
人科

英語授業免除申請書（事務センターへ要提出）

＜申請手順＞
１．２枚目以降にある「英語授業免除に関する注意事項」を熟読してください。

２．テストの公式認定書を用意してください。

３．この申請書の必要事項を記入してください。

４．２枚目以降にある「英語授業免除に関する注意事項」を切り離し、各自で保管してください。

５．この申請書裏面にある記入例を参考に、申請書に必要事項を記入してください。

６．申請書とテストの公式認定書を事務センターへ提出してください。

※提出期間 春学期：夏クォーター終了日まで 秋学期：冬クォーター終了日まで

申 請 日

入学年度
※どちらかを○で囲む

2018年度以前 2019年度以降

学 籍 番 号 1J -

氏 名

電話番号 (携帯可) － －

Waseda メールアドレス
＠ .waseda.jp

テスト実施日
※この申請日から2年以内であること 年 月 日

テスト種類

と

スコア

(該当するもの

に記載)

2018

年 度

以 前

入学

TOEIC Listening & Reading (730以上)

TOEFL iBT (80以上)

2019

年 度

以 降

入学

① TOEIC Listening & Reading

② TOEIC Speaking & Writing × 2.5

① + ②の合計 (1700以上)

TOEFL iBT (83以上)

注意事項の内容確認について ※内容確認後、下記の□に☑を記入してください。 

私は「英語授業免除に関する注意事項」を熟読し、その内容を理解しました。

【事務センター使用欄】

備考 受付 データ変更

登録チェック

結果メール

受講者変更通知

履修成績作成

卒業（見込）判定

処理後の場合 →

成績担当へ単位数再集計依頼

成績担当へ卒業（見込）再判定依頼



人科

英語授業免除申請書（事務センターへ要提出）

＜申請手順＞
１．２枚目以降にある「英語授業免除に関する注意事項」を熟読してください。

２．テストの公式認定書を用意してください。

３．この申請書の必要事項を記入してください。

４．２枚目以降にある「英語授業免除に関する注意事項」を切り離し、各自で保管してください。

５．この申請書裏面にある記入例を参考に、申請書に必要事項を記入してください。

６．申請書とテストの公式認定書を事務センターへ提出してください。

※提出期間 春学期：夏クォーター終了日まで 秋学期：冬クォーター終了日まで

申 請 日 2019 年 4 月×日

入学年度
※どちらかを○で囲む

2018年度以前 2019年度以降

学 籍 番 号 1J 19 A 001 - 0
氏 名 所沢 一郎

電話番号 (携帯可) ○○○－□□□□－××××

Waseda メールアドレス Waseda-taro＠akane.waseda.jp

テスト実施日
※この申請日から2年以内であること 2018 年 7 月 △日

テスト種類

と

スコア

(該当するもの

に記載)

2018

年 度

以 前

入学

TOEIC Listening & Reading (730以上) 750

TOEFL iBT (80以上)

2019

年 度

以 降

入学

① TOEIC Listening & Reading 820

② TOEIC Speaking & Writing × 2.5 900

① + ②の合計 (1700以上) 1720

TOEFL iBT (83以上)

注意事項の内容確認について ※内容確認後、下記の□に☑を記入してください。 

私は「英語授業免除に関する注意事項」を熟読し、その内容を理解しました。 レ

<記入例>

【2018年度以前入学者・

2019年度以降入学者とも】

太線枠内の各項目を記入してください。

【2019年度以降入学者】

１）TOEICの場合

①Listening & Readingテストのスコアを

そのまま記入してください。

②Speaking & Writingテスト結果の合計が

360とすると、

360×2.5＝900

となるので、900を記入してください。

③①と②の合計を記入してください。

２）TOEFL iBTの場合

スコアをそのまま記入してください。

【2018年度以前入学者】

TOEIC L&Rまたは TOEFL iBTのスコアを

そのまま記入してください。

【2018年度以前入学者・

2019年度以降入学者とも】

次ページ以降の「英語授業免除に関する

注意事項」を必ず熟読し、内容を確認し

た後に☑を記入してください。 



英語授業免除に関する注意事項（学生各自で保管）

英語免除申請が認められた場合、英語必修科目は次のようになります。

１．「Current Topics I・II」について

（１）「Current Topics Ⅰ」：登録取消

※但し、免除申請時点で授業期間が終了している場合は取消されません。

（例）秋学期に免除申請した場合、春学期科目「Current Topics Ⅰ」は取消されません。

（２）「Current Topics Ⅱ」：登録取消

※但し、免除申請時点で授業期間が終了している場合は取消されません。

（例）2年次春学期に免除申請した場合、前年度秋学期の「Current Topics Ⅱ」は取消されません。

（３）「Current Topics Ⅰ（授業免除）」：自動登録（1単位）

この科目が自動登録され、学期末に成績「A+」が与えられます。また、この科目は半期および年間の登録制限

単位数に含まれます。

なお、既に「Current Topics Ⅰ」の単位を修得済の場合、この科目は登録されません。

（４）「Current Topics Ⅱ（授業免除）」：自動登録（1単位）

この科目が自動登録され、学期末に成績「A+」が与えられます。また、この科目は半期および年間の登録制限

単位数に含まれます。

なお、既に「Current Topics Ⅱ」の単位を修得済の場合、この科目は登録されません。

２．「General Tutorial English α・β」について

（１）入学前 3月開催の新入生ガイダンス当日までに免除申請した場合

１）「General Tutorial English α・β」：登録取消

２）「Tutorial English（授業免除）」2単位：自動登録 ※科目区分：「英語（必修）」

この科目が自動登録され、学期末に成績「A+」が与えられます。また、この科目は半期および年間の登録制

限単位数に含まれます。

（２）入学前 3月開催の新入生ガイダンス翌日以降に免除申請した場合

１）「General Tutorial English α・β」：登録されたまま、科目区分が「英語（必修）」から「自由

科目（他箇所）」に変更（取消されません。）

※英語必修科目としては免除となりますが、登録取消とはなりません。自由科目（=卒業要件非算入）とし

て履修が必要です。なお、自由科目の成績はGPAの算出には含まれません。

※「General Tutorial English α・β」が秋クォーター・冬クォーターに自動登録されている場合も、登

録取消とはなりません。自由科目として履修が必要です。

２）「Tutorial English（授業免除）」2単位：自動登録 ※科目区分：「英語（必修）」

この科目が自動登録され、学期末に成績「A+」が与えられます。また、この科目は半期および年間の登録制

限単位数に含まれます。

なお、既に「General Tutorial English α・β」の単位を修得済の場合、この科目は登録されません。

※αまたはβのどちらかのみの単位を修得済の場合、修得していないほうの「Tutorial English（授業免

除）」が自動登録され、学期末に成績「A+」が与えられます。

（例）「General Tutorial English α」の単位修得済、「～β」の単位未修得で免除申請した場合

→「Tutorial English β（授業免除）」1単位が自動登録され、学期末に成績「A+」が与えられます。

（次ページに続く）



【参考】自由科目となった「General Tutorial English α・β」の成績の記載について

合格(A+～C) 不合格(F) GPA 発行・送付

成績通知書 記載有 記載有 算出対象外 保証人に送付

成績証明書 記載有 記載無 算出対象外 窓口発行(就職先などに提出)

※自由科目でも、C以上の成績評価がされた場合、成績証明書には成績が記載されます。

３．その他

春学期に英語科目の単位を修得できなかったが、秋学期に免除申請を行った場合、次のようになります。

（例）1年次春学期の「Current Topics Ⅰ」「General Tutorial English α・β」の単位を修得できなかった

が、1年次秋学期に免除基準を満たし、申請を行った。

1年次秋学期

・「Current Topics Ⅱ」登録取消

・「Current Topics Ⅱ（授業免除）」自動登録

※秋学期末に成績「A+」が付与されます。また、この科目は半期および年間の登録制限単位数に含まれ

ます。

2年次春学期

・「Current Topics Ⅰ（授業免除）」自動登録

※春学期末に成績「A+」が付与されます。また、この科目は半期および年間の登録制限単位数に含まれ

ます。

・「Tutorial English（授業免除）」自動登録

※春学期末に成績「A+」が付与されます。また、この科目は半期および年間の登録制限単位数に含まれ

ます。

以 上


