2018 年 12 月

2019 年度春学期・科目登録日程（Study Plan 1 新入生向け）
 本日程は新入生（2019 年 4 月 Study Plan 1 入学者）向けの情報です。
 For the schedule of newly enrolled SP2 students, please see here.
 日程は今後変更される場合があります。新入生へのお知らせがある場合は、国際教養学部の Web ページ等
で周知します。

日付

時間

3/20（水） 9:10～12:30
3/22（金）17:00～20:00

場所
15 号館
*教室は当日掲示

行事
英語プレイスメントテスト

15 号館 101 教室 国際学生寮 WISH 入寮式
10 号館 109 教室 オリエンテーション

13:3014:00 ～ 14 号館
16:00
201 教室

新入生オリエンテーション

16:00～16:20

その他外国語ガイダンス①

11 号館
3/28（木）16:30～16:50
5 階各教室
17:00～18:00

その他外国語ガイダンス②

対象者
新入生全員

注
1

希望者のみ
新入生全員

2

希望者のみ

3

その他外国語レベルチェック

MyWaseda 利用開始手続き
*本手続きは科目登録等のために必ず行ってください
Web 科目登録システム
11 号館
3/29（金）10:00～17:00 506, 507 教室
11:00～11:30 11 号館
11:45～12:45 501 教室
10:00～17:00
3/30（土）13:00～14:00
14:00～15:00

4/1（月）

11:00～16:00

11 号館
506, 507 教室
14 号館
201 教室

4/3（水） 夜

新入生全員

先輩による科目登録相談会
(By SILS Sempai project)
科目登録概要説明会

5
希望者のみ

教職課程ガイダンス
先輩による科目登録相談会
(By SILS Sempai project)
英語科目オリエンテーション
（日本語で実施）
英語科目オリエンテーション
（英語で実施）

4

6
7

希望者のみ

5

新入生全員

8

新入生コンピュータセキュリティセミナー・情報倫理テスト
4/1-5/13 が受講・受験期間となります

9

11 号館
606 教室

10

10:30～11:30 大隈講堂
14:00～

1 次科目登録
（9:00～4/1(月) 17:00 まで）

学生証配付
国際教養学部入学式

早稲田
アリーナ

早稲田大学入学式

Waseda メール

1 次科目登録結果発表

先輩によるパフォーマンス
10:30～11:30 11 号館 505 教室
(By SILS Sempai project)
15 号館 101 教室
先輩によるキャンパスツアー
4/4（木） 11:30～13:00 集合
(By SILS Sempai project)
13:00～15:30 大隈庭園

先輩による新入生歓迎会
(By SILS Sempai project)

新入生全員

11
12

新入生全員

13

希望者のみ

14

11 号館
603,
12:00～17:30
604,
606 教室
4/5（金）

17:00

11 号館 4 階
国際教養学部
事務所

WID・推薦学生寮契約説明会
（交換留学生、正規生向け）

早稲田大学国際学生
寮 (WID)・ 早 稲 田 大 学
推薦学生寮・（株）共 15
立メンテナンス運営
寮に入寮する留学生

住民票提出締切

新入生全員

General Tutorial English α/β 聴講
料・実験実習料納入期間
対象科目履修者
（～4/13（土））

-

2

16

※1 次登録決定科目のみ

授業開始

4/6（土）
4/8（月） Web 科目登録システム

2 次科目登録【科目登録変更
(Add-Drop)期間】
希望者のみ
(9:00～4/9（火）17:00 まで)

17

4/11（木）夜

2 次科目登録結果発表

18

Waseda メール

2 次登録をした者

4/12（金) Web 科目登録システム

3 次科目登録【科目登録変更
(Add-Drop)期間】
希望者のみ
（9:00～4/13（土）17:00 まで）

19

4/16（火）夜

Waseda メール

3 次科目登録結果発表

3 次登録をした者

20

4/17（水）9:30～16:00

11 号館 4 階
グローバルネッ
Add-only 登録
トワークセンタ
ー(GNC)

希望者のみ

21

対象科目履修者

16

聴講料・実験実習料納入期間
（～4/23（火））

4/18（木）-

留学フェア

4/19（金)
未定
4/20（土)

国際会議場

5/17（金) 17:00

11 号館 4 階
国際教養学部
事務所

※開催時間は、決定次第、留学センターHPで
お知らせします。
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預金口座振替依頼書提出締切

新入生全員

※行事の詳細な説明については、以下「行事についての説明」を参照してください。

2

行事についての説明
1．英語プレイスメントテスト
英語 I・II・III それぞれのレベル編成のために、英語プレイスメントテストを実施し
ます。
 母語が英語の学生も含め、入学者全員の受験が必須となります。
 必修科目の「英語 I」及び「英語 II」については、以下いずれかの条件を満たす場合は
履修が免除されます（「英語 III」は必ず履修する必要があります）。
A) プレイスメントテストの結果が、下記 1.の要件を満たす場合。
B) テスト当日に下記 1.から 5.いずれかの要件を満たすオフィシャルスコアカードのコ
ピー（オンラインのスコア照会画面を印刷したものは受付不可）を持参し、提出した
場合。なお出願時に該当するスコアを提出済みの場合は、今回の提出は不要です。
1. TOEFL ITP: 550 以上
2. TOEFL iBT: 79 以上
3. TOEIC（IP も可）: 750 以上
4. IELTS: 6.5 以上
5. 英検: 準 1 級以上
（上記全て、出願時点から過去 2 年以内に受験したものに限る）
 解答にマークシートを使用しますので、HB または B の鉛筆（シャープペンシルも使用可）
と消しゴムを用意してください。
 入学試験時に使用した「受験票」または「合格証明書」を必ず持参してください。
 本プレイメントテストの結果は、入学後の「語学に関する単位認定」に使用できません。
 英語科目の詳細については、以下 URL に掲載されている「各種マニュアル・注意点」内、
「科目登録の手引き」を確認してください。
http://www.waseda.jp/fire/sils/students/registration/
 当日の受験が難しい場合は、国際教養学部事務所へ事前に連絡してください。
2．新入生オリエンテーション
大学生活を送る上で必要となる科目履修、留学、学生生活の注意事項などを説明します。
また、Waseda ID の取得方法、Waseda メール、MyWaseda 利用方法についても説明しますの
で、必ず参加してください。なお、入学試験時に使用した「受験票」または「合格証明書」
を必ず持参してください。
3．その他外国語ガイダンス・レベルチェック
【対象言語】フランス語・スペイン語・ドイツ語・中国語・ロシア語・朝鮮語
＜ガイダンス＞
国際教養学部で科目を提供している各外国語の学び方について、ガイダンスを実施しま
す。履修する外国語をまだ決めていない方は必ず参加してください。すでに決めている方
も、当該外国語の学習に関する説明を行いますので、可能な限り参加してください。全言
語で同一のガイダンスを 2 回実施しますので、最大 2 つの言語について説明を聞くことが
できます（詳細は、当日の新入生オリエンテーションでご確認ください）。
＜レベルチェック＞
必修である「その他外国語」は、レベル１から履修を始めるのが原則です。ただし、今
までに上記の外国語を学んだ経験のある方については、教員による面接を実施し、レベル
を判定した上で、履修を免除する、または卒業必要単位を減ずることが認められる場合が
あります。レベルチェックを希望する学生は参加してください（レベルチェックはこの日
以外受けられませんので、希望者は必ず当日参加してください）。また、該当する語学に
関する成績証明書・履修したことを証明する書類等があれば、合わせて持参してください。

AO 入学者の方については、出願時の Application Form の「First Language」欄に「日本
語」または「英語」以外の言語を記載した場合、その他外国語の卒業必要単位は自動的に免
除となります。
4．1 次科目登録
Web 科目登録システムで、1 次科目登録を行ってください。自動登録（英語プレイスメ
ントテストの結果により科目が異なります）された科目の時間割を確認した上で、登録に
臨んでください。またプレイスメントテストの結果は MyWaseda 内の「お知らせ」に表示
されていますので、併せて確認してください。
5．先輩による科目登録相談会(By SILS Sempai project)
新入生向けに科目登録に関する相談会を実施します。皆さんの先輩が質問に答えます。
科目登録方法や、1 年時にどのような科目を登録すべきかなど質問のある方は、この機会
を利用してください。
6．科目登録概要説明会
新入生向けに科目登録の方法やそれに関する主な留意事項についてスタッフが説明し
ます。科目登録の手引きを読んでわからないことがある場合などは、参加してください。
7．教職課程ガイダンス
日本で中学・高校の英語教員を志望する方を対象として、教員免許を取得するための手
続き、4 年間で履修すべき科目等を説明します。
8． 英語科目オリエンテーション
英語Ⅰ～Ⅲに関するオリエンテーションです。英語Ⅰ・Ⅱが免除されている方を含めて、
新入生は全員参加してください。
9．

新入生コンピュータセキュリティセミナー・情報倫理テストの受講・受験期間
学部新入生の皆さんには、本学が提供する PC・インターネット・メール等の情報環境を
正しく利用いただくために、「新入生コンピュータセキュリティセミナー」の受講および
「情報倫理テスト」の合格が必須です。必ず期間内にセミナーを受講し、テストに合格し
てください。

10． 学生証配布
 学生証を配布します。「受験票」と引き換えになりますので、必ず持参してください（万
一紛失した場合は、当日申し出てください）。都合がつかない場合は、後日国際教養学
部事務所（11 号館 4 階）で受け取ってください（代理人による受取りは認められません）。
 学生証を受領後、氏名・写真等記載内容に間違いがないか確認してください。また、住
所・氏名等の記載された「裏面シール」の内容も確認してください。現住所が空欄の方
や国外住所が記載されている方は、必ず住所登録を行ってください。裏面シールは毎年
度更新されますが、学生証は卒業するまで同じものを使用します。
*センター利用入試合格者については、早稲田大学の受験票に加え、「センター試験の受験票」
の提出も必要です。該当者は、両受験票を持参の上、国際教養学部事務所へお越しください（セ
ンター試験の受験票については確認後、返却します）。なお、センター試験の受験票を紛失し
ている場合は、必ず大学入試センターへ再発行を依頼してください。提出のない場合は入学が
取り消される場合もありますので、注意してください。

11． 国際教養学部入学式
国際教養学部主催の入学式です。

12． 早稲田大学入学式
早稲田大学主催の入学式です。
13． 1 次科目登録結果発表
1 次科目登録の結果を翌日朝 9 時までに Waseda メール宛に送付します（科目登録システ
ムの「成績照会・科目登録専用」メニューでも確認できます）。登録結果を確認し、必要
がある場合は、2 次科目登録で手続きを行ってください。
14． 先輩によるパフォーマンス・キャンパスツアー・新入生歓迎会（By SILS Sempai project）
皆さんの先輩がパフォーマンス・キャンパスツアー・歓迎会を開催します。友人を作る
絶好の機会ですので、積極的に参加してください。
15． WID・推薦学生寮契約説明会
早稲田大学国際学生寮(WID)・早稲田大学推薦学生寮・（株）共立メンテナンス運営寮
に入寮する留学生対象の契約説明会です。該当留学生はいずれかの回に出席してください。
16． 聴講料・実験実習料納入期間
全学オープン科目や教職課程科目には、聴講料・実験実習料を必要とする科目がありま
す（対象科目や金額等は「全学オープン科目履修ガイド」参照のこと）。対象科目の履修
者には「納入案内メール」が送付されますので、案内に従い支払いを行ってください。期
限内に支払いが行われない場合、該当の科目の登録が取り消されます。
17． 2 次科目登録【科目登録変更(Add-Drop)期間】
登録科目の追加・取消をしたい場合は、Web 科目登録システムで手続きを行ってくださ
い。2 次科目登録（Add-Drop）の対象となる科目群については、科目登録の手引き等で確
認してください。
18． 2 次科目登録結果発表
2 次科目登録の結果を翌日朝 9 時までに Waseda メール宛に送付します（Web 科目登録シ
ステムでも確認できます）。登録結果を確認し、必要がある場合は、3 次科目登録で手続
きを行ってください。
19． 3 次科目登録【科目登録変更(Add-Drop)期間】
登録科目の追加・取消をしたい場合は、Web 科目登録システムで手続きを行ってくださ
い。3 次科目登録（Add-Drop）の対象となる科目群については、科目登録の手引き等で確
認してください。
20． 3 次科目登録結果発表
3 次科目登録の結果を翌日朝 9 時までに Waseda メール宛に送付します（Web 科目登録シ
ステムでも確認できます）。登録結果を確認し、必要がある場合は、Add-Only 登録で手続
きを行ってください。
21． Add-only 登録
先着順で、国際教養学部の講義科目と演習科目を追加登録できます。11 号館 4 階のグロ
ーバルネットワークセンターで手続きをしますので、必ず学生証を持参してください。な
お、1～3 次科目登録とは実施時間・方法が異なりますので、十分に注意してください。
22． 留学フェア
留学フェアでは留学に必要な情報を提供しますので、積極的に参加してください。
4 月 1 日までは公共交通機関において通学定期券を購入することはできません。通学定期券
が必要な場合は、4 月 2 日の学生証交付日以降に、各公共交通機関の窓口で学生証を提示の
上、購入してください。

