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2015年 10月 29日

人間科学学術院教務

2016 年度 人間科学部 専門ゼミの登録について

2016 年度人間科学部専門ゼミの登録を、以下の日程で行います。該当する 2 年生以上の学生は、定められた期間内に

登録手続きを完了してください。今回登録するゼミでは、これから 2年間という長期にわたり、1人の指導教員について、

研究を進めるための基礎から応用までを、少人数の仲間とさまざまな活動を通して学ぶことになります。慎重な態度で所

属ゼミを考え，説明会や本紙の案内で内容を十分理解した上で手続きをしてください。

１．スケジュール

2015 年 10月 29日(木)または

2015 年 11月 2日(月)
18:15～19:15

専門ゼミ登録の説明会

(教員ガイド等の資料配付)

2015 年 10月 30日(金)から

2015 年 11月 27日(金)まで
研究室訪問期間

2015 年 11月 24日(火) 12:00 第 1期(一次・二次)

志望動機書提出期間< Course N@vi >2015 年 11 月 27日(金) 16:00 締切

2015 年 12月 2日(水) 10:00頃予定 志望状況発表

2015 年 12月 22日(火) 10:00頃予定 第 1期(一次・二次)選抜結果発表

2016 年 1月 8日(金) 12:00 第 2期(三次)

志望動機書提出期間< Course N@vi >2016 年 1月 14日(木) 16:00 締切

2016 年 1月 26日(火) 17:00頃予定 第 2期(三次)選抜結果発表

2016 年 1月 29日(金) 12:00 第 3期(四次)

志望動機書提出期間< Course N@vi >2016 年 2月 1日(月) 16:00 締切

2016 年 2月 12日(金) 17:00頃予定 第 3期(四次)選抜結果発表

登録機会の一覧表

時期 年内 年始以降

期 第１期 第２期 第３期

教員の選抜機会 一次登録、二次登録 三次登録 四次登録

学生の希望申請数

第１希望

第２希望

第３希望

第１希望 第１希望

２．履修可能な前提条件(新カリキュラム適用学生(2013 年度以降入学者)対象)

新カリキュラム適用学生(2013年度以降入学者)に対しては、専門ゼミを履修するにあたり次の前提条件が生じます。

１．段階 1：秋学期のゼミ登録にあたり、当該年次春学期までの履修済み単位が 20 以上、かつ履修済み単位数と秋学

期登録単位数の総計が42以上あることを登録参加の条件とする（＝ゼミ進級後2年間で卒業の可能性があること）。

２．段階 2：当該年次秋学期の成績が出た際に履修済み単位数が 42 に満たない場合は、専門ゼミ登録を取り消しと

する（＝ゼミ進級後 2 年間で卒業の可能性がない学生はゼミ履修を不可とする）。取り消しの場合、選抜の過程も

無効となり、当該学生は再度翌年度に登録することになる。

※旧カリキュラムの適用学生(2012年度以前入学者)は、上記の条件を適用しない。

３．手続き

(１) 教員ガイド ・基礎ゼミオンデマンドコンテンツ 公開について

教員ガイドや基礎ゼミオンデマンドコンテンツを参照し、希望する研究室を決める際に活用すること。

①「教員ガイド」

10月 29日(木)以降に、次の方法でＷｅｂ公開する。
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＜アクセス方法＞

所沢総合事務センター連絡Ｗｅｂページ（http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/index.html）

人間科学部生→科目登録→2016 年度 専門ゼミ登録に関するお知らせ→「2016年度 専門ゼミ登録のための教員ガ

イド（Ｗｅｂ版）」

認証パスワード： enshu2016

※パスワード入力後、必ずカーソルを「クリック」ボタンに合わせて選択してください

※ここに掲載された情報に基づいて教員の指示に従い、随時、研究室訪問・レポート提出等を行うこと。

②基礎ゼミオンデマンドコンテンツ

Course N@vi 上で公開する。基礎ゼミオンデマンドコンテンツは、新カリキュラム「基礎ゼミ」用に作られた映像

で、各教員が自身の専門領域の紹介や、専門からみた人間科学などについて講義を行っている。2016 年度に新規に

着任する教員や一部教員のコンテンツはない。

画面遷移

Waseda-net ポータル

―左側のメニュー「授業」 →授業支援 →Course N@vi →科目一覧 (開講中を選択)

→2016年度 専門ゼミ登録 →各学科名をクリック

(２) 専門ゼミ登録の説明会 (場所：100号館 212教室)

専門ゼミ登録に関するガイダンスを行う。10月 29日(木)、11月 2日(月)のいずれかの説明会には必ず出席しなけ

ればならない。説明会の出欠情報は、希望の専門ゼミに選抜が生じた場合、判断資料となる。

(３) 研究室訪問期間について

教員ガイドを参考にして、希望順位に関わらず期間内に研究室訪問を行うこと。訪問を義務付けている研究室もあ

るので注意すること。詳細は教員ガイドの各教員の紹介ページの「研究室訪問について」欄（下図）に記載されてい

る。以下の説明を参考にして、研究室ごとの訪問の義務づけ状況を確認すること。

研究室訪問について

受入条件 研究室訪問を受け入れの条件とする ①

説明会・面談 受け入れに必要な出席 ②

二次登録訪問 二次登録でも研究室訪問を受け入れ条件とする ③

④

① ここには，研究室訪問を義務づけているか否か，が記載されている。

はい  訪問を行わないと選考外となる

いいえ  訪問は義務づけられていない

② ここには，どのような訪問形態を義務づけているか，が記載されている。

説明会

面談

説明会と面談 いずれにも出席が必要

説明会と面談のいずれか いずれかに出席が必要

※説明会・面談の詳細は「研究室訪問について」の一番下の欄（上記④）、もしくは「専門ゼミ決定に関する

留意事項、その他の特記事項」に書かれているので、それらをよく確認すること。不明な点がある場合は、

必ず教員に問い合わせること。

③ ここには，二次登録で研究室訪問を義務づけているか否か，が記載されている。

④ ここには研究室訪問の期間、説明会の予定、教員への連絡方法などが記載されている。

(４)第 1期の志望動機書提出について

①提出期間 11月 24日(火)12:00～11 月 27日(金)16:00 ※提出期間以外での受付は一切行わない。

②提出方法 Course N@vi のアンケート機能で提出すること。

画面遷移

Waseda-net ポータル

―左側のメニュー「授業」 →授業支援 → Course N@vi →科目一覧 (開講中を選択)

→2016年度 専門ゼミ登録 →2016年度 専門ゼミ登録(志望動機書の提出はこちら)
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③志望動機書提出の注意事項

※各期において、1.志望動機，2.研究計画，3.将来の進路（キャリア計画）についてそれぞれ 500 字以上 1000 字以

内で入力する。500 字未満の項目がある時には提出が認められない。※英語での記入指定がある場合、単語数では

なく、文字数でカウントする。

※第 1期では、第 1希望から第 3希望まで、記入する必要がある。

※第 1希望から第 3希望までの中で、同一の教員を複数選択した場合、希望は全て無効となる。

※第 1 希望の選考(一次登録)が終了した時点で、第 1 希望が選外となり、第 2 希望も定員に達していた場合、第 3 希

望を繰り上げて二次登録の選考をする(第3希望も定員に達していた場合は、第2期(三次登録)に再度登録すること)。

※志望動機書を提出後、12月下旬までは、Waseda-netのメールアドレスに希望する専門ゼミ教員から連絡がいく場合

がある。面談の指示等あるので、こまめにメール確認をしなければならない。転送設定を行っている場合には、メー

ルが転送されていることを事前に確認しておくこと。

※2016年1月から第2期(三次登録)の登録が始まる。その際は、受け入れ可能な専門ゼミの中から、登録することになる。

(５)第 1期の登録結果発表について

登録結果発表は次の通り行う。決定になった内容を変更することはできない。

①発表日程

前述の日程に準じる。一次と二次登録の選抜結果は、第 1期分として同時に発表する。

②発表方法

・掲示板：学部掲示板(100号館 118教室前)

・所沢総合事務センターＷｅｂページ

③発表後の対応について

結果発表時に、学籍番号が記載されていない学生は、第 2期以降の登録にまわる必要がある。

(６) 第 2期以降の志望動機書提出について（対象：第1期での志望動機書未提出者および未決定者）

①提出期間 前述の日程に基づく ※提出期間以外での受付は一切行わない。

②提出方法

・Course N@vi のアンケート機能で提出すること。画面変遷は前述と同様だが、初回提出時とは異なるアンケート

機能を設定するため、そちらのアンケートで回答すること。

・第 2期以降の申請期間では、1つの希望のみ申請ができる。

(７) 第 2期以降の登録選抜結果発表について（対象：志望動機書未提出者および未決定者）

①発表日程 前述の日程に基づく

②発表方法

・掲示板：学部掲示板(100号館 118教室前)

・所沢総合事務センターＷｅｂページ

※第 3期終了時点で、ゼミが決定していない学生に対しては、別途案内する。

４．選抜に関する注意

・教員によって、研究室訪問の義務付けなど個別の選抜方法を用いることがある。教員ガイドの「研究室訪問の形式」

「定員枠上限超過時の選抜基準・学科枠の適用有無」を確認すること。

・選抜に当たっては、専門ゼミ登録説明会出欠（10月 29日あるいは11月 2日）が考慮される場合がある。

・選抜に当たっては、2年生春学期までの成績（2年生春学期までの単位取得と GPA）が考慮される場合がある。教員ガ

イドの「成績」欄を確認すること。

５．専門ゼミの定員と選抜方法および学科枠について

(１)[専門ゼミ登録説明会参加学生数／専門ゼミ担当教員数]により平均登録人数を算出し、平均登録人数から平均登録

人数＋2名までを各教員の定員枠と定める。

① 希望者数が平均登録人数より少ない場合には、希望者全員(第 1期では受入条件を満たしている場合)を受け入れ、

次回の登録においても引き続き受け入れを行う。

② 希望者数が定員枠の範囲内に収まった場合、希望者全員を受け入れる。
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なお、希望者全員を受け入れても定員枠の上限(平均登録人数＋2名)に満たない場合は、教員の判断で、次回の登

録においても引き続き受け入れを行うことができる。

③希望者数が定員枠の上限(平均登録人数＋2名)を超えた場合には、定員枠の上限人数となるように選抜を行う。

(２)学科枠(自学科優先ルールと他学科枠)を適用する専門ゼミについて

① 希望者数のうち、自学科人数が平均登録人数以上の場合、教員は、選抜によって自学科を平均登録人数確保しな

ければならない（自学科優先ルール）。

②希望者数のうち、自学科数が平均登録人数以上の場合で、かつ他学科の学生が希望している場合、教員は他学科の

学生を計２名まで選抜できる（他学科枠）。ただし、その場合も自学科を含めた合計人数は定員枠の上限を超える

ことはできない。

③希望者数のうち、自学科人数が平均登録人数以下の場合は、自学科人数と他学科人数の合計受け入れ数が定員枠の

上限人数となるように、残数の選抜を行なわなければならない。

※学科に関係なく学科枠を適用しない場合、上記①②③は適用されない。

６．Course N@vi による登録について

・専門ゼミの登録においては、Course N@viのアンケート機能を利用する。利用に際しては、以下のことおよびマニュ

アルを確認の上、提出すること。

【Course N@vi 利用マニュアル】 http://www.wnpspt.waseda.jp/student/course_navi

【Course N@vi 利用マニュアル アンケートに関する手順】

http://www.wnpspt.waseda.jp/student/course_navi/010105/?p=134

・文字入力欄が小さく、また、一定時間が過ぎると最後の確認ボタンを選択できないため、テキストドキュメントにて

作成の上、転記することを推奨する。

・入力中の文章を一時保存できるが、一時保存では提出とみなされないため、注意すること。

・アンケートを回答する時に、[課題提出確認メール]、[返信通知]の設定を行うことができる。[課題提出確認メール]

を[受信する]に設定し、アンケートの回答が正常に受け付けられたことを確認するメールを受け取ること(必ず電子メ

ールを受け取れる状態にしておくこと)。また、必ず通知内容に誤りがないかを確認し、登録結果の証明として保管し

ておくこと。

・個人のパソコンの問題によって登録できなかった場合は、本人責任となる。

・各登録期間に登録できなかった学生は、原則として次回の登録期間まで手続きができないため、スケジュールの自己

管理に特に留意すること。

７．2017 年度退職予定教員について

2016年度は専門ゼミの受け入れは行う。ただし、延長生になった場合、2017年度以降、研究室を変更する必要がある

ので注意すること。なお、下記一覧は2015年 10月現在のもので、今後、追加の可能性がある。

人間環境科学科 健康福祉科学科 人間情報科学科

なし なし 永岡 慶三

８．専門ゼミ登録に関する問い合わせ先：enshu2016@list.waseda.jp（専門ゼミ登録関係者のML）

※ 質問を投稿する際は、Waseda-netアドレスから行い，必ず氏名・学籍番号を記入すること。

※ 質問の前に、「専門ゼミ登録に関するＱ＆Ａ」も別途確認すること。

※ 欠席者のみを対象に、説明会で使用した資料を、所沢総合事務センター前にて、2 回目の説明会終了後翌日午後か

ら配布(無くなり次第終了)する。

※ 所沢総合事務センターおよび人科学術院連絡室では、問い合わせに応じられない。

以 上


