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I.科目登録事前準備

（新入生の皆様へ）





【１.Web科目登録について】

2017年３月 27日（月）10:00〜３⽉ 30日（木）中に必ず

「Wasedaメールアドレス(〜@〜.waseda.jp)」と「Waseda ID」

を取得し、パスワードを変更してください。

早稲田大学大学院法学研究科（以下「法研」という。）では、Web（MyWaseda）による科目登

録を⾏っており、個⼈を認証するためにWaseda ID とパスワードを使用します。したがって科目登

録が始まる前の上記期間に必ずWasedaメールアドレスとWaseda IDを取得しておいてください。

Waseda ID 取得方法は、科目登録関係書類同封の、「Waseda ID利⽤者控」にて確認してください。

【２. 法研Web科目登録支援について】

コンピュータを所持していないといった理由で、Waseda ID 取得およびWeb科目登録操作が、ど

うしても良くわからないという⽅は、３⽉ 29 日（水）14:00〜15:30 の間、早稲田キャンパス８号

館１階「法学研究科事務所」にお越しください。事務所担当者が質問に答えます。法研設置科目の登

録は１次登録期間に限り可能です。この機会をご活用ください。

なお、この⽇以降でも、学内では、早稲田キャンパス 8号館 6階コンピュータルームや 22 号館の

コンピュータルームなどでコンピュータの利⽤が可能です。

◆注意

他箇所設置科目の取り扱いについて

法研設置科目の登録は春学期授業開始までに終了しますが、他箇所設置科⽬の登録はそれ以降の申

込みとなりますので、他箇所設置科目登録希望の方は、登録結果発表までの間、登録決定【⾒込み】

で授業に出席してください。

１．2017年度科⽬登録を⾏う前に（新入生の皆様へ）



●科目登録の流れ
2017年度科目登録の流れは以下のとおりです。

◆科目登録の流れ

①
・「研究科要項」、「講義要項」、「科目設置箇所のWeb」などを確認してください。

・Waseda IDを必ず取得してください。

②

・本人が行ってください。代理人による手続きは認められません。

③

④

⑤ 登録結果通知メールを受け取る（授業開始日までに送信される）。

⑥

⑦

⑩へ

⑧

⑨

・授業開始以降に科目登録期間が設定されている科目は、登録結果発表までの間は、

登録決定見込みとして授業に参加してください。

⑩

科目登録の注意事項！！
・法研設置科目は、3/30～4/4に、春学期・秋学期分をすべて登録してください。

年間の登録制限単位は、32単位です。随意科目（卒業単位に含まれない）も登録制限単位に
含まれるので、履修計画において十分注意してください。

指導教員から学科目選択指導を受け、年間の履修計画を立てる。

法研設置科目の登録（3/30～4/4）を行う。必要に応じて、日本語科目等、法研以外の箇所
が設置する科目の登録も行う。

登録専用ページにログインする。

科目検索・選択をし、申請する。科目申請画面をプリントアウトし、指導教員の署名と捺印
をもらって、法研事務所に提出する。

エラーがないか確認する。

エラーがあった。

希望科目の登録がすべて完了した。

制限単位数を超えてしまった。制限単位数を超えておらず、

まだ他箇所設置科目の科目
登録を行いたい。

科目設置箇所の登録日程に従って、
科目登録を行う。

指導教員の承認を受け、「学科目変更届」により、法研設置
科目の追加または取消を行う。手続締切日は、授業開始後に
メールで通知される。

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設
置科目の登録日程は、以下のとおりです。
１次登録（3/30～4/4）
２次登録（4/7～4/8）

３次登録（4/13～4/14）

他研究科設置科目の登録は、4/13～14です。

科目登録完了です。

4/７ 授業開始



Ⅱ.科目登録を⾏うにあたって

Ⅱ.科⽬登録を⾏うにあたって



Ⅱ.科目登録を⾏うにあたって

修了必要単位数は、「研究科要項のI．修了要件」で必ず確認してください。

年間の年間登録制限単位数は、３２単位です。この中には、法研設置の講義科目、他箇所設置

科目、随意科目の全てが含まれます。

法研の学⽣は、以下の流れで科⽬登録を⾏います。

(１)指導教員と、学科目の選択について相談する（「３．学科目選択指導について」参照）。

相談方法・日程は別紙「修士課程学科目選択指導日程」で確認する。

(２)科目登録期間3月30日（木）9:00〜4月4日（火）17:00の間に、MyWasedaから、法研設

置科目（春学期・秋学期分すべての科目）の科⽬登録を⾏う。

(３)科目登録申請画面をプリントアウトし、指導教員の署名・捺印を得た後、４月７日（⾦）授

業開始までに、法研事務所に提出する（「５．法研設置科目の登録について」参照。提出が

遅れる場合は、提出予定日を事務所に連絡する）。

(４)４月７日（⾦）授業開始までに送られてくる科目登録結果通知メールにて、科目登録結果を

確認する。

(５) 他研究科設置科目・大学院全学共通設置科目・大学院生開放科目等、法研以外に設置された

科目の登録を希望する場合は、「６．法学研究科以外の設置科目の登録について」を確認の

上、手続きする。

(６) 法研科目の追加・取消がある場合は、「７．登録科目の取消について」を確認の上、手続き

する。

学科目の選択は、必ず指導教員と相談して⾏ってください。指導教員と実質指導教員が異なる

場合は、指導教員に連絡した後、実質指導教員の学科目選択指導を受けてください。後日、登録

科目の追加・取消（法研設置科⽬に限る）等の変更を⾏う場合も同様です。

今年度の学科⽬選択指導⽇程は、別紙「修⼠課程学科⽬選択指導⽇程」にて確認してください。

すでに登録が決まっている科目を自動登録科目といいます。法研においては、各自の研究指導

がこれにあたります。改めて科目登録をする必要はありません。研究指導は年間登録制限単位数

には含まれず、成績評価および単位付与の対象ではありません。

４．自動登録科目について

２．科⽬登録の流れ

３．学科目選択指導について

１．修了必要単位数と年間登録制限単位数



Ⅱ.科目登録を⾏うにあたって

法研設置科目については、学科目選択指導を受けた後、3月 30日（木）9:00〜4月 4日（火）

17:00の期間中にWeb科目登録（春学期・秋学期分すべての科目）を⾏います。

科目登録申請後、Web 科目登録画面を学生自身がプリントアウトし、指導教員の署名・捺印を

得た後に、４月７日（⾦）授業開始までに法研事務所まで提出してください（下図参照。提出が

遅れる場合は、提出予定日を事務所に連絡してください）。

他研究科提供科目・大学院全学共通設置科目・大学院生開放科目等、法研以外に設置された科

⽬を履修する場合は、研究指導教員から学科目選択指導を受けた後、別紙「学科目選択届」に指

導教員の署名・捺印を受けた上で、「科目登録申請画面をプリントアウトしたもの（「５．法学

研究科設置科目の登録について」参照）」とともに、法研事務所まで提出してください。

他箇所設置科⽬の登録は、「学科⽬選択届」を提出しただけでは登録完了となりませんので、

登録上の諸注意は、「講義要項の巻頭および巻末の登録説明」、「当該科目設置箇所の WEB 案

内」を必ず確認してください。

指導教員のサイン・印

５．法学研究科設置科目の登録について

６．法学研究科以外の設置科目の登録について



Ⅱ.科目登録を⾏うにあたって

⼀度申請した法研設置科目の取消は以下の⼿順で⾏うことができます。ただし、決定となった

他箇所設置科目は、取消できませんので注意してください。

申請期間内であれば科目登録画面の「科目取消」にて取消が可能です。

決定となった法研設置科目については、指導教員が認めた場合に限り取消が可能となります。

法研事務所にて「学科⽬変更届」を受取り、指導教員の署名・捺印を受けた上で、法研事務所に

提出してください。

（１）法研設置科目は、春学期・秋学期分すべての科目を登録してください。

（２）科目設置箇所によって科目登録日程が違うため、最終的に登録単位数が３２単位を超えて

しまったり、曜日・時限が重複したりしてしまうと、登録科目を取消す必要が出てくるこ

とがあります。

年間の履修計画を⽴てるにあたって、このようなことがないよう注意してください。

（３）既履修科⽬の再履修について、すでに合格した同⼀科⽬（同⼀教員）を再度履修した場合、

随意科目として扱います。

例外として、各⼈の専修科⽬（社会⼈⼊試⼊学者の場合、各「研究課題」指導教員の「研

究」）については、既履修科⽬を再度履修する際に４単位まで修了単位に含めることがで

きますが、科目登録の時点では、全て随意科目として登録されます。

どの専修科⽬が修了単位に算⼊されたかについては、4⽉下旬以降に MyWaseda 上の成績

照会画面にて確認してください。

再履修の詳細については、研究科要項の「Ⅲ．設置科⽬と履修⽅法」および「講義

要項の巻頭説明」を確認してください。

以 上

【申請中の科目】

【決定となった科目】

７．登録科目の取消について

８．科目登録上の注意点



Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

※このWEB手続き方法は、本大学における共通内容です。

一部、法研の科目登録には関係ないものが含まれています。



Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

MyWaseda のWeb 科目登録は、すべてこの画面（ログイン後、メニューから科目登録を選択

した状態）から⾏います。

（１）申請期間表示

科⽬により申請締切⽇が異なります。科⽬群ごとの申請期間を確認してください。

（２）登録科目一覧

現在の科目登録の状態を科目ごとに表示します。備考欄に「￥」マークの表示される科⽬は聴講料等の納⼊が必

要です（期限までに納入しない場合、申請科目の登録が取り消されます）。

（３）各機能ボタン

〔科⽬検索〕〔科⽬申請〕〔科⽬取消〕の各機能ボタンが⽤意されています。

①〔科⽬検索〕

〔科⽬検索〕ボタンを押すと「科⽬検索画⾯」に遷移します。「科⽬検索画⾯」では、申請しようとする科⽬の

開講箇所を指定して〔確定〕ボタンを押し、科⽬群を選択します。検索条件には必ず１項⽬以上を⼊⼒します。

〔科⽬検索〕ボタンを押すと申請可能な科⽬のリストを表示します（履修できない科⽬はあらかじめ検索対象か

ら除かれます）。

②〔科目申請〕

〔科目申請〕ボタンを押すと、選択中の科目の申請を確定するための確認画面が表示されます。

③〔科目取消〕

〔科目取消〕ボタンを押すと、科目取消を確定するための確認画面が表示されます。取り消すことができるのは、

選択中、申請中の科目が対象です。

（４）印刷ボタン

使用中の PCがプリンターに接続されている場合、このボタンを押すことで画面イメージを印刷することができ

ます。申請科⽬の保管に利⽤してください。

１．Web科目登録画面説明

(３)

(２)

(１)

(４)



Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

Web科⽬登録利⽤⼿順

1
成績照会・科目登録

専用メニュー

https://my.waseda.jp/
上記のＵＲＬにアクセスし、

＜成績照会・科目登録専用＞を選択し

ます。

 専用メニューは MyWaseda ログ

イン画面の左下にあります

 科目登録期間中は専用メニュー

を利用してください。

3
成績照会・科目登録

専用メニュー

ログインすると「成績照会・科目登

録専用メニュー」が表示されます。

＜科目登録＞のリンクをクリックし

ます。

○履修申請に関する問い合わせを行

う場合には、「お問い合わせフォ

ーム」ボタンをクリックし、必要

事項を記入し送信してください。

2
ログイン

Waseda ID、パスワードを入力して

〔Login〕ボタンをクリックします。



Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

5
科目検索

登録希望科目を検索します。

 学部を選択し〔確定〕ボタンを

押します。

 次に科目群の中から登録を希望

する科目の科目群を選択しま

す。

 検索条件を１項目以上を入力し

て〔科目検索〕ボタンを押しま

す。

 希望の科目が見付からない場合

は検索条件を再度確認し、検索

条件を例えば学期のみにするな

ど極力減らして検索してくださ

い。

6
科目の選択

科目を選択するには、検索結果から

科目名の左側にある選択チェックボ

ックスにチェックを入れます。

複数の科目を同時に選択することが

できます。

選択チェックボックスにチェックが

入っている状態で検索を終了して一

覧へ戻る]をクリックするか次の科目

を検索します。選択した科目は登録

科目一覧で、[選択中]と表示されま

す。

4
登録科目一覧

科目登録をクリックすると「登録科

目一覧画面」が表示されます。

自動登録科目など、登録済科目の状

態や時間割を確認します。

 登録算入単位数で卒業単位に算

入される登録済科目の合計単位

数がわかります。制限単位数と

比較しながら申請してください

（登録算入単位数は、通年・春

学期・秋学期の合計となりま

す）。

いろいろな検索方法

▼科目名

前方一致検索です。検索条件にアル

ファベットや数字は含めないでく

ださい。例えば「哲学演習 I A」を

検索したい場合は「哲学演習」と入

力します。

▼曜日・時限

プルダウンメニューで学期・曜日・

時限を指定して検索することがで

きます。



Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

7
科目申請

選択が終了すると一覧画面に戻り、

選択した科目の状態は「選択中」と

なっています。

「選択中」の科目は〔科目申請〕ボ

タンを押して申請を確定します。

○ 科目検索を繰り返して複数の科

目を同時に申請することもでき

ます。

○「選択中」の科目がある場合は、

「[選択中]の科目があります。[科目

申請]ボタンで科目を申請してくだ

さい。」というメッセージが表示さ

れます。

8
申請の確認

〔OK〕ボタンをクリックすると申請

時登録チェックが行われ、科目の履

修可否が判定されます。

○ エラーがない場合は状態が「選

択中」から「申請中」に変わり

ます。

○ エラーが発生するとエラーメッ

セージが表示されますので、エ

ラーの原因となった科目を取り

消して問題を解消し、あらため

て〔科目申請〕ボタンを押して

ください。

9 科目取消

登録期間中は「申請中」「選択中」の

科目を取り消すことができます。

科目を取り消すには〔科目取消〕ボ

タンをクリックします。

※登録決定科目の取り消し

一部の科目で登録決定科目の取り

消しを限られた期間内に行うこと

が可能です。一度取り消すと登録

データが消えてしまい、再度登録

決定に戻すことはできませんの

で、十分注意してください。



Ⅲ.科目登録WEB手続き方法

10 取消の確認

取り消し可能な科目の一覧が表示さ

れますので、取り消したい科目のチ

ェックボックスにチェックを入れて

〔取消〕ボタンを押してください。

○取消ボタンを押すと確認のメッセ

ージが表示されます。

11 登録一覧画面の印刷

もし利用中の PC にプリンターが接

続されていたら、申請作業が終了し

た時点で登録科目一覧画面を印刷し

て保管してください。

○ 科目の状態が「申請中」となっ

ている科目が申請の確定した科

目です。「選択中」の科目は画面

を閉じると情報が破棄されてし

まいますので〔科目申請〕ボタ

ンで申請を確定してください。

○ プリンターが接続されていない

場合は、申請した科目の状態を

メモに残して保管しましょう。
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登録科目一覧画面上、科目の状態は、次のとおり遷移します。

状 態 説 明 状 態 説 明

選択中 科目検索－〔選択〕後の状態。このまま

作業を終了すると選択は無効となりま

す。取消可。

不可 〔選択〕〔申請〕後、履修上の問題があり

申請が許可されなかった科目。（発表期間

中の表示）

申請中 〔申請〕ボタンにより申請の許可された

科目。取消可。

処理中 申請期間が終了し処理中の状態。取消不

可。

（申請期間終了後、発表開始前までの表

示）

決定 履修の決定した科目。取消不可。（発表

開始後の表示）

選外 履修希望者が定員を超えていたため無作

為抽選が行われ抽選に外れ、履修の許可さ

れなかった科目。（発表期間中の表示）

※表示件数の制限について

条件を入力し、科目の検索を行う際に検索結果が 100 件より多い場合には、検索結果表示欄にエラ

ーメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合は、曜日、時限、科目名の先頭の数

文字など、検索条件を追加してから、再度検索を行ってください。

いろいろな申請方法

希望順位登録：希望順位登録とは、抽選が行われる可能性

が高い科目を同時に複数申請できる登録方

法です。希望順位を選択できる科目群は、希

望順位選択のプルダウンメニューが表示さ

れます。希望順位を選択する場合は、必ず第

１希望から順に選択してください。例えば、

第２希望のみを選択した場合、抽選は第１希

望者の後に行われますので、科目を登録でき

る可能性は極端に低くなります。

科目区分変更：検索結果一覧に表示される「科目区分」

の欄がプルダウンメニューで選択可能にな

っている場合は、科目区分を変更して申請す

ることができます。例えば登録制限単位数オ

ーバーエラーになった科目を一度取り消し、

科目区分を制限単位に算入されない科目区

分に変更してあらためて申請することによ

り、申請が受け付けられる場合があります。

● 他箇所設置科目を申請してみましょう。

学部を変更し[確定]ボタンをクリックします。

次に科目群の中から登録を希望する科目の科目群を指定

します。自学部の科目登録と同じ要領で科目を検索し、

選択後、科目申請ボタンを押して申請します。
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● 登録結果を確認しましょう。

各登録の発表日時になると、申請した科目の登録結果が

発表されます。登録が認められた科目は「決定」、抽選の

結果、登録できなかった科目については「選外」、登録エ

ラーのため登録できなかった科目については「不可」が

それぞれ表示されます。

【申請科目のチェック機能について】

Web科⽬登録では、科⽬申請時に以下のチェックが⾏われエラー情報を表示します。

[主な登録エラー]

エラー名称 エラー内容 解消方法

既登録エラー
既に登録されている科目を申請してい

る。
申請できません。

希望順位重複エラー
希望順位を指定する場合に既に同一の

希望順位で科目を申請している。

同一希望順位の科目についていず

れかを取り消します。

曜日時限重複エラー
既に申請・登録されている科目と曜日時

限が重複する科目を申請している。

重複している科目のいずれかを取

り消します。

前提条件エラー
申請しようとしている科目の前提条件

を満たしていない。
申請できません。

制限単位数オーバーエラー
学期・年度の履修制限単位数を超えて科

目を申請している。
いずれかの科目を取り消します。

それぞれ履修規定を確認し、エラーが起きないよう注意して申請を⾏ってください。

この他にも履修規則上のエラーがあります。内容がわからない場合は、本冊⼦などを参照して

問題を解決してください。

エラー情報が表示されたら、原因となっている科目を取り消してエラーを解消してください。

【セッションタイムアウトについて】

科目登録の際、Web履修申請画⾯や申請フォームにて、⼀定の時間操作（「登録ボタンを押す」

などサーバーとのやり取りがあること）が無い状態が続くと、⾃動的にサーバーから接続が切れてし

まいます（これを「セッションタイムアウト」と呼びます）。

⼀度接続が切れてしまいますと、選択・作成中の情報（データ）が消去され、再度ログインからの

操作が必要になります。

※「セッションタイムアウト」等を理由とする期間後の申請には⼀切応じられませんので、⼗分ご

注意下さい。

２．Web科目登録上の注意事項

基礎・人文 ２ 選外
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● 関連ページへのリンク

科⽬検索画⾯の備考欄に「関連 URL」ボタンが表示さ

れる科目は、

・関連するホームページ

へのリンクが設定されています。必要な情報が記載さ

れていますので、必ずクリックして確認ください。

● 志望理由等の⼊⼒が必要な科⽬

科⽬検索画⾯の備考欄に「⼊⼒有」が表示される科目

は、別画⾯から「申請フォーム」を呼び出し、志望理

由などの内容を⼊⼒する必要がある科⽬です。

※申請フォームは120分間操作がないとセッションが

切れ、再度呼び出す必要がありますのでご注意くださ

い。

● 聴講料等が必要な科⽬

科⽬検索画⾯の備考欄に「￥(要聴講料等)」が表示さ

れる科⽬は、聴講料等が必要な科⽬です。

● 講義要項の参照

科目選択画面で科目名をクリックすると、該当科目の講

義内容を参照することが可能です。

３．その他の機能
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● サービスを提供することができない場合

以下のメッセージが表示された場合は、[お問い合わせフォーム]ボタンを押し、必要事項を記載

の上、問い合わせを⾏ってください。

● 操作を受け付けることができない場合

全てのブラウザを閉じて、「成績照会・科⽬登録専⽤ログイン」からログインしてご利⽤ください。

● メンテナンス中の場合

Web 科目登録システムはシステム最適化作業のため、毎日、メンテナンス時間を設けています

（2:00AM〜8:00AM）。メンテナンス中の場合、以下のメッセージが表示されます。

４．エラー表示について
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● 同じボタンを続けて複数回押してしまった場合

[OK]ボタンを押して、処理が終了するまでお待ちください。

● アクセス過多が発生した場合

システム全体の負荷が制限を超えると「再試⾏メッセージ画⾯」が表示されます。

[再試⾏/Resume]ボタンをクリックすることにより制限画面から通常画面に戻ることができます

（継続して作業が可能です）。

※ただし、この状態ですべてのブラウザを閉じてしまった場合は、科目登録中に状態が「選択中」

であった科目は一旦情報が消去されてしまいますので、再度、検索から作業する必要があります。
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[コンピュータルーム利⽤のルール]

• 席を離れない、荷物を放置しない

• 私語厳禁 

• 飲⾷物を持ち込まない（ふた付き飲料全般に限り、持ち込み可能な場所もあります）

• 携帯電話で通話しない 

• 外部記憶媒体以外の USB 機器の利⽤をしない

• TA や警備員の指示に従う 

• 居眠りをしない 

[コンピュータルームのＰＣの認証について]

コンピュータルームのＰＣを利⽤するためには、Waseda ID とパスワードを用い、認証（ログ

イン）する必要があります。Waseda ID 取得方法は、「Waseda ID利⽤者控」にて確認してくだ

さい。

パスワードを忘れた場合、早稲⽥ポータルオフィス（７号館１階）でパスワード再発⾏の⼿続き

を⾏ってください。

コンピュータルームのＰＣを起動後、表示される認証画面（2017 年 2 月現在）

[端末室利⽤状況サービスについて]

ＰＣ、携帯電話より⾃習⽬的で利⽤可能な端末室を確認できます。

□ＵＲＬ-

○パソコン・スマートフォン版：http://crai.waseda.jp/clv/s/

○携帯電話版 ：http://crai.waseda.jp/clv/i/

パソコン・スマートフォン

版ＱＲコード

5．コンピュータルーム利⽤案内
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