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    科目登録を行うための準備 1 

 「学部要項」で卒業要件を確認する 

入学時に配付された学部要項には、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。特に新入生の皆さん
は、次の各項目をよく参照してから科目登録に備えてください。 

 Waseda ID・パスワードを取得する 

「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。 

項目 該当ページ 確認するポイント 

学科目の系列 

  （1）～（3） 

基幹：14 

創造：13 

先進：11 

 必修・選択必修・選択の違い 

 A～D群の違いとそれぞれの所定単
位数 

 卒業に必要な合計単位数 

複合領域科目 

 外国語科目（A群科目） 

基幹：23 

創造：15 

先進：13 

 

複合領域、外国語の科目から、卒業ま
でに何単位を取得する必要があるか 

学科別 C群科目配当表およ
び学修案内  

所属学科の
ページを参照 

卒業論文等に着手するための条件を１
年次のうちから確認すること 

 

【基幹のみ】 3. 進級制度 基幹：11 ２年次に学科に配属されるための条件 



    科目登録日程について 2 

※自動登録の結果は、後述の「４．Web科目登録システムの使い方」に記載する手順でWeb科目登録画  

  面からご確認ください。 

※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。 

科目登録期間は１次・２次・３次と分かれており、以下の「登録日程」の期間にのみ行うことが
できます。また、「登録結果発表日」には、申請した科目が「決定」となっているか必ず確認して
ください。 

【自動登録について】 
以下のとおり、１年生の必修科目は、既に登録されており、これを「自動登録」といいます。 
それ以外の任意に選択できる科目群の履修を希望する場合は、上記の登録期間にWeb登録申
請する必要があります。 

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（英語必修） 自動登録 

A2群（外国語科目） Web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 

※建築学科「建築表現II」は必修科目ですが、例外的に自動登録が行われません。詳細は、科目登録 
  の手引き「４－ ６．C群科目（専門教育科目）」をご確認ください。 
 

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 

3/29（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 

※1年生必
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） 



用 語 説 明 

年間登録上限単位数 1年間の登録制限単位数は49単位です。 

A1群（複合領域科目）の
登録上限単位数 

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、無作為に選ばれた科目がエラーとな
ります。 

抽選 履修希望者が定員を超えた場合は、自動抽選が行われ、残念ながら
「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。空きのある科目を調べるに
は、理工学術院HPの科目登録情報ページの「余裕定員表」を参照して
ください。 

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

 

＜主な対象＞ 

 A群（複合領域・外国語）すべて 

 B4群（情報関連）すべて 

 C群専門科目（一部） 

 

決定科目の取消  理工学術院が設置する科目は「決定」となった科目であっても、
2次または3次登録期間中に取消ができます（自動登録は除く） 

 理工以外の他学術院が設置する科目（グローバルエデュケーショ
ンセンター等含む）は、一度決定となった科目は取消が一切でき
ません。他箇所の科目を申請する際は、キャンパス間の移動等を
考慮して慎重に判断してください。 

    基本的なルール・注意事項 3 
 科目登録には様々なルールがあり、これに反して申請を行った場合は登録がエラーとなりま
す。各ルールの中で、１年生に係わる代表的なものを以下にまとめました。これ以外は必要に
応じて科目登録の手引きで確認してください。 



  「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。 

  自動登録された科目一覧の確認 

「自動登録科目」など、登録済みの科目を確認してください。 

  登録希望科目の検索・選択・申請・取消・確認 

①科目検索 

②科目の選択 

③科目申請 

④科目取消 

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。 

  登録結果発表（「決定」「選外」「エラー」） 

登録結果発表日にMyWasedaのWeb科目登録画面で、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 

    Web科目登録システムの使い方 4 

大まかなステップ 

※理工以外の他学部の科目は、後から（２次登録以降）取消
が一切できません。あらためて登録の誤りがないかチェック
しましょう。 



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/mywased

a/login-trouble.html 

 

 

 

 

 

                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web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ID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。 



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 
自動登録科目の確認 

（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」された科目が「決定」
として表示されていますので、まず
は自動登録科目をご確認ください。
なお、１次登録後は、前の登録機会
の登録結果を確認することができま
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。 



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 
 



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。 
 

 

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。 

 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。 



 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 
（1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、2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 



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 

 

 

MyWaseda専用問い合わせフォーム 

お問い合わせフォーム 

    問い合わせ方法 5 

新入生からのよくある質問（Q＆A） 

新入生からのよくある質問と回答を以下のURLに掲載いたします。疑問な点の解消にお役立てください。 

 

科目登録webページ 

https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/#anc_8 

＞【学部】科目登録 

＞＞学部 新入生の皆さんへ 

https://www.waseda.jp/fsci/students/registration/#anc_8


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。 

その他、科目登録に役立つ情報 

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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