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はじめに

 は早めに取得！【 年生対象】

Waseda IDを取得していないと、科目登録ができません。

 科目登録のルールや注意事項を確認！

本冊子および理工学術院HP 掲載の「各科目群・学科の注意事項」を必ず熟読してください。科

目登録のルールを理解しないで科目登録を行うと、登録エラーによって希望する科目を履修で
きない場合があります。

＜理工系学部科目登録情報ページ＞

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

 最新の情報を定期的にチェック！

科目登録や時間割・教室変更の最新情報は、理工学術院HPで定期的に確認してください。

＜理工系学部科目登録情報ページ＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

 科目登録前に、学部要項で必修科目・卒業要件を確認！

学部要項には入学年度に応じて適用されるカリキュラムが記載されています。科目登録前に専
門必修科目・卒業論文着手条件・卒業要件をよく確認してください。

 期間外の科目登録・取消は一切できません！

所定の登録期間外の科目登録・取消はいかなる理由があっても受付ません。

 登録結果を必ず確認！

科目登録の結果は、MyWasedaのWeb科目登録画面および理工系学生ページで発表します。希

望した科目が選外やエラーによって登録できていない場合もありますので、必ず、結果を確認
してください。

０
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日程の確認１

１．科目登録日程

１．新入生（1年生）

登録日程
登録結果
発表日

A1群（複合領域）
A2群（外国語）

B4群（情報関連）

B群,C群
（B4群除く） 教職科目

全学オープン
科目

1次
登録

3/29（月）9:00 ～
3/31（水）17:00 4/3（土）

通年・春学期科目
が対象

※自動抽選を実施

全科目が
対象

※必修科目は
自動登録

「教職課程履
修の手引き」

参照

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾃﾞｭ
ｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
（GEC）

ＨＰ、および
「履修ガイド」
を参照

2次
登録

4/ 5（月）9:00 ～
4/ 6（火）17:00 4/9（金）

3次
登録

4/ 9（金）9:00 ～
4/10（土）17:00 4/14（水）

①科目登録日程

２．在学生（2年生以上）
①2020年度学年末成績発表

発表期間 3月2日（火）から順次発表

確認方法 MyWasedaトップページの「★成績照会・科目登録専用」からログイン後、「成績照会」で確認

②「学生証裏面シール」配付

日 程 3月12日（金）10:00～16:00

会 場 「1-2. 年度始め行事日程」で確認してください。

登録日程
登録結果
発表日

A1群（複合領域）
A2群（外国語）

B4群（情報関連）

B群,C群
（B4群除く） 教職科目

全学オープン
科目

1次
登録

3/18（木）9:00 ～
3/20（土）17:00 4/3（土）

通年・春学期科目
が対象

※自動抽選を実施

全科目が
対象

「教職課程履
修の手引き」

参照

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾃﾞｭ
ｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
（GEC）

ＨＰ、および
「履修ガイド」
を参照

2次
登録

4/ 5（月）9:00 ～
4/ 6（火）17:00 4/9（金）

3次
登録

4/ 9（金）9:00 ～
4/10（土）17:00 4/14（水）

先取り
履修

4/ 9（金）9:00 ～
4/10（土）17:00 4/14（水） 先取り履修対象科目が対象

※対象科目は、科目登録情報ページで確認

③科目登録日程

学生がオンライン形式で行われる授業に参加できるのは、科目登録の「登録結果発表日」からで
す。初回授業に参加するために、１次登録からの履修申請を強くお勧めします。（登録が決定とな
る前に、オンライン授業に参加することはできません）
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２．年度始め行事日程

基幹・創造・先進理工学部 1年生 / 2年生以上 共通

＜理工学術院 年度始め行事日程＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/guidance/

3月下旬から授業開始日までに、ガイダンスや各種書類等の配付など、複数の行事を予定してい
ます。以下記載のWebサイトに『基幹・創造・先進理工学部／研究科 年度始スケジュール』を掲
載・更新していますので、自身の該当する部分について、必ずご確認ください。

また、「１－３．実験ガイダンス日程」も別途確認してください。

３．実験ガイダンス日程

各実験ガイダンスには必ず出席してください。出席しない場合は科目の履修ができな
い場合があります。実施日程や会場は、科目登録情報ページで随時更新しています
ので必ず確認してください。

基幹・創造・先進理工学部 1年生 / 2年生以上 共通

＜理工学術院 科目登録情報ページ＞

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

４． 年度授業カレンダー（学部・研究科暦）

「国民の祝日」の変更等に伴い、学部・研究科暦も変更となる場合があります。
最新情報は理工学術院Webページより確認・取得してください。

＜早稲田大学 理工学術院Webページ＞
>>在学生の方へ
>>>日程・行事

＜理工学術院 日程・行事＞

https://www.waseda.jp/fsci/students/calendar/
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科目登録の基礎知識２

１．科目登録に必要なもの

 科目登録の手引き

本冊子では科目登録の方法や注意事項を記載しています。熟読したうえで、所定期間に間違い
のないよう登録をしてください。

 学部要項

入学時に配付された学部要項には、履修すべき科目（卒業に必要な必修科目）や、入学年度に
応じたカリキュラム、卒業論文に着手するための条件など重要事項が記載されています。卒業
するまで必要になるので、紛失しないように注意してください。

 ・パスワード

「Web入学手続きシステム」に表示される「初期Waseda ID確認」の画面にしたがって、Waseda IDを
取得してください。取得しなければ、科目登録を行うことができません。

 理工学術院科目登録情報ホームページ

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

科目登録日程、余裕定員表、授業時間割のほか、科目登録に関する重要なお知らせや変更事項
を掲載しています。また、各科目群・学科の科目登録における注意事項を掲載しています。科
目登録をする前に、必ず最新の情報を確認してください。

 シラバス

https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php

曜日・時限・担当教員・教室・講義の概要や計画など、科目の基本情報を検索することができ
ます。登録する前に必ず確認してください。
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２．科目登録に関する基本用語

用 語 説 明
MyWaseda 大学からのお知らせ、授業支援、学生生活などに関する様々な情報を掲載しているポー

タルサイト。科目登録、成績照会、Wasedaメール、Waseda Moodleでも利用する。

Waseda Moodle MyWaseda内の授業支援システム。科目によっては、Waseda Moodleを使用して授業
を展開する場合もあるため、シラバスや担当教員の指示に注意すること。
※Waseda Moodleは、Course N@viに代わり2020年度より導入されました。

理工系学生ページ 理工系学生専用のMyWaseda内のコンテンツ。科目登録結果や、科目の休講・補講情報、
実験科目に関するお知らせを確認できる。

Webシラバス 科目情報（曜日・時限・担当教員・教室・講義の概要・計画）を検索するシステム。科
目を登録する前に必ず確認すること。

卒業に必要な単位
（卒業必要単位）

卒業するために必要な単位。各学部・学科によって科目群（A,B,C群）ごとに必要な単
位数が異なるので、学部要項で確認すること。

必修科目 卒業するために、必ず単位を修得しなければならない科目。

選択必修科目 限定された科目群から、必ず所定の単位を修得しなければならない科目。

選択科目 選択科目群から自由に選択し、所定単位を修得する科目。

自由科目 合格点を取得すれば単位が与えられ、成績通知書に記載されるが、卒業必要単位、
GPAには算入されない科目。

卒業算入単位 卒業するために必要な単位として算入される単位。自由科目はこれに含めない。

自動登録科目 1年生の必修科目や英語必修科目など、クラス・時間割があらかじめ登録されている科
目。変更することはできない。

登録制限単位（科目）数 各年度・学期・科目群に定められている登録可能な単位・科目数の上限。
1年間の登録制限単位数は、2-3.4「登録制限単位数について」を参照。

前提科目 ある科目を履修するために、あらかじめ単位を取得しておく必要がある科目。
例）「憲法II」は「憲法I」の単位を修得しなければ履修できない。

教職に関する科目 教員免許状取得に必要な科目。詳細は「教職課程履修の手引き」を参照。

全学オープン科目 学部・学科に関わらず、早稲田大学全学生が履修できる科目。

設置箇所 科目を設置してる学部・学科のこと。

他箇所 自分が所属している学部以外の学部・研究科・センターのこと。

他学部聴講 各学部が、他箇所学生に履修を認めている科目のうち、2次登録終了後に定員に余裕が
ある科目を履修すること。

配当年次 科目を履修できる学年のこと。配当年次「2年」の科目は、2年生以上が履修可能。

決定 科目登録が決定した科目。

抽選 科目登録において、申請者が科目の定員を超えた場合、自動的に実施。

選外 抽選の結果、申請した科目が落選して不可となり、履修できないこと。

余裕定員表 登録可能な科目および科目ごとの残定員数の一覧表。科目登録期間中、理工系学部科目
登録情報HPで発表。

エラー ルールに反して科目を申請した場合、申請不可・無効となること。

再履修 不合格となり、単位を修得できなかった科目を、再度申請し履修すること。必修科目が
不合格となった場合は、再履修する必要がある。

実験実習料（聴講料） 全学オープン科目など、一部の科目に発生する受講に必要な実習料。所定期間内に納入
しなかった場合は、決定科目であっても履修は無効となり、その後の科目登録において、
抽選の優先順位が下がるので注意すること。
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３．科目登録の前に必ず確認！

「科目登録」の中で扱われる科目には、「自動で登録される（自動登録）科目」と「自分でWebから登

録（Web登録）する科目」があります。

1年生は、必修科目については自動で登録されます。それ以外の任意に選択できる科目の履修を希望する

場合は、自分でWebから登録する必要があります。自動で登録されている科目については、「Web科目

登録画面（詳細は本紙「３ Web科目登録」を参照）」より確認してください。

なお、科目登録に際し、１年生向けに「科目登録の手引き コンパクトサマリー」を用意しています。

「科目登録」の基本情報をまとめていますので、本書とあわせて活用してください。

【学部】科目登録

>>「科目登録の手引き コンパクトサマリー」

https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/#anc_6

2年生以上は、必修科目、実験科目、卒業論文も含め、すべての科目をWeb登録する必要があります。

※2年生の一部科目（英語必修科目、理工学基礎実験科目）は自動登録されます。

※自動登録された科目は取消できません。

１．「科目登録」とは？ － 自動登録とWeb登録の違い 自動登録結果の確認
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①Waseda ID・パスワードの取得【1年生対象】
「Web入学手続きシステム」に表示される「初期Waseda ID確認」の画面にしたがって、Waseda ID
を取得してください。

※取得していないと、科目登録メニューを利用できません。

②学部要項で必修科目・卒論着手条件・卒業要件を確認

「学部要項」を熟読し、各学年に配当された必修科目や、卒業までに必要な単位数・科目を確認して

ください。

③各学部・学科別ガイダンスに必ず出席すること

※ガイダンス日程については、「1-2. 年度始め行事日程」を参照。

１年間に登録できる単位数の上限は、入学年度によって異なります。

※教職に関する科目（教育学部設置科目）、グローバルエデュケーションセンター（GEC）設置の
「データ科学」「情報」の一部科目等の卒業算入対象外の科目はこれに含めません。

※大学院先取り履修で登録した単位数は、10単位の制限を受け、且つ年間登録制限単位数に含まれます。

例えば、2018年度入学者が春学期に30単位を登録し、そのうちの20単位しか修得できなかった場合でも、
秋学期に登録できる上限単位数は 49－30＝19単位 です。

４．年間登録制限単位数について

２．科目登録前にやるべきこと

３．科目登録における注意事項

科目群 科 目 1年生 2年生以上

A群 A1群（複合領域科目） Web登録

すべてWeb登録

※一部科目は
自動登録

A2群（外国語科目） Web登録・自動登録

B群 B1群（数学） 自動登録

B2群（自然科学） 自動登録

B3群（実験・実習・制作） 自動登録

B4群（情報関連科目） Web登録・自動登録

C群 専門教育科目 専門必修科目 自動登録

専門選択必修科目 Web登録

専門選択科目 Web登録

D群 保健体育・自主挑戦科目 Web登録

その他 全学オープン科目・教職科目 Web登録

理工系学部の科目は4つの科目群（A～D群）に区分されます（詳細は「学部要項」参照）。

科目登録方法は以下のとおり。各科目群の登録の際は、本冊子「４．各科目群の注意事項」および理工学術
院HP掲載の時間割や「各科目群・学科の注意事項」を参照してください。

入学年度 年間登録制限単位数（うち先取り履修登録制限単位数）

２０１７年度以前 入学者 ５４ 単位 （１０単位）

２０１８年度以降 入学者 ４９ 単位 （１０単位）

11



４．２年生以上の注意事項

2年生以上は、必修科目、実験科目、卒業論文も含め、すべての科目をWeb登録する必要があります。

※必修英語および理工学基礎実験は自動登録です。ただし、再履修の場合は、各自で申請する必要があります。
※情報関連科目、実験・実習科目は、必ず初回の科目登録時に登録してください。
※前年度の成績が「S」評価の科目は自動登録です。履修・評価方法は、担当教員に確認してください。

２．すべての科目登録を各自で行ってください。

１．前年度の成績を確認してください。

成績はMyWasedaトップページの「成績照会・科目登録専用」からログイン後、「成績照会」から確認
してください。成績発表日は、理工学術院ホームページを確認してください。

2年生以降は、6月中旬頃に、前年度の成績と当年度の科目登録状況を保証人に送付します。
成績は「A＋」「A」「B」「C」「F」で表示され、A＋～Cは合格、Fは不合格です。このほか、「H」
「S」「*」で表記される場合があります。

成績「*」について
担当教員からの成績がまだ出ていない科目です。

成績「S」評価について
「S」評価の科目は、「不合格」と評価された専門必修科目のうち、次年度の科目登録の際に、他の学科目との
曜日・時限重複を許可される科目です。当該科目は、担当教員から指示された試験やレポート課題などにより評
価されます。

成績「H」評価について
成績「H」の科目は成績保留です。担当教員からの指示を確認してください。

３．延長生の学費の取り扱い

卒業必要単位数からの不足単位数によって、学費が減額となる可能性があるので、ご自身の入学年度の
学部要項をご確認ください。不明な点があれば、理工学術院統合事務所（ 号館 階）でご相談ください。

夏季・春季休業期間の集中講義科目や協定他大学提供科目は、成績の発表が通常より遅れる
ため、不足単位数を計算する際に、「前の学期の修了時までに修得した卒業算入単位数」に
算入できない場合があります。

夏季・春季休業期間の集中講義科目や協定他大学提供科目は、成績の発表が通常より遅くな
るので、延長生の学費計算、進級や研究室配属などの成績計算に反映されない可能性があり
ます。登録する際は注意してください。

12



①「卒業見込」について

4年生以上を対象として、5月末と10月末に「卒業見込判定」が行われます。前の学期までの単位修得状況と当年
度の科目登録結果を併せて、各学科の卒業要件を満たす場合、「卒業見込」と判定されます。

②「卒業見込証明書」の発行について

春学期の科目登録結果により「卒業見込」と判定された場合、6月1日以降、「卒業見込証明書」を発行できます。
秋学期の科目登録結果により「卒業見込」と判定された場合は、11月1日以降に発行できます。就職活動や大学院
進学の際に、5月31日以前に提出が必要になった場合は、6月1日以降に発行が可能になるので、それ以降に提出
できることを提出先に伝えてください。

※「卒業見込不可」と判定された場合は、「卒業見込証明書」を発行できません。

４．卒業見込判定について＜4年生以上＞

6月1日（春学期）時点で「卒業見込」となるために科目登録で注意すること

秋学期に開講する科目を登録することにより「卒業見込」となる場合は、必ず、秋学期開講科目も春学期の
科目登録期間に登録してください（ただし、秋学期開講の 群科目や情報関連科目は春学期に登録するこ
とはできません）。
特に、 年生の秋学期に設置された必修科目（卒業論文など）は登録漏れがないよう注意してください。

５．9月卒業について

9 月卒業を希望する方は、必ず指導教員と所属学科へ具体的な手続や可否について相談と確認をしてく
ださい。なお、卒業論文、卒業計画、卒業研究などの通年科目を履修している方は、当該年度 5 月下旬
までに所属学科を通して、9 月卒業対象者として理工学術院へ報告があった学生のみが対象となるので、
注意してください。
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Web科目登録システム３

１． 科目登録システムの利用にあたって

①締切直前は避けて登録してください。
申請締切直前は、サーバーが混雑します。申請期間の締切間際は避けて、余裕をもって登録してください。

②Web科目登録システムの利用時間はAM8:00～AM2:00です。
AM2:00～AM8:00は、メンテナンスのため、Web科目登録システムは利用できません。また、成績照会画面は、
AM5:00～AM8:00はメンテナンスのために利用できません。

③利用環境（ブラウザ）を確認してください。

MyWasedaを利用する際に、対応するブラウザを確認してください。
http://www.waseda.jp/navi/services/system/sys_requirements.html
④セッションタイムアウトに注意してください。

MyWasedaにログイン後、一定時間（約20分）操作がない場合、自動的にサーバーから接続が切れてしまいま
す。

２．登録エラーについて

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

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
かを取消

遠距離エラー キャンパス間（西早稲田－所沢、西早稲田－東伏見など）で移動
可能な時間を越える時間割の科目を申請している。

移動不可となっている科目
のいずれかを取消

前提科目エラー 履修順序規定に反して申請している
例）A1群の「○○I」を取得せずに「○○II」を申請

申請できません

系列別制限単位数エラー 登録科目が系列別制限単位数を超過している
例1）A1群科目を半期6単位を超えて申請している
例2）D群の保健体育科目を、年間4単位を超えて申請している
例3）グローバルエデュケーションセンターの言語科目を、A2群
単位算入に4単位を超えて申請している

申請は可能ですが、登録結
果発表時にランダムでエ
ラーとなります

登録制限単位数オーバー
エラー

登録科目単位数が制限単位数を超過している
例）1年間に登録できる上限単位数を超えて申請している

申請は可能ですが、登録結
果発表時にランダムでエ
ラーとなります

科目登録には様々なルールがあり、ルールに違反した登録はエラーとなります。本冊子のほか、学部
要項で注意事項よく確認し、エラーのないよう注意してください。

＜申請時にわかるエラー＞

エラー名称 エラー内容

並行履修エラー A1群科目の「○○A」と「○○B」を重複して申請している

＜登録結果発表時にわかるエラー＞

別キャンパス（TWIns先端生命センター、早稲田、戸山等）で行われる授業の履修を希望する
場合は、連絡バス等の移動時間を各自の責任で考慮し、登録してください。
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３．科目登録の流れ

「成績照会・科目登録専用メニュー」からログイン

MyWasedaログイン画面の＜成績照会・科目登録専用＞メニューを選択し、＜履修期間専用ログイン＞画面か
らWaseda ID・パスワードでログインして、≪履修期間専用メニュー≫から「履修申請」を選択します。

登録科目一覧の確認

「自動登録科目」など、登録済みの科目を確認します。新入生の必修科目は自動登録済みです。

登録希望科目の検索・選択・申請・取消・確認

①科目検索
・〔科目検索〕ボタンをクリックすると、科目検索画面が表示されます。
・科目開講箇所を選択し、科目群・検索条件を指定して、〔科目検索〕を選択します。
・検索条件に合う履修可能な科目が表示されます。

②科目の選択
・選択チェック欄にチェックを入れます。
・次の科目を検索するか、登録科目一覧に戻ると選択中となります。
※この作業を繰り返します。

③科目申請
・選択中の科目を〔科目申請〕を選択し、申請します。

④科目取消
・取消可能な科目の一覧が表示されるので、「取り消す科目」の取消チェック欄にチェックを入れて〔取消〕
を選択します。

⑤申請内容の確認

※検索結果を「選択」しただけでは申請は完了しません。必ず、〔科目申請〕を選択
して申請を実行してください。登録科目一覧の状態欄に「申請中」と表示されていれ
ば、申請は完了しています。

「申請中」

「申請中」となった科目は申請が完了していますが、登録が完了したわけではありませんので、注意してくだ
さい。

抽選／登録チェック（事務所が実行）

定員を超えた科目の自動抽選や、登録エラーのチェックを行います。

登録結果発表（「決定」「選外」「エラー」）

MyWasedaのWeb科目登録画面もしくは理工系学生ページで、必ず、登録結果を確認してください。「決定」

と表示された科目は登録完了です。登録エラーで登録ができなかった場合は、エラーを解消したうえで次の登
録期間で再度申請してください。

次回の登録期間へ
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４． 科目登録画面について

MyWasedaのWeb科目登録は、すべてこの画面（ログイン後、メニューから履修申請を選択した状

態）から行います。

④

①

②

③

①申請期間表示
各科目登録期間の申請期間が表示されます。

②登録科目一覧
現在の科目登録の状態が科目ごとに表示されます。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）。
ただし、「教職課程科目」「図書館司書・学校図書館司書教諭科目」について、2014年度以前入学者は１度
納入すれば在学中に追加で支払う必要はありません。

③各機能ボタン
〔科目検索〕を押すと「科目検索画面」が表示されます。科目の検索方法は、「3-5.6 科目検索」

を参照してください。

〔科目申請〕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。科目の申
請方法は、 「3-5.8 科目の申請」を参照してください。

〔科目取消〕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。科目取消の方法は、
「3-6.  科目の取消について」を参照してください。

④印刷ボタン
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。

科目登録状態 状態の説明

選択中 選択中の科目です。このまま科目登録画面を終了すると、選択は無効となります。

申請中 〔申請〕により申請が受付された科目です。まだ登録は決定していません。

処理中 申請期間が終了し、科目登録処理中の状態です。

決定 登録が決定した科目です。

不可・無効・エラー 科目登録ルールに違反しているため、申請が許可されなかった科目です。

選外 申請者が定員を超えたため、抽選の結果選外となり、登録できなかった科目です。

＜科目登録の状態について＞

18



3 ログイン

＜成績照会・科目登録専用＞を選択し
て表示されるログイン画面から、
Waseda ID・パスワードを入力して、
〔ログイン〕を選択します。

ログインできない場合は、以下を参照
して原因を調べてください。
http://www.waseda.jp/navi/mywaseda/
login-trouble.html

５． 科目登録方法

1 MyWasedaログイン画面
へ

MyWasedaを利用するには大学から

配付されたログイン とパスワード
が必要です。

MyWasedaログイン画面
https://my.waseda.jp/

2 成績照会・科目登録専用
メニュー

科目登録期間にWeb登録を行うとき

は、左下にある＜成績照会・科目登
録専用＞メニューを選択します。

MyWasedaメニューを利用するとき
（WasedaメールやWaseda Moodleな
ど）は、右上のログインをクリック
し、Waseda ID・パスワードを入力
してログインしてください。
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4 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。
メニューのなかから、＜科目登録＞
を選択します。

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」
を選択し、必要事項を記入して送信
してください。

科目登録
成績照会
Wasedaメール

お問い合わせフォーム

5 登録科目一覧

科目登録を選択すると、「登録科目
一覧画面」が表示されます。
自動登録科目や、前の登録機会で登
録済科目を確認します。

それぞれの科目の「学期」「曜日・
時限」「開講学部」「科目名」「担
当教員」「キャンパス」「教室」
「科目区分」「単位」「状態／希望
順位」が表示されます。

登録算入単位数は、卒業単位に算入
される登録済科目の合計単位数です。
登録上限単位数に注意して申請して
ください。

6 科目検索

登録希望科目を検索します（履修可
能な科目のみ表示されます）。科目
設置箇所を選択し、〔確定〕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（学年や
学部学科により異なります）。
「検索条件の指定」には、必ず１項
目以上を入力してください。検索条
件が整ったら〔科目検索〕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、検索条件を学
期のみにするなど、極力減らして検
索してください（検索結果の表示は
100件まで）。

科目名の検索は前方一致検索です。
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、「経
済学AI」を検索したい場合は「２．

科目群の選択」で「特論科目」を選
択し、「３．検索条件の指定」の科
目名に「経済学」と入力して検索し
ます。

曜日、時限のみで検索した場合、集中講義や曜日時限が設定されていない科目
などは検索されない場合があります。専門必修科目を登録する際は、学部要項
ですべての学科目を申請したことを各自の責任で確認してください。
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8 科目の申請

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〕を
選択して、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。 検索結果を「選択」しただけでは申請は完了しません。

必ず〔科目申請〕を選択して申請を実行してください。
登録科目一覧の状態欄に「申請中」と表示されていれば、
申請は完了しています。

講義要項の参照
科目選択画面で科目名を選択すると、該当科目のシラバス
（講義の概要や評価方法）が参照できます。申請する前に、
必ず確認してください。

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、必要な情報が記載されていますので、選択して内容を
確認ください。

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。登録が決定したら、必ず、
所定期間に、Wasedaメールアドレス宛てに届く納入案内

メールを確認のうえ、「コンビニエンスストア（受付番号）
決済」、「ペイジー決済」、「クレジットカード決済
（Visa・MasterCard）」のいずれかで支払ってください。

科目検索画面の機能

7 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」欄に
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」欄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」を選択するか、次の科目を検索
することで、選択した科目は登録科
目一覧で「選択中」として表示され
ます。

選択する科目の「選択」欄に

一部のグローバルエデュケーションセンター（GEC）科
目は、科目区分を「複合領域科目（A1群算入）」、「言
語科目（A2群算入）」へ変更することで、A1群やA2群へ
単位を算入することができます。
「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

グロー
バル

グロー
バル
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9 申請の確認

〔OK〕を選択すると申請時登録

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
ジが表示されるので、エラーの原因
となった科目を取消して問題を解消
し、あらためて科目を申請してくだ
さい。

10 登録科目一覧の印刷

申請作業が終了した時点で、登録科
目の一覧画面を印刷して保管してく
ださい。
「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、そのまま画面を閉じると情
報が破棄されますので、〔科目申
請〕を選択して確定してください。

チェック エラーチェック項目

□ 既に登録されている科目を申請していないか

□ 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ないか

□ 既に申請・登録されている科目と移動不可能な時間割で遠隔地の科目を申請していないか

□ 「○○II」を登録する前に、「○○I」の単位を修得しているか

□ 年間に登録できる上限単位数を超えて申請していないか

□ A1群の科目を、半期に6単位を超えて申請していないか

□ D群の保健体育科目を、年間4単位を超えて申請していないか

□ グローバルエデュケーションセンターのアカデミックライティング科目、自然科学科目、人
文・社会科学科目、人間的力量科目を、A1群単位算入にこれまでの修得単位とあわせて8単
位を超えて申請していないか

□ グローバルエデュケーションセンターの言語科目を、A2群単位算入にこれまでの修得単位と
あわせて4単位を超えて申請していないか

申請を確定する前に、もう一度チェック！

※各科目に関する注意事項は、理工学術院HP掲載の「授業時間割／各科目群・学科の注意事項」で、必ず確
認してください。
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６．登録科目の取消について

１．取消可能期間・取消可能科目

登録学期 取消可能期間 取消可能科目

春学期
各科目登録期間
（ 次登録、2次登録、3次登録期間）

春学期・秋学期・通年科目のうち、選択中・申請
中・決定の科目

秋学期
各科目登録期間
（1次登録、2次登録、3次登録期間）

秋学期科目のうち、選択中・申請中・決定の科目

２．取消できない科目

以下の科目については、登録の取消は認められません。
①自動登録科目
新入生の必修科目、 年次の必修英語、理工学基礎実験など、自動登録された科目は取消できません。クラス
の変更も認められません。

②他箇所設置科目（基幹・創造・先進理工学部以外の設置科目）
他学部、教職課程科目（教育学部設置）、グローバルエデュケーションセンターを含む全学オープン科目など、

他箇所の設置科目は取消できません。

③先取り履修科目
先取り履修で登録した科目は取消できません。

※期間外の科目取消は一切できません。

３．取消方法

各科目登録期間に限り、登録した科目を取消することができます。

1 科目取消

科目を取り消すには〔科目取消〕を
選択します。

登録決定科目を取消する場合、一度
取消すると再度登録決定に戻すこと
はできないので、注意してください。

2 取消の確認

取消可能な科目の一覧が表示される
ので、取消したい科目の「選択」欄
を選択し、〔取消〕を選択します。
取消を選択すると、確認のメッセー
ジが表示されるので、〔OK〕を選

択します。

取消する科目の「選択」欄に
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７．グローバルエデュケーションセンター（ ）科
目を 群の単位へ算入する

グローバルエデュケーションセンター（GEC）科目のうち、「アカデミック・ライ
ティング科目」「自然科学科目」「人文・社会科学科目」「人間的力量科目」 はA1
群に、「言語科目」はA2群にそれぞれ単位を算入することができます。

「アカデミック・ライティング科目」「自然科学科目」「人文・社会科学科目」
「人間的力量科目」 の場合は、科目検索結果一覧で、「科目区分」欄を〔複合領域
科目（A1群算入）〕と選択すれば、その科目はA1群の単位に算入されます。

「言語科目」の場合は、科目検索結果一覧で、「科目区分」欄を〔言語科目（A2群
算入）〕と選択すれば、そのオープン科目はA2群の単位に算入されます。

※他学術院聴講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。

グローバルエデュケーションセンター
（GEC）科目の科目群 科目区分 算入される区分 卒業必要単位数への算入

●アカデミック・ライティング科目

●自然科学科目
●人文・社会科学科目
●人間的力量科目

複合領域科目（オ
A1群算入）（※1）

A1群（複合領域） A1群に8単位まで算入可能（※2）

他箇所聴講科目
（他学術院）

他学術院聴講 「A～D群、その他から任意に選択で
きる単位数」に学科所定の上限単位
数まで算入可能

●言語科目

言語科目（A2群算
入）

A2群（外国語） A2群に4単位まで算入可能（※3）

他箇所聴講科目
（他学術院）

他学術院聴講 「A～D群、その他から任意に選択で
きる単位数」に学科所定の上限単位
数まで算入可能

（※1）「複合領域科目（A1群算入）」を選択した場合、A1群の登録上限単位数（半期6単位まで）に含まれます。
（※2）9単位目以降の科目は、科目区分を「他箇所聴講科目（他学術院）」で申請してください。8単位を超えて

「複合領域科目（A1群算入）」として申請すると「系列別制限単位数エラー」となります。
（※3）5単位目以降の科目は、科目区分を「他箇所聴講科目（他学術院）」で申請してください。4単位を超えて

「言語科目（A2群算入）」として申請すると「系列別制限単位数エラー」となります。

グローバルエデュケーションセンター（GEC）科目をA1群へ単位算
入する場合、その科目はA1群科目扱いとなり、A1群の登録上限
単位数（半期で6単位まで）に含まれます。
6単位を超えて申請をした場合は、6単位を超えた科目数がラン
ダムで「系列別制限科目数エラー」となります。

＜オープン科目の単位算入区分＞

◆ＧＥＣを含めて理工以外の他箇所設置の科目は、一度決定となった科目は取消が一切できま
せん。申請時には、科目を慎重に選択してください。
◆登録「決定」後の「科目区分」は、科目登録期間に限り変更することができます。詳細は次頁

を参照してください。
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【２０１９年度より】 登録決定後の科目区分を変更する方法

1 発表後算入変更

科目区分を変更するには、科目登録
期間中に〔発表後算入変更〕を選択
します。

※科目登録期間外は変更できません
ので、注意してください。

2 変更する科目を選択

変更可能な科目の一覧が表示されま
す。

変更する科目の「選択」欄に☑を入
れ、「科目区分」を選択し、「変
更」ボタンを押します。

変更する科目の「選択」欄に 科目区分を選択

3 変更内容の確認と、上限単
位数超えがないかをチェック

科目一覧画面に戻り、変更が正しく
反映されているか確認する。
併せて、他のＧＥＣ科目の科目区分
を確認して、以下の上限単位数を超
えていないか確認する。
・Ａ１群の半期登録上限６単位
・卒業必要単位への算入上限

Ａ１群：８単位

Ａ２群：４単位

変更が正しく反映されたか確認する

この画面では上限単位数のエラー判定
および表示はされません。

同じ年度および同じ学期の科目登録期間内であれば、一度決定したＧＥＣ設置科目の科目区分を、２次
登録および３次登録期間中に変更することができます。前頁に記載のＡ１群の半期登録上限６単位お
よび卒業必要単位への算入上限（Ａ１群：８単位、Ａ２群：４単位）に注意しながら、以下の手順に
したがい変更してください。

◆科目区分を変更した結果、Ａ群の登録上限・算入上限を超えてしまった場合は、登録
期間終了後に事務所で判定を行ったうえで、エラーとして取扱い、元の科目区分に
戻します。申請時にはシステム判定は行われないためご自身でよくご確認ください。
◆登録決定後の「科目区分」は、科目登録期間に限り変更することができますが、
３次登録終了後の変更は、いかなる理由があっても一切認められません。もちろん、

過年度の科目の科目区分変更も認められません。
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８．登録以外に関するエラー

〔お問い合わせフォーム〕を選択して、必要事項を記入して、問い合わせてください。

１．サービスを提供することができない場合

２．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」メニューから、再度ログインしてください。

３．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〕を選択して、

制限画面から通常画面に戻ってく
ださい（継続して作業が可能）。
ただし、この状態ですべてのブラ
ウザを閉じた場合は、科目登録中
に「選択中」であった科目は、情
報が消去されているので、再度、
科目を検索して選択する必要があ
ります。
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９．科目登録結果の確認

MyWasedaのWeb科目登録画面から確認する方法

科目一覧
Subjects & Course
科目登録結果

Course Registration Result

次科目登録以降、抽選対象科目は、定員に余裕がある科目のみ登録が可能です。
登録を希望する場合は、必ず、理工学術院科目登録情報ページから「余裕定員表」を確認してください。
＜理工学術院科目登録情報ページ＞ https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

授業

理工系学生メニュー
－－理工系学生ページ

1 理工系学生ページを選択

MyWasedaにログインし、「授業」メ

ニューから「理工系学生メニュー」＞
「理工系学生ページ」を選択してくだ
さい。

2 「科目登録結果」を選択

理工系学生ページ内の左メニューか
ら、科目一覧「科目登録結果」を選択
してください。

3 「登録結果科目」の確認

登録結果が表示されます。

「■登録決定科目」には決定した科目、
別表「■選外・エラー科目」（登録結果
科目の下部）には登録できなかった
科目が表示されます。

（「3-2. 登録エラーについて」を参照）

「理工系学生ページ」から確認する方法

「登録科目一覧」の「状態
希望順位」を確認

結果発表日にWeb科目登録画面の登

録科目一覧「状態 希望順位」に申請
結果が表示されます。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は「選外」、
登録エラーのため登録できなかった
科目は「不可」が表示されます。

（各状態の詳細は「 科目登
録画面について」、 科目登録画面
のアクセス方法は「 科目登
録方法」を参照）

1
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Ｑ 科目登録期間にどうしても家を離れる事情がある場合、どうすればよいですか？

Ａ
Web科目登録はインターネットに接続できる環境にパソコンがあれば、どこからでも登録ができます。科
目登録の手引きもホームページに掲載していますので、確認してください。
どうしてもインターネットに接続する環境がない場合は、次回の科目登録期間に登録してください。

Ｑ まだ登録していない科目でも、次回の科目登録期間に登録しようとしている科目の授業には出席してよ
いのでしょうか？

Ａ
構いません。登録を考えている講義には、初回の授業から出席してください。

Ｑ 学部要項には掲載されていない科目がシラバスにありました。履修してもよいのでしょうか？

Ａ
要項記載年度から、毎年新設されている科目もあります。Web登録の科目検索にあれば、履修して構いま
せん。

Ｑ 「集中講義」の日程が分からないので、登録するかどうか迷っています。

Ａ
登録を希望する場合は必ず、科目登録期間に登録してください。日程は決定次第、シラバスに掲載します。
科目登録期間外に日程が決定し、やむを得ない都合により取消を希望する場合は、理工学術院統合事務所
教学支援課へ相談してください。

Ｑ 春学期に登録した秋学期科目は、秋学期の科目登録期間に取消できるのでしょうか？

Ａ
可能です。ただし、他箇所（基幹・創造・先進理工学部以外）の設置科目と先取り履修科目は取消できま
せん。

Ｑ 全学オープン科目や他学科・他学部の科目は卒業必要単位に算入されますか？

Ａ
学部・学科や科目区分により、単位の取扱いが異なります。詳細は「学部要項」で確認してください。

Ｑ 教職に関する科目は卒業必要単位に算入されますか？

Ａ
算入されません。

Ｑ 理科の教員免許状を取得するのに「地球科学実験」を履修したいのですが、どうすればよいですか？

Ａ
環境資源工学科以外の学生は「地球科学実験」（春学期集中科目）をWeb登録してください。
環境資源工学科の学生はC群必修科目として「地球科学実験Ａ」および「地球科学実験Ｂ」をWeb登録し
てください。環境資源工学科の学生は「地球科学実験」（春学期集中科目）を履修することはできません。

１．登録・取消・履修要件に関して

１０．科目登録Ｑ＆Ａ

Ｑ 学部要項には掲載されてる科目がWeb登録の検索で表示されません。

Ａ
休講になっている場合は、履修することができないため、検索対象科目から外れています。履修する科目
は、理工学術院HP掲載の時間割や「各科目群・学科の注意事項」で開講していることを確認してください。
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Ｑ ある科目を申請したら、「登録結果確認画面」でそのレコードが２つ表示されます。問題ありますか？

Ａ
複数の曜日時限が設定されている科目は、「登録結果確認画面」で複数レコードが表示されます。「申請
中」と表示されていれば、特に問題はありません。

Ｑ 理工系学生ページで登録結果を確認したところ、曜日と時限は合っているのですが、登録した科目と違
う名前の科目が登録されています。

Ａ
理工学術院では、複数の科目が同じ時間帯・同じ教室で合同授業を行う「合併科目」が多く存在します。
「合併科目」を登録した場合、別の学部・学科の科目名で表示されることがありますが、登録した科目と
曜日・時限・担当教員が同じであれば、正しく登録されていると認識してください。

Ｑ 時間割が重なっている科目が登録されています。

Ａ
「隔週で行われる科目」同士の時間割が重なっている場合は問題ありません。このケースに該当しない場
合、科目登録後に時間割が変更された可能性があります。このケースで時間割が重なってしまった場合は、
一方の科目を次回の科目登録期間に取消してください。

Ｑ 年生の時に、Ｂ群の数学や物理の科目の単位が不合格になってしまいました。 年生で再履修したい
のですが、自学科のクラスが学科の専門必修科目と重複してしまうのですが、どうすればよいですか？

Ａ
同学部の他学科のクラスであれば、履修することが可能です。他学部のクラスは履修できません。同学部
他学科のクラスも履修不可の場合は、再履修科目または自学科の必修科目どちらか一方を翌年度以降に繰
り越して履修してください。

Ｑ 抽選で選外になってしまいました。この科目は履修することはできないのでしょうか？

Ａ
抽選となった科目は定員に達しているため、選外になった場合は登録することはできません。翌年度に再
度、申請してください。

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 年間に登録できる上限単位数について、春学期で 単位が不合格になった場合、その不合格の単位
分は登録上限単位数には算入されずに、 単位分の科目をさらに申請できますか？

Ａ
年間の上限単位数は、「登録」できる上限単位数ですので、科目の合否に関わりません（不合格科目も含
まれます）。例えば、春学期に30単位分の科目を申請して、春学期の開講科目で4単位が不合格になった場
合、秋学期で新たに登録できる単位数は、2018年度以降入学者の場合は、49－30＝19単位です。さらに4
単位分を申請してしまった場合、超過となった4単位は登録されません。上限を超えて申請を行うと、申請
は受付されますが、結果的に登録結果発表時にランダムに選択された4単位分の科目がエラーとなります。

２．登録結果について

３．B群科目の再履修、高校生特別聴講科目の単位認定について

Ｑ 高校生特別聴講制度で履修した単位を、大学入学後に単位認定したいのですが、どうすればよいです
か？

Ａ
大学から送付された「成績証明書」を持参して、春学期授業開始日までに理工学術院統合事務所教学支援
課で申請してください。申請がない場合、単位認定はされません。

Ｑ 夏クォーターに海外大学のサマースクールへの参加を検討しています。春学期開講科目を履修するに
あたり、利用できる制度はありますか？

Ａ
海外大学のサマースクール等への参加者を対象とした「履修保留/継続履修制度」があります。詳細は理工
学術院HP（https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/）をご確認ください。
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４４  各各科科目目群群のの注注意意事事項項  

  

44--１１  AA11 群群科科目目((複複合合領領域域科科目目))  ······························    3322  

44--２２  AA22 群群科科目目((外外国国語語科科目目))  ····································    3333  

44--３３  BB11 群群科科目目((数数学学））・・BB22 群群科科目目((自自然然科科学学))  

  ··································································································    3377  

44--４４  BB33 群群科科目目((実実験験・・実実習習・・制制作作))  ··················    3388  

44--５５  BB44 群群科科目目((情情報報関関連連科科目目))  ······························    4400  

44--６６  CC 群群科科目目((専専門門教教育育科科目目))  ··································    4411  

44--７７  DD 群群科科目目((保保健健体体育育・・自自主主挑挑戦戦科科目目))  

  ··································································································    4422  

44--８８  教教職職関関連連科科目目  ································································  4444  

44--９９  他他箇箇所所聴聴講講科科目目  

((他他学学科科、、他他学学部部、、他他ココーーススななどど))  

  ····························································································    4466  

44--1100  先先取取りり履履修修ににつついいてて  ············································    4499  



各科目群の注意事項４

１． 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。「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。
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１．登録日程

２． 群科目（外国語科目）

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MyWaseda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。
「4-2.7 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。「3-7. グローバルエデュケーションセンター科目を 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、 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。
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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） （学部要項等も別途参照のこと）

＜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。
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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。
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Ｑ 1年生です。Web科目登録の科目一覧画面で、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。MyWaseda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。

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）。

10．A2群科目（外国語科目）Q&A

＜英語＞

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。

＜初修外国語＞

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。

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 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。
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再履修登録の注意

３． 群科目（数学）・ 群科目（自然科学）

１．登録日程

開講学期 登録できる期間

春学期 春学期科目登録期間

秋学期 春学期・秋学期科目登録期間

①登録クラスについて

原則として、所属する学科のクラスを選択してください。

※時間割の都合上、やむを得ない場合に限り、「同学部他学科のクラス」であれば履修可能です。
ただし、他学部の科目を履修することはできません（たとえば、基幹理工学部の学生が、創造理工
学部のB群科目を履修することはできない）。

※「基礎電磁気学 生医」は、クラスの性質上、同学部他学科学生も履修することはできません。

②科目名、単位数、科目群が一致していることを確認

再履修として申請する科目は、科目群、単位数、科目名が同じであることを確認してください。
たとえば、「数学A1（4単位）」は「数学A2（5単位）」の再履修としては認められません。

③外国学生クラスは外国学生のみ登録可能

「外国学生クラス」は外国学生を対象としたクラスです。日本人学生は履修することはできません。
申請しても自動的に取消されます。

④未履修者クラスの再履修

未履修者クラスは、Web登録はできません。再履修する場合は、科目登録期間に、理工学術院統合
事務所教学支援課で申請してください。

再履修の科目と必修の科目の時間割が重なってしまった場合

一方の科目を翌年度に履修してください。どちらの科目を優先して履修すべきか迷った場合は、
クラス担任教員へ相談してください。
「5-1 クラス担任一覧」を参照。
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１．再履修希望申請(申請フォーム)
右のQRコードまたは以下のURLから、再履修希望申請をおこなってください。

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=304217906

２．受講曜日等の希望申請
受講曜日等の希望調査をおこないます。「１．再履修希望申請(申請フォーム)」の申請後、改めて実験室より
手続きの連絡があります。指定された方法で申請をおこなってください。

４． 群科目（実験・実習・制作）

２．理工学基礎実験1A・1B

３．理工学基礎実験2A・2B

１．登録日程

開講学期 登録できる期間

春学期 春学期科目登録期間

秋学期 春学期・秋学期科目登録期間

年生は自動登録です。
理工学基礎実験2A ・2Bを科目登録期間中に科目登録専用メニューからWeb登録することはできません
。再履修のために理工学基礎実験2A・2Bの科目登録が必要な場合は下記の通りに履修申請をしてくださ
い。学士入学、他学部聴講、休学や学科の指示による未履修（登録の取消）などの場合も再履修と同様
に下記の方法で履修申請をしてください。

＜再履修の申請方法＞ 下記の履修申請期間中に履修申請Web窓口で申込みをしてください。

履修申請期間
①3月2日（火）9:00から3月17日（水）16:00まで
②7月1日（木）9:00から7月15日（木）16:00まで

履修申請窓口

対面窓口： 63号館B1-27室 理工学基礎実験室（工学系）
Web窓口： MyWaseda > 授業 > 理工学術院情報 > 理工学基礎実験2A, 2B > 申請
フォーム「理工学基礎実験2A, 2B科目登録および再履修」

申請可能クラス 所属学科の2年生と同じクラスの理工学基礎実験２Ａ・２Ｂのみ

問い合せ先

対面問い合せ先： 63号館B1-27室 理工学基礎実験室（工学系）
Web問い合せ先： MyWaseda > 授業 > 理工学術院情報 > 理工学基礎実験2A, 2B 
> 申請フォーム「理工学基礎実験2A, 2Bについて」

※②の日程は秋学期理工学基礎実験2Bを再履修する方が①の日程で申請しなかった場合のみ対象です。

年生は自動登録です。
学士入学、休学や学科の指示による未履修（登録の取消）などの場合は、再履修と同様に理工学基礎実
験室で申込みをしてください。

＜再履修の申請方法＞
以下の２つの申請を、申請期間中に必ずおこなってください。

＜再履修の申請期間＞
3/12(金) 9:00 - 3/17(水) 16:00
※秋学期の理工学基礎実験1Bを再履修する場合もこの日程で登録してください。

不明な点があった場合は実験室まで問い合わせしてください。

＜問い合わせ先＞
56号館204 理工学基礎実験室
Mail：rikougakukiso1@list.waseda.jp
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４． 群科目（実験・実習・制作）

４．生物学実験

3年生以上が履修可能です。
理科の教育職員免許の取得を希望する学生を対象に開講します。
MyWasedaからのWeb申請はできません。

＜申請方法＞
履修説明会およびガイダンスに出席してください。出席者は自動登録します。
履修説明会およびガイダンス日程は「1-3. 実験ガイダンス日程」で確認してください。

＜問い合わせ先＞
56号館05-01 教育研究支援課（四系）総合管理室
TEL：03-5286-3065
Mail：kyousyoku-seibutsu@list.waseda.jp
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５． 群科目（情報関連科目）

１．登録日程

３．登録クラスについて

開講学期 登録できる期間

春学期 春学期科目登録期間

秋学期 秋学期科目登録期間

２．抽選があります！

４．情報関連科目の科目区分について

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/

原則として、所属する学科のクラスを選択してください。

※時間割の都合上、やむを得ない場合に限り、「同学部他学科のクラス」であれば履修可能です。
ただし、他学部の科目を履修することはできません（たとえば、基幹理工学部の学生が、創造理工
学部の科目を履修することはできない）。

情報関連科目は、原則として、B4群科目に設置されていますが、一部学部・学科はC群科目（専門教育
科目）として設置されています。Web登録する際に情報関連科目を検索する場合は、科目区分に注意
してください。
各学部・学科の情報関連科目の科目区分の詳細は、「学部要項」で確認してください。
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６． 群科目（専門教育科目）

１．登録日程

４．各科目の注意事項

理工学術院科目登録情報ページには、時間割のほかに「各科目群・学科の注意事項」として以下の
ような学科や科目に固有の注意事項を掲載していますので、登録する前に必ず確認してください。

事前ガイダンスを実施する科目
Webから履修できない科目

再履修の登録方法
クラス分け方法
学科目情報の変更（名称変更、履修方法変更など）

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

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 春学期・秋学期科目登録期間

２．必修科目もWebから登録してください！

1年生の必修科目は自動登録です。
ただし、創造理工学部建築学科の「建築表現II」（1年次・秋学期・必修）は、秋学期科目登録期間に
Webから登録する必要があります（以下「4-6.3 「建築表現II」の登録について」を参照）。

2年生以上は、必修科目、実験科目、卒業論文も含め、すべての科目をWeb登録する必要があります。
※2年生の一部科目（英語必修科目、理工学基礎実験科目）は自動登録

特に、4年生以上は、卒業見込み要件に注意してください。

３．「建築表現II」の登録について＜建築学科1年生対象＞

「建築表現II」は創造理工学部建築学科の1年次秋学期に配当された必修科目です。通常、1年生の必修
科目はすべて自動登録されますが、「建築表現II」は、前提条件科目となる「建築表現I」（1年次・春
学期・必修）の単位を修得している必要があるため、自動登録されません。

科目名 履修年次・学期 登録方法 備 考

建築表現I 1年次・春学期 自動登録

建築表現II 1年次・秋学期 秋学期科目登録期間に
Web登録

「建築表現I」を修得していなければ、
履修できません。

「建築表現II」は、必ず、秋学期科目登録期間にWeb登録してください。春学期科目登録期間に申請す
ると、「建築表現I」の単位を修得していないため、前提条件エラーとなります。

1年次春学期に「建築表現I」が不合格となった場合

1年次春学期に「建築表現I」が不合格となった場合は、1年次秋学期に「建築表現II」は
履修できません。 「建築表現I」を、2年次春学期科目登録期間に、Webから再履修申請
してください。
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７． 群科目（保健体育・自主挑戦科目）

１．卒業に必要な単位数への算入について

２．「理工文化論」の履修について

＜対象学年＞
1年生以上

＜学期・単位数＞
春学期・2単位

＜登録日程＞
春学期科目登録期間（2年生以上は在学生1次登録以降）

＜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。

３．保健体育科目の履修について

＜対象学年＞
1年生以上

＜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。

保健体育科目は、一度登録が決定となった科目はいかなる事情があっても取消できません。
登録する場合は注意してください。

D群科目は、卒業に必要な単位数へ合計で4単位まで算入可能です。
※未取得（0単位）でも卒業できます。

開講学期 登録できる期間

春学期・通年（夏季集中・夏シーズン科目も含む） 春学期科目登録期間

秋学期（冬季集中・春季集中・冬シーズン科目も含む） 秋学期科目登録期間

＜登録日程＞

※一部の科目は、6月中旬に追加登録が実施されます。詳細は科目登録情報ページを参照してください。

＜登録上限単位数＞
1年間で4単位までです。4単位を超えて申請した場合は、4単位を超えた単位数分の科目が「系列別制限
単位数オーバーエラー」となります。

＜遠隔地キャンパスで実施されます！＞
東伏見キャンパスや早稲田キャンパスで実施される科目を履修する場合は、前後に移動時間を確保
する必要があります。
（東伏見⇔西早稲田キャンパスは約50分、早稲田⇔西早稲田キャンパスは約20分）

＜聴講料納入が必要です！＞
聴講料が必要な科目（科目検索の備考欄に「¥（要聴講料等）」が付された科目）は、必ず、所定期間
に、Wasedaメールアドレス宛てに届く納入案内メールを確認のうえ、所定の方法でお支払い下さい。

保健体育科目を履修する場合は、グローバルエデュケーションセンターが毎年発行する『全学オープン科目履
修ガイド』を参照してください。
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４．「ボランティア」の履修について

理工学術院では、学内外で学生が自らの意志で自発的に関った福祉・災害救援・人権・平和環境など
の人間社会の切実な諸問題に対する活動（実質5日間程度）について、申請に基づき、大学院生の場合
「大学院共通科目（ 単位、重複履修不可）」、学部生の場合「Ｄ群自主挑戦科目（2年生配当2単位、
重複履修不可）」として単位認定を行います。

＜申請方法＞
Web登録はできません。事前に「ボランティア申請書」「保証人の同意書」、事後に「活動報告書」

および「活動を通じて得たもの」を述べたレポートの提出が必要となります。
詳細は理工学術院ウェブサイトで確認してください。（https://www.waseda.jp/fsci/students/life/）

＜対象学年＞
学部2年生以上、大学院生

＜学期・単位＞
大学院生：通年・1単位、学部生：通年・2単位

５．「インターンシップ」の履修について

理工学術院では、60時間以上（実質10日間以上）のインターンシップ実習について、申請に基づき、
大学院生の場合「大学院共通科目（ 単位、重複履修不可）」、学部生の場合「Ｄ群自主挑戦科目（3
年生配当2単位、重複履修不可）」として単位認定を行います。

研究室での研究内容や関連分野が実際の生産現場の研究・開発の過程の中でどのように活用されてい
るかを体験する等、高度な能力を養うことを目的とします。指導教員と協議の上、今後の研究に役立
てられる企業、プログラムを選定してください。

＜インターンシップ単位申請時の注意＞

インターンシップ単位の申請時には、指導教員の指導および承認を受ける必要があります。参加イン
ターン実習が決まったら、内容、期間等の実習概要をメールで指導教員に送付し、面談を調整してく
ださい（メールは成績発表まで保管すること）。事前に指導教員に申し出ていない場合、実習終了後
に単位が認められないことがあります。

＜申請方法＞
Web登録はできません。実習前後に行うMyWasedaからの申請および企業等受入機関による実習評価

書の送付が必要となります。
詳細は理工学術院ウェブサイトで確認してください。（https://www.waseda.jp/fsci/students/career/）

＜対象学年＞
学部3年生以上、大学院生

＜学期・単位＞
通年・2単位
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８．教職関連科目

１．教員免許状取得方法

２．学部を超えたB群科目の履修について

教員免許状の取得方法や履修方法は、「学部要項」および「教職課程履修の手引き」を確認してくだ
さい。また、教職関連科目における注意事項は、理工学術院HPでも随時更新します。

＜教員免許状関連科目の履修＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/exam/

学部を超えたB群科目はWeb登録できません。教員免許状取得のために、学部を超えてB群科目（数学C、
数学D、数学E、生命科学概論Bなど）の履修が必要な場合は、科目登録期間に、理工学術院統合事務所
教学支援課へ申請してください。

３．社会環境工学科学生の「理工学基礎実験2A」の履修について

４．「生物学実験」の履修について

3年生以上が履修可能です。生物学実験はWeb登録できません。教員免許状取得のために、生物学実験
の履修が必要な場合は、履修説明会およびガイダンスに出席してください。出席者は自動登録されます。

履修説明会日時 本冊子「1-3 実験ガイダンス日程」を参照

履修説明会会場 本冊子「1-3 実験ガイダンス日程」を参照

問い合わせ先
56号館05-01室（教育研究支援課（四系）教職員室）
TEL：03-5286-3065 Mail：kyousyoku-seibutsu@list.waseda.jp 

2年生以上が履修可能です。理工学基礎実験2Aを科目登録期間中に科目登録専用メニューからWeb登録
することはできません。教員免許状取得のために理工学基礎実験2Aの科目登録が必要な場合は下記の通
りに履修申請をしてください。

＜履修の申請方法＞ 下記の履修申請期間中に履修申請Web窓口で申込みをしてください。

履修申請期間 3月2日（火）9:00から3月17日（水）16:00まで

履修申請窓口

対面窓口： 63号館B1-27室 理工学基礎実験室（工学系）
Web窓口： MyWaseda > 授業 > 理工学術院情報 > 理工学基礎実験2A, 2B > 申請
フォーム「理工学基礎実験2A, 2B科目登録および再履修」

申請可能クラス 「理工学基礎実験２Ａ 資源」のみ（火曜：1，2限）

問い合せ先

対面問い合せ先： 63号館B1-27室 理工学基礎実験室（工学系）
Web問い合せ先： MyWaseda > 授業 > 理工学術院情報 > 理工学基礎実験2A, 2B 
> 申請フォーム「理工学基礎実験2A, 2Bについて」
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８．教職関連科目

５．「地球科学実験」の履修について（環境資源工学科以外の学生）

教員免許状取得のために、「地球科学実験」の履修が必要な場合は、「地球科学実験」（春学期集中科
目）をWeb登録してください。

６．「化学実験」の履修について

2年生以上が履修可能です。履修が必要な場合は、化学実験（秋学期集中科目）をWeb登録し、必ず以

下の履修説明会およびガイダンスに出席してください。履修説明会に出席しなかった場合は、登録する
ことができません。

履修説明会日時 本冊子「1-3 実験ガイダンス日程」を参照

履修説明会会場 本冊子「1-3 実験ガイダンス日程」を参照

問い合わせ先
56号館05-01室（教育研究支援課（四系）教職員室）
TEL：03-5286-3065 Mail：kyousyoku-kagaku@list.waseda.jp
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９．他箇所聴講科目（他学科、他学部、他コースなど）

１．他箇所の科目は取消できません！

２．単位の取り扱いについて

基幹・創造・先進理工学部に設置された科目以外は、いかなる事情があっても、一度登録が決定となった
科目の取消はできません。

いずれの科目も未取得（0単位）でも卒業できます。

同学部他学科 すべて 他学科聴講

理工学術院内他学部 すべて 理工学術院内他学部聴講

他学術院

学部等提供オープン科目
その他他学部設置科目

他学術院聴講

「各種資格に関する科目」
（教育学部・文学部）

教職課程
※卒業必要単位には算入されません

他コース（国際コース） （通常コースとの合併科目を除く） 他コース聴講

グローバルエデュケーション
センター（ ）

アカデミック・ライティング科目

「複合領域科目（ 群算入）」【上限 単
位まで】または「他箇所聴講科目（他学
術院）」を選択

自然科学科目

人文・社会科学科目

人間的力量科目（全区分）

数学科目
自由科目（卒業必要単位非算入）※

※卒業必要単位には算入されません

英語科目 他学術院聴講

言語科目
「言語科目（ 群算入）」【上限 単位ま
で】または「他箇所聴講科目（他学術
院）」を選択

保健体育科目
他の 群科目と併せて 単位まで卒業
必要単位に算入

協定他大学提供科目 他学術院聴講

データ科学科目
算入可否は科目により異なります※

情報科目

国際教育科目 他学術院聴講

日本語教育科目 他学術院聴講

留学センター すべて 他学術院聴講

※1 2019年度から変更となりました。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。

※2 卒業算入可否は以下のWebページにある科目のリストを参照してください。
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

グローバルエデュケーションセンター設置の「アカデミック・ライティング科目」「自然科学科目」
「人文・社会科学科目」「人間的力量科目」のA群科目への算入については、「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」を参照してください。

聴講料が必要な科目（科目検索の備考欄に「¥（要聴講料等）」が付された科目）は、必ずWasedaメー

ルアドレス宛てに届く納入案内メールを確認のうえ、所定期間に「コンビニエンスストア（受付番号）
決済」、「ペイジー決済」、「クレジットカード決済（Visa・MasterCard）」のいずれかで支払ってく
ださい。
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2013年度以前入学者の方へ
・2014年度にオープン教育センター、メディアネットワークセンターがグローバルエデュケーションセ
ンターへ再編されたことに伴い、科目区分名称が変更になりました。

・これまで自由科目扱い（ GPA非算入）であったチュートリアル中国語およびメディアネットワークセ
ンター設置科目については、2014年度以降、卒業単位へ算入可能となり、履修した場合はGPA計算に算
入されます。ただし、2013年度以前に履修し単位修得済みの科目に関しては、遡及的に卒業算入及び
GPA算入への変更はされませんのでご注意ください。

旧科目区分 新科目設置個所 新科目区分 区分

【オープン教育センター】
講義科目
テーマカレッジ演習科目

グローバル
エデュケーション
センター （ ）

アカデミック・ライティング科目
「複合領域科目（ 群算入）」
【上限 単位まで】または
「他箇所聴講科目（他学術院）」を
選択

自然科学科目

人文・社会科科目

人間的力量科目（全区分）

数学科目
自由科目（卒業必要単位非算入）
※卒業必要単位には算入されま
せん

【オープン教育センター】
「 」と実践的な
英語科目群

英語科目 他学術院聴講

【オープン教育センター】
チュートリアル中国語※1

言語科目
「言語科目（ 群算入）」【上限 単
位まで】または「他箇所聴講科目
（他学術院）」を選択

【オープン教育センター】
言語科目（英語以外）

【オープン教育センター】
保健体育科目（スポーツ理論、
スポーツ実習Ⅰ,Ⅱ）

保健体育科目
他の 群科目と併せて 単位まで
卒業必要単位に算入

【オープン教育センター】
協定他大学提供科目

協定他大学提供科目 他学術院聴講

【メディアネットワークセンター
（ ）設置科目】

データ科学科目 算入可否は科目により異なります
※2

情報科目

※1 チュートリアル中国語は、2013年度以前に履修し単位を修得したものは、自由科目（卒業算入単
位に含まれない）扱いです。

※2 卒業算入可否は以下のWebページにある科目のリストを参照してください。
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

2018年度以前入学者の方へ
・2019年度よりグローバルエデュケーションセンター設置科目の以下の科目区分名称が変更となりました。

科目設置個所 旧科目区分 新科目区分

グローバルエデュケーションセンター （ ） 統計科目 データ科学科目

2019年度以前入学者の方へ

科目設置個所 旧科目区分 新科目区分

グローバルエデュケーションセンター （ ）
ユニバーシティ・スタディーズ
科目

自然科学科目

人文・社会科学科目

人間的力量科目

・2020年度よりグローバルエデュケーションセンター設置科目の以下の科目区分名称が変更となりました。
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３．「他学科」「他学部」「他学術院」聴講について

他学科で聴講した科目、理工学術院内他学部で聴講した科目、理工学術院以外で聴講した科目で修得
した単位は、学科が設置している上限単位数まで、卒業必要単位数に算入されます。

※上限単位数は学科毎に異なるため、必ず、入学年度の「学部要項」で確認してください。

所属学科以外の科目を登録する際の注意

所属学科に設置されている科目と同一名称および実質的に同一内容の科目の聴講はできません。
実験・実習・演習・製図科目および卒業論文、卒業研究等は、他学科聴講できません。
ただし、教職課程に必要な実験科目はこの限りではありません。

４．「他コース（英語学位プログラム）」聴講について

＜他コース（英語学位プログラム）とは＞

英語学位プログラムは、英語による授業のみで学位が取得できるコースです。英語学位プログラムに設
置された科目は、「他コース聴講」として履修することができます。「他コース」聴講として修得した
単位は、「他学科」「他学部」「他学術院」聴講として修得した単位とは別に、学科が設置している上
限単位数まで、卒業必要単位数に算入されます。

※上限単位数は学科毎に異なるため、必ず、入学年度の「学部要項」で確認してください。

国際コース科目を履修する際の注意事項

授業はすべて英語で実施されます。英語力サポートや成績に関しての考慮は一切ありません。
国際コース科目の単位は成績証明書に記載され、GPA算出の際にも算入されます。
所属学科に設置されている科目と同一の合併科目の聴講はできません。
実験・実習・演習・製図および卒業論文、卒業研究などは他コース聴講はできません。
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１０．先取り履修について

１．先取り履修制度とは

２．登録可能者

大学院授業科目を、学部生のうちから先取りして履修し、大学院進学後、当該専攻が定めた上限単位
数の範囲内おいて、大学院の修了に必要な単位に認定する制度です。

＜先取り履修制度について＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

学部4年生以上のうち、各学科内で、単位の修得状況、面談、希望調査などにより、先取り履修可能者
を決定します。4月上旬までに対象者を学科掲示板で発表します。

３．登録対象科目

各専攻（環境・エネルギー研究科、情報生産システム研究科も含む）が先取り履修を許可した科目の
み履修が可能です。原則として、進学予定の専攻が許可した科目のみ履修可能ですが、指導教員およ
び科目担当教員が認めた場合は、他専攻の科目も履修可能です。

以下URLのページに3月中旬までに公開される「先取り履修対象科目一覧」のうち、当該年度開講科目が対
象です。開講状況や時間割は、理工学術院HP掲載の時間割表や「各科目群・学科の注意事項」で確認

してください。

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

５．登録上限単位数と認定上限単位数

４．登録日程

開講学期 登録できる期間

春学期・通年 春学期先取り履修科目登録期間

秋学期 春学期・秋学期先取り履修科目登録期間

先取り履修での登録上限単位数は、春学期・秋学期登録科目を併せて10単位までです。また、年間の

上限登録単位数の集計に含まれます。上限を超えて申請した場合は、登録結果発表時にランダムでエ
ラーとなります。十分注意してください。

基幹理工学研究科 創造理工学研究科 先進理工学研究科

数学応用数理学専攻 10 建築学専攻 10 物理学及応用物理学専攻 10

情報理工・情報通信専攻 10 総合機械工学専攻 10 化学・生命化学専攻 10

機械科学・航空宇宙専攻 4 経営システム工学専攻 4 応用化学専攻 10

電子物理システム学専攻 10 建設工学専攻 0 生命医科学専攻 10

表現工学専攻 10 地球・環境資源理工学専攻 10 電気・情報生命専攻 10

材料科学専攻 4 経営デザイン専攻 0 生命理工学専攻 10

ナノ理工学専攻 10

共同原子力専攻 10

先進理工学専攻 10

＜先取り履修認定上限単位数＞
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６．先取り履修登録方法

７．先取り履修における注意事項

＜単位の取り扱いについて＞
先取り履修科目として修得した単位は、学部の卒業必要単位には算入されません。

＜学部と研究科で合併している科目について＞
学部と研究科で合併している科目が先取り履修対象科目となっている場合、学部の卒業に必要な単位
に算入する場合は、学部の所定登録期間に学部科目をWeb登録してください。学部科目を履修した場
合、研究科へ進学した際、合併している研究科科目は履修できません。

先取り履修科目として研究科の修了に必要な単位に算入する場合は、上述のとおり、研究科科目を先
取り履修申請してください。研究科科目を先取り履修した場合、学部の卒業必要単位には算入されま
せん。

重複して登録することはできませんので、どちらの科目として単位を修得するかを判断したうえで、
登録してください。

＜教育職員免許状（ 種）の取得について＞
学部と研究科で合併している科目が先取り履修となっており、学部科目が、取得を希望する1種免許状

の「教科に関する科目」に設置されている場合、研究科科目として先取り履修してしまうと、学部の
科目を取得したことにはならず、「教科に関する科目」として修得することができません。

＜教育職員免許状（専修）の取得について＞

先取り履修科目として修得した単位は、教育職員免許状（専修）に必要な「教科に関する科目」に含
めることができます。2021年度に「教科に関する科目」に認定されている科目は理工学術院ホーム
ページで確認してください。

＜教員免許状関連科目の履修ページ＞

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

例えば…

応用化学科 年生が、応用化学科の「上級無機化学」と応用化学専攻の「無機化学特論」の合併科
目を履修する場合

学部設置科目「上級無機化学」として履修すると、学部のC群専門選択科目に算入されます。
また、応用化学科で取得できる理科1種免許状の「教科に関する科目」として算入することが

できます。ただし、大学院に進学した場合、同じ内容の研究科科目である「無機化学特論」
は履修できません。

先取り履修により「無機化学特論（研究科設置科目）」として履修すると、先取り履修科目
として研究科の修了必要単位数に算入されます。また、応用化学専攻で取得できる理科専修
免許状の「教科に関する科目」として算入することができます。ただし、学部の卒業必要単
位数には算入されません。

「1-1．科目登録日程」記載の申請期間にご自身でWeb登録をしてください。Web登録の方法は、通常
の科目登録と同様です。

＜先取り履修制度について＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/

※ 秋学期の登録期間は、7月上旬に理工学術院科目登録情報ページで発表します。
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１．クラス担任一覧

問い合わせ先５

クラス担任一覧は学部・学科・学年等ごとに理工学術院Webページにて掲載しています。
以下の掲載先より参照してください。

＜早稲田大学 理工学術院Webページ＞
>>在学生の方へ
>>>問い合わせ・各種相談
>>>>クラス担任

＜理工学術院 問い合わせ・各種相談＞
https://www.waseda.jp/fsci/students/counter/
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クラス担任以外の教員と連絡を取りたい場合、以下を参考してください。

① まずは、授業前後に、直接、話してください。

② 「シラバス」に連絡先が記載されていないか、確認してください。

「シラバス」は

理工学術院ホームページ
⇒「在学生の方」
⇒「シラバス（講義内容）」
⇒「シラバス検索ページ」の順に選択すれば見ることができます。

③ それでも連絡先が分からない場合には、以下の方法を参考にしてください。

＜専任教員と連絡を取りたい場合＞

早稲田大学に研究室がありますので、研究室を訪ねてください。

研究室の場所・電話番号は、51号館1階「理工学統合事務所」内の掲示板、あるいは各研究室の
WEBサイトなどを参照してください。

http://www.sci.waseda.ac.jp/research/

理工学術院ホームページ > 理工学術院について>教員> 教員研究紹介

＜非常勤講師（他大学教員や企業の方）と連絡を取りたい場合＞

非常勤講師は早稲田大学に研究室がありませんので、通常、授業時以外は西早稲田キャンパスに
来校しません。

① Waseda Moodleからメッセージを送る

講義担当教員であれば、Waseda Moodleからメッセージを送ることができます。

科目一覧から、メッセージを送りたい教員のいる科目を選択します。
⇒画面右側の［ Message My Teacher ］からメッセージを送りたい担当教員を選択します。
⇒メッセージ内容を入力し、［Send ］を選択します。

※科目によっては［ Message My Teacher ］が表示されない場合もあります。
その場合は②の方法を参照してください。

② 郵送で連絡する

個人情報保護の観点から、直接の連絡先を伝えることはできません。

郵送で連絡したい場合は、52号館2階の「教員室」を通じて郵送します。

以下を持参して、教員室に申し出てください。
・封筒（切手を貼付）
・返信用封筒（自分の住所・氏名を記入し、切手を貼付）
・手紙（主旨、自分の連絡先等を記入したもの）

２．教員への連絡方法
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３．実験室問い合わせ先

「5-3_実験室問い合わせ先.xlsx」
を挿入

学部・学科 学年 実験科目名 掲示板（号館-室） 問合せ先（号館-室） 電話（03-） メールアドレス

全学部共通 1 理工学基礎実験1A･1B 56-204 前 理工学基礎実験室（1A・1B） 56-301 5286-3066 rikougakukiso1@list.waseda.jp

2 理工学基礎実験2A・2B 63-B1-27前 理工学基礎実験室（2A・2B） 63-B1-27 5286-3064
MyWaseda>授業>理工学術院情報>理工

学基礎実験2A, 2B>申請フォーム「理工学

基礎実験2A, 2Bについて」

2 化学実験 56-3,5F,60-1F 理工学基礎実験室（1A・1B） 56-301 5286-3066 kyousyoku-kagaku@list.waseda.jp
3 生物学実験 56-5F,60-1F 教育研究支援課（四系）総合管理室 56-05-01 5286-3065 kyousyoku-seibutsu@list.waseda.jp

基幹・応数 3 応用数理実験 56-04-01前 物理化学実験室　56-04-01 5286-3068 bukka-ml@list.waseda.jp
基幹・情報理工 2 情報理工学実験A

3 情報理工学実験B
3 情報理工学実験C

基幹・情報通信 2 情報通信実験A
3 情報通信実験B
3 情報通信実験C

基幹・機航 2 加工学・実習F
理工・機械（α班） 3 加工学・実習A

3 電子・電機実験 63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
3 機械科学・航空設計法F／機械設計製図F（α班） 57-102 前 製図・CAD室　57-101 5286-3059 seizu@list.waseda.jp
3 機械科学・航空実験1,2（材料･振動）

3 機械工学実験F（α班）（材料･振動）

3 エンジニアリング・プラクティス（α班）（材料･振動）

3 機械科学・航空実験1,2（熱･流体･制御） 58-103 横 熱工学・流体・制御工学実験室 　58-103 5286-3055 sarufuru@list.waseda.jp
基幹・電子物理 2 電子物理システム実験A

3 電子物理システム実験B
3 電子物理システム実験C

基幹・表現 3 インタラクティブセンシング 63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
創造・建築 2 建築工学実験A 59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp
理工・建築 2 建築工学実験C 59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp

2 建築工学実験D 54-102 前 測量実習室　61-B09 5286-3072 geo@list.waseda.jp
3 設計製図IIIb 57-102 前 製図・CAD室　57-101 5286-3059

創造・総機 1 メカトロニクスラボF,A 63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
理工・機械（β班） 2 マシニングラボ 59-1F西管理室横 工作実験室　59-124 5286-3053 kousaku-contact@list.waseda.jp

2 デザインエンジニアリング4
3 機械設計製図F（β班）

3 エンジニアリング・プラクティス（材料･振動）

3 メカニカルエンジニアリングラボF（材料･振動）

3 メカニカルエンジニアリングラボA（デザイン・共創分野）

3 エンジニアリング・プラクティス（β班）（材料･振動）

3 機械工学実験F（材料･振動）

3 機械工学実験A（材料･振動）

3 メカニカルエンジニアリングラボA（熱･流体･制御）

3 メカニカルエンジニアリングラボF（熱･流体･制御）

3 メカニカルエンジニアリングラボA（医療・ロボティクス） 63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
創造・経営 1 経営システム工学入門実験

2 メソッド･エンジニアリング演習

2 情報システム開発演習

2 生産システム工学実験

3 経営システム工学専門実習(システム分析)

3 経営システム工学専門実習(人間工学)

3 経営システム工学専門実習(設計・製作) 59-1F西管理室横 工作実験室　59-124 5286-3053 kousaku-contact@list.waseda.jp
4 経営システム工学実践演習 61-205 前 経営システム工学科実験室　61-203 5286-3058 staff-imse@list.waseda.jp

創造・社工 1 測量実習 53-104 前 測量実習室　61-B09 5286-3072 geo@list.waseda.jp
理工・社工 1 空間情報実習 53-104 前 測量実習室　61-B09 5286-3072 geo@list.waseda.jp

2 社会環境工学実験 59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp
3 水理・水質実験 58-103 横 熱工学・流体・制御工学実験室 　58-103 　58-103 5286-3055 sarufuru@list.waseda.jp
3 構造実験（引張･圧縮･溶接） 59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp
3 構造実験（振動･歪み） 60号館北側外通路 土質実験室　61-B-09 5286-3074 soil@list.waseda.jp
3 コンクリート実験 59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp
3 土質実験 60号館北側外通路 土質実験室　61-B-09 5286-3074 soil@list.waseda.jp

創造・資源 1 製図・CAD 57-102 前 製図・CAD室　57-101 5286-3059 seizu@list.waseda.jp
理工・資源 2 無機分析化学実験 60-1F、56-1F,5F 56-501 教職員室 5286-3067 bunseki@list.waseda.jp

2 地球科学実験A・B 54-102 前、61地階 環境資源工学科実験室 5286-3073 geo@list.waseda.jp
3 環境資源工学実験A・B 54-102 前、61地階 環境資源工学科実験室 5286-3073 geo@list.waseda.jp

先進・物理 3 物理実験A（電気系） 63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
理工・物理 3 物理実験A（物性系） 56-0401 物理化学実験室  56-401 5286-3068 bukka-ml@list.waseda.jp
先進・応物 3 応用物理学実験A（電気系） 63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
理工・応物 3 応用物理学実験A（物性系） 56-0401 物理化学実験室  56-401 5286-3068 bukka-ml@list.waseda.jp
先進・化学 2 生命化学実験 50号館-03C101室 生命科学実験室 5369-7968 twins-exp@list.waseda.jp
理工・化学 2 無機分析化学実験

3 機器分析実験

3 物理化学実験 56-401 物理化学実験室 56-401 5286-3068 bukka-ml@list.waseda.jp

3 有機化学実験
56-503 前 ,56-1F
60-1F 教職員室　56-501 5286-3454 yuuki@list.waseda.jp

先進・応化 1 無機・分析化学実験I
理工・応化 2 無機・分析化学実験II

2 応用化学実験I
1 有機化学基礎実験

2 有機化学実験

3 応用化学実験II
3 物理化学実験

3 工業化学実験I 56-1F,405、65-1F 60-1F

4 工業化学実験II 56-1F,405、 60-1F

2 化学工学基礎実験 65-1F、56-1,5F、60-1F

3 化学工学実験I 65-1F、56-1,4F、60-1F

4 化学工学実験II 65-1F、56-1F、60-1F

先進・電生 2 電気・情報生命工学実験A
理工・電生 3 電気・情報生命工学実験B

3 電気・情報生命工学実験C
3 電気・情報生命工学実験C（生命生物分野） 50号館-03C101室 生命科学実験室 5369-7968 twins-exp@list.waseda.jp

理工・物開 1 製図・CAD 57-102 前 製図・CAD室　57-101 5286-3059 seizu@list.waseda.jp
1 材料加工実習 59-1F西管理室横 工作実験室　59-124 5286-3053 kousaku@list.waseda.jp
3 物質工学実験I 52-103前 物質開発工学科実験室 5286-3054 butu1@list.waseda.jp
3 物質工学実験II 52-103前 物質開発工学科実験室 5286-3054 butu2@list.waseda.jp

先進・生医 2 生命医科学実験I
3 生命医科学実験II
3 生命医科学実験III

50号館-03C101室 生命科学実験室 5369-7968 twins-exp@list.waseda.jp

化学工学実験室　65-101 5286-3070 chemeng-ml@list.waseda.jp

63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp

56-401 物理化学実験室  56-401 教職員室 5286-3068 bukka-ml@list.waseda.jp

工業化学実験室　56-401 5286-3069 kouka@list.waseda.jp

56-503 前, 56-1F,
60-1F 56-501 教職員室 5286-3454 yuuki@list.waseda.jp

61-205 前 経営システム工学科実験室　61-203 5286-3058

60-1F、56-1F,5F 56-501 教職員室 5286-3067 bunseki@list.waseda.jp

60-1F、56-1F,5F 56-501 教職員室 5286-3067 bunseki@list.waseda.jp

staff-imse@list.waseda.jp

59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp

58-103 横 熱工学・流体・制御工学実験室 　58-103 5286-3055 sarufuru@list.waseda.jp

63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp

57-102 前 製図・CAD室　57-101 5286-3059 seizu@list.waseda.jp

59-1F西管理室横 工作実験室　59-124 5286-3053 kousaku-contact@list.waseda.jp

59-104 前 材料実験室レポート管理室　59-104 5286-3057 zairyou@list.waseda.jp

63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp

63-B1 電気工学実験室　63-B1-01 5286-3060 denko@ase.waseda.ac.jp
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４．掲示板

場所 掲示板 掲示内容

正門掲示板 総合案内掲示板 各掲示板の掲示内容案内
講演会案内
催物案内
学生の会イベント
インターンシップ情報
イベント情報

入試掲示板 入試情報

学生支援掲示板 学部奨学金・大学院奨学金
就職情報・キャリアセンターからのお知らせ
資格に関するお知らせ

授業関連掲示板 学部暦・大学院暦
他箇所関連情報
（グローバルエデュケーションセンター、教職など）

科目登録・成績発表情報
休講情報
レポート
試験情報
時間割の最新情報
授業開始後の教室変更

51・60・61号館北側
外通路
60号館南側外通路

学科・専攻ごとの掲示板 学科・専攻からのお知らせ

56号館1階 実験掲示板 実験の情報

57号館2階 理工公認サークル掲示板 理工公認サークル 告知スペース

51号館学生ラウンジ 学生の会限定掲示板 学生の会 告知スペース

51号館1階 国際交流・留学生掲示板 国際交流イベント
留学生奨学金

西門掲示板 西門掲示板 各掲示板の掲示内容案内
学部暦・大学院暦
講演会案内

50号館3階 50号館事務所掲示板 TWIns関連情報
50号館ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ時間割表
講演会案内

61号館1階 就職資料室 キャリア支援（就職資料）
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入学後の科目登録に関する案内等は、原則として上記の理工学術院HPから行います。「在学生の方

へ」メニュー内から「科目登録」のページにある【科目登録日程】および「【学部】科目登録」の各
項目を定期的に参照してください。

https://www.waseda.jp/fsci/
理工学術院から発信される各種情報を掲載しています。
授業、科目登録、試験、成績、学生生活など、重要な情報が随時更新されます。

５．理工学術院ホームページ

１．理工学術院ホームページ

２．科目登録に関する注意事項や参考情報の周知について

【掲載される主な内容】（毎年度または随時更新されます）
・各科目群の科目登録に関する注意事項（特別な手続きやガイダンスへの出席を求められる科目等）
・余裕定員表（１次・２次登録終了後に、Ａ群・Ｂ４群の各科目における余裕定員を公開します）
・共通科目（Ａ・Ｂ群）・各学科の時間割表（Ｃ群専門科目）
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① MyWasedaトップページから
「成績照会・科目登録専用」メニューを選択

②「成績照会・科目登録専用メニュー」で
Waseda ID・パスワードを入力しログイン

③「お問い合わせフォーム」を選択

④必要事項を入力して送信

学生生活全般で困ったことがあれば気軽に相談してください。

６．本冊子で解決しない疑問は？

１．MyWaseda専用問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム

２．理工学術院統合事務所（51号館1階）

「 MyWaseda専用問い合わせフォーム」が最も迅速に回答を得ることができます。
電話での問い合わせは受け付けておりません。
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時間割シート

春学期 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1限
9:00～
10:30

2限
10:40～
12:10

3限
13:00～
14:30

4限
14:45～
16:15

5限
16:30～
18:00

6限
18:15～
19:45

秋学期 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1限
9:00～
10:30

2限
10:40～
12:10

3限
13:00～
14:30

4限
14:45～
16:15

5限
16:30～
18:00

6限
18:15～
19:45
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◆こうはいナビ Blog（http://www.wnpspt.waseda.jp/student/kouhainavi/）

『こうはいナビ』を有効に使おう！

みなさんも晴れて早大生ですね。大学生活への期待とともに、不安や疑問に思っていること

はありませんか？

わたしたち「こうはいナビ」は、学生により運営されている大学公認のプロジェクトです。

新入生のみなさんの不安や疑問を解消すべく、科目履修やキャンパス案内のサポートをはじめ、

さまざまな活動を通して新入生のみなさんに役立つ情報発信をしていきます。

在学生のわたしたちが「せんぱい」として、新入生である「こうはい」の道しるべとなって

いきたいと思います。

まずは、「こうはいナビBlog」をごらんください！

定期的に情報更新しますので、是非有効にご利用ください。

こうはいナビ スタッフ一同

QR コードでアクセス！！



 
  

 

 
 

【生協ガイダンス＆教材販売スケジュール】 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                

 

日程：4/5（月）～4/16（金） 
販売場所：63号館 1 階ギャラリー特設会場 

営業時間：4/5（月）8：30～17：00 4/6（火）～4/16（金）10：00～17：00（土日休） 

 

※4 月の状況によって教科書販売方法の変わる可能性があります。 

最新の情報は生協 HP でご確認ください。              

https://www.wcoop.ne.jp/start/riko/textbook/book.html        ←生協 HP 

 

 
 

新入生の必修教科書と教材の販売は理工学術院の年度始め行事の一つである「生協ガ

イダンス」にて行います。「生協ガイダンス」は学部学科によって日時と会場が異なり

ますので詳細につきましては理工学術院のホームページか生協ホームページでご確認く

ださい。 

なお、生協のメールマガジンでも教科書販売の情報を発信しますので、まだ登録され

ていない方はご登録いただくことをおすすめします。 

 

＜生協新入生応援サイト（教科書）＞ 
https://www.wcoop.ne.jp/start/riko/textbook/book.html 

 

＜生協メールマガジン登録＞ 

https://www.wcoop.ne.jp/start/mail/index.html?select_page=nyugaku 

■ 生協ガイダンスの後、必修教科書・教材販売会場へご案内いたします。 
 

教科書は日程・時間帯ごとに、該当する学部・学科のものを販売いたします。 
 

（ 販売品目は英語教科書と、専門科目の主に B 群の教科書です。  
その他の教科書については 63 号館の特設会場にてお求め下さい。） 

 
■ 教材は、白衣・レポートセット・関数電卓・電子辞書・マセマ参考書等の販売をいたします

す。 

 

 63号館 1F 教科書特設販売所 

4/5～4/16 

62 58 57 56 65 

55 

54 53 52 

51 60 61 63 

59 

 

新入生必修授業の教科書と教材販売 

 57号館地下１F 

生協理工店 書籍部 
 

教科書販売所 MAP 

西門 

正門 

明

治

門 

中庭 

全学年の教科書 

2021 年度 生協ガイダンス 

       教科書・教材販売のご案内 

 

※教科書は、教科書販売期間に必ず購入してください！ 

生協教科書サイト 


