
日本語教育研究センター/ Center for Japanese Language 

※English follows Japanese 

日本語教育研究センター学生の他学部・他センターの科目履修について 

（全学オープン科目を含む） 

日本語教育研究センターの学生が履修できる、他学部・他センター科目（全学オープン科目を含む）は、次の２種類です。 

・『全学オープン科目』 

・『他学部提供科目』 

◆重要◆ 

１）他学部・他センターの科目は、日本人学生と一緒に勉強する科目です。この資料が日本語で理解できない方は、登録をして

も授業についていくことが難しいため、登録はおすすめできません。 

●他学部・他センターの科目は、科目登録期間に「決定」となった後はいかなる理由でも「取消」はできません。 

（取り消しができるのは、日本語教育研究センター設置の日本語科目だけです。） 

●日本語に自信のない方は、無理をして登録しないでください 

２）シラバスをよく読み、考えたうえで登録をしてください。 

シラバス検索：https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php 

３）以下の URL から「全学オープン科目履修ガイド」をダウンロードしてよく読み、理解したうえで登録してください。

このガイドが日本語で理解できない方は、登録をしても授業についていくことが難しいため、登録はおすすめできません。 

https://www.waseda.jp/inst/gec/undergraduate/registration/ 

４）『他学部提供科目』の余裕定員情報はこの URL を確認してください。  

http://www.waseda.jp/mnc/kamoku/capacity.html 

５）日本語教育研究センター学生は、本属校での学年に関わらず、早稲田大学では「１年生」として扱われます。 

そのため、配当年次が２年以上の科目や大学院の科目は履修できません。 

６）CJL 生の登録対象科目 

   ○「春学期、秋学期、春クォーター、夏クォーター、秋クォーター、冬クォーター」に開講される科目 

７）CJL 生の登録対象外科目 

   ×２年生以上が対象の科目 

   ×大学院の科目 

×「通年」科目や「集中」科目（夏季集中・冬季集中・春季集中科目など） 

8）登録できる科目数と単位数 

１学期に登録できる他学部・他センターの科目は、「２科目まで」かつ「４単位まで」です。 

つまり、２科目を登録したい場合、４単位を超えてはいけません。また、４単位を登録したい場合、２科目を超えてはい

けません。２科目、または４単位を超えて申請することはシステム上できますが、その場合、超過した科目（単位）がコ 

ンピューターシステムによってランダムに取り消されます。 

※ただし、他学部の科目について、学部独自の規則がある場合もあるので、規則は各学部のホームページを確認ください。  

（例：国際教養学部の他学部提供科目は 1 科目のみです。）  

9）修了要件 

他学部・他センターで修得した単位は修了要件に含まれません。ただし、グローバルエデュケーシ

ョンセンター設置の「日本語教育科目」に限り、修了要件に含めることができます。 

10）聴講料/実験実習料 

別途、聴講料/実験実習料がかかる科目がありますので、確認のうえ登録してください。おもにグローバルエデュケーショ

ンセンターの科目が対象です。 

11）他箇所設置の対面科目を登録したことを理由にCJLがCOE申請することはいたしません。 
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日本語教育研究センター/ Center for Japanese Language 

Notice for Taking Courses Offered by Other Undergraduate Schools/Centers  

for CJL Students 

CJL students can take the following types of courses offered by other Undergraduate Schools/Centers. 

・”University-wide Open Course” 

・”Courses offered at other undergraduate schools” 

◆Important◆ 

１） In the courses offered by other schools/centers, you will attend the class with Japanese students. ※If you do not 

understand what this document says, it will be difficult to keep up with the classes. 

●Once you register these courses, you can NOT drop them for any reason. 

(It is only the Japanese courses offered by the Center for Japanese Language that you can drop.) 

●If you are not confident with your Japanese ability, please do not dare to register the courses. 

２） Please read the syllabus in advance and think carefully before registering 

Syllabus Search：https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en 

３） Please download the "Guide for Taking University-wide Open Courses 2021" (Japanese ONLY) from the 

following URL and fully understand the contents. ※If you do not understand what the guide says, it will be difficult to keep 

up with the classes.  

https://www.waseda.jp/inst/gec/undergraduate/registration/ 

４） For capacity for the courses available for “Courses offered by other undergraduate schools”, confirm the following URL.  

     http://www.waseda.jp/mnc/kamoku/capacity.html 

５） CJL student is regarded as a “1st year student” at Waseda University, regardless of year at your home university. 

Therefore, you can register for neither the courses whose eligible year is 2nd year and above nor the courses offered by 

Graduate Schools. 

６） Courses for which CJL students are eligible to register 

       ○Courses offered in the Spring Semester/Fall Semester/Spring Quarter/Summer Quarter/Fall Quarter 

/Winter Quarter 

７） Courses for which CJL students are NOT eligible to register 

  ×Courses for 2nd year students 

  ×Courses for graduate students 

 ×Full Year Course / Intensive Course 

８） Maximum Credits for registration  

CJL students can register for the courses offered by other Undergraduate Schools /Centers “up to 4 credits” and 

“up to 2 courses” per semester.  

In other words, if you register for 2 courses, it cannot be more than 4 credits; and if you register for 4 credits, it cannot be 

more than 2 courses. If you register for more than 2 courses (or more than 4 credits), excess courses (credits) will be 

cancelled randomly by the computer system. 

※HOWEVER, there are particular rules in some schools, so confirm the webpage of each school carefully. (e.g For the 

Regular courses offered by “School of International Liberal Studies”, you can register only 1course.) 

９） Completion  Requirements 

The credits of the courses of other Schools/Centers are not included in count of required credits 

for completion of JLP program. However, only 「日本語教育科目」at Global Education Center are 

counted as the credits for the completion. 

１０）Enrollment Fees 

Please note that there are courses that require audit/course enrollment fees, mainly in the courses offered by the Global 

Education Center.  

１１）CJL office cannot apply COE for students who have registered in-person courses offered by other 

schools/centers. 
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