
科目登録概要説明会
／Instruction on

Course Registration
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For SP1 and SP2 students



※英語II、英語III（レベル1）については週２コマ
登録されるが、単位数は片方のコマにしか表示
されないので、注意。
*Please note that English II and English III
(level 1) are held twice a week but their credits
are displayed only on one of the time periods.
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Course Category・Department /
Period to Register

Prefer
ence
Registr
ation
(*1)

1st

Registr
ation

2nd

Registr
ation
(Add-
Drop)

3rd

Registr
ation
(Add-
Drop)

Add-Only
Registration

S
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S
C
o
u
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Foreign

Language

Japanese (*2) × ○ ● ● ×
English Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(*3) Automatic registration based on the

result of the English placement test
English Plus × ○ ● △ ×
Other Foreign Languages × ○ ● △ ×

Seminar

First Year Seminar IA・IB

× ○ ● ● ○

First Year Seminar IIA・ⅡB
（from 2nd semester）

× × × × ×

Statistics Introductory Statistics × ○ ● ● ○

Lecture Introductory × ○ ● ● ○

U
n
iv
e
rsity

-
w
id
e
O
p
e
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C
o
u
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Global Education Center × ○ ○ ○ ×
Center for International Education Refer to the CIE homepage.

(http://www.cie-waseda.jp/kamoku/)
Other Schools / Departments × ○ × × ×

Courses offered at other undergraduate schools (Tagakubu
Teikyo Kamoku) × × × ○ ×

Teacher’s License Courses × ○ ○ ○ ×

Check the “Course Registration Guide” on page 8

1st Registration Period: 3/30-4/2

2nd Registration Period: 4/6-4/7

3rd Registration Period: 4/12-4/13

Add-only: 4/17



実際に科目登録の画面を見てみましょう!
Let’s see the course registration page!
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よくある質問 / FAQ
Rules:1

 自動登録された科目と、履修したい科目との時間帯
が重なってしまった。自動登録クラスを変更できます
か？

An automatic registration course and another
course I would like to take are in the same slot.

Is it possible to change the automatic registered
course?
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⇒残念ながら変更できません。
No, you cannot change automatically
registered courses.



よくある質問 / FAQ
Rules:2

 「入門科目」「中級科目」「上級科目」「その他外国語」
「日本語」科目は、卒業必要単位数を超えて登録する
ことができますか？

Can I register Introductory, Intermediate, Advanced,
Other Foreign Language and Japanese courses
beyond the required number of credits for
graduation?
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⇒可能です。卒業必要単位数を超えた分は「自由選択科目」
として計上されます。
Yes, exceeding credits will be counted as “electives”
credits.



よくある質問 / FAQ
Rules:3

 入門科目はかならず3つ以上のクラスターから履修しな
ければなりませんか？

Do I have to choose Introductory Courses from 3 or
more clusters?
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⇒その通りです。3つ以上のクラスターから履修して
いないと、卒業できません。
Yes, you will not be able to graduate if you do
not take from 3 or more clusters.



よくある質問 / FAQ
English：1

 英語プレイスメントテストの結果などにより、英語ⅠとⅡ
が免除されましたが、ReadingまたはListeningに自信が
ないため、これらの科目を履修することは可能でしょうか。

I would like to take English Courses because I do not
have confidence in my reading (or listening) skill. Is it
possible to take these English Courses?
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⇒春学期のみ自由選択科目として開講されている「Intensive
English」の上級クラスであるX・Yクラス（Reading/Listening)を在
学中１度に限り履修することができます。希望者は2次登録期間
終了までに申請してください。

You can take “Intensive English X・Y class (Reading /
Listening)” that is offered only in spring semester once.
Register the courses by the end of the second registration period.



よくある質問 / FAQ
English：2

 英語プレイスメントテストの結果などにより、英語ⅠとⅡ
が免除されましたが、スピーキング能力に自信がない
ため、これらの科目を履修することは可能でしょうか。

I would like to take English Courses because I do
not have confidence in my speaking skill. Is it
possible to take these English Courses?
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⇒グローバルエデュケーションセンターの「General Tutorial English」上
級または上級プラスクラスを入学後最初の2学期間無料で履修するこ
とができます。希望者は2次登録期間終了までに申請してください。
You can take “General Tutorial English” Advanced or Advanced
Plus class for free in 1st and 2nd semester. Register the courses
by the end of the second registration period.



よくある質問 / FAQ
First Year Seminar Courses:1

 基礎演習(First Year Seminars）のIAとIBは、１学期目
に履修しなければならないのですか？

Do I have to take First Year Seminar IA and IB in
the first semester?
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⇒次学期以降に履修することも可能ですが、卒業に必
要な単位はたくさんあるので、なるべく早めに履修す
ることをお勧めします。
You do not necessarily have to take it in your first
semester, but since there are many requirements
for graduation, we advise you to take it sooner
than later.



よくある質問 / FAQ
First Year Seminar Courses:2

 基礎演習(First Year Seminars）IA（またはIB, IIA, IIB）
をクラスを変えて複数履修できますか？

Can I take more than one First Year Seminar IA (or
IB, IIA, IIB) if the classes are different?
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⇒一度単位を修得した演習科目を、クラス（教員）を変
えてもう一度履修することはできません。

You cannot take a course which you have already
earned credits for, even if it is a different
class/instructor.



よくある質問 / FAQ
University-wide Open Courses:1

 聴講料・実験実習料はどこで支払うのですか？

Where do I pay the Audit Fee/Course Enrollment Fee?
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 全学オープン科目を取り消すことは可能ですか？
Can I drop a registered University-wide Open course?

⇒納入期間初日に届く納入案内メールを参考にして納入
してください。
Students will receive an email on how to pay the fee,
so follow the instruction and pay the fee during the
designated period.

⇒いかなる理由があってもできません。慎重に検討の
うえ、科目登録を行ってください。
You are not allowed to do that, so make sure it is a
course you really want to register.



よくある質問 / FAQ
University-wide Open Courses:2

 グローバルエデュケーションセンター提供の英語以外
の語学科目を履修した場合、SILSのその他外国語科
目の単位として計上されますか？

If I register for a language course other than
English offered by the Global Education Center, is
the credit counted as SILS Other Foreign
Language category?
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⇒国際教養学部で開講されている6言語（独・仏・露・
中・西・朝）以外であればSILSのその他外国語の単
位として計上されます。
If it is a language other than the 6 languages
offered at SILS, it will be counted as an Other
Foreign Language category.



よくある質問 / FAQ
Others：1

 Add-Drop期間終了後に、履修を取り消したい科目が
出てきました。先生にお願いすればよいですか？

I would like to drop some courses after the Add-
Drop period. Is it possible if I ask the instructor?
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⇒いかなる理由があろうと取消は認められません。先生
にお願いしても認められることはありません。
You cannot drop courses after the course
registration period under any circumstances. Asking
the instructor will not suffice.



よくある質問 / FAQ
Others：2

 二次登録・三次登録にて登録しようと思っている授業に
登録を見越して出席しても良いですか？

Would it be all right if I sit in for a course that I am

planning on registering for during 2nd and 3rd course

registration?
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⇒出席しても大丈夫です。ただし、空席がない場合もあるので、
その場合は立ち見になります。

Yes, you can do so. However, if there are no vacant
seats available, you would have to stand during the
lecture.



よくある質問 / FAQ
Others：3

 二次登録・三次登録・Add-Only登録で登録した場合、
すでに授業が開始してしまっていますが、出席の取り
扱いはどうなるのでしょうか？

If I register for a course that has already begun

during 2nd, 3rd, and add-only course registration,

how would my attendance be evaluated?
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⇒出席の取り扱いは担当教員に委ねられますが、多くの授業では
一週目～二週目はオリエンテーションのような形で実施している
ので、心配しすぎる必要はないかと思います。（ただし、途中から
授業に参加することになるので、ついていくための努力は必要）
Attendance is treated depending on the professor. However, most
professors hold their classes as an orientation during the first and second
week of classes, so there is no need to worry too much. (However, you will
need to catch up for the classes missed).



 教科書のリストはどこで見ることができますか？

I want a list of the text books.

 「標準履修モデル」の通りに単位を修得する必要がありますか？

Do I have to take courses the same way as the “standard

model”?

⇒いいえ。標準履修モデルはあくまでも平均的なモデル
を示したものであり、卒業までに必要単位を修得でき
れば、必ずしもこの通りに履修しなくても構いません。
No. The chart is a model. As long as you fulfill the
graduation requirements, you do not have to
follow the model strictly.

よくある質問 / FAQ
Others：4
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⇒生協のHPをご覧ください。
It is available at CO-OP website.



よくある質問 / FAQ
Others：5

三次登録まで科目を取り消す可能性がありますが、
教科書はいつ買えばよいですか？
Since it is possible for me drop courses until the third course
registration, when should I buy the textbooks?
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⇒履修することが決定した科目については、随時購入してく
ださい。 授業開始一週目～二週目はオリエンテーションのよう
な形で実施している授業が多いので、初回授業時から教科書
がなくてもあまり心配する必要はないかと思います。

As for the textbooks that are mandatory for courses that you
have already decided to take, please buy the textbooks
when needed. Since most classes are held as an orientation
for the first and second weeks, you do not have to worry too
much even if you do not have the textbooks during that time
period.



Thank you.
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