
３．他箇所・他機関の設置科目（オープン科目含む）の履修方法 

（１）全学オープン科目 

早稲田大学には、学部・学年を問わず全学生が履修できる科目が数多くあります。これらの科目を総称して「全学オープン科目」

と呼びます。全学オープン科目は、グローバルエデュケーションセンター（ＧＥＣ）、留学センターをはじめ、学部や研究科、協

定を結んでいる他大学などから幅広い分野にわたって提供されています。 

学生の皆さんは、所属学部独自のカリキュラムに加えて「全学オープン科目」を選択履修し、修得した単位を所属学部の規定に

したがって卒業単位に算入することができます。所属学部の授業と学部の垣根を越えた総合大学ならではのスケールで学ぶことの

できる全学オープン科目を上手に組み合わせて、自分の世界を広げ、学ぶことの楽しさを実感してください。 

全学オープン科目の提供箇所と履修方法について 

        項目 

科目提供箇所 
科目、講義内容、科目登録関連の参照先 授業・試験関連の参照先 

学部・研究科 

・科目提供箇所の Web ページ 
・シラバスシステム（Web） 
・「全学オープン科目履修ガイド」 

・科目提供箇所の Web ページ グローバルエデュケーション 
センター（ＧＥＣ） 

留学センター 

協定他大学 
（２年生以上対象・一部１年生も可） 

・グローバルエデュケーションセンターWeb ページ 
・他大学交流システム（*1） 

・科目を提供している大学の 
Web ページ（*2） 

※全学オープン科目の単位の取り扱いについては、所属学部が発行する「学部要項」および「科目登録の手引き」、マニュア

ル等で確認してください。 

*1...協定他大学提供科目を検索、登録するためのサイトです。アクセス方法は、GEC の Web ページで確認できます。 

*2...各大学 Web ページは、「全学オープン科目履修ガイド」および GEC の Web ページで確認できます。 

（２）学部・研究科以外の全学オープン科目提供箇所 

2.1 グローバルエデュケーションセンター（ＧＥＣ）（ＵＲＬ：https://www.waseda.jp/inst/gec/） 

ＧＥＣでは、全学部・全研究科の学生が、専門分野に限らず全く異なる分野も学習できる多種多様な科目を展開しています。 

すべての学問の基礎となる大学生の必須スキルとして、アカデミック・ライティング科目（「学術的文章の作成」ほか）、数

学科目（「数学基礎プラスα（金利編）」ほか）、データ科学科目（「統計リテラシーα」「データ科学入門α」ほか）、情報科目

（「プログラミング初級」ほか）、英語科目（「Tutorial English」「Academic Writing and Discussion in English」ほか）を

提供します。また、早稲田大学以外では学ぶ機会の少ない言語科目や、多数の特色あるスポーツ実習科目（「ラグビー」「弓道」

ほか）、日本語教育科目（「日本語教育学入門」ほか）等も提供しています。 

人間的力量と呼ばれる科目群には、国内・海外での実習や企業等と協同で実施するワークショップといった問題解決型・体

験型の実践的な学びを多く取り入れています。 

科目の提供に加えて、ＧＥＣでは「全学副専攻制度」を設けています。所属している学部で重点的に学ぶ「主専攻」のほか

に、その他の学問分野を「副専攻」として体系的に学び、主専攻の補強、第二の強みの獲得、主専攻の応用領域の獲得などを

目指します。全学副専攻の修了者には、卒業時に修了証明書が発行されます。 

2.2 留学センター（ＵＲＬ：https://www.waseda.jp/inst/cie/） 

留学センターは、海外からの留学生受入れや早大生の海外留学支援はもちろん、国際教育プログラムの実施拠点として、留

学プログラムと連動し留学先で履修できる科目、外国語学習・テーマ研究・異文化体験を中心とした短期留学科目のほか、海

外の学生とともに授業を本学で履修するサマーセッション科目、海外大学からの教員を招へいして実施する「International 

Japanese Studies」の科目など、独自の科目を学部生に提供しています。 

なお、短期留学については、「海外語学・文化研修プログラム」として、春季および夏季の両方が科目登録の対象となって

います。この制度により、長期留学が難しい方にも、短期で海外経験を積み、かつ単位を修得できる機会を提供しています。 

2.3 協定他大学（ＵＲＬ：https://www.waseda.jp/inst/gec/undergraduate/other_univ/） 

早稲田大学は協定を結んでいる他大学と互いに科目を提供しあっています。早稲田大学には設置されていない各大学特有の

科目も多くラインナップされており、登録の選択肢も広がります。他大学からの提供科目も所属学部の規定に従い卒業単位に

算入することが可能です。ただし、履修は 2 年生以上が対象（一部科目については、1年生も履修可能）です。 

（３）他学部提供科目 

全学オープン科目以外の科目でも、各学部では特定の科目のうち定員に余裕のある一部の科目を他学部生に提供しています。対

象科目は、科目設置学部の Web サイトで確認してください。 



教育学部における単位取り扱いについて 
 

他箇所・他機関設置科目（オープン科目含む）は原則として随意科目として取り扱います。「卒

業所定単位」に算入するには、科目申請時または登録決定した科目登録機会における決定科目

変更期間（３次登録）に科目区分を変更する必要があります。 

期間外の変更は一切できませんので、自身の履修状況を考慮の上、申請を行ってください。 

 

 

教育学部 

での 

単位取扱 

卒業所定単位に算入した場合の単位取扱い 

科目区分 
年間履修 

制限単位数 

卒業所定 

単位数※1 

他学部（オープン科目を含む） 随意科目 
他学部科目 

（一部、算入不可）※2 
含む 含む 

協定他大学 ※3 随意科目 他大学科目 含む 含む 

グローバル 

エデュケーショ

ン 

センター 

（GEC） 

保健体育科目 随意科目 
共通科目体育系 

（一部、算入不可）※4 
含む 含む 

英語科目 

外国語科目 
随意科目 

外国語ＡまたはＢ 

（一部、算入不可）※5 
含む 含む 

アカデミック・ライ

ティング科目 
随意科目 

自由選択科目 

または共通科目人文系 
含む 含む 

人文・社会科学科目 随意科目 

一部、自由選択科目 

または共通科目※6 
含む 含む 

自然科学科目 随意科目 

数学科目、データ科

学科目、情報科目 
随意科目 

人間的力量科目 随意科目 

インターンシップ 

国際教育科目 

日本語教育科目 

随意科目 
自由選択科目 

（一部、算入不可）※7 
含む 含む 

留学センター 随意科目 自由選択科目 含む 含む 

※1．入学年度や学科専攻専修によっては、算入上限単位数が定められている場合がありますのでご注意ください。 

※2．算入不可科目：設置学部で卒業所定単位に算入されない科目（例．政治経済学部「発展科目」） に該当する科目 

※3．年間履修制限単位数が決められています。GEC 発行の「全学オープン科目履修ガイド」を参照してください。 

※4．算入不可科目：提携講座「レスリング発祥の地（早稲田）で強くなろう 基礎／応用」(2017 年度まで) 

※5．対象科目は「グローバルエデュケーションセンター設置の外国語科目の単位取扱一覧」を参照してください。 

また、外国語Ａとして朝鮮語を選択した学生は、朝鮮語の申請方法を「科目登録の手引き」で確認してください。 

※6. 対象科目は「グローバルエデュケーションセンター設置科目で共通科目に区分変更可能な科目一覧」を参照してく

ださい。 

※7．算入不可科目 2012 年度～2016 年度：「日本語教育学入門」、2017 年度以降「日本語教育学入門 1」「日本語教育

学入門 2」 



グローバルエデュケーションセンター設置外国語科目の単位取扱一覧

科目名 算入した場合の単位の取扱 科目名 算入した場合の単位の取扱

Tutorial English (Basic) 英語「初級」 イタリア語（上級）　理解

Tutorial English (Intermediate) 英語「中級」 イタリア語（上級）　表現

Tutorial English (Upper Intermediate) イタリア語（中級）　理解

Tutorial English (Advanced) イタリア語（中級）　表現

Academic Writing and Discussion in English 英語「中級」 イタリア語（入門）　理解

Advanced Academic Writing and Discussion in English 英語「上級」 イタリア語（入門）　表現

Writing Tutorial English 算入不可（随意科目） イタリア語（入門）　＜アクティブ・ラーニングで学ぶイタリア語＞

イタリア語（入門）　＜英語で学ぶイタリア語＞

イタリア語（初級）　理解

イタリア語（初級）　表現

イタリア語（初級）　＜アクティブ・ラーニングで学ぶイタリア語＞

イタリア語（初級）　＜英語で学ぶイタリア語＞

イタリア語（準上級）　理解

Critical Reading and Writing（基礎） 英語「中級」 イタリア語（準上級）　表現

Critical Reading and Writing（応用） 英語「上級」 イタリア語（準中級）　理解

Writing Scientific Papers　１ 英語「初級」 イタリア語（準中級）　表現

Writing Scientific Papers　２ 英語「初級」 インドネシア語（中級）

ドイツ語総合基礎Ａ１-１ インドネシア語（入門）

ドイツ語総合基礎Ａ１-２ インドネシア語（初級）

ドイツ語総合基礎Ａ２-１ ドイツ語Ⅰレベル　※１ インドネシア語（準中級）

ドイツ語総合基礎Ａ２-２ ドイツ語Ⅰ～Ⅱレベル　※１ スワヒリ語（入門）

ドイツ語文法(入門） スワヒリ語（初級）

ドイツ語文法(初級） タイ語（中級）

ドイツ語コミュニケーション（基礎） タイ語（入門）

ドイツ語コミュニケーション（続基礎） タイ語（初級）

ドイツ語コミュニケーション（応用） タイ語（準中級）

ドイツ語コミュニケーション（上級） デンマーク語（中級）

フランス語総合基礎Ａ１-１ デンマーク語（入門）

フランス語総合基礎Ａ１-２ デンマーク語（初級）

フランス語総合基礎Ａ２-１ フランス語Ⅰレベル　※１ デンマーク語（準中級）

フランス語総合基礎Ａ２-２ フランス語Ⅰ～Ⅱレベル ※１ バスク語（中級）

フランス語総合上級 フランス語Ⅰ～Ⅳレベル ※１ バスク語（入門）

中国語実践会話（中国を知る） 中国語Ⅰ～Ⅳレベル　※１ バスク語（初級）

中国語ビジネス会話（上級） 中国語Ⅰ～Ⅳレベル　※１ バスク語（準中級）

中国語コミュニケーション 初中級 中国語Ⅰレベル　※１ フィリピノ語

中国語コミュニケーション 準中級 中国語Ⅰ～Ⅱレベル　※１ ベトナム語（中級）

中国語コミュニケーション 中級 中国語Ⅰ～Ⅲレベル　※１ ベトナム語（入門）

中国語コミュニケーション 中上級 中国語Ⅰ～Ⅳレベル　※１ ベトナム語（初級）

中国語コミュニケーション 準上級 ベトナム語（準中級）

中国語コミュニケーション 上級 ペルシア語（入門）

広東語（入門） ペルシア語（初級）

広東語（初級） ポルトガル語（ブラジル）（中級）

朝鮮語（入門） ポルトガル語（ブラジル）（入門）

朝鮮語（初級） ポルトガル語（ブラジル）（初級）

朝鮮語（準中級） ポルトガル語（ブラジル）（準中級）

朝鮮語（中級） ポルトガル語（ポルトガル）（中級）

朝鮮語（上級） ポルトガル語（ポルトガル）（入門）

現代韓国を理解する朝鮮語読解（中上級） ポルトガル語（ポルトガル）（初級）

現代韓国を理解する朝鮮語会話（中上級） ポルトガル語（ポルトガル）（準中級）

アイヌ語（中級） ポーランド語（中級）

アイヌ語（入門会話） ポーランド語（入門）

アイヌ語（初級会話） ポーランド語（初級）

アイヌ語（準中級） ポーランド語（準中級）

アイヌ語＜口承文芸＞（入門） マレー語（入門）

アイヌ語＜口承文芸＞（初級） マレー語（初級）

アイヌ語＜言語文化＞（入門） モンゴル語（中級）

アイヌ語＜言語文化＞（初級） モンゴル語（入門）

アイルランド語（入門） モンゴル語（初級）

アイルランド語（初級） モンゴル語（準中級）

アラビア語（ネイティブによるアラビア語） ルーマニア語（中級）

アラビア語（中級） ルーマニア語（入門）

アラビア語（入門） ルーマニア語（初級）

自由選択科目

中国語Ⅰ～Ⅳレベル　※１

算入不可（随意科目）

算入不可（随意科目）

算入不可（随意科目）

Listening, Reading & Writing through the Internet
(Culture & Business) （上級）

英語「上級」

算入不可（随意科目）※２

自由選択科目

自由選択科目

英語「上級」

英語「中級」

英語「初級」
Listening, Reading & Writing through the Internet
(Culture & Business) （初級）

Listening, Reading & Writing through the Internet
(Culture & Business) （中級）

下記科目は随意科目として取り扱います。ただし、科目申請時または登録決定した科目登録機会に

おける決定科目変更期間中に科目区分を変更することで、下表のとおり卒業所定単位に算入されます。



アラビア語（初級） ルーマニア語（準中級）

アラビア語（準中級）

◆ドイツ語・フランス語・中国語については、外国語Ａとして選択した外国語に該当する場合のみ、算入可能となります。

   （例）外国語Ａ「中国語」選択者：中国語のみ算入対象となります。ドイツ語やフランス語などは算入できず随意科目となります（その他外国語としても算入不可）。

※１　外国語Ａ（英語以外の外国語）のⅠレベル・Ⅱレベル・Ⅲレベル・Ⅳレベルとは、それぞれ下記の科目群に該当します。

　　　　・Ⅰレベル ＝ 演Ⅰ・ツールⅠ〔○○語演習Ⅰ１／○○語演習Ⅰ２／ツールとしての○○語Ⅰ〕の科目群

　　　　・Ⅱレベル ＝ 演Ⅱ・ツールⅡ〔○○語演習Ⅱ１／○○語演習Ⅱ２／ツールとしての○○語Ⅱ〕の科目群

　　　　・Ⅲレベル ＝ 演Ⅲ・ツールⅢ〔○○語演習Ⅲ／ツールとしての○○語Ⅲ〕の科目群

　　　　・Ⅳレベル ＝ 演Ⅳ・ツールⅣ〔○○語演習Ⅳ／ツールとしての○○語Ⅳ〕の科目群

　　 　【複合文化の学生、要注意】これらの科目の科目区分を変更した場合、「専門必修」ではなく、「外国語A」として取り扱います。

※２　外国語Aとして朝鮮語を選択した学生は、朝鮮語の申請方法を「科目登録の手引き」で確認してください。

■提供科目の情報は変更となることがあります。最新の提供科目情報・教室は、グローバルエデュケーションセンターのホームページで確認してください。



科目名
算入時の
科目区分

科目名
算入時の
科目区分

「たくましい知性を鍛える」演習　１ 社会系 オーストラリアのマイノリィティ文化と教育 社会系

「たくましい知性を鍛える」演習　２ 社会系 オープン・ソース・ソフトウェア概論 数理情報系
「たくましい知性を鍛える」演習　３ 社会系 カーボンニュートラルと社会（学部生用） 社会系
「たくましい知性を鍛える」演習　４ 社会系 カーボンニュートラル技術概論α（学部生用） 自然系
「新結合の遂行」を企業の実際に見る 社会系 カーボンニュートラル技術概論β（学部生用） 自然系
「早稲田学」人物編α（「創設者」大隈重信の生涯） 人文系 カナダから見るグローバル市民学 社会系

「早稲田学」人物編β（建学者の思想と学生へのまなざし） 人文系 キャリアデザイン学 数理情報系
「早稲田学」通史編α（近代史のなかの早稲田大学） 人文系 キャリアデザイン学 社会系
「早稲田学」通史編β（現代史のなかの早稲田大学） 人文系 キリスト教の世界 人文系

Advanced Course on Entrepreneurship D（学部生用） 社会系 クライアントサイドWebプログラミング初級 数理情報系

AI Business Creation β (for undergraduates) 社会系 クライアントサイドWebプログラミング中級 数理情報系
AIビジネスクリエーション　α（学部生用） 社会系 グローバルヘルス 社会系
Amida-Kuji Game and Mathematics 数理情報系 グローバルリテラシー演習応用 人文系

Business Model Creation with AI Technologies　β (for undergraduates) 人文系 グローバルリテラシー演習基礎 人文系
CGエンジニア入門 数理情報系 グローバル社会貢献論 社会系
Contextualizing Self in Society 社会系 グローバル文化論　１ 人文系
CSRマネジメント実践　（学部生用） 社会系 グローバル文化論　２ 人文系
EUにおける人の移動と保健医療政策 社会系 コーディネータという役割を実践する（アドバンスト） 社会系
EU科学技術政策 社会系 こころとからだの健康　１ 人文系
EU共通外交・安全保障・防衛政策と人間の安全保障 社会系 こころとからだの健康　２ 人文系
Global Politics: Historical Perspective　１ 社会系 ことばのリサーチ 人文系
Global Politics: Historical Perspective　２ 社会系 コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門 数理情報系
Innovation and Technology Fundamentals β (for undergraduates) 社会系 サーバサイドWebプログラミング初級 数理情報系
Innovation and Technology Practice β (for undergraduates) 社会系 サーバサイドWebプログラミング中級 数理情報系
International Interaction for Global Leadership（Common Issues Among 人文系 シェイクスピアと映像　（学部生用） 人文系
International Interaction for Global Leadership（Local Issues） 人文系 ジェンダーと教育　１ 人文系
Introduction to Data Science α 数理情報系 ジェンダーと教育　２ 人文系
Introduction to Data Science β 数理情報系 ジェンダーを考える　１ 社会系
Introduction to Programming 数理情報系 ジェンダーを考える　２ 社会系
Introduction to University Mathematics (Calculating Interest) A 数理情報系 ジオパーク 自然系
Introduction to University Mathematics (Calculating Interest) B 数理情報系 ジャーナリズムの現在（石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念 社会系
Introduction to University Mathematics (Optimization Problem) A 数理情報系 ジャーナリズム演習　アドバーンスト 社会系
Introduction to University Mathematics (Optimization Problem) B 数理情報系 ジャーナリズム演習　ベーシック　１ 社会系
ITとビジネス 数理情報系 ジャーナリズム演習　ベーシック　２ 社会系
LGBTをめぐる法と社会（WSCメンバーズ基金講座） 社会系 スポーツジャーナリズム論　１（大久保建男スポーツジャーナリズム講 社会系
Rによる統計解析 数理情報系 スポーツジャーナリズム論　２（大久保建男スポーツジャーナリズム講 社会系
SDGsと社会貢献　１ 社会系 スラムから学ぶコミュニティー支援論　α 社会系
SDGsと社会貢献　２ 社会系 スラムから学ぶコミュニティー支援論　β 社会系
Statistics Literacy α 数理情報系 ソーシャルコミュニテラシーの基礎と実践 数理情報系
Statistics Literacy β 数理情報系 ソフトウェア開発技術α 数理情報系
Statistics Literacy γ 数理情報系 ソフトウェア開発技術β 数理情報系
The European Union and the Asia-Pacific 社会系 ダイバーシティを学ぶ　α（基礎講義編）（WSCメンバーズ基金講座） 社会系
UNIX入門 数理情報系 たくましい知性を鍛える　１ 社会系
Webデザイン実践 数理情報系 たくましい知性を鍛える　２ 社会系
アイスランドの文化と言語（初歩） 人文系 たくましい知性を鍛える　３ 社会系
アイスランドの文化と言語（入門） 人文系 たくましい知性を鍛える　４ 社会系
アセット・マネジメント（資産運用）の世界 社会系 データビジネスクリエーション　α（学部生用） 社会系
アナウンス実践講座（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系 データビジネスクリエーション　β（学部生用） 社会系
アナウンス実践講座（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 データベース（管理と運用） 数理情報系
アナウンス入門講座（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系 データ科学のためのモデリング 数理情報系
アナウンス入門講座（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 データ科学のための数学 数理情報系
イスラームの歴史と文化入門（イスラームと歴史的諸文明）　α 人文系 データ科学実践 数理情報系

イスラームの歴史と文化入門（イスラームと歴史的諸文明）　β 人文系 データ科学入門１（統計学既習者用） 数理情報系

イスラーム地域の歴史と社会応用（少数民族問題）　１ 社会系 データ科学入門２（統計学既習者用） 数理情報系
イスラーム地域の歴史と社会応用（少数民族問題）　２ 社会系 データ科学入門α 数理情報系
イスラーム地域の歴史と社会入門（多民族共存）　１ 社会系 データ科学入門β 数理情報系

イスラーム地域の歴史と社会入門（多民族共存）　２ 社会系 データ科学入門γ 数理情報系
イノベーションとテクノロジー基礎　α：人工知能・先端ロボットテクノロ
ジーの基礎とスタートアップを学ぶ （学部生用） 社会系 データ科学入門δ 数理情報系
イノベーションとテクノロジー実践　α：人工知能・先端ロボットテクノロ 社会系 データ分析の基礎 社会系
イノベーション概論　α：次世代イノベータ―のためのエッセンシャルズ 社会系 デザインシンキング（学部生用） 社会系
イノベーション概論　β：次世代イノベータ―のためのエッセンシャルズ 社会系 ドイツ語テレビ会議（言語・文化） 人文系

イノベーション人材になるためのコーチング研修（ベーシック）（学部生用） 社会系 ドイツ語テレビ会議（生活・社会） 人文系
イノベーション創出思考法　１　（学部生用） 社会系 ドキュメンタリー論　（テレビ） 人文系
イノベーション創出思考法　２　（学部生用） 社会系 ドキュメンタリー論　（映画） 人文系

インターンシップ講義 数理情報系
トップスポーツビジネスの最前線（大久保建男スポーツジャーナリズム
講座） 社会系

グローバルエデュケーションセンター設置科目で共通科目に区分変更可能な科目一覧
　（あいうえお順）

下記科目は随意科目として扱います。ただし、申請時または登録決定した科目登録機会の決定科目
変更期間に科目区分を変更することで「自由選択科目」または下表の「共通科目」の区分に変更可能です。



インターンシップ実習（WIN） 数理情報系 トップスポーツビジネス入門 社会系
インターンシップ実習（個人申請‐秋） 数理情報系 ナチスの全体像を探る試み　１ 人文系
インターンシップ実習（個人申請‐春） 数理情報系 ナチスの全体像を探る試み　２ 人文系
インターンシップ実習（提携-秋） 数理情報系 ネットワーク技術初級 数理情報系
ウーマン・キャリアクリエイト講座 社会系 パブリック・リレーションズ概論　１ 社会系
エネルギーと原子力を考える：サステナビリティとレジリエンス 社会系 パブリック・リレーションズ概論　２ 社会系
■提供科目の情報は変更となることがあります。最新の提供科目情報・教室は、グローバルエデュケーションセンターのホームページで確認してください。

■旧オープン教育センター、旧メディアネットワークセンター設置科目と同科目（または同等科目）の単位を修得済みの場合は、科目を履修することはできません。

科目名
算入時の
科目区分

科目名
算入時の
科目区分

パブリック・リレーションズ特論　１ 社会系 学術的文章の作成 人文系
パブリック・リレーションズ特論　２ 社会系 感性の科学α 社会系
パラスポーツとボランティア 社会系 感性の科学β 社会系
ビジネスアイディア創出法　（学部生用） 社会系 感性の科学的研究法α 社会系
ビジネスモデル仮説検証（エッセンシャル）　（学部生用） 社会系 感性の科学的研究法β 社会系
ビジネスモデル仮説検証（プレミアム）　（学部生用） 社会系 環境イシューを再編集する 社会系
ファシリテーションとボランティア 社会系 環境イシューを深く読み解く 社会系
フィールド・ワークと社会貢献　α 社会系 環境を経営する 社会系
フィールド・ワークと社会貢献　β 社会系 環境科学基礎講座　１ 自然系
フィールド実習とメディア表象 社会系 環境科学基礎講座　２ 自然系
プログラミング初級（C/C++） 数理情報系 環境問題と持続可能な社会 社会系

プログラミング初級（Java） 数理情報系 企業経営・コンサルティング実務概論　（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系

プログラミング初級（Python） 数理情報系 企業経営・コンサルティング実務概論　（早稲田大学校友会支援講座） 社会系
プログラミング中級（C/C++） 数理情報系 企業実務概論：ビジネス思考の基礎 （問題解決力編）　１ 社会系
プログラミング中級（Java） 数理情報系 企業実務概論：ビジネス思考の基礎 （問題解決力編）　２ 社会系
プログラミング中級（Python） 数理情報系 企業実務概論：ビジネス思考の基礎 （論理思考編）　１ 社会系
プログラミング入門 数理情報系 企業実務概論：ビジネス思考の基礎 （論理思考編）　２ 社会系
プロデュース概論 人文系 企業実務特論：マーケティング・ベーシック　１ 社会系
ボランティアから見る世界　１ 社会系 企業実務特論：マーケティング・ベーシック　２ 社会系
ボランティアから見る世界　２ 社会系 起業特論Ａ：トップリーダーマネジメント（学部生用） 社会系
ボランティアの現場と社会学　α 社会系 起業特論Ｂ：企業内新規事業開発（学部生用） 社会系
ボランティアの現場と社会学　β 社会系 協同組合論 社会系
ボランティア論　１ 社会系 教育データ分析入門　１ 人文系
ボランティア論　２ 社会系 教育データ分析入門　２ 人文系

マルチメディア初級（画像処理とアニメーション）α 数理情報系 空間構造のデータ科学 数理情報系
マルチメディア初級（画像処理とアニメーション）β 数理情報系 熊野の歴史と文化 人文系
マルチメディア中級（画像処理とアニメーション）α 数理情報系 経験の地平から学ぶ東日本大震災と社会貢献　１ 社会系
マルチメディア中級（画像処理とアニメーション）β 数理情報系 経験の地平から学ぶ東日本大震災と社会貢献　２ 社会系
ミュージック・プログラミング 数理情報系 経済と社会と文化　１ 社会系
メディア文化研究　１ 人文系 経済と社会と文化　２ 社会系
メディア文化研究　２ 人文系 経済と倫理　１ 社会系
メンタルヘルスマネジメント概論 社会系 経済と倫理　２ 社会系
リーダーシップの軌跡 社会系 激動する世界の資源エネルギーを俯瞰する 社会系
リーダーシップ開発：社会人へのトランジション 社会系 結び目で見る数学の世界　～トポロジーへの招待～ 数理情報系
リーダーシップ開発：授業外への適用 社会系 現代韓国・北朝鮮研究入門　１ 人文系
リーダーシップ開発：問題解決プロジェクト 社会系 現代韓国・北朝鮮研究入門　２ 人文系
リーダーシップ開発：理論とスキル 社会系 言語学（形式意味論入門） 人文系
リーダーシップ開発と組織開発　１（LOD１） 社会系 言語学（形態論） 人文系
リーダーシップ開発と組織開発　２（LOD２） 社会系 言語学（言語類型論） 人文系
リーダーシップ開発授業設計実習　１ 社会系 言語学（語用論・応用） 人文系
リーダーシップ開発授業設計実習　２ 社会系 言語学（語用論・基礎概念） 人文系
ロジカルシンキング入門 社会系 言語学（統語論・入門） 人文系
医療×AI・ビッグデータ・IoT（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 言語学（統語論の基礎的概念とその応用） 人文系

医療×ビジネス・経済・経営（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 公会計入門講座α（基礎課程） 数理情報系
医療×行政・法・倫理（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 公会計入門講座α（基礎課程） 社会系

医療×超高齢化社会・キャリアデザイン（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 公会計入門講座β（応用課程） 数理情報系
因果構造のデータ科学 数理情報系 公会計入門講座β（応用課程） 社会系

宇宙を考える　１　～自然科学、社会科学を結びつける宇宙への視点～ 自然系 公共経営改革入門 社会系
映画のすべて　マスターズ･オブ・シネマ　１ 人文系 公共経営入門 社会系
映画のすべて　マスターズ･オブ・シネマ　２ 人文系 高野山の歴史と文化 人文系
映画監督と学ぶ映像表現 人文系 国際政治学と平和　１ 社会系
映像・芸術表現 社会系 国際政治学と平和　２ 社会系
映像制作技術基礎 人文系 再生可能エネルギーを地域から考える。 社会系
英語と数学の読み方　α 社会系 災害ボランティアの基礎と実践　１ 社会系
英語と数学の読み方　β 社会系 災害ボランティアの基礎と実践　２ 社会系

英米文学とジェンダー　１ 人文系
司法書士と学ぶ家族・地域・企業をめぐる法律問題　α（早稲田大学校
友会支援講座） 数理情報系

英米文学とジェンダー　２ 人文系
司法書士と学ぶ家族・地域・企業をめぐる法律問題　α（早稲田大学校
友会支援講座） 社会系

演劇の鑑賞と理解・演習（入門） 人文系
司法書士と学ぶ家族・地域・企業をめぐる法律問題　β（早稲田大学校
友会支援講座） 数理情報系

欧州統合の歴史　１ 社会系
司法書士と学ぶ家族・地域・企業をめぐる法律問題　β（早稲田大学校
友会支援講座） 社会系

欧州統合の歴史　２ 社会系 視覚芸術と身体性 人文系

音楽をもっと知ろう（理論入門） 人文系 視覚的に捉える群論入門 数理情報系
会計監査入門 人文系 資源エネルギーと地球環境問題を考える 社会系

回帰と分類のデータ科学 数理情報系 時系列構造のデータ科学 数理情報系



海への誘い　α 自然系 自分のプロジェクトを経営する 社会系
海への誘い　β 自然系 実践スポーツジャーナリズム演習　１（大久保建男スポーツジャーナリズム講座） 社会系
海外・在日コリアンを考える 人文系 実践スポーツジャーナリズム演習　２（大久保建男スポーツジャーナリズム講座） 社会系
学習者言語の分析（応用）　１ 人文系 手話の社会言語学　～手話とろう者の社会～ 社会系
学習者言語の分析（応用）　２ 人文系 手話の社会言語学　～世界の手話と地域のろう社会～ 社会系
学習者言語の分析（基礎）　１ 人文系 手話言語学　～日本手話の構造：手話の音と語の仕組み～ 社会系
学習者言語の分析（基礎）　２ 人文系 手話言語学　～日本手話の文法・意味・語用～ 社会系
学術・研究公正概論（人文・社会科学系）（学部生用） 人文系 狩猟と獣害対策論１ 社会系
学術・研究公正概論（生命・理工系）（学部生用） 自然系 狩猟と獣害対策論２ 社会系
■提供科目の情報は変更となることがあります。最新の提供科目情報・教室は、グローバルエデュケーションセンターのホームページで確認してください。
■旧オープン教育センター、旧メディアネットワークセンター設置科目と同科目（または同等科目）の単位を修得済みの場合は、科目を履修することはできません。
■共通科目（体育系）は記載しておりません。

科目名
算入時の
科目区分

科目名
算入時の
科目区分

狩猟と地域おこしボランティア 社会系 地域連携演習：実践演習　α 社会系
初めて学ぶ『計算言語学』 人文系 地域連携演習：実践演習　β 社会系
初めて学ぶ『言語と情報』 人文系 地域連携学　１ 社会系
女性・しごと・ライフデザイン 社会系 地域連携学　２ 社会系
障がいの理解と支援 社会系 地中海世界に生きた人々（遺産編） 人文系
情報セキュリティ技術 数理情報系 地中海世界に生きた人々（芸術編） 人文系
情報ネットワークセキュリティ 数理情報系 地中海世界に生きた人々（民族編） 人文系
情報科学の基礎 数理情報系 地中海世界に生きた人々（歴史編） 人文系
身近な化学への招待（導入） 自然系 中国の社会　α 社会系
身近な化学への招待（発展） 自然系 中国の社会　β 社会系
身近な物理 自然系 中国の文化　α 人文系
震災後を考える 社会系 中国の文化　β 人文系
人間的力量ファンダメンタル 社会系 中国の歴史と社会　１ 人文系
人間的力量学　１ 社会系 中国の歴史と社会　２ 人文系
人間的力量学　２ 社会系 中国語会話を学ぶ　基礎編 人文系
人工知能とビジネスモデル創出　α　（学部生用） 人文系 中国語会話を学ぶ　入門編 人文系
人工知能入門－探索による人工知能－ 数理情報系 中国総合講座（入門） 社会系
人類と言語の起源 人文系 中国総合講座（発展） 社会系
数学基礎プラスα（金利編） 数理情報系 朝鮮古代の社会と文化（応用）　１ 人文系
数学基礎プラスα（最適化編） 数理情報系 朝鮮古代の社会と文化（応用）　２ 人文系
数学基礎プラスβ（金利編） 数理情報系 朝鮮古代の社会と文化（入門）　１ 人文系
数学基礎プラスβ（最適化編） 数理情報系 朝鮮古代の社会と文化（入門）　２ 人文系
数学基礎プラスγ（解析学編） 数理情報系 朝鮮半島の文化と社会（入門） 社会系
数学基礎プラスγ（線形代数学編） 数理情報系 帝国思想と台湾　１ 社会系
数理と社会　α 社会系 帝国思想と台湾　２ 社会系
数理と社会　β 社会系 東日本大震災のフィールドワーク　1 社会系
制作プロジェクト研究 人文系 東日本大震災のフィールドワーク　２ 社会系
生物と環境 自然系 統計リテラシーα 数理情報系

生命科学概論 自然系 統計リテラシーβ 数理情報系

精神医学概論　１ 人文系 統計リテラシーγ 数理情報系

精神医学概論　２ 人文系 統計リテラシーδ 数理情報系
税理士実務概論　（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系 日本のことばと文学（応用）　１ 人文系
税理士実務概論　（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 日本のことばと文学（応用）　２ 人文系
先端ロボティクスと医療 自然系 日本のことばと文学（基礎）　１ 人文系
潜在構造のデータ科学 数理情報系 日本のことばと文学（基礎）　２ 人文系
素数の魅力と暗号理論 数理情報系 日本言語文化論　１ 人文系
早稲田スポーツを学ぶ　１（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 日本言語文化論　２ 人文系
早稲田スポーツを学ぶ　２（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 日本手話初級　１ 社会系
早稲田を知る　１（早稲田大学校友会支援講座） 人文系 日本手話初級　２ 社会系
早稲田を知る　２（早稲田大学校友会支援講座） 人文系 日本手話入門　１ 社会系
他者のリーダーシップ開発　１（OD１） 社会系 日本手話入門　２ 社会系
他者のリーダーシップ開発　２（OD２） 社会系 農山村体験実習 社会系
多様性社会を支える行政書士実務概論　１　（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系 比較文章論　１ 人文系
多様性社会を支える行政書士実務概論　１　（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 比較文章論　２ 人文系
多様性社会を支える行政書士実務概論　２　（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系 表現で学ぶ意思決定論 人文系

多様性社会を支える行政書士実務概論　２　（早稲田大学校友会支援講座） 社会系 不動産鑑定士による不動産学　１（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系
体験の言語化―ボランティア体験から 社会系 不動産鑑定士による不動産学　１（早稲田大学校友会支援講座） 社会系

体験の言語化―世界と自分 社会系 不動産鑑定士による不動産学　２（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系
台湾をめぐる戦後東アジア国際関係史 社会系 不動産鑑定士による不動産学　２（早稲田大学校友会支援講座） 社会系
台湾を知る（入門） 社会系 文化遺産と保全　１ 人文系
台湾を知る（発展） 社会系 文化遺産と保全　２ 人文系
台湾経済概論　１ 社会系 文法理論入門　１ 人文系
台湾経済概論　２ 社会系 文法理論入門　２ 人文系
台湾現代文化研究　１ 社会系 平和構築入門 社会系
台湾現代文化研究　２ 社会系 簿記・会計 人文系
台湾政治研究　１ 社会系 未来社会を創るセキュリティ最前線（学部生用） 社会系

台湾政治研究　２ 社会系 労働・社会保障実務概論　（早稲田大学校友会支援講座） 数理情報系
台湾通史（近現代）　１ 社会系 労働・社会保障実務概論　（早稲田大学校友会支援講座） 社会系
台湾通史（近現代）　２ 社会系
台湾通史（近世）　１ 社会系
台湾通史（近世）　２ 社会系
大学における教育と学習　（学部生用） 社会系
大川ドリーム基金寄附講座　グローバル・ベンチャー企業の創出と経営
－起業家の価値創造戦略 社会系
地域、環境、エネルギーを考える 社会系
地域コーディネータという役割を実践する（アドバンスト） 社会系



地域を経営する 社会系
地域連携演習：ケーススタディ　１ 社会系
地域連携演習：ケーススタディ　２ 社会系
地域連携演習：プレゼンテーション演習 社会系
地域連携演習：レポート演習 社会系
地域連携演習：基礎演習　１ 社会系
地域連携演習：基礎演習　２ 社会系
■提供科目の情報は変更となることがあります。最新の提供科目情報・教室は、グローバルエデュケーションセンターのホームページで確認してください。
■旧オープン教育センター、旧メディアネットワークセンター設置科目と同科目（または同等科目）の単位を修得済みの場合は、科目を履修することはできません。
■共通科目（体育系）は記載しておりません。
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