
最終修正：2020 年 05 月 14日

所沢総合事務センター

2020 年度 人間科学部 科目登録の手引き

正 誤 ・ 追 記 表

【6】６〜７ページ 2020 年度 科目登録日程表（2 年生以上）

８〜９ページ 2020 年度 科目登録日程表（新入生）

＜春学期 4 次登録を新たに実施＞

5 月 15 日（金）

～

5 月 16 日（土）

10：00

16：59

■４次登録申請期間

【対象科目】
※定員に余裕のある科目
■人間科学部設置科目のみ

（春クォーター科目も申請可能）

※全学オープン科目、他箇所設置
科目、他学部設置科目は申請不可

Web

■取消期間〈※7〉
【対象科目】

■人間科学部設置科目（一部のみ）
Web

他箇所設置科目区分変更 Web

5 月 19 日（火） 9：00 ４次登録結果発表
Waseda メール

Web 科目登録画面

5 月 20 日（水）

10：00

～

17：00

実験調査研究法追加登録

定員に余裕のある科目のみ対象。４年生以上の資格取得希望者、ま

たは専門ゼミ指定科目（自由科目扱い）登録希望者のみ

所沢総合事務セン

ターへメール送信

<※8>

<※7>取消について

取消可能な科目や取消不可能な科目は３次登録時と同様です。詳細は、この正誤表の【4】を参照してください。

<※8>実験調査研究法追加登録について

3次登録結果発表後に追加登録日を設置していますが、4次登録結果発表後にも設置します。

4次登録結果発表後に実調科目の追加登録が必要となった場合、次のとおり手続してください。

１．5月 20 日（水）より下記 URL に掲載予定の「余裕定員（4次登録終了後）」を参照し、余裕定員のある実験

調査研究法科目クラスを確認する。

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html

２．下記 URL に掲載されている「実験調査研究法追加登録用紙（MS-Word 版）」をダウンロードし、そのファイ

ル内にある記入例を参照のうえ必要事項を記入する。

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html#s10

３．記入済の「実験調査研究法追加登録用紙（MS-Word 版）」を上記期間内に「jinka-kamoku@list.waseda.jp」宛

にメール添付で送付する。送信の際、件名を「実験調査研究法追加登録の件」とし、メール本文に学籍番号・

氏名を明記してください。



【５】58 ページ 5.4 卒業・教員免許状取得見込判定《４年生以上対象》

＜変更前＞

判定時期 見込となる条件
見込証明書

発行開始日※２

春学期

科目登録後※１

卒業見込：当該年度の卒業研究が登録されていること。または、

すでに卒業研究の単位を修得していること。

教員免許状取得見込：卒業見込の条件を満たし、以下の科目を

履修中または修得済み

「教育実習演習」および「教科教育法１」または「教科教育法２」

6 月 1 日

秋学期

科目登録後

既得単位と合算して卒業・教員免許状取得要件を満たすように、

当該年度の秋学期科目登録をしていること。
１１月２日

＜変更後＞

判定時期 見込となる条件
見込証明書

発行開始日※２

春学期

科目登録後※１

卒業見込：当該年度の卒業研究が登録されていること。または、

すでに卒業研究の単位を修得していること。

教員免許状取得見込：卒業見込の条件を満たし、以下の科目を

履修中または修得済み

「教育実習演習」および「教科教育法１」または「教科教育法２」

7 月 1 日

秋学期

科目登録後

既得単位と合算して卒業・教員免許状取得要件を満たすように、

当該年度の秋学期科目登録をしていること。
１１月２日

【４】38 ページ 3.1 決定科目の取消 ①取り消しのできない科目

＜変更前＞

自動登録科目 専門Ⅰ（実験調査研究法） 専門ゼミ

卒業研究ゼミ 春・夏・秋・冬クォーター科目 他箇所設置科目

２年生以上の基礎ゼミ再履修 統計学再履修 外国語１年次必修科目の再履修

＜変更後＞

自動登録科目 専門ゼミ 卒業研究ゼミ

秋・冬クォーター科目 他箇所設置科目 ２年生以上の基礎ゼミ再履修

統計学再履修 外国語１年次必修科目の再履修 専門Ⅰ（実験調査研究法）

春・夏クォーター科目

次の科目は取消可能です。

・春・夏クォーター科目（一部例外あり）※１



・専門Ⅰ（実験調査研究法）のうち春学期、春クォーター、夏クォーターの科目※２

※１：春・夏クォーター科目のうち、自動登録される必修科目（スタディスキル、学生生活とセルフマネジメ

ント、基礎ゼミI、人間環境科学概論、健康福祉科学概論、人間情報科学概論など）は取消できません。

※２：専門Ⅰ（実験調査研究法）の取消にあたっては、下記の注意事項を熟読のうえ十分慎重に検討してくだ

さい。

＜注意事項＞

１）実験調査研究法は少人数クラスで授業を行う都合上、例年、選外者が多く発生します。

取消をした後、春学期３次登録、４次登録や秋学期科目登録で別の実験調査研究法科目を登録申請し

ても、登録決定となる保証はなく、選外となる可能性があります。場合によっては、秋学期３次登録

でも選外となる可能性もあります。

２）秋学期の授業形態がどうなるか（オンライン等ではなく従来どおりの対面授業ができるのか）は、今

後の情勢次第となるため、現段階ではお答えできません。何卒ご了承ください。

【3】78〜７9 ページ 【旧課程（2018 年度以前入学者）】Ⅰ．教職に関する科目（必修）

＜修正前＞

注５：免許状の教科によって必修の教科教育法が異なります。下記表を参照のこと。

取得免許状の教科 教育学部設置

社会

社会科教育法１

社会科教育法２

社会科教育法３※１

社会科教育法４※１

＜修正後＞

注５：免許状の教科によって必修の教科教育法が異なります。下記表を参照のこと。

取得免許状の教科 教育学部設置

社会

社会科教育法１

社会科教育法２

社会科教育法３※１

【2】６〜７ページ 2020 年度 科目登録日程表（2 年生以上）

８〜９ページ 2020 年度 科目登録日程表（新入生）

＜変更前＞

4 月 6 日（月） 春学期 授業開始

＜変更後＞

5 月 11 日（月） 春学期 授業開始



【1】６〜７ページ 2020 年度 科目登録日程表（2 年生以上）

８〜９ページ 2020 年度 科目登録日程表（新入生）

＜変更前＞

4 月 10 日（金）

～

4 月 11 日（土）

10：00

16：59

■３次登録申請期間
■他学部提供

申請期間

【対象科目】
■人間科学部設置科目
■他箇所設置科目
■他学部提供科目
※上記のうち、春クォーター科目は申請不可

Web

■取消期間〈※2〉
【対象科目】

■人間科学部設置科目（一部のみ）
Web

他箇所設置科目区分変更〈※3〉 Web

4 月 15 日（水） 9：00 ３次・他学部提供登録結果発表
※余裕定員表は所沢連絡 Web ページで確認

Waseda メール

Web 科目登録画面

4 月 15 日（水）

10：00

～

17：00

実験調査研究法追加登録〈※4〉
定員に余裕のある科目のみ対象。４年生以上の資格取得希望者、ま
たは専門ゼミ指定科目（自由科目扱い）登録希望者のみ

所沢総合

事務センター

4 月 16 日（木）

～

4 月 22 日（水）

時間は

「 3.9 聴講
料（実験実
習料）の納

入」参照

聴講料納入期間（1～3 次登録分）

※詳細については「3.9 聴講料（実験実習料）の納入」をご確認ください。

※General Tutorial English α・β(１次登録決定科目のみ)は納入期間が
異なりますのでご注意ください。詳細は「3.9 聴講料（実験実習料）の納入」を
ご確認ください。

4 月 16 日（木）

～

4 月 22 日（水）

事務センター
開室時間中

（再履修者向け）

必修 General Tutorial English 科目区分変更受付

所沢総合

事務センター

＜変更後＞

4 月 27 日（月）

～

4 月 28 日（火）

10：00

16：59

■３次登録申請期間
■他学部提供

申請期間

【対象科目】
■人間科学部設置科目
■他箇所設置科目
■他学部提供科目
※春クォーター科目も申請可能

Web

■取消期間〈※2〉
【対象科目】

■人間科学部設置科目（一部のみ）
Web

他箇所設置科目区分変更〈※3〉 Web

5 月 9日（土） 9：00 ３次・他学部提供登録結果発表
※余裕定員表は所沢連絡 Web ページで確認

Waseda メール

Web 科目登録画面

5 月 11 日（月）

10：00

～

17：00

実験調査研究法追加登録〈※4〉
定員に余裕のある科目のみ対象。４年生以上の資格取得希望者、ま
たは専門ゼミ指定科目（自由科目扱い）登録希望者のみ

所沢総合事務センタ

ーへメール送信

<※5>

5 月 12 日（火）

～

5 月 22 日（金）

時間は

「 3.9 聴講
料（実験実
習料）の納

入」参照

聴講料納入期間（1～3 次登録分）

※詳細については「3.9 聴講料（実験実習料）の納入」をご確認ください。

※General Tutorial English α・β(１次登録決定科目のみ)は納入期間が
異なりますのでご注意ください。詳細は「3.9 聴講料（実験実習料）の納入」を
ご確認ください。

5 月 12 日（火）

～

5 月 22 日（金）

10：00

～

17：00

（再履修者向け）

必修 General Tutorial English 科目区分変更受付

所沢総合事務センタ

ーへメール送信

<※6>

<※5>実験調査研究法追加登録手続方法

１．5月 9日（土）より下記 URL に掲載予定の「4 次登録余裕定員表」を参照し、余裕定員のある実験調査研究

法科目クラスを確認する。

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html



２．下記 URL に掲載されている「実験調査研究法追加登録用紙（MS-Word 版）」をダウンロードし、そのファイ

ル内にある記入例を参照のうえ必要事項を記入する。

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html#s10

３．記入済の「実験調査研究法追加登録用紙（MS-Word 版）」を上記期間内に「jinka-kamoku@list.waseda.jp」宛

にメール添付で送付する。送信の際、件名を「実験調査研究法追加登録の件」とし、メール本文に学籍番号・

氏名を明記してください。

<※6>（再履修者向け）必修 General Tutorial English 科目区分変更手続方法

１．必修 General Tutorial English の再履修科目「Listening, Reading & Writing through the Internet」が登録決定とな

っていることを確認する。

２．聴講料納入案内メールに従い、期間内に聴講料を納入する。

※期間内に聴講料の納入が無かった場合は登録取消となり、科目区分変更も無効となります。

３．下記 URL に掲載されている「必修 Tutorial English 再履修区分振替願（MS-Word 版）」をダウンロードし、そ

のファイル内にある記入例を参照のうえ必要事項を記入する。

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html#s10

４．記入済の「必修 Tutorial English 再履修区分振替願（MS-Word 版）」を上記期間内に「jinka-kamoku@list.waseda.jp」

宛にメール添付で送付する。送信の際、件名を「必修 General Tutorial English 科目区分変更の件」とし、メ

ール本文に学籍番号・氏名を明記してください。

以上

※最新の正誤表は、所沢総合事務センター連絡ウェブページにて必ずご確認ください

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/

左側のメニュー 人間科学部生 → 科目登録


