　攻　復　活　>

募　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止

新　　　　　　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　　　　　生　　　　　　　　　　　　　　　　　専　　　　　　　　　　　　　　　　　攻　　　　　　　　　　　　　　　　　廃　　　　　　　　　　　　　　　　　止

新　　　入　　　生　　　専　　　攻　　　復　　　活



1920/大正9 研究科
文科 理科 　　（前年度 政治経済科 法律科 商科 高等師範科

　　より続く）
1921/大正10 <廃止>

文科 理科 文科 国語漢文科 英語科

1922/大正11
文科 理科 文科

1924/大正13 予科
政治経済科 法律科 商科

1932/昭和7 <廃止>

1939/昭和14 工科
（工科内諸科
は下段参照）

1942/昭和17 国民体錬科
　　　

1943/昭和18 <募集停止>

1944/昭和19 経営科 経営科

1946/昭和21 商科 <再開> 体育科 社会教育科 商科

1948/昭和23 <募集停止>

1949/昭和24 < > < > <募集停止>

第一早稲田高等学院

早稲田高等学院

高　　　　　等　　　　　師　　　　　範　　　　　部

<　　募集停止　　>　

早稲田高等学院第二部

第二早稲田高等学院

早　稲　田　専　門　学　校

<　　募　集　停　止　　>廃　　　　　　　　　　　　　　　止

旧制大学期の附属学校呼称変遷図（高等学院・専門部・高等師範部・専門学校）旧制大学期の附属学校呼称変遷図（高等学院・専門部・高等師範部・専門学校）旧制大学期の附属学校呼称変遷図（高等学院・専門部・高等師範部・専門学校）旧制大学期の附属学校呼称変遷図（高等学院・専門部・高等師範部・専門学校）

専　　　　　門　　　　　部

（前年度より続く）

募　　　　　集　　　　　停　　　　　止

早稲田高等学院第一部

1951/昭和26 < >

1939/昭和14
機械工学科 電気工学科 建築学科 土木工学科

1944/昭和19 機械科 電気科 建築科 土木科 航空機科 電気通信科 鉱山地質科

1945/昭和20 運輸機械科 生産技術科

1949/昭和24 < >

専　　門　　部　　工　　科

募　　　　　　　　　　集　　　　　　　　　　停　　　　　　　　　　止

専門部工科諸科呼称変遷図専門部工科諸科呼称変遷図専門部工科諸科呼称変遷図専門部工科諸科呼称変遷図

廃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止



1920/大正9
機械科 電工科 採鉱冶金科 建築科 土木科

1922/大正11 高等科

1928/昭和3 <廃止>
機械 電気 建築学科 土木
工学科 工学科 工学科

1931/昭和6 鉱山及金属科

1932/昭和7 予科

1936/昭和11 電気科

1940/昭和15 応用化学科 <募集停止>

1941/昭和16 採鉱冶金科 <廃止>

1944/昭和19 機械科 電気科 建築科 土木科 化学工業科 航空機科 電気通信科 土木工業科

1945/昭和20 <廃止> 工芸美術研究所
附属技術員養成所

1946/昭和21 < > 機械科 電気科 採鉱冶金科 建築科 土木科

1947/昭和22 併設中学校

1948/昭和23 < > <募集停止>

1949/昭和24 < >募　　集　　停　　止 <　　募　集　停　止　　>

旧制大学期の附属学校呼称変遷図（工業工芸系諸学校）旧制大学期の附属学校呼称変遷図（工業工芸系諸学校）旧制大学期の附属学校呼称変遷図（工業工芸系諸学校）旧制大学期の附属学校呼称変遷図（工業工芸系諸学校）

早稲田工手学校（前年度より続く）

早　　　　　稲　　　　　田　　　　　高　　　　　等　　　　　工　　　　　学　　　　　校

募　　　　集　　　　停　　　　止
早　　　　稲　　　　田　　　　工　　　　業　　　　学　　　　校

廃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止

1949/昭和24 < >

1950/昭和25 <廃止>

1951/昭和26 < >

募　　集　　停　　止

廃　　　　　　　　　止

<　　募　集　停　止　　>

<　　廃　　　　　止　　>



1951/昭和26 政治経済学科
政治学 経済学 民事法学 公法学 基礎法学 商学 経営学

1953/昭和28 <廃止>

1968/昭和43 <募集停止> 理論経済学 応用
・経済史 経済学

1975/昭和50 <廃止>

1990/平成2
学校教育 国語教育 英語教育 社会科教育

1995/平成７ 教育基礎学 教科教育学

1998/平成10 数学教育

2007/平成19 ビジネス

教　育　学　研　究　科

新制大学院専攻・専攻科呼称変遷図

経済研究科 法学研究科 商学研究科

1951/昭和26
西洋哲学 東洋哲学 心理学 社会学 教育学 日本文学 英文学 仏蘭西文学 独逸文学 露西亜文学 芸術学

1952/昭和27 史学

1970/昭和45 哲学

1973/昭和48
中国文学

1976/昭和51 　フランス ドイツ文学 ロシヤ文学
　文学

1990/平成2 　日本語
　日本文化

2004/平成16 ロシア文学
　中国語・
　中国文学

2007/平成19 <　 > 人文科学

文　学　研　究　科

募　　　　　　　　　　　　　　　　集　　　　　　　　　　　　　　　　停　　　　　　　　　　　　　　　　止



1951/昭和26
機械工学 電気工学 建設工学 　鉱山及 応用化学

　金属工学
1954/昭和29 　応用

　物理学

1961/昭和36
数学

1972/昭和47 　資源及
　金属工学

1973/昭和48 物理学及
応用物理学

1988/昭和63 　資源及
　材料工学

1990/平成2 化学

1995/平成7 数理科学 電子・情報 情報科学
通信学

2001/平成13 環境資源及 生命
材料理工学 理工学

2003/平成15 <募集停止> <募集停止> <募集停止> 電気・情報 情報・ 経営システム 建築学 ナノ理工学

工　　　学　　　研　　　究　　　科

理　　　　工　　　　学　　　　研　　　　究　　　　科

2003/平成15 <募集停止> <募集停止> <募集停止> 電気・情報 情報・ 経営システム 建築学 ナノ理工学
生命 ネットワーク 工学

2005/平成17
環境・
エネルギー

2007/平成19 <募集停止> <廃止> <廃止> < >募　　　　　　　　集　　　　　　　　停　　　　　　　　止<　　　　　　　　　募　　　　　集　　　　　停　　　　　止　　　　　　　　　>



1991/平成3
生命科学 健康科学

1994/平成6
　地球 　政策
　社会論 　科学論

1998/平成10
　国際 国際経営学
　関係学 （修士課程） 国際情報通信

2000/平成12 研究科
国際情報　 日本語教育
通信学 研究科

2001/平成13 日本語教育学
情報生産システム
研究科

2003/平成15 人間科学 <募集停止> 国際経営学 情報生産システム 公共
（専門職） 工学 経営学

法務 ファイナンス
2004/平成16 研究科 研究科

法務 ファイナンス

2005/平成17

スポーツ科学
2006/平成18 研究科 <募集停止> 公共経営

スポーツ科学

2007/平成19 <廃止>

1958/昭和33 専攻科

人間科学研究科

　<　募　集　停　止　>

社会科学研究科

アジア太平洋研究科

公共経営研究科

1958/昭和33
国語国文学 英語英文学

1990/平成2

1991/平成3

2005/平成17 会計研究科
会計 環境・エネルギー

研究科
2007/平成19 数学応用 情報 機械科学 建築学 　総合機械 経営システム 建築工学 地球・環境 物理学及 化学・ 応用　　　生命 電気・ 生命 ナノ 環境・エネルギー

数理 理工学 　工学 工学 資源理工学 応用物理学 生命化学 化学　　　医科学 情報生命 理工学 理工学

専攻科

<　募　集　停　止　>

<　　廃　　　止　　>

先　　進　　理　　工　　学　　研　　究　　科基幹理工学研究所 創造理工学研究科



1949/昭和24 第一法学部 第二法学部 第二文学部 第一商学部 第二商学部
政治学科 経済学科 新聞学科 自治行政学科 政治学科 経済学科 （学部内の専攻

哲学科 文学科 史学科 専修は後項参照）

1965/昭和40 <募集停止> <募集停止>

1966/昭和41 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅰ類　　Ⅱ類
（新入生より）

1970/昭和45
（類別廃止）

1971/昭和46

1973/昭和48 法学部 <廃止> 商学部 <廃止>

1984/昭和59 哲学科 文学科 史学科

2002/平成14

2004/平成16 国政政治

<　　廃　　　止　　> <　　廃　　　止　　>政　治　経　済　学　部
（類別廃止）

総　合　人　文　学　科

第　一　政　治　経　済　学　部

新制学部学科呼称変遷図新制学部学科呼称変遷図新制学部学科呼称変遷図新制学部学科呼称変遷図

第二政治経済学部 第　一　文　学　部
（学部内の専攻専修は後項参照）

<　募集停止　> <　募集停止　>
（　新　入　生　よ　り　）

2004/平成16 国政政治
経済学科

2007/平成19 <募集停止> 文科構想学部 文学部<募集停止>



1949/昭和24
　　機械 　　電気 　鉱山 　　建築 　　応用 　金属 　電気 　工業 　土木 　応用 　数学科 機械 電気 建築 土木
　　工学科 　　工学科 　学科 　　学科 　　化学科 　工学科 　通信学科 　経営学科 　工学科 　物理学科 工学科 工学科 学科 工学科

1961/昭和36 　資源
　工学科

1965/昭和40 物理学科

1968/昭和43

1972/昭和47 　電子
　通信学科

1973/昭和48 化学科

1987/昭和62 　材料
　工学科

1991/平成3 情報学科

1996/平成8 電気電子 経営システム
情報工学科 工学科

1997/平成9 電気・情報
通信学科

1998/平成10 環境資源 物質開発 　数理
工学科 工学科 　科学科

第二理工学部

<　　　募　集　停　止　　　>

<　　　廃　　　　　　止　　　>

第　　一　　理　　工　　学　　部

理　　　　工　　　　学　　　　部

2003/平成15 <募集停止> <募集停止> 社会環境 <募集停止> 電気・情報 コンピュータ・
工学科 生命工学科 ネットワーク

工学科

2007/平成19 <募集停止>

2007平成19
　　数学科 　応用 情報 機械科学・ 電子光 表現 　建築学科 総合機械 経営システム 社会 環境 　物理学科 　応用 化学・ 応用 生命

　数理学科 理工学科 航空学科 システム学科 工学科 工学科 工学科 環境工学科 資源工学科 　物理学科 生命化学科 化学科 医科学科

　

電気・情報生命
工学科

基　　幹　　理　　工　　学　　部 創　　造　　理　　工　　学　　部 先　　進　　理　　工　　学　　部

<　　　　　　　　　　　募　　　　　集　　　　　停　　　　　止　　　　　　　　　　　><　　　　募　　　集　　　停　　　止　　　　> <　募　集　停　止　>



1949/昭和24
教育学科 国語国文 英語英文 社会科
（学科内の 学科 学科 （学科内の
課程専修は 課程専修は
後項参照） 後項参照）

1964/昭和39 理学科
（学科内の
課程専修は
後項参照）

1966/昭和41 社会科学部
社会科学科

1987/昭和62
人間基礎 人間健康 スポーツ
科学科 科学科 科学科

2003/平成15 人間環境 健康福祉 人間情報
科学科 科学科 科学科 スポーツ スポーツ

医科学科 文化学科

教　　　　　育　　　　　学　　　　　部

※通信教育課程も同名の三学科

スポーツ科学部

人　間　科　学　部

<　　　募　　集　　停　　止　　　>

2004/平成16 国際教養学部
国際教養学科

2007/平成19 数学科 複合文化
学科

※通信教育課程も同名の三学科



1948/昭和23
機械科 電気科 金属工業科 建築科 土木科

1949/昭和24 付属早稲田
高等学院

１950/昭和25 高等学院

1951/昭和26 <募集停止>

1954/昭和29 <募集停止>

1963/昭和38 国際部
（各種学校）

1964/昭和39 <募集停止>
本科 専修科

1965/昭和40 （別科）

1968/昭和43 <　　　　　　　廃　　　　　　　　　　　　　止　　　　　　　>

産業技術専修学校

別科・高等学校・専修学校呼称変遷図別科・高等学校・専修学校呼称変遷図別科・高等学校・専修学校呼称変遷図別科・高等学校・専修学校呼称変遷図

付属早稲田工業高等学校

工　業　高　等　学　校

<募集停止>

1978/昭和53
産業技術

1979/昭和54 専門課程 産業経営
専門課程

1982/昭和57 本庄高等学院

1990/平成2 留学生課程 日本語
（国際部） 専修課程

1999/平成11 <募集停止>

2000/平成12 <廃止>

2001/平成13

2003/平成15 川口芸術学校
芸術専門課程

2004/平成16 <廃止>

2007/平成19

芸　　術　　学　　校

専　　門　　学　　校

（課程内各科は後項参照）



1949/昭和24
（専修） 西洋哲学 東洋哲学 心理学 社会学 教育学 国文学 英文学 仏文学 独文学 露文学 芸術学 国史 東洋史 西洋史

1951/昭和26 <廃止> 演劇 美術

< >

1966/昭和41 哲学 東洋哲学 心理学 社会学 教育学 人文 日本文学 中国文学 英文学 フランス文学 ドイツ文学 ロシア文学 演劇 文芸 日本史学 東洋史学 西洋史学 美術史学
（新入生より
専攻）

1984/昭和59
（専攻→専修） 考古学

1999/平成11 演劇映像

2002/平成14
中国語・ ロシア語・
中国文学 ロシア文化

2007/平成19 < >

1949/昭和24
（専修） 哲学 心理学 社会学 教育学 日本文学 外国文学 芸術学 史学

総　　合　　人　　文　　学　　科

第一文学部専攻専修呼称変遷図第一文学部専攻専修呼称変遷図第一文学部専攻専修呼称変遷図第一文学部専攻専修呼称変遷図

哲　　学　　科 史　　学　　科

１　　　　　９　　　　　７　　　　　４　　　　　・　　　　　昭和　　　　　４　　　　　９　　　　　年　　　　　学　　　　　科　　　　　制　　　　　専　　　　　修　　　　　廃　　　　　止

第　二　文　学　部

募　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止

文　学　科

第二文学部専攻専修呼称変遷図第二文学部専攻専修呼称変遷図第二文学部専攻専修呼称変遷図第二文学部専攻専修呼称変遷図

哲学科 文　学　科 史　学　科

（専修） 哲学 心理学 社会学 教育学 日本文学 外国文学 芸術学 史学

< >

1966/昭和40
（新入生より 東洋文化 西洋文化 社会 日本文学 英文学 美術 演劇
専攻）

1970/昭和45 文芸

1984/昭和59
（専攻→専修）

1996/平成8 < > 思想・宗教系 文学・言語系 歴史・民俗系 社会・人間系 表現・芸術系

2007/平成19 < >

専　　　　　　　　　　修　　　　　　　　　　改　　　　　　　　　　組

募　　　　　集　　　　　停　　　　　止

１　９　７　５　・　昭　和　５　０　年　専　修　廃　止



産業技術専修学校専門学校芸術学校本科呼称変遷図産業技術専修学校専門学校芸術学校本科呼称変遷図産業技術専修学校専門学校芸術学校本科呼称変遷図産業技術専修学校専門学校芸術学校本科呼称変遷図

1949/昭和24
（課程）

1952/昭和27 教育学 教育行政 社会教育 地理歴史 社会科学

1956/昭和31 <募集停止>

1962/昭和37 <廃止> 教育心理学
（課程→専修）

1964/昭和39 体育学
　 数学 生物学 地学 機械工作科 電気科 建築科 産業経営科

1978/昭和53
機械科 <募集停止> 建築設計科

1979/昭和54 専門学校
産業経営専門課程

会計科
1987/昭和62 <募集停止>

1994/平成6 <廃止>

1996/平成8 <廃止>

教育学部教育学科社会科理学科課程専修呼称変遷図教育学部教育学科社会科理学科課程専修呼称変遷図教育学部教育学科社会科理学科課程専修呼称変遷図教育学部教育学科社会科理学科課程専修呼称変遷図

教育学科 社会科

理学科

<　募　集　停　止　>

専門学校産業技術専門課程

産業技術専修学校・本科

1997/平成9 都市
デザイン科

1999/平成11 地球科学 <募集停止>

2000/平成12 空間映像科 <廃止>

2001/平成13

2004/平成16 生涯教育学

2007/平成19 <募集停止>

※ 本表の作成には、松本康正「旧制早稲田大学学科編成年譜」（『早稲田大学史記要』第一七巻、一九八五年）、藤井信幸「新
制早稲田大学学科編成年譜」（『早稲田大学史記要』第一九・二〇巻、一九八七・一九八八年）を参照した。

<　　廃　　　止　　>

芸術学校産業技術専門課程


