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人間科学学術院教務

2020 年度 人間科学部 専門ゼミ登録に関するＱ＆Ａ

専門ゼミ登録にあたり、よくある質問をまとめました。このＱ＆Ａには必ず目を通してください。ま

た、専門ゼミ登録担当者のメーリングリストに問い合わせをする前に、Ｑ＆Ａに同様の質問がないか必

ず確認してください。

例年、別紙「専門ゼミの登録について」と、このＱ＆Ａをよく読まないまま、メールで問い合わせを

する学生がいます。そのような問い合わせに対しては、「Ｑ＆Ａの～をご参照ください」等の返信を送

ることになりますので、まずは自己解決を図ってください。

１．「専門ゼミ」の特徴について

２．研究室訪問について

３．登録について

４．選抜の実施とその結果について

-----------------------------------------------------------------------------------------

１．「専門ゼミ」の特徴について

Q1. 専門ゼミとは、どのような科目ですか？

A1. 専門ゼミは、卒業研究ゼミとともに「ゼミ」と呼ばれます。人間科学部のゼミは、３年次の「専門

ゼミ I・II」（春学期・秋学期とも２コマずつ）と、４年次の「卒業研究ゼミ I・II」（春学期・秋学

期とも１コマずつ）を必修とし、そこで学んだ知識や方法論を卒業研究に結実させるための場です。

ゼミでは、いままで幅広く学んできた基礎知識をもとに、「人間」に関連する諸現象をより専門的に

追究することになり、深い問題意識と積極的な参加姿勢が要求されます。

Q2. なぜ複雑な登録過程になるのですか？

A2. ゼミでは２年間という長期にわたって、１人の指導教員のもとで、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。また、文理融合型のカリキ

ュラムをもつ人間科学部では、きわめて広範な研究テーマ・研究方法をベースにした教員がゼミを担

当しています。そのため、みなさんがこれから取り組む卒業研究のテーマや研究方法と、指導教員の

専門性が適切に関連していることが、ゼミ選択の重要なポイントです。みなさんも受け入れ側の教員

も、お互いに関する情報を交換しつつ、慎重な態度でゼミ選択／ゼミ選抜に臨んで、みなさんの所属

ゼミの決定にいたるプロセスが必要になります。

Q3. なぜ専門ゼミには定員枠があるのですか？

A3. Q1・Q2 で説明したように、ゼミはみなさん自身が研究を実践する場です。研究を結実していくプ

ロセスには、教員によるきめ細かい指導が不可欠ですので、質の高い学びを保証するためにも、少人

数教育は必須の条件といえます。

２．研究室訪問について

Q4. 研究室訪問とは、具体的にどのようなことを行うのでしょうか？

A4. 教員によって異なります。集団説明会形式で行う場合もあれば、個別面接形式で指導方針等を説明

したり、学生から志望動機を聞いたりする場合もあります。また、レポート等の課題が出されること

もありますので、教員ガイドの該当欄で確認してください。



Q5. 研究室訪問には、必ず行かなければならないのでしょうか？

A5. 例年、研究室訪問をゼミの受け入れ条件として義務づける教員が多くみられます。詳しくは教員ガ

イドの該当欄で確認してください。義務づけられている場合、研究室訪問をせずに志望動機書を提出

すると、選抜で選考外となるケースがほとんどです。これは第１期に限らず、第２期以降も同様です。

十分に留意してください。

また、前述の『「1.専門ゼミ」の特徴について』で説明したように、みなさんの目的意識と、各

ゼミの専門性や教員の指導方針との適合性は非常に重要なポイントになります。義務づけの有無に関

わらず、研究室訪問を設定しているゼミについては、積極的に訪問を行なうことを奨めます。

Q6. 研究室訪問のために先生と連絡をとりたいのですが、教員ガイドに連絡先が明記されていない場合

は、どうすればいいでしょうか？

A6. まず、e-mailでの連絡を試みてください（※必ずWasedaメールのアドレスから連絡してください）。

但し、なかにはメールアドレスを公開していない教員や、日頃からメールの送受信に対応していない

教員もいます。その場合は、教員ガイドに記載されている研究室を直接訪ねてアポイントをお願いす

るか、教員が留守にしている際は、研究室のドアに用件・氏名・連絡先等を記入したメッセージを貼

り付けておくと良いでしょう。

Q7. 研究室訪問の指定日時が、すべて授業等と重なっていて行けません。どうすればいいでしょうか？

A7. 訪問したい教員に、個別に e-mail 等で連絡をとり、日程の調整をお願いしてください。その際に

は、指定日時に訪問できない理由を明記してください。

Q8. インフルエンザと診断され､自宅療養となりました。研究室訪問に行けないのですが､どうすればい

いでしょうか？

A8. すみやかに担当教員に連絡をとり、研究室訪問や選抜方法について、その指示に従ってください。

Q9．現在、留学・休学中のため、研究室訪問に行けません。どうすればいいでしょうか？

A9. すみやかに担当教員に連絡をとり、研究室訪問や選抜方法について、その指示に従ってください。

Q10. いろいろなことに興味があり、所属したいゼミを１つに絞ることができません。ゼミの所属が決

定した後に学びたい分野が変わってしまった場合、ゼミを変更することは可能ですか？

A10. Q1・Q2 で説明したように、ゼミは２年間という長期にわたり、１人の教員の指導のもとで、みな

さん自身が専門性を深めていく場です。したがって、ゼミは途中で変更できません。今回の登録時

に研究室訪問を重ねて、慎重にゼミ選択をしてください。

３．登録について

Q11. Course N@vi が混み合っていて、提出ボタンを押しても画面が変わらず、締め切り時間までに志

望動機書を提出できませんでした。ペナルティは課されるのでしょうか？

A11. 志望動機書の提出にあたっては、締め切り時間に十分な余裕をもって臨んでください。通信状況

の混雑や PC の故障等は、未提出の理由として認められません。

Q12. 登録期間中、遠隔地や海外に滞在する予定のため、志望動機書を提出できないかもしれません。

どうすればいいでしょうか？

A12. 第１期～第３期の各期間は短期間の設定となっており、しかも授業実施期間中です。したがって、

自身の判断により滞在日程を調整する等の方法で解決してください。なお、Course N@vi の入力は、

遠隔地や海外でもインターネット環境があれば可能です。原則として、例外対応は行いません。ど

うしてもやむをえない理由がある場合は、必ず事前に(遅くとも第１期の志望動機書提出締切まで



に) enshu2020@list.waseda.jp 宛に連絡し、指示を受けてください。

Q13. 登録期間の日程を間違えてしまいました。今から追加登録する方法はありますか？

A13. 各登録期間中に登録しなかった学生は、原則として次回の登録期間まで手続きができません。選

抜が行なわれるゼミもありますので、追加登録は機会の不公平を招きます。また、登録結果は速や

かに集計され、その結果を受けた各教員はすぐに選抜準備に入りますので、追加登録を受け入れる

日程の余裕はありません。したがって、追加登録を依頼するようなメールには対応しかねます。ス

ケジュールの自己管理を徹底してください。

Q14. 現在 2 年生ですが、過去に半期だけ留学（または休学）していました。専門ゼミの登録に参加し

た方がいいですか？

A14. 今回の専門ゼミ登録に参加してください。選考により所属ゼミが決まった場合、専門ゼミ履修開

始時期は次のとおりとなります。

（1）過去に海外留学し、その期間を在学期間に算入した場合

来年度春学期からの専門ゼミ履修となります。

（2）上記（1）以外の場合（過去に留学以外の理由で休学した、過去に留学したがその期間を在学

期間に算入していない など）

来年度秋学期からの専門ゼミ履修となります。来年度春学期は専門ゼミが登録されません。

また、専門ゼミ登録申請期間の前に自身で必ず担当教員に早めに連絡のうえ、来年度秋学期か

らの専門ゼミ受入の可能性を事前に確認してください。教員の連絡先アドレスは、「教員ガイ

ド」に記載されます。

＜担当教員への伝達事項＞

・学籍番号、所属学科、氏名

・過去に半期休学または留学したため、来年度秋学期からの専門ゼミ履修開始となる旨

・卒業予定時期

＜担当教員への確認事項＞

・来年度秋学期からの専門ゼミ履修開始でも、受入可能であるか

（1）（2）とも、今回の専門ゼミ登録に参加しなかった場合、来年度は専門ゼミが登録されません。

来年度秋に行われる専門ゼミ登録に参加し、再来年度に専門ゼミが登録されることになります。

Q15. 現在 2 年生ですが、過去に 1年間留学（または休学）していました。専門ゼミの登録に参加でき

ますか？

A15. 次のとおりとなります。

（1）過去に海外留学し、その期間を在学期間に算入した場合

今回のガイダンスおよび専門ゼミ登録に参加してください。選考により所属ゼミが決まった場

合、来年度春学期からの専門ゼミ履修となります。

今回の専門ゼミ登録に参加しなかった場合、来年度は専門ゼミが登録されません。来年度秋に

行われる専門ゼミ登録に参加し、再来年度に専門ゼミが登録されることになります。

（2）上記（1）以外の場合（過去に留学以外の理由で休学した、過去に留学したがその期間を在学

期間に算入しない など）

今回の専門ゼミ登録では対象外となります。ガイダンスに参加しても構いませんが、専門ゼミ

登録申請をすることはできません（専門ゼミ登録申請は Course N@vi で行われますが、そこで

登録申請の操作をすることができません）。来年度以降のガイダンスおよび登録申請に参加し

てください。



Q16. 現在、留学中（または休学中）で来年度復学予定です。どうしたらいいのでしょうか？

A16. 休学または留学終了後、円滑に専門ゼミを受講するためにも今回の専門ゼミ登録に参加すること

をお勧めします。

但し、先述の専門ゼミ登録前提条件を満たす見込みがあるかを自身で必ず確認してください。前提

条件を満たさない場合は登録資格を喪失し、登録結果も無効となります。

今年度秋学期休学の場合、その学期は科目登録・単位修得ができません。従って今回の専門ゼミ

登録に参加する場合、今年度春学期終了時点で卒業要件算入履修済み単位が 42 以上であることが

必要です。これを満たさない場合、今回の専門ゼミ登録には参加できず、来年度の専門ゼミ登録に

参加することになります。

今年度秋学期留学の場合、その学期は科目登録・単位修得ができませんが、留学終了後の単位認

定により前提条件を満たせば登録資格・登録結果とも有効となります。まずは単位認定される見込

みで専門ゼミ登録に参加することをお勧めします。

専門ゼミ登録に参加するにあたり、可能であればガイダンスに出席してください。重要な手続き

やルールなどを説明します。出席できない場合、ガイダンスを収録した動画の視聴を希望する旨、

前述の問い合わせ先「enshu2020@list.waseda.jp」に連絡し、視聴してください。動画は 11 月 6

日（水）頃に Course N@vi 上で公開されます。これを第 1 期志望動機書提出期間開始（11 月 19

日（火）12 時）前までに視聴してください。

また、ガイダンス配付資料は日本時間 10 月 30 日（水）午後以降、以下の URL に掲載しますの

でご確認ください。

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

専門ゼミ登録の申請は Course N@vi で行うため、インターネット環境が整っていれば自宅や留学

先からでも申請できます。ただし、申請の前提条件として研究室訪問期間での課題提出などを義務

付ける専門ゼミがあります。先述の URL にていずれ公開する「教員ガイド」の資料で、志望ゼミ

の内容（特に「研究室訪問の形式」）を必ずご確認ください。

また、休学や留学による秋学期からの履修開始を受け入れない専門ゼミもあります。

いずれの場合も、申請期間の前に自身で必ず担当教員に早めに連絡のうえ、専門ゼミ受入の可能

性を事前に確認してください。教員の連絡先アドレスは、先述の「教員ガイド」に記載されます。

＜担当教員への伝達事項＞

・学籍番号、所属学科、氏名

・現在、休学中（または留学中）である旨

・復学後、専門ゼミの履修を開始する時期

・卒業予定時期

＜担当教員への確認事項＞

・（研究室訪問、課題提出等が義務付けられている場合）

休学または留学により研究室訪問、課題提出等ができないことについての対応方法

・（復学後、専門ゼミ履修開始時期が来年度秋学期となる場合）

秋学期からの専門ゼミ履修開始でも、受入可能であるか

今回の専門ゼミ登録に参加しなかった場合、来年度は専門ゼミが登録されません。来年度秋に行

われる専門ゼミ登録に参加し、再来年度に専門ゼミが登録されることになります。

Q17. 来年度に、留学（または休学）を検討しています。専門ゼミの登録に参加した方がいいですか？



A17. 上記「A16.」と同様です。

Q18. 志望する専門ゼミの指定科目を履修していません。選抜に影響はありますか？

A18. 指定科目（あるいは推奨科目）が未履修でも、ゼミ選抜に影響はありません。ただし、定員を超

過した場合には、教員によっては指定科目の履修状況を尋ね、選抜する際の判断材料にすることが

あります（※なお、科目登録において指定科目が選外になった場合は、未履修であることが選抜に

おいて不利になることはありません）。いずれにしても、指定科目・推奨科目は、ゼミにおける学

修を深める上で重要な科目になりますので、今後の履修については、所属ゼミ決定後に、指導教員

と相談してください。教員ガイドの「指定科目・推奨科目一覧」も参照してください。

Q19. ３年卒業制度の出願を考えています。専門ゼミと卒業研究ゼミの登録はどうなるのでしょうか？

A19. 今年度末の２年終了時に３年卒業制度に出願して、適用可と認められると、来年度１年間で、専

門ゼミと卒業研究ゼミを全て修得する必要があります。担当教員には、３年卒業制度の出願をする

予定であることも含めて、卒業までの履修計画をあらかじめ相談しておくようにしてください。な

お、１年終了時に出願した場合は、通常の専門ゼミ登録とは異なり、適用可と認められた後、ゼミ

の指導教員を決めます。この場合、専門ゼミと卒業研究ゼミは、２年次から２年間、同一の指導教

員のもとで履修することが原則となります。

Q20. 大学院への進学を考えています。専門ゼミ登録ガイダンス資料には、志望するゼミの先生が退職

予定と記載されていましたが、その場合、大学院での研究指導はどうなるのでしょうか？

A20. 「複数研究指導」と呼ばれる制度があります。制度の内容も含め、担当教員に確認してください。

Q21. 過去３年間の一次登録および受入状況を見たところ、志望するゼミの一次登録者数が多く、第１

志望にすべきかどうか不安になりました。どうすればいいでしょうか？

A21. 残念ですが、この点についての正解はありません。自身の目的意識に従って、自己責任で志望動

機書を提出してください。過去に第１志望者の多かったゼミが敬遠されて、実際の志望者が少なく

なる場合もあります。また、第１志望者の多かったゼミを敬遠した学生が、別のゼミを志望した結

果、過去の結果では志望者がそれほど多くなかったゼミが、定員超過で選抜を実施することになる

場合もあります。

過去の結果を過信することは禁物です。多くの学生は、いくつかのゼミを視野に入れて情報を収

集しています。教員ガイドを熟読し、できるだけ複数のゼミを訪問して、いざという時に迷わない

ように、志望するゼミを幅広く選択できるようにすると良いでしょう。

Q22. 来年度にぜひ履修したい他の科目があります。志望する専門ゼミの開講曜日・時限がすでに決定

していたら、事前に教えて欲しいのですが？

A22. 専門ゼミを含め、来年度の時間割はまだ決定していません。各自で、担当教員に来年度の予定を

確認してください。ただし、諸般の都合により開講曜日・時限は変更されることがありますので、

時間割を確約するものではありません。

もしも、資格取得などのために履修が必要な科目と専門ゼミの開講曜日・時限が重なる可能性が

ある場合には、そのことも含めて、担当教員にあらかじめ相談しておくようにしてください。

Q23. 他学科の専門ゼミを志望することはできますか？

A23. 可能です。また、自学科の学生が優先される制度（学科枠制度）は、2017 年度専門ゼミ登録をも

って廃止されました。ただ、ゼミは途中で変更できませんので、教員ガイドの熟読や研究室訪問等

により慎重にゼミを選択してください。

Q24. 志望動機書の回答内容を、全て同一にしてもいいですか？



A24. 全ての設問に対する回答が、各志望で 100%同じ内容であるなど、専門ゼミの登録に臨む姿勢とし

て不誠実であるとみなした場合、登録を認めないことがあります。

Q25. 志望動機書を提出した後に、回答内容を変更できますか？

A25. 提出期間内であれば、志望動機書の再提出は可能です。ただし、あくまでも期間内に提出された

もののみを選抜・登録の対象としますので、提出し忘れなどないように気をつけてください。また、

Course N@vi では、回答を一旦提出した後にに回答を再編集した場合、「未回答」となります。再編

集した場合は、必ず申請期間内に再度あらためて「提出」してください。また、提出期間終了後は

志望動機書の内容変更（志望ゼミ、志望順位、志望動機等の変更）、追加、辞退等は一切できませ

ん。なお、第１期の志望動機書には、必ず第１志望から第３志望まで記入してください。

Q26. 志望動機書を英語で記入する場合、文字数はどのようになりますか？

A26. 英語で記入する場合も、「500 単語以上 1000 単語以内」ではなく「500 文字以上 1000 文字以内」

となり、単語数ではなく文字数でカウントします。また、英語で記入する場合、次の点について注

意してください。

①英文字数に含むもの：ピリオド「.」 カンマ「,」 コロン「:」 セミコロン「;」 クオーテー

ションマーク「'」 ダブルクオーテーションマーク「”」等の句読点

②英文字数に含まないもの：空白スペース（半角スペース、全角スペースとも）

４．選抜の実施とその結果について

Q27. 専門ゼミの選抜はどのように行われるのでしょうか？

A27. 志望者数が定員枠の上限を超えた場合には、選抜が行われます。志望動機書、専門ゼミ登録ガイ

ダンスの出欠状況、学修履歴、研究室訪問の出欠状況などにより選抜されます。また、選抜のため

の面談が行われる場合もあります。志望動機書の提出後に、教員から Waseda メールのアドレス宛

に連絡がいく場合があるので、こまめにメールを確認してください。

Q28. 第１期でゼミが決まりませんでした。しかし、第３志望のゼミが第２期でも受入可能となってい

ました。どうしてでしょうか？

A28. 第１期の二次登録では、第２志望と第３志望が選抜対象となりますが、第２志望が選抜対象にな

った場合には、第３志望は選抜対象外となります。第３志望のゼミが選抜対象外となったときには、

質問内容のことが起こりえます。この場合は、第３志望のゼミを、第２期において再び志望するこ

とができます。

Q29. あるゼミを志望して登録決定となりましたが、別のゼミに志望変更できますか？

A29. 一旦登録決定となった専門ゼミを変更することはできません。登録手続の際、くれぐれも慎重に

ゼミを選択してください。また、４年次の卒業研究ゼミも変更することはできません。３年次の専

門ゼミと同じ担当教員の卒業研究ゼミが４年次に自動登録されます。

Q30. ゼミを実際に受講したところ、自分には合わないと感じました。別のゼミに変更できますか？

A30. 一旦登録決定となった専門ゼミを変更することはできません。登録手続の際、くれぐれも慎重に

ゼミを選択してください。また、４年次の卒業研究ゼミも変更することはできません。３年次の専

門ゼミと同じ担当教員の卒業研究ゼミが４年次に自動登録されます。

以 上


