
合格おめでとう！
最新のWord、Excelが無償で利用できる！
早稲田大学のITサービスを知ろう！

A Guide to Waseda University’s IT Services

活用例：
Waseda Vision 150 Student 
Competitionにおける学生の発表

活用例：

撮影した動画やPowerPointを利用して
オリジナルのプレゼンテーションコンテンツを作成しよう！

Contents Creation Studio

MyWasedaは早稲田大学が提供する各種サービスの入り口となるポー
タルサイトです。大学からのお知らせ確認、Wasedaメールの利用、ウェ
ブ科目登録や授業支援システムのWaseda Moodleの利用などを
MyWasedaで行うことができます。また、卒業後も校友として利用する
ことができます。

     MyWasedaのURL     https://my.waseda.jp/
  ログインIDとパスワード  初期Waseda IDと初期パスワードを使ってログインします。

MyWasedaはスマートフォンでの表示に対応しており、スマートフォン
からお知らせなどを確認できます。（MyWasedaからリンクしている他
のウェブサイトやシステムはご利用のデバイスやブラウザに対応してい
ない場合があります。）

MyWasedaで何ができるの？

早稲田の最新
情報はここから！

メニューを切り
替えて選択！

HOTな最新
情報を配信！

各種設定はここ！

もちろん
スマホにも対応！

MyWaseda

Waseda Moodle

Waseda Moodleとは、2020年春から利用開始となったLearning 
Management System（LMS）です。授業の担当教員からのお知らせ
や教材の受信、レポートなど課題の提出、小テストでの理解度確認な
どをオンライン上で行うことができます。（利用可否ならびに利用形
態は授業により異なります）
MyWaseda「ホーム」→「授業支援」からログインできます。

授業の学びを支える新システム！

My Wasedaの
グローバルメニューで
提供する主なサービス

授　業

・シラバス検索　・成績照会
・休講情報　・個別指導予約

IT サービス

・ヘルプデスク

研　究

・研究関連情報　・研究管理　・薬品管理

ホーム

・Waseda メール　・Waseda Moodle
・オンラインストレージ「Box」
・コンテンツ制作
　「Contents Creation Studio」

学生生活

・学修ポートフォリオ「MyPortfolio」
・キャリアコンパス　・Student Job
・セミナーハウス利用申し込み
・校友会支部　・稲門会検索



本サイトでは、在学生が使用する「MyWaseda」、「Wasedaメール」だ
けでなく、PC利用（ネットワーク利用案内、ウイルス対策ソフトウェア
貸出、Offi  ce365貸出など）、設備利用（コンピュータルーム利用案内、グ
ループ学習施設利用案内、無線LAN接続方法案内など）含めてIT利用相
談のポータルサイトとして設置しています。
URL : http://www.waseda.jp/navi/

インターネットが繋がっていれば、Webブラウザやスマートフォンの専用アプリを通じて
Boxにデータを保管したりアクセスしたりすることができます。自宅で作成中のドキュメン
トを大学で編集したい場合など、USBメモリ等でデータを持ち運ぶ必要がなくなります。
Box社公式アプリケーションをダウンロードすると、スマートフォン、タブレット端末などで
Boxを利用できます。

インターネット上にデータを保管するクラウド型のサービス

ITサービスナビBox

早稲田大学　IT

IT機器の利用方法で困った時は
まずはこのページ！

※利用の際には、MyPortfolioトップページ掲載の
「注意事項」をよく読んで利用ください。

MyPortfolio 活用イメージ
MyPortfolio

学生生活の学びや気づきを「記録・蓄積」し、
日々振り返ろう！
MyPortfolioとは、学生生活における学びや気づきを日常的に「記録・蓄積」し、
それらの「振り返り」を行って、自分自身の成長の過程を「見える化」するシステ
ムです。例えば、授業の内容や提出レポートなどの学修成果や、サークルやア
ルバイトなどの課外活動など、日常生活を記録し、振り返る事で新たな学修目
標や思ってもみなかった自分自身の姿が浮かび上がってくるかもしれません。
自分の軌跡に沿った記録・振り返りの反復習慣は、卒業後のキャリアにもきっ
と役立ちます。MyWasedaグローバルメニュー「学生生活」から、まずはログ
インしてみましょう。

Offi  ce365とは、Microsoft社が提供するクラウドサービスで、最新
バージョンのMicrosoft Offi  ceを利用できるサービスです。本学に
在籍し、利用資格を有する期間のみ利用できます。

Offi  ce365の利用方法等の詳細は、
次のページを参照してください。
Offi  ce365の利用案内
URL : http://www.waseda.jp/navi/

rental/soft/ms_o365.html

在学期間中は、Offi  ce が無償で利用できる！

- 利用可能なソフトウェア- 

●すべてのアプリケーションがインストールされますが、OneDrive for Business
とSkype for Businessは使用できません。

●インストールしたOffi ceは、インターネット経由で30日に1度ライセンスの確認が
行われます。ライセンス認証に失敗すると、一定の猶予期間後、Offi ceの利用が制限さ
れます。Offi ceの利用ができなくなった場合でも、すでに作成しているWordや
Excelなどのファイルが削除されるわけではありません。

Offi ce 365

  Windows

 Word  Excel  PowerPoint

 OneNote  Access  Publisher　

 Outlook  InfoPath

  Mac

 Word  Excel  PowerPoint

 OneNote  Outlook　

早稲田キャンパス22号館地下1階にある24時間利用可能なコンピュータルーム
です。PC120台、プリンタ7台を設置しています。
また、このコンピュータルーム内には自習室を2部屋を併設しており、グループ
ワークやプレゼンテーションの練習など様々な用途で利用可能です。

24 時間開室！ライフスタイルに合わせて利用できる！

使い勝手の良さからレポート提出や試験期間には満席になることも。

「W Space」ができる以前からあるグループ学習施設の一つです。

コンピュータ自習室

※正規生で在学中のみ利用可能です。　※利用に際しては、規約・ガイドラインを遵守してください。



Welcome toWaseda!
You can access the newest versions of Word and Excel!

Know and make use of all available IT services!

Waseda Moodle

A Guide to Waseda University’s IT Services

Use PowerPoint and your own video clips to create 
original presentation contents!

Contents Creation Studio

MyWaseda is a portal site that links to various services offered by 
Waseda University. You can check notifications from the 
university, check your Waseda email, enroll in courses online, and 
use the learning management system “Waseda Moodle” on 
MyWaseda. Even after graduating, you can continue using 

       MyWaseda URL         https://my.waseda.jp/
 Login ID and Password    Please log in using your initial Waseda ID and initial password. 

MyWaseda as a university alumnus. You can use your smartphone 
to access MyWaseda to check notifications, etc. (In some cases, 
websites and systems linked to MyWaseda may not be compatible 
with certain devices or browsers).

Main services accessed 
through the MyWaseda 
global menu

See the latest 
Waseda news 

here!

Switch between 
menus!

See the latest 
information here!

Manage various 
settings here!

Compatible with 
smartphones!

MyWaseda

Courses
.Syllabus Search           .Grade Report

.Lecture Cancellation   .Schedule Tutor Session

IT Services

.Helpdesk

Research

.Waseda Research portal web site

.Manage Research       .Chemicals Control

Home

.Waseda Mail               .Waseda Moodle 

.Online Storage [Box]

.Create Video Contents [Contents Creation Studio]   

Student Affairs

.MyPortfolio          .Career Compass

.Student Jobs         .Seminar House Reservations

.Alumni Branches and Tomonkai Search

What can I do on MyWaseda?

Waseda Moodle is the new Learning Management System 
(LMS) which launched from Spring 2020. It allows students to 
receive announcements and course materials from instructors, 
submit assignments, or take quizzes online.
(Formats and online access will vary depending on the course.)

You can log in by clicking on “Learning Support” from your 
MyWaseda “Home” tab.

A new system for learning support!

Example: Student presentation
for the Waseda Vision 150
Competition



In addition to “MyWaseda” and “Waseda Mail”, use this page 
as a portal site for inquiries about using IT services such as PC 
use (Access to networks, anti-virus software, Offi ce 365, etc.) 
or facilities (Access to computer rooms, group learning 
facilities, Wi-Fi LAN connections, etc.)

URL : http://www.waseda.jp/navi/index.html

There is a computer room in Building 22, floor B1 on the Waseda campus 
that is open and operational 24 hours. It has 120 PCs and 7 printers. Attached 
to this computer room are two study rooms. These rooms can be used for 
various purposes, such as doing group work and practicing presentations. 

Open 24 hours! You can use computer study rooms according to your own lifestyle!

The computer room is easy to use and may become full before paper 
submissions and examination periods. 

This is one example of a study room that was built before
 [W Space] opened.

IT Service Navi

Computer Study Rooms
Waseda University IT Navi

Please refer to this page when you 
encounter problems using IT equipment!

Please read the “Precautions during Use”
on the bottom of the dropdown menu on the right before using MyPortfolio. 

MyPortfolio Example of MyPortfolio Usage

Let’s “record and accumulate” 
experiences during student life and reflect on them!

MyPortfolio is a system that encourages users to “record and accumulate” 
daily discoveries and thoughts collected during student life and, by 
“refl ecting” on them, “visualize” the development process that the user 
experiences. For example, by recording the learning outcomes gained 
through attending lectures and writing papers, participating in university 
clubs and part-time jobs, users can record their daily routine and, upon 
refl ection, fi nd new objectives and unexpected dimensions of their own 
personalities. Consistently recording and refl ecting on your own footsteps 
can help you develop after graduation in your career path. Please start by 
logging in from the “Student Affairs” tab of the MyWaseda global menu.

“Visualize” 
yourself through 

MyPortfolio

“Record and 
accumulate” 

a database of your 
student life

 “Refl ection”
 leads to a better future 

Offi ce 365 is a cloud service provided by Microsoft which lets you 
use the most recent version of Microsoft Offi ce. You can only use 
this service if you are enrolled at Waseda and have access rights. 

For details on how to use Offi ce 365, 
please refer to the link below.

How to Use Offi ce 365 
URL : http://www.waseda.jp/navi/   
          rental/soft/ms_o365.html

Free Access to Office while enrolled!

-Available Software-

.All applications can be installed, but you cannot use OneDrive for Business 
and Skype for Business.

.Once installed, Office conducts a license check once every 30 days through 
the internet. If the license check fails, after a certain extension period, the 
use of Offi ce will become limited. Even if it becomes impossible to use Offi ce, 
Word and Excel fi les you have already created will not be deleted. 

  Offi ce 365

  Windows

Word  Excel  PowerPoint

 OneNote  Access  Publisher

 Outlook  InfoPath

  Mac

Word  Excel  PowerPoint

 OneNote  Outlook

As long as you have an internet connection, you can use web browsers or the 
smartphone app to save and access data through Box. You no longer need to 
carry around USB memory devices to work on documents both at home and on-
campus. Simply download and install the offi cial Box app on your smartphone or 
tablet to use it on smart devices.

.Usage is restricted to currently enrolled full-time students. 

.When using services offered by Box, please strictly abide by the rules and guidelines. 

A cloud service for storing data online

Box


