
１．A1群科目（複合領域科目）

１．登録日程

開講学期 登録できる期間

春学期・通年 春学期科目登録期間

秋学期 秋学期科目登録期間

２．登録可能な単位数に制限があります！

春学期で6単位、秋学期で6単位を上限として申請・登録できます。
※6単位を超えて申請すると、6単位を超えて申請した科目がランダムで「系列別制限科目数エラー」
となります。

３．抽選があります！

履修希望者が定員を超えた場合は、自動抽選が行われ、「選外」となる可能性があります。定員に達し
た科目は、それ以降の登録期間で登録することはできません。登録可能な科目は、理工学術院科目登
録情報ページの「余裕定員表」で確認してください。

＜理工学術院科目登録情報ページ＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

４．履修可能学年があります！

A1群科目は、「綜合科目」「基礎科目」「特論科目」に区分されています。

５．前提条件がある科目があります！

「II」がつく科目は、同じ科目名で「I」がつく単位を修得していなければ、履修することはできません。
※「I」の科目を修得せずに「II」を申請すると、「前提条件エラー」となります。

６．重複して履修できない科目があります！

「A」「B」がつく学科目は、重複して履修できません。
（「経済制度論A／B／C／D」「産学連携、ベンチャー起業の基礎A／B」は除く）

７．グローバルエデュケーションセンター科目（一部）をA1群科目として算入できます！

A1群（複合領域）科目として算入したい場合は、Web登録の科目申請時に科目区分で「複合領域科目
（A1群算入）」、他学術院聴講科目として算入したい場合は、「他箇所聴講科目（他学術院）」を選
択してください。
※「科目登録の手引き」の「3-7. グローバルエデュケーションセンター科目をA群の単位へ算入する」を参照。

「綜合科目」
「基礎科目」

1年生以上が履修可能

「特論科目」 2年生以上が履修可能（一部、3年生以上）

「綜合科目」
「基礎科目」

1年生以上が履修可能

「特論科目」 2年生以上が履修可能（一部、3年生以上）

2019年度の科目登録より、学生の入学年度に関わらず、理工系学生（日本語学位プログラム）にとっての
グローバルエデュケーションセンター設置の数学科目は「自由科目（卒業必要単位非算入）」とします。
自由科目として履修を希望する場合は、1次～3次登録期間にweb登録を行ってください。
なお、2018年度以前に履修した科目の単位はA1群算入または他箇所聴講科目の単位として有効です。



各科目の注意事項

１．A1群科目（複合領域科目）

A1群科目の申請・登録上限科目数は、春学期6単位、秋学期6単位までです。

※6単位を超えて申請すると、6単位を超えて申請した科目がランダムでエラーとなります。
※グローバルエデュケーションセンター設置科目の講義科目をA1群に算入した場合は、これに含みます。

科目名 登録時の注意

インターメディア作曲I 1次登録期間にWEB申請のうえ、ガイダンスに出席する必要があります。ガイダンスに欠席の場合
は登録は認められません。ガイダンス出席者より選考が行われます。

ガイダンスの詳細はシラバスを参照してください。

映像制作実習I 1次登録期間にWEB申請のうえ、ガイダンスに出席する必要があります。ガイダンスに欠席の場合
は登録は認められません。ガイダンス出席者より選考が行われます。

ガイダンスの詳細はシラバスを参照してください。

写真表現I、II

芸術表現

インターメディア作曲I、II

映像制作実習I、II

映画から学ぶ映像表現

奇想のテレビドキュメンタ
リー論

テレビ論

表現工学科C群科目と合併している科目です。

＜表現工学科以外の方＞

定員を超える希望者があった場合は、表現工学科生が優先となります。

＜表現工学科の方＞

C群科目として、履修が可能です。A1群の科目としては登録できませんのでご注意ください。詳しく
は、「各科目群・学科の注意事項」の 「表現工学科」参照。

映像制作実習I については、履修申請時に志望理由（400字以内）を記入する必要がありますの
でご注意ください。志望理由の入力方法は、以下理工学術院HPを参照してください。

https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

マスターズ・オブ・シネマ
映画のすべて １、

マスターズ・オブ・シネマ
映画のすべて ２

１と２は内容が連動している科目です。履修順序が設定されており、２を履修申請したい場合には、
１ も同時に申請する必要があります。１のみを履修申請することも可能ですが、２を同時に申請す
ることを強く推奨します。
グローバルエデュケーションセンター設置の「映画のすべて マスターズ オブ シネマ １」および
の「映画のすべて マスターズ オブ シネマ ２」とそれぞれ同一科目です。グローバルエデュケー
ションセンター科目として登録することはできません。
2016年度以前に、理工設置科目「マスターズ・オブ・シネマ 映画のすべて」を修得した学生は、
履修できません。

プロデュース特論 2年生以上から履修可能です。

グローバルエデュケーションセンター設置の「プロデューサー概論」と同一科目です。グローバル
エデュケーションセンター科目として登録することはできません。

2017年度より、単位数が2から1に変更となりました。

経済学A（ミクロ）

経済学A（マクロ）

経済学B（ミクロ）

経済学B（マクロ）

※2015年度より履修
ルール変更

A（ミクロ）とB（ミクロ）を重複して履修できません。

A（マクロ）とB（マクロ）を重複して履修できません。

（ミクロ）（マクロ）は履修順序はありません。

＜登録可能な履修順序＞

○A（ミクロ）→A（マクロ） ○B（ミクロ）→B（マクロ） ○A（マクロ）→A（ミクロ）

○B（マクロ）→B（ミクロ） 〇A（ミクロ）→B（マクロ） 〇B（ミクロ）→A（マクロ）

〇A（マクロ）→B（ミクロ） 〇B（マクロ）→A（ミクロ）

＜登録不可な履修順序＞

×A（ミクロ）&B（ミクロ） ×A（マクロ）&B（マクロ）



科目情報の変更について

１．A1群科目（複合領域科目）

（変更種別について）

学年 ： 配当年次が変更となります。

名称 ： 科目名称が変更となります。旧名称で単位取得済みの方は履修することができません。

科目区分 ： 複合領域科目における科目区分（綜合・基礎・特論）が変更となります。

廃止 ： 廃止となった科目です。履修することはできません。

新設 ： 新設された科目です。配当年次以上の学年の方は履修することができます。

各科目の注意事項

科目名 登録時の注意

【領域コース科目】

社会文化領域基礎演習、社会文
化領域演習、卒業論文（社会文
化）

領域コースに進入した学生のみ履修する科目です。

「社会文化領域演習」および「卒業論文（社会文化）」は春学期科目登録期間終了後
に、「社会文化領域基礎演習」は秋学期科目登録期間終了後に対象者へ自動登録さ
れます。これらの科目はA1群科目の申請・登録上限科目数に含まれません。

国際知財政策A, B 在学中に「A」「B」「C」「D」を重複して履修することはできません。

例）「A」を修得した場合は、今後「B」「C」「D」を履修することができません。

憲法I, II 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目における「日本国憲法」の項目を
満たすためには、憲法Iおよび憲法IIの両方を修得する必要があります。

～語圏文化論

～文化研究

中国の科学と社会

次の科目が該当します。

「ドイツ文化研究」、「ドイツ語圏文化論（応用）」、「フランス文化研究」、
「フランス語圏文化論（応用）」、「中国の科学と社会」、「中国語圏文化論
（応用）」、「スペイン語圏文化論（基礎）」、「スペイン語圏文化論（応
用）」

これらの科目は、各国語の「中級II」、「中級IIA」、「中級IIB」または「IIA（学院）」、「IIB
（学院）」の単位を修得していなければ履修できません。

～語文化入門 「～語文化入門」の（１）、（２）、…（８）は重複して履修できません。

変更年度 変更種別 科目区分 年次 変更前の科目名 科目区分 年次 変更後の科目名

2012 名称 特論 2 経済学AI ⇒ 特論 2 経済学A（ミクロ）

名称 特論 2 経済学BI ⇒ 特論 2 経済学B（ミクロ）

名称 特論 2 経済学AII ⇒ 特論 2 経済学A（マクロ）

名称 特論 2 経済学BII ⇒ 特論 2 経済学B（マクロ）

名称 特論 2 産学連携、ベンチャー起業の基礎I ⇒ 特論 2 産学連携、ベンチャー起業の基礎A

名称 特論 2 産学連携、ベンチャー起業の基礎II ⇒ 特論 2 産学連携、ベンチャー起業の基礎B

2013 科目区分 基礎 1 技術倫理 ⇒ 特論 2 技術倫理

科目区分 基礎 1 科学技術と現代社会 ⇒ 特論 2 科学技術と現代社会

名称 基礎 1 日本の表現 ⇒ 基礎 1 人間の表現

名称 基礎 1 新素材・IT・バイオの知的財産の基礎 ⇒ 基礎 1 国際知財政策A

名称 基礎 1 デザイン・音楽・映像の知的財産の基礎 ⇒ 基礎 1 国際知財政策B

名称 基礎 1 経済制度論AI ⇒ 基礎 1 経済制度論A

名称 基礎 1 経済制度論AII ⇒ 基礎 1 経済制度論B

名称 特論 2 経済制度論BI ⇒ 特論 2 経済制度論C

名称 特論 2 経済制度論BII ⇒ 特論 2 経済制度論D

名称 特論 2 歴史社会学I ⇒ 特論 2 歴史社会学

名称 特論 2 歴史社会学II ⇒ 特論 2 伝統都市と文化遺産

名称 特論 2 バイオ・イノベーションとベンチャー ⇒ 特論 2 バイオ・イノベーションと知財



科目情報の変更について

１．A1群科目（複合領域科目）

変更年度 変更種別 科目区分 年次 変更前の科目名 科目区分 年次 変更後の科目名

2014 名称 基礎 1 メディア社会論 ⇒ 基礎 1 情報とメディアの社会学

名称 特論 2 芸術表現Ⅱ ⇒ 特論 2 芸術表現

名称 特論 2 イノベーションの分析と企業の社会責任
（CSR）

⇒
特論 2 新規市場開拓としてのイノベーション経営

（CSR経営）
学年 特論 2 写真表現I ⇒ 特論 3 写真表現I

学年 特論 2 写真表現II ⇒ 特論 3 写真表現II

学年 特論 2 コンテンツマーケティングリサーチ ⇒ 特論 3 コンテンツマーケティングリサーチ

学年 特論 3 プロデュース特論 ⇒ 特論 2 プロデュース特論

2015 名称 綜合 1 科学技術と危機管理 ⇒ 綜合 1 日常生活とリスク

名称 綜合 1 生命科学と社会 ⇒ 綜合 1 生命の思想史

科目区分・学年 基礎 1 応用人類学 ⇒ 特論 2 応用人類学

名称 特論 2 言語文化論 ⇒ 特論 2 ラテンアメリカの文化と歴史

2016 名称 綜合 1 国際保健政策と科学倫理 ⇒ 綜合 1 国際保健医療論

名称 特論 2 精神分析論Ⅰ ⇒ 特論 2 精神分析論

科目区分・学年 特論 2 憲法I ⇒ 基礎 1 憲法I

科目区分・学年 特論 2 憲法II ⇒ 基礎 1 憲法II

2017 学年 特論 3 映画から学ぶ映像表現 ⇒ 特論 2 映画から学ぶ映像表現

名称 特論 2 暮らしの中の先端技術 ⇒ 特論 2 先端技術と暮らしのイノベーション

名称 特論 2 産業政策 ⇒ 特論 2 産業政策とデジタルコンテンツ論の基礎

名称 基礎 1 マスターズ・オブ・シネマ 映画のすべて ⇒
基礎 1 マスターズ・オブ・シネマ 映画のすべて １

基礎 1 マスターズ・オブ・シネマ 映画のすべて ２

科目区分・学年 特論 2 映像史I ⇒ 基礎 1 映像史I
科目区分・学年 特論 2 映像史II ⇒ 基礎 1 映像史II

2018
名称 基礎 1 複合文章表現A,B,C,D ⇒ 基礎 1

複合文章表現
※GECとの合併科目。フルオンデマンド。

科目区分 綜合 1 生命の思想史 ⇒ 基礎 1 生命の思想史

2019 廃止 特論 2 情報社会論

名称 特論 2 統計学基礎 ⇒ 特論 2 確率・統計基礎

名称 特論 2 統計学応用 ⇒ 特論 2 確率・統計と機械学習

2020 廃止 綜合 2 高齢化社会の設計

特論 2 日本産業の将来設計

特論 2 消費者の経済学

特論 2 産業構造論I

特論 2 産業構造論II

基礎 2 日本の詩、世界の詩

特論 2 世界の宗教

特論 2 日本の宗教

特論 2 都市と文化

特論 2 「アジア」を読む

特論 2 「アジア」を考える
名称 特論 2 心理療法 ⇒ 特論 2 心理療法・心理的支援法

新設 特論 2 宗教と世界



科目情報の変更について

１．A1群科目（複合領域科目）

変更年度 変更種別 科目区分 年次 変更前の科目名 科目区分 年次 変更後の科目名

2021 名称 基礎 1 生活とすまい ⇒ 基礎 1 持続可能な生活とデザイン

特論 2 デジタル家電の興亡 ⇒ 特論 2 デジタル化社会の興亡

特論 2 開発倫理 ⇒ 特論 2 開発文化論

基礎 1 翻訳と文化 ⇒ 基礎 1 比較文学論

綜合 1 時代の青年像 ⇒ 綜合 1 文学論

基礎 1 文字と文化 ⇒ 基礎 1 朝鮮半島文化研究

特論 2 地域研究：イスラム圏 ⇒ 特論 2 イスラム文化研究

特論 2 古代ギリシア文化と現代 ⇒ 特論 2 西洋古典思想

特論 2 ドイツ語圏文化論（基礎） ⇒ 特論 2 ドイツ文化研究

特論 2 中国語圏文化論（基礎） ⇒ 特論 2 中国の科学と社会
新設 特論 2 グローバル社会

基礎 1 サブカルチャー論

基礎 1 スペイン文化研究

特論 2 口頭伝承と文学

基礎 1 国際交流論

基礎 1 食文化論

基礎 1 身体論

基礎 1 地域研究：スペインとスペインアメリカ

特論 2 文学と科学

基礎 1 文学表現論
廃止 綜合 1 社会参加とボランティア

基礎 1 越境する文化

基礎 1 スペイン語文化入門 (1)

基礎 1 スペイン語文化入門 (2)

特論 2 近代思想と現代



２．A２群科目（外国語科目）

１．登録日程

開講学期 登録できる期間

春学期・通年 春学期科目登録期間

秋学期 秋学期科目登録期間

①必修英語科目
必修英語科目は自動登録です。
仮クラスで登録されていますが、クラスは1次登録結果発表時にMy WasedaのWeb科目登録画面もしく
は理工系学生ページで確認してください。

※クラスの変更はできません。

必修英語科目の再履修は、自動登録ではありません。
必修英語科目を再履修する場合は、必ず、1次登録期間で希望する時間割の「仮クラス」をWeb登録してく
ださい（前年度と同じクラスである必要はありません）。受講クラス（担当教員・教室等）は1次登録
結果発表時に、「理工系学生ページ」で確認してください。

２．必修英語科目の再履修について

３．選択英語科目の履修について

科目名の後ろに「1」「2」が付された科目は、履修順序は特にありません。また、両方を履修すること
も可能です。
「Technical Presentation」「Special Topics in Functional English」は、春・秋学期にそれぞれ設置され

ていますが、重複して履修することはできません（重複して申請した場合、「既得エラー」となり、登
録できません）。

４．抽選があります！

選択英語科目や初修外国語科目において、履修希望者が定員を超えた場合は、自動抽選が行われ、「選
外」となる可能性があります。定員に達した科目は、それ以降の登録期間で登録することはできません。
登録可能な科目は、理工学術院科目登録情報ページの「余裕定員表」で確認してください。

＜理工学術院科目登録情報ページ＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

５．初修外国語の履修には前提条件があります！

初修外国語のクラスはレベルが設定されています。履修にあたって、前提条件（特定の単位を取得しな
ければ履修できない）がある科目は、必ず履修の順序を確認してください。
※前提条件科目を取得せずに登録申請した場合、「前提条件エラー」となり、登録できません。
「2.7 初修外国語の履修モデル」参照。

６．グローバルエデュケーションセンター科目（言語科目）をA2群科目として算入できます！

A2群（外国語）科目として算入したい場合は、Web履修申請画面の科目登録検索時に科目区分で「言語
科目（A2群算入）」、他学術院聴講科目として算入したい場合は、「他箇所聴講科目（他学術院）」を
選択してください。「科目登録の手引き」の「3-7. グローバルエデュケーションセンター科目をA群の単位
へ算入する」参照。
※グローバルエデュケーションセンターの「英語科目」は、 A2群（外国語）科目に算入することはで

きません。

②選択英語科目、初修外国語科目、必修英語科目（再履修）

英語必修科目は、1次登録期間に登録しないと、クラス分け発表が授業開始に間に合わないた
め、初回の授業に出席することができません。



７．初修外国語の履修モデル

※表示の学年は「履修可能学年」

※学院クラスと中級クラスは合併クラス

上級クラスの登録について

・1年次に「IIA（学院）」クラスまたは「IIB（学院）」クラスを修得していれば、2年次に「上級I」
「上級II」を履修することが可能です。その場合、2年生は上級クラスをWeb登録できないため、理工学
術院統合事務所教学支援課で申請してください。

・2021年度より、中国語を除く「上級l」に限り、科目登録システム上の前提科目の条件設定は廃止とな
りました。ただし、レベルや授業内容が適切でないと科目担当教員に判断された場合、任意のタイミン
グで科目が取り消されます。詳細は「８．初修外国語科目申請時の注意事項」を参照してください。

科目名（レベル） 前提科目

「初級IIA」「初級IIB」 「初級IA」または「初級IB」

「中級IA」「中級IB」 「初級IIA」または「初級IIB」

「中級IIA」「中級IIB」 「中級IA」または「中級IB」

「IIA（学院）」「IIB（学院）」 「IA（学院）」または「IB（学院）」

「上級I」

（登録に際しては、各科目のWebシ
ラバスも確認すること）

【中国語】
次の科目のうち、いずれか１科目以上。
「中級IIA」「中級IIB」「IIA（学院）」「IIB（学院）」
※一切の例外なく、上記「中級II」または「II（学院）」の履修済みを条件
とする。

【その他言語】
前提科目なし（※ただし、「８．」参照のこと）。

「上級II」 「上級I」

各国語圏文化論（A1群科目） （１．A1群 「各科目の注意事項」参照のこと）

＜前提条件科目一覧＞

1年

初級IA

初級IB

1年

初級IIA

初級IIB

1年

IA(学院)

IB(学院)

2年

中級IA

中級IB

1年

IIA(学院)

IIB(学院)

2年

中級IIA

中級IIＢ

3年

上級I

3年

上級II

A1群科目

各国語圏文化論

８．初修外国語科目申請時の注意事項

外国語科目は、母語以外の未習熟の外国語を習得するための科目として設置されています。そのため、
科目を申請する前に必ずシラバスを参照して、授業のレベルや内容が、自身のバックグラウンドおよび
習熟度に照らして適しているかよく確認してください。
なお、登録決定者が、シラバスの「授業の到達目標」に既に達していると担当教員から判断された場合
には、科目登録終了後の任意のタイミングで科目登録が取り消されます。その際、代わりに他の科目を
申請することは認められませんので、不安がある者は、初回の授業で担当教員に相談してください。



７．初修外国語の履修モデル

※表示の学年は「履修可能学年」

※学院クラスと中級クラスは合併クラス

上級クラスの登録について

・1年次に「IIA（学院）」クラスまたは「IIB（学院）」クラスを修得していれば、2年次に「上級I」
「上級II」を履修することが可能です。その場合、2年生は上級クラスをWeb登録できないため、理工学
術院統合事務所教学支援課で申請してください。

・2021年度より、中国語を除く「上級l」に限り、科目登録システム上の前提科目の条件設定は廃止とな
りました。ただし、レベルや授業内容が適切でないと科目担当教員に判断された場合、任意のタイミン
グで科目が取り消されます。詳細は「８．初修外国語科目申請時の注意事項」を参照してください。

科目名（レベル） 前提科目

「初級IIA」「初級IIB」 「初級IA」または「初級IB」

「中級IA」「中級IB」 「初級IIA」または「初級IIB」

「中級IIA」「中級IIB」 「中級IA」または「中級IB」

「IIA（学院）」「IIB（学院）」 「IA（学院）」または「IB（学院）」

「上級I」

（登録に際しては、各科目のWebシ
ラバスも確認すること）

【中国語】
次の科目のうち、いずれか１科目以上。
「中級IIA」「中級IIB」「IIA（学院）」「IIB（学院）」
※一切の例外なく、上記「中級II」または「II（学院）」の履修済みを条件
とする。

【その他言語】
前提科目なし（※ただし、「８．」参照のこと）。

「上級II」 「上級I」

各国語圏文化論（A1群科目） （１．A1群 「各科目の注意事項」参照のこと）

＜前提条件科目一覧＞

1年

初級IA

初級IB

1年

初級IIA

初級IIB

1年

IA(学院)

IB(学院)

2年

中級IA

中級IB

1年

IIA(学院)

IIB(学院)

2年

中級IIA

中級IIＢ

3年

上級I

3年

上級II

A1群科目

各国語圏文化論

８．初修外国語科目申請時の注意事項

外国語科目は、母語以外の未習熟の外国語を習得するための科目として設置されています。そのため、
科目を申請する前に必ずシラバスを参照して、授業のレベルや内容が、自身のバックグラウンドおよび
習熟度に照らして適しているかよく確認してください。
なお、登録決定者が、シラバスの「授業の到達目標」に既に達していると担当教員から判断された場合
には、科目登録終了後の任意のタイミングで科目登録が取り消されます。その際、代わりに他の科目を
申請することは認められませんので、不安がある者は、初回の授業で担当教員に相談してください。



９．初修外国語の学院クラスについて

※学院クラスは、高等学院出身者以外も履修できます。

各語学（スペイン語以外）の既履修者のためのクラスとして、1年次から中級レベルを履修するための
「IA（学院）」「IB（学院）」クラスが設定されています。いずれも「中級IA」「中級IB」と合併クラ
スとなっていますが、前提条件科目は上記表のとおりとなっており、「IIA（学院）」を登録する場合
は「IA（学院）」または「IB（学院）」を修得している必要があります。たとえば、「中級IA」の単位
を修得した者が「IIA（学院）」を登録することはできません。



１０．A2群科目（外国語科目）Q&A

＜初修外国語＞

以上に掲載するＱ＆Ａのほか、科目登録情報ページで最新情報が参照できます。必ず、確認してください。

＜学生のみなさんからの質問と回答＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/faq/

Ｑ 1年生です。Web科目登録の科目一覧画で英語の必修科目が「Communication Strategies 1 月１
仮クラス」となっています。本当のクラスはいつわかりますか？

Ａ
1次登録結果発表時に発表となります。My WasedaのWeb科目登録画面もしくは理工系学生ページで受講
クラスを確認し、シラバスで教室や講義概要を参照してください。

Ｑ 春学期に「Communication Strategies 1」が不合格でした。秋学期の「Communication Strategies 2」
は履修してよいのですか？

Ａ
「1」の単位を取得していなくても「2」を履修できます。

「Academic Lecture Comprehension 」、「Concept Building and Discussion」「Academic Reading」
「Technical Writing」の場合も同様です。ただし、単位を修得できなかった必修科目（CS,ALC,CBD,AR）
は、翌年度に再履修が必要です。

＜英語＞

Ｑ 2年生です。昨年度までに学院クラスの「IIA」（または「IIB」）」の単位を取得しています。履修順序に従っ
て、上級クラスを履修したいのですが、Web履修申請画面で検索できませんでした。

Ａ
2年生は上級クラス科目をWebから登録できません。理工学術院統合事務所教学支援課で申請してください

（3年生以上はweb登録できます）。

Ｑ これまでに「ＸＸ語初級IA」のみを履修し、単位を修得しました。これから「ＸＸ語初級IIB」を履修しようと思
うのですが、「ＸＸ語初級IB」の単位を取っていなくても履修してもいいのでしょうか？

Ａ
履修可能です。初修外国語初級では、「初級IA」または「初級IB」の単位を修得していれば「初級IIA」、
「初級IIB」を履修することが可能です。

Ｑ 春学期には初修外国語を履修せずに、秋学期に「ＸＸ語初級IIA（またはIIB）」を履修しようと考えていま
すが、可能ですか？

Ａ
履修できません。前提条件科目である「ＸＸ語初級IA（またはIB）」の単位を修得後、「ＸＸ語初級IIA（また
はIIB）」の履修が可能となります。「ＸＸ語初級IA（またはIB）」の単位を修得せずに、「ＸＸ語初級IIA
（またはIIB）」を申請すると「前提科目エラー」となり、登録できません。

Ｑ 初修外国語の登録結果が選外になってしまいました。この科目は登録できないのでしょうか。

Ａ
定員に達した科目は次回以降の科目登録で登録することはできません。次の登録期間に定員に余裕があり、
登録できる科目が理工学術院科目登録情報ページの「余裕定員表」で発表しますので、余裕定員表に記載
がある別のクラスを申請してください。

Ｑ 昨年度までに「ＸＸ語初級IA」、「ＸＸ語初級IIA」の単位を修得しました。これから「ＸＸ語初級IB」を履修す
ることは可能ですか？

Ａ
履修可能です。ただし、履修モデルの通り「中級IA」または「中級IB」を履修することが望ましいため、
推奨できません。また学部や学科から指導がある場合はそちらに従ってください。

Ｑ 日本国外の出身の学生ですが、出身国の言語や自身の母語を初修外国語として履修申請することは
可能でしょうか。

Ａ
履修申請は可能ですが、推奨できません。



科目名 対象学年 登録に関する注意事項

Academic Lecture Comprehension 1

Communication Strategies 1

1年生 自動登録。 ※クラス変更不可

曜日時限のみ決定しており、受講クラスは1次登録結果
発表日にMyWasedaのWeb科目登録画面および理工
系学生ページで発表。

2年生以上

再履修者

Web登録。

必ず、在学生1次登録期間中に登録してください。登
録しないとクラス分けが初回の授業に間に合いません。

曜日時限のみ選択できます。

受講クラスは1次登録結果発表日にMyWasedaの
Web科目登録画面および理工系学生ページで発表。

一度決定したクラスの変更はできません。

Academic Lecture Comprehension 2

Communication Strategies 2

1年生 自動登録。 ※クラス変更不可

曜日時限のみ決定しており、受講クラスは1次登録結果
発表日にMyWasedaのWeb科目登録画面および理工
系学生ページで発表。

2年生以上

再履修者

Web登録。

秋学期1次科目登録期間中に登録。

秋学期科目登録期間は、7月上旬に理工学術院科目登
録情報ページで発表。

一度決定したクラスの変更はできません。

Academic Reading 1

Concept Building and Discussion 1

2年生 自動登録。 ※クラス変更不可

曜日時限のみ決定しており、受講クラスは1次登録結果
発表日にMyWasedaのWeb科目登録画面および理工
系学生ページで発表。

3年生以上

再履修者

Web登録。

必ず、在学生1次登録期間中に登録してください。登
録しないとクラス分けが初回の授業に間に合いません。

曜日時限のみ選択できます。

受講クラスは1次登録結果発表日にMyWasedaの
Web科目登録画面および理工系学生ページで発表。

一度決定したクラスの変更はできません。

Academic Reading 2

Concept Building and Discussion 2

2年生 自動登録。 ※クラス変更不可

曜日時限のみ決定しており、受講クラスは1次登録結果
発表日にMyWasedaのWeb科目登録画面および理工
系学生ページで発表。

3年生以上

再履修者

Web登録。

秋学期1次科目登録期間中に登録。

秋学期科目登録期間は、7月上旬に理工学術院科目登
録情報ページで発表。

一度決定したクラスの変更はできません。

各科目の注意事項

＜必修英語＞

２．A２群科目（英語）
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科目名 対象学年 登録に関する注意事項

Technical Writing 1 3年生以上 履修希望者が定員を超えた場合、自動抽選がありま
す。

Technical Writing 2 3年生以上 秋学期科目登録期間に登録。

「Technical Writing 1」の単位を修得していなくても、
履修することは可能です。

履修希望者が定員を超えた場合、自動抽選がありま
す。

Technical Presentation 3年生以上 秋学期のクラスは秋学期科目登録期間に登録。

春学期と秋学期の重複履修不可。

複数のクラスの履修不可。

履修希望者が定員を超えた場合、自動抽選がありま
す。

Special Topics in Functional English 3年生以上 秋学期のクラスは秋学期科目登録期間に登録。

春学期と秋学期の重複履修不可。

複数のクラスの履修不可。

履修希望者が定員を超えた場合、自動抽選がありま
す。

各科目の注意事項

＜選択英語＞

２．A２群科目（英語）
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２．A２群科目（初修外国語）

科目別注意事項

科目名 注意事項

中国語初級IA 春期火２呉 （英語実施）

中国語初級IIA 秋期火２呉 （英語実施）

【使用言語：英語】
左記の科目は、英語で授業が行われます。
（ただし他コース聴講ではなく、A2群初修外国語として登録されま
す。）

取り消しはできませんので、充分検討の上、登録を行ってく
ださい。

スペイン語初級IA

スペイン語初級IB

スペイン語初級IIA

スペイン語初級IIB

スペイン語中級IA

スペイン語中級IB

スペイン語中級IIA

スペイン語中級IIB

2020年度より、科目名称が変更となりました。

西語→スペイン語

（例）
【変更前】 西語初級IA 春期水３岡田
【変更後】 スペイン語初級IA 春期水３岡田

スペイン文化研究

地域研究：スペインとスペインアメリカ

「スペイン語文化入門」の単位を修得している場合は、履修できま
せん。
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