２０２１年度早稲田大学

大学暦（授業期間）・授業時間

【授業期間】
春学期
通年
秋学期

春クォーター

４月

５日（月）～

夏クォーター

６月

３日（木）～７月

授業調整期間

７月２４日（土）～７月３０日（金）

秋クォーター

９月２４日（金）～１１月２０日（土）

早稲田祭（全学休講）

１１月６日（土）～１１月７日（日）

冬クォーター

１１月２１日（日）～

６月

２日（水）
２１日（水）

２月１日（火）

【休業期間】
夏季休業期間

７月３１日（土）～

冬季休業期間

１２月２３日（木）～

９月２０日（月）
１月

５日（水）

＜大学暦に関する注意＞
1. テスト期間や補講期間について
春学期期・秋学期とも授業終了日前の数日間を、テスト期間や補講期間として設定することがあり
ます。この期間は授業を設置する箇所（学部）ごとに異なります。登録が決定次第、各箇所掲示板・ホ
ームページ・事務所窓口等にて確認してください。
2. 学部デー等による休講について
授業期間中に、各箇所独自の休講日（例：学部デー）を設定していることがあります。上記と同様
に確認してください。
3. 夏季・冬季休業期間中は、事務所は平日のみの開室となります。
4. 夏季一斉休業期間（事務所閉室） ：８月７日(土)～ ８月１６日(月)
5. 年末・年始休日（事務所閉室）

：１２月２８日(火)～２０２２年１月５日(水)

6. 大学暦（授業カレンダーの基本方針）に基づき、次の祝日は授業実施日となります。
４月２９日（木）：昭和の日
１０月２１日（木）：創立記念日
１１月３日（水）：文化の日
なお、上記祝日の授業実施を受けて、次の日は臨時の休業日となり、授業は実施しません。
１１月５日（金）

【授業時間】（大学共通です。
）
時間割

開始時間

終了時間

１時限目

９：００

１０：３０

２時限目

１０：４０

１２：１０

３時限目

１３：００

１４：３０

４時限目

１４：４５

１６：１５

５時限目

１６：３０

１８：００

６時限目

１８：１５

１９：４５

７時限目

１９：５５

２１：２５

受講について
Ⅰ

受入身分、身分証明

早稲田大学グローバルエデュケーションセンターの「科目等履修生」として受入れます。
授業開始までに学生証を交付しますので、交付後に氏名等記載事項を確認してください。万一間違
いのある場合は、速やかにクローバルエデュケーションセンターへ申し出てください。
Ⅱ 授業
【授業に関する通知】
授業に関しての連絡は、原則として、担当教員から教場や授業支援システム「Waseda Moodle」で
指示があります。必要に応じて、本センターホームページにより通知することがあります。
（１） 授業に関する連絡等は原則として自己の責任において確認してください。
・授業に関することは、担当教員から授業中に連絡があります。
・緊急を要する連絡は、当センターから直接本人へ連絡する場合があります。
（２） 授業を休講する場合は、以下の方法で通知します。
・授業中に担当教員から通知する。
・クローバルエデュケーションセンターホームページで通知する。
【授業期間中の全学休講の取扱いについて】
気象情報悪化等、次に挙げる事案に際し、全学休講とする場合があります（休日および休業期間を
除く）。休講・延期となるのは、対象キャンパスにて実施されるすべての授業および試験となります。
学生は大学の決定した授業の休講・試験の延期措置に原則として従うこととしますが、授業が実施
されるキャンパスまでの経路において、交通機関の乱れや弾道ミサイル発射に伴う J アラート発信等
により通学することが危険又は困難であると自身で判断し、通学を見合わせた場合は、所属箇所事務
所による承認済みの欠席届をもって、該当科目の担当教員へ配慮を願い出ることができます。
■例外的な対応
※オンデマンド授業は、休講の対象外とする。
※複数のキャンパス（例：早稲田または西早稲田⇔本庄）で、遠隔会議システムを利用して実
施する授業は、いずれかのキャンパスが休講となった場合は、原則休講とする。ただし、
各キャンパスでの受講者数に著しい差がある等の特殊な事情がある場合は、受講できない
学生への十分な配慮を行うことを条件に、休講の対象外とすることができる。
例：早稲田で 100 名受講、本庄で 10 名受講している授業で、本庄が休講の場合。
→本庄での受講者への十分な配慮を行うことを条件に、早稲田のみで実施可。
※芸術学校は西早稲田キャンパスに含める。
※両高等学院およびエクステンションセンターは除く。
１ 気象状況悪化
気象庁による気象警報のみに基づく授業の休講・試験の延期措置は行いません。ただし、大雨、
洪水、暴風、暴風雪、大雪等の気象状況および気象庁による気象警報をもとに、危険であると判断
した場合は、次の通り、授業の休講・試験の延期措置をとります。
① 台風や大雪等、気象状況が時間の経過とともに悪化することが十分予測される場合は、前日

に授業の休講・試験の延期措置の決定を行うことがある。その場合は、前日の午後７時まで
に決定の判断を行い、学生への周知は本学ホームページ等に前日の午後９時までに掲載して
行う。
② 授業の休講・試験の延期措置を決定する場合は、原則として、各時限の授業・試験開始 60 分
前までに決定し、本学ホームページ等で周知・広報する。ただし、できる限り授業・試験開
始の 2 時間前までには周知できるよう努力する。

２ 大地震
大地震発生により、授業実施が困難であると判断した場合は、次の通り、授業の休講・試験の延
期措置をとります。
① 授業の休講・試験の延期措置を決定した場合は、直ちに本学ホームページ等で周知・広報す
る。
② 授業時間中の場合は、校内放送で迅速に周知する。

３ 大規模停電
電力需要量が供給量を大幅に上回り、予測不能な大規模停電が発生した場合は、次の通り授業を
休講とし、復旧の翌日の１時限から授業を再開します。
① 授業時間中（１～７時限）に大規模停電が発生した場合は、状況が落ち着くまで教室に待機
する。その後の授業は全て休講とします。
② 授業時間外に大規模停電が発生した場合は、当日の授業は全て休講とします。

４ 首都圏の交通機関がストライキを実施した場合
早稲田・戸山・西早稲田キャンパスは①②③④を適用し、所沢キャンパスは①②③⑤を適用しま
す。

① ＪＲ等交通機関のストライキが実施された場合（ゼネスト）は次の通りとします。
Ａ

午前０時までに中止された場合、平常通り授業を行います。

Ｂ

午前８時までに中止された場合、授業は３時限目（午後１時）から行います。

Ｃ

午前８時までに中止の決定がない場合は、授業は終日休講とします。

上記は、ＪＲの順法闘争および私鉄のストには適用しません。
② 首都圏ＪＲの部分（拠点）ストライキが実施された場合は通常通り授業を行います。
③ 首都圏ＪＲの全面時限ストライキが実施された場合は次の通りとします。
Ａ

午前８時までストライキが実施された場合、授業は３時限目（午後１時）から行います。

Ｂ

正午までストライキが実施された場合、６時限目（午後６時 15 分）から授業を行いま
す。

Ｃ

正午を越えてストライキが実施された場合、授業を終日休講とします。

④ 私鉄、都市交通のみストライキが実施された場合は、平常通り授業を行います。
⑤ 西武鉄道新宿線または西武鉄道池袋線のどちらか一方でもストライキが実施された場合、ま

た、西武鉄道両線が実施されない場合でも西武バスのストライキが実施された場合、次の通
りとします。
Ａ

午前８時までストライキが実施された場合、授業は３時限目（午後１時）から行います。

Ｂ

午前８時を越えてストライキが実施された場合、授業を終日休講とします。

緊急時の通知方法
緊急時に大学から通知する内容は、以下の方法で確認してください。
1】早稲田大学緊急用お知らせサイト

http://blogs.yahoo.co.jp/waseda_public/

2】MyWaseda ログイン前画面

https://my.waseda.jp/

3】早稲田大学公式 Twitter

https://twitter.com/waseda_univ

4】早稲田大学公式 Facebook

https://www.facebook.com/WasedaU

5】早稲田大学トップページ

http://www.waseda.jp/

Ⅲ 試験・成績・単位認定
【評価方法】
クローバルエデュケーションセンターの成績は、平常点やレポート、または授業中に行う試験によ
り評価します。科目により異なりますので、履修する科目がどのような評価方法をとるのか、自己の
責任において確認してください。

【試験方法等の通知】
クローバルエデュケーションセンターの科目の試験方法や課題等は、原則として、授業中あるいは
Waseda Moodle で直接担当教員が指示します。教場での指示には十分注意し、不明な点は教員や教務補
助員（通称ＴＡ：Teaching Assistant）等に直接確認してください。試験方法等の掲示は、原則とし
ておこないませんが、特別の必要がある場合については、クローバルエデュケーションセンターホー
ムページに掲載します。なお、科目を設置する箇所ごとに異なりますので、各箇所掲示板・ホームペ
ージ・事務所窓口等にて確認してください。

【レポート】
レポートは、担当教員の指示にしたがい提出してください。クローバルエデュケーションセンターの科
目の場合、提出方法や課題等の掲示は、原則としておこないませんが、特別の必要がある場合について
は、クローバルエデュケーションセンターホームページに掲載します。こちらも科目を設置する箇所ご
とに異なりますので、各箇所掲示板・ホームページ・事務所窓口等にて確認してください。

【成績評価および通知】
成績は、原則、通年・半期科目とも授業期間終了後に通知します。
なお、
必要があれば本人の申し出により成績証明書をクローバルエデュケーションセンターが発行し
ます。発行手続き方法、発行手数料等は、あらかじめクローバルエデュケーションセンター
（gec-help@list.waseda.jp）までお問い合わせください。

【成績表記】
成績は、次のとおり表示されます。
成績通知書および成績証明書

Ⅶ

表記

点

数

Ａ＋
Ａ
Ｂ
Ｃ

９０－１００
８０－ ８９
７０－ ７９
６０－ ６９

Ｆ

５９点以下

合

否

合

格

不合格

その他

【施設の利用】
○図書館サービス（入館・貸出等）を利用するには学生証が必要です。
○利用できる図書館
中央図書館（早稲田キャンパス）

戸山図書館（戸山キャンパス）

理工学図書館（西早稲田キャンパス）

所沢図書館（所沢キャンパス）

◆図書館・図書室一覧
http://www.wul.waseda.ac.jp/etclibs/etclibs_category.php?category=100
【急病・事故の場合】
○ 緊急の処置が必要な場合は、保健センター（２５-２号館：大隈ガーデンハウス隣）で簡単な応急処
置を受けることができます。なお、その後も通院等が必要な場合は、保健センターあるいはかかりつ
けの医師等に相談してください。
【通学に関する諸注意】
○バイク・自動車による通学は認めません。
○通学にかかる交通費等は科目等履修生の自己負担とします。

早稲田大学クローバルエデュケーションセンター事務取扱時間
※新型コロナウイルスの感染状況により開室時間が変更となる場合がございます。
本センターに対するご質問・相談等は、下記へ連絡してください

事務取扱時間
授 業 期 間 中 ：月

～ 土

９：００～１７：００

夏季・冬季休業期間 ：月

～ 金

９：００～１７：００

早稲田大学クローバルエデュケーションセンター
〒169－8050 東京都新宿区西早稲田 １－6－１（早稲田キャンパス 1号館3階）
℡
03-3204-9196（直通）
e-mail
gec-help@list.waseda.jp ホームページ
（センタートップページ）

https://www.waseda.jp/inst/gec/
（科目等履修生制度ページ）

https://www.waseda.jp/inst/gec/program/visitor/
●クローバルエデュケーションセンター・早稲田キャンパス
・JR 山手線，西武新宿線「高田馬場」駅下車

徒歩２０分 ・地下鉄東京メトロ東西線「早稲田」駅下車 徒

歩５分
・地下鉄東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車 徒歩１７分
・JR 山手線，西武新宿線「高田馬場」駅下車

都バス（学バス）
「早大正門」行

終点下車

●戸山キャンパス
・〒162-8644 新宿区戸山１－２４－１
・JR 山手線，西武新宿線「高田馬場」駅下車

徒歩２０分 ・地下鉄東京メトロ東西線「早稲田」駅下車 徒

歩５分
・地下鉄東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車 徒歩１２分
・JR 山手線，西武新宿線「高田馬場」駅下車 都バス（学バス）
「早大正門」行

「馬場下町」下車／徒歩２分

●西早稲田（旧大久保）キャンパス
・〒169-8555 新宿区大久保３－４－１
・JR 山手線，西武新宿線「高田馬場」駅下車

徒歩１５分

・地下鉄東京メトロ (副都心線 西早稲田駅に直結)
・JR 山手線，西武新宿線「高田馬場」駅下車 都バス「九段下」行

「都立身体障害者センター前」下車／徒歩１分

以

上

