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４月１日更新 

２０２１年度 教育学研究科 科目登録上の注意（博士後期課程） 

科目登録にあたっては研究科要項「履修方法」の項を熟読し、登録ミス等のないよう十分に注意してください。 

 

１. 研究指導と演習の履修方法 

研究指導および演習科目４単位（同一教員の演習Ａ（２単位）・演習Ｂ（２単位））を次のように履修してください。 

第１年度 指導教員の行う「研究指導」および指導教員の指定する指導教員の担当する演習科目以外の「演

習科目」 

演習の４単位は入学した年度に履修するようにしてください。入学した年度に履修できない場合は

次年度以降に登録が必要となります。 

  第２年度 指導教員の行う「研究指導」 

  第３年度 指導教員の行う「研究指導」 

なお、在学期間中、毎年度指導教員による研究指導を履修する必要があります。 

 

２. 演習科目の決定 

指導教員と相談のうえ、指導教員が指定する指導教員の担当する演習科目以外の演習科目を決定して、Ｗ

ｅｂ科目登録を行ってください。 

また、履修する演習科目の担当教員の了承を得てください。 

 

３. 科目登録の手順 

1. 科目登録届を教育学研究科 HP よりダウンロードしてください（新入生はガイダンス時に配付します） 

2. 申請する科目情報を科目登録届に記入した上で指導教員と相談し、指導教員の確認サインをもらうこ

と。サインは指導教員が確認したことがわかるメールでも代替可能です。科目登録届および承認メー

ルは各自で保管してください。教育学研究科事務所への提出は不要です。 

3. 所定期間に Web 科目登録にて申請してください 

・ 対象科目は、教育学研究科設置科目だけでなく、他研究科設置科目を含めた全ての登録希望

科目です。教育学研究科設置科目は、秋学期開講科目も春学期に登録します。 

・ 設置箇所や科目により科目登録期間が異なりますので注意してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業内容の確認等はWebシラバスを参照してください。紙媒体では発行しておりませんのでご注意ください。

URLは下記の通りです。 

   https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php 

 

新入生は「初期 WasedaID」「初期パスワード」を必ず確認してください 
「初期 WasedaID」「初期パスワード」は入学後の科目登録やメールアドレス取得に必要となります。新入生は

WEB 入学手続きシステム上で確認を忘れないようにしてください。 

取得期間：３月２７日（土）１０：００～ 

Web 科目登録は、取得した ID・パスワードで MyWaseda「★成績照会・科目登録専用メニュー」にログインす

ることからはじまります。科目登録間際に慌てることのないよう、余裕を持って ID を取得してください。 

教育学研究科以外の科目は登録方法が異なりますので、各方法に従ってください。詳細は 5．～を 

確認してください 
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４. 科目登録等日程 

 ガイダンス等日程 
 

イ ベ ン ト 期    間 方    法 

奨学金登録期間（在学生） 

同上   （新入生） 

2/5（金）～3/16（火） 

3/1（月）～3/29（月） 
奨学課宛に郵送（消印有効） 

（新入生対象） 

Waseda ID 取得 
3/27（土） 10:00～ MyWaseda 上から取得 

（新入生対象） 

コンピュータセキュリティセミナー・ 

情報倫理テスト 

4 月上旬 ～ 5 月中旬 MyWaseda 上から受講 

（新入生対象） 

修士専攻別新入生ガイダンス 

修士・博士入学式・新入生ガイダンス 

博士新入生ガイダンス 

 

4/2（金） 14:00～14:40 

4/2（金） 14:55～15:35 

4/2（金） 15:40～15:55 

詳細は教育・総合科学学術院のｳｪﾌﾞｻｲ

ﾄ上で周知します。（※以下 QR コード） 

 
春学期授業開始 4/5（月）～  

※QRコードURL：https://www.waseda.jp/fedu/edu/news/2020/03/02/9955/ 

 

 教育学研究科設置科目の科目登録 

対象科目：教育学研究科設置科目（通年、春学期、春夏期、秋学期開講科目） 

イ ベ ン ト 期    間 方    法 

自動登録 発表： 3/18 （木）  Web 科目登録画面に表示 

1 次登録（在学生） 
受付： 3/29 （月） 9:00～ 3/31 （水） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/3（土） 8:00 Web 科目登録画面に表示。 

2 次登録 
受付： 4/5 （月） 9:00～ 4/6 （火） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/9（金） 8:00 Web 科目登録画面に表示。 

3 次登録/ 

決定科目取消・変更 

受付： 4/9（金） 9:00～ 4/10 （土） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/14（水） 8:00 Web 科目登録画面に表示。 

聴講料・実験実習料  納入期間： 4/15 （木） ～ 4/20 （火） 

納入案内メールに記載の方法（コ

ンビニ支払、ペイジーまたはクレジ

ットカード）で納入。  

 

 大学院全学共通設置科目/大学院開放科目/外国人留学生対象 日本語科目登録 

 対象科目：春学期開講のグローバルエデュケーションセンター/日本語教育研究センター提供の科目 

 詳細は別紙「大学院全学共通設置科目・大学院生開放科目・外国人留学生対象 日本語科目春学

期科目登録日程」を参照してください。 

イ ベ ン ト 期    間 方    法 

1 次登録 
受付： 3/29 （月） 9:00～ 3/31 （水） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/3（土） 8:00 Web 科目登録画面に表示。 

2 次登録 
受付： 4/5 （月） 9:00～ 4/6 （火） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/9（金） 8:00 Web 科目登録画面に表示。 

3 次登録 
受付： 4/9（金） 9:00～ 4/10 （土） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/14（水） 8:00 Web 科目登録画面に表示 

聴講料・実験実習料  納入期間： 4/15 （木） ～ 4/20 （火） 

納入案内メールに記載の方法（コ

ンビニ支払、ペイジーまたはクレジ

ットカード）で納入。  

 

 

 

https://www.waseda.jp/fedu/edu/news/2020/03/02/9955/
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 他研究科提供科目登録 

 対象科目：教育学研究科以外の他研究科・センターの科目 

・ 詳細は教育学研究科HPから「2021度春学期他研究科提供日程」を参照してください。 

早稲田大学教育学研究科HP⇒在学生の方へ⇒科目登録⇒科目登録関係書類一覧（博士後期課

程） 

・ 募集を締め切っている科目もあります。研究科・センターによっては申請を受け付けていない科目が

あります。必ず当該研究科・センターのHP等で確認してください 

・ 秋学期開講科目を秋学期の科目登録で受け付けている研究科・センターもあります 

 

イ ベ ン ト 期    間 方    法 

他研究科提供科目登録 
受付： 3/29 （月） 9:00～ 3/31 （水） 17:00 全科目 Web 科目登録のみでの受付 

発表： 4/3（土） 8:00 Web 科目登録画面に表示。 

聴講料・実験実習料  納入期間： 4/15 （木） ～ 4/20 （火） 

納入案内メールに記載の方法（コ

ンビニ支払、ペイジーまたはクレジ

ットカード）で納入。  

 

５. 他専攻・他箇所設置科目について 

 他研究科設置科目の登録 

他研究科設置科目の聴講を希望する場合は、「科目登録届」のその他の科目欄に記入し、指導教員の承認

を得て、所定の期間にWeb科目登録を行ってください。教育学研究科の登録期間と異なりますので、注意してく

ださい。 

なお、科目設置箇所の学生の登録により定員に達した場合など、募集締切となる場合があります。また、研究

科によっては秋学期科目を秋学期の科目登録期間にて受け付けているところがあります。 

 

 大学院全学共通設置科目・大学院生開放科目・外国人留学生対象日本語科目 

グローバルエデュケーションセンター及び日本語教育研究センターが提供している科目を登録することができ

ます。登録についての詳細は、別紙「大学院全学共通設置科目・大学院生開放科目・外国人留学生対象日本

語科目登録日程」およびグローバルエデュケーションセンターの HP で確認してください。 

名称 科目の概要 

大学院全学共通設置科目 大学院生を対象とした「全学オープン科目」で、研究科生を対象に一次登録から

申請ができるよう開放されている科目 

大学院生開放科目 学部生を対象とした全学オープン科目のうち、大学院生へ開放している科目 

外国人留学生対象日本語科目 全学の外国人留学生を対象に開講している科目 

 

 教育学研究科設置科目（インターンシップ科目） 

教師をめざす学生にインターンシップを実践して充実した学習の場を提供することを目的として教育学研究科

に設置されている次のインターンシップ科目を履修することができます。 

・ 学級経営インターンシップ 

・ 特別支援教育インターンシップ 

・ インクルーシブ教育インターンシップ  

・ 中等国語科インターンシップ 

 

【学級経営インターンシップ/特別支援教育インターンシップ/インクルーシブ教育インターンシップの登録につい

て】 

科目登録希望者は、Webでの科目登録だけでなく、以下の要件を満たす必要があります。 

①説明会への参加 

以下の通り説明会を開催しますので、科目登録者または希望者は参加してください。 

日時:2021年4月7日(水) 昼休み（12：15～13:00） 
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場所：16号館701教室（予定）※開催方法が変更になる場合があります。 

②前提条件 

原則として、以下の前提条件の両方を満たしていることが望ましい。 

1. 「人間理解基盤講座」の単位を修得済みまたは春学期に並行履修していること。（並行履修の場合は、

春学期に登録を行う事）。 

2. 一種免許状を取得していることが望ましい。 

【中等国語科インターンシップの登録について】 ※手続きの詳細は、掲示を参照のこと。 

①科目登録方法 

科目登録はMyWsaedaでは行いません。3月の成績発表後、教育・総合科学学術院事務所で配付する「中

等国語科インターンシップ科目履修申請書」に必要事項を記入し、教育・総合科学学術院事務所へ直接提

出してください。その後、教員による面接を経て、登録を認めます。面接の結果、登録が認められないこと

もあります。 

②前提条件 

以下１～２の条件をすべて満たす必要があります。 

1. 教育学研究科在学中の学生。 

2. 卒業後、中学校・高等学校の国語科教員となる意志の明確な人。 

 

 

 

 大学院学生交流連合（早稲田大学・京都大学・慶應義塾大学・東京大学）派遣学生 

早稲田大学は京都大学、慶應義塾大学、東京大学との間で、大学院学生の交流に関する協定を締結し、博

士後期課程の研究指導を中心とした、大学院学生の派遣および受入れを２００８年より行っています。希望の方

は、MyWaseda 上に教育システムから広報される「大学院学生交流連合派遣学生募集要項」にて確認してくださ

い。 

申請書（派遣学生用）は教育学研究科HPよりをダウンロードし、教育学研究科事務所へ提出してください。な

お、受入大学の承認印等の手続きがありますので、早めに手続きを行ってください。 

 

以 上 


