＊English follows Japanese
2019 年 9 月入学 外国人留学生または本学を来訪する教員・研究者 各位

【重要】外国人留学生の日本語科目の履修手続きについて
早稲田大学の日本語教育は、すべて「日本語教育研究センター」で行われています。日本語科目の履修を
希望する場合は、下記の説明をよく読んで、日本語教育研究センターが定める手続きを行ってください。な
お、下記の手続きは 9 月 1 日より可能となります。期間内に手続きを行わなかった場合、今学期の日本語科
目は履修できませんのでご注意ください。
日本語科目の履修手続きに関する情報は、以下の URL の「日本語教育研究センター科目登録 web ページ」に
掲載します。
＜日本語教育研究センター科目登録 Webpage＞ https://www.waseda.jp/inst/cjl/students/registration/
毎年春学期の情報は 3 月 1 日に、秋学期の情報は 9 月 1 日に更新します。

【科目登録に必要な手続き】(9 月 1 日以降に以下の手続きを行ってください。)
【１】 上記記載の URL を確認してください。
必要な手続き・スケジュールの詳細を「日本語科目登録の手引き・講義要項」で確認してください。
(上記の Webpage に掲載されますが、22 号館 4 階でも冊子を配布します。)

【２】 日本語レベル判定テスト（J-CAT）の受験申請手続き
「日本語教育研究センター科目登録 web ページ」上の「日本語レベル判定テスト（J-CAT）ガイド」を見て、J-CAT の受験
申請手続きを行ってください。(自分の日本語レベルを確認するテストです。J-CAT を受験しなくても、日本語の科目登録
は可能です。ただし、自分のレベルに適した科目を登録するためにも、受験することを推奨します。)

【３】 日本語レベル判定テスト（J-CAT）の受験
J-CAT テスト受験用「ID」「パスワード」を使って、テストを受験してください。点数をもとに、日本語レベル判定テスト
（J-CAT）ガイドに記載されている「レベル判定表」で自分の日本語レベルを確認してください。

【４】 日本語アカデミックオリエンテーション動画の視聴
日本語科目登録の方法などを説明するアカデミックオリエンテーションの動画（日本語・英語）を必ず視聴してください。
（9 月 1 日に「日本語教育研究センター科目登録 web ページ」に掲載します。）
動画を視聴し、「日本語科目登録の手引き・講義要項」を読んだ上で質問がある場合は、9 月 18 日に実施する「個別相
談会」に出席してください。動画を観ていない学生、手引きを読んでいない学生からの質問は受けられません。

【５】 あなたが履修する授業の時間割を考えてください
あなたが所属する学部・大学院の「アカデミックカレンダー」、「時間割」、「シラバス」、「科目登録の資料」をよく読んで確認
してから、日本語科目を含めた時間割を作ってください。「あなたが所属する学部・大学院の科目」は、「日本語科目」より
も優先されなければなりません。

【６】 履修したい日本語科目を、MyWaseda から登録してください。
所属する学部・研究科が指定する期間内に、MyWaseda にて日本語科目の登録をしてください。
（Waseda ID は所属箇所から配付されます。）詳細は所属する学部・研究科に確認してください。
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For the International Students who enroll in Waseda University in September 2019 / Faculty ・ Researchers

【IMPORTANT】Japanese Course Registration for International Students
All the Japanese Language Education at Waseda University is offered by the “Center for Japanese
Language (CJL)”. Those who take the Japanese language courses must read the instruction below and follow
the procedure. Please note that the procedure written below starts from September 1st. If you fail to complete
the procedures by designated period, you may not be able to take any Japanese language courses on this
semester.
The information about the Japanese language course and the guidebook will be announced on “CJL Course
Registration webpage” stated below.
＜CJL Course Registration webpage＞ https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/students/registration/

Every year, the information for Spring Semester will be updated on March 1st and Fall Semester will be
updated on September 1st.

【Required Procedure for Course Registration】(Follow the six steps below from September 1st.)
【１】 Read the URL written above
Check the required procedure and schedule by the “Japanese Language Course Registration Guidebook and
Syllabus”. (It will be posted on the webpage above and also provided at CJL office on the 4 th floor of Building No.
22).

【２】 Apply for the Japanese Level Check Test (J-CAT)
Apply for the J-CAT test by following the instructions on the “Japanese Level Check Test (J-CAT) Guide” on our
webpage. J-CAT will help you to evaluate your current Japanese level. It is not mandatory; however, we recommend
you to take the test in order to register the appropriate level of Japanese Course.)

【３】 Take the Japanese Level Check Test (J-CAT)
Take the J-CAT test with your J-CAT ID and Password. You can use the “Table for Level Criterion” on the “Japanese
Level Check Test (J-CAT) Guide” to see your Japanese level based on your test results.

【４】 Watch the Academic Orientation video
Watch the “Academic orientation video” (available in both English and Japanese) on our webpage. It will provide
with information the Japanese language course and the course registration procedures. You can watch the video from
September 1st. Please make sure to watch this video and read the “Course Registration Guidebook and Syllabus”. If
you still have any concerns, please attend the “Individual Consultation” held on September 18th. We will not accept
questions by the students who have not watched the video and read the guidebook.

【５】 Create your schedule
Check the academic calendar, timetable, syllabus and other course information at your school before you create your
own time schedule including the Japanese language Courses. The courses offered by your own school must be given
priority over the Japanese language courses.

【６】 Register the Japanese language Courses through MyWaseda
Register the Japanese language courses through MyWaseda during the period designated by your school. （Waseda
ID will be provided by your school.）Please confirm at your school for details.

早稲田大学日本語教育研究センター / Center for Japanese Language, Waseda University

