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2021年 7月 5日 

所沢総合事務センター 

 

2022年度 人間科学部 専門ゼミ登録ガイダンス実施について 

 

 2022年度の専門ゼミ登録に関するガイダンスをオンライン（リアルタイム配信）にて実施します。詳細

は後日あらためてお知らせしますが、該当する 2年生以上の学生は、原則としていずれかの日に必ず参加し

てください。なお、ガイダンスの出欠情報は、専門ゼミ登録における選抜資料となります（定員に余裕が

ある場合でも、受入不可となることがあります）。 

 

日時：2021 年 10月 20日(水)、10月 25日(月） 18:15～19:45 

場所：Waseda Moodle 上の Zoom ミーティングにて実施 ※ 

内容：登録方法、選抜方法、研究室訪問など専門ゼミ登録全般に関すること 

※10 月中旬に対象者の Waseda Moodle 上に「人間科学部 専門ゼミ登録」という非正規科目を設定しま

す。当該科目のセクションに「専門ゼミ登録ガイダンス」というタイトルで Zoom ミーティングを 2回

（10月 20日および 10月 25 日）設定しますので、いずれかの回に必ず参加してください。 

※Waseda Moodle 上で出欠を確認します。ガイダンスへの参加を失念した場合は自己責任となり、救済

措置はありません。また、個人の PC やインターネット環境の問題により接続できなかった場合も自己

責任となり、ガイダンス欠席となります。この場合も救済措置はありません。 

 

専門ゼミを履修するにあたり、次の前提条件を満たす必要があります（『2021 年度科目登録の手引き』p.27

を参照）。前提条件を満たさない場合、ガイダンスには参加できず、専門ゼミの登録もできません。 

 

１． 履修学年が 3年以上であること（「3年卒業制度」適用者を除く） 

２． 【段階 1】秋学期の専門ゼミ登録にあたり、当該年次春学期までの卒業要件算入履修済み単位が 20

以上、かつその単位数と秋学期卒業要件算入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（→専門ゼミ登録後 2 年間で卒業の可能性があること）。 

３． 【段階 2】当該年次秋学期の成績が出た際に卒業要件算入履修済み単位数が 42に満たない場合は、

専門ゼミ登録を取り消しとする（→専門ゼミ登録後 2年間で卒業の可能性がない学生は専門ゼミの履

修を不可とする。なお、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手

続きをする必要があります。） 

 

 専門ゼミ登録では、志望動機や学修履歴（成績や履修科目など）が選抜の際の参考資料となります。また、

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（詳細については、ガイダンスで説明します）。

これらの点も考慮した上で、今後の学修や科目登録に臨んでください。 

 

問い合わせ先：enshu2022@list.waseda.jp 

※問い合わせの前に後述のＱ＆Ａを必ず確認し、可能な限り自己解決を図ってください。 

※問い合わせは Wasedaメールのアドレスから行い、必ず氏名・学籍番号を明記してください。 

これが守られていない場合、学外への情報漏えい防止の観点から回答することができません。 

※参考として、過去の専門ゼミ登録に関する資料を下記 URL から参照できます。 

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html#s8 

掲載タイトル：【※参考】2021 年度 専門ゼミ登録に関するお知らせ(2020 年度 選考資料） 
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2022年度 人間科学部 専門ゼミ登録ガイダンスに関するＱ＆Ａ 

 

＜ガイダンス出席について＞ 

Q1．ガイダンスと同じ日時に授業が入っているのですが、どうしたらいいのでしょうか？  

A1．授業を優先してください。なお、ガイダンスは 2 回開催されます。授業と重複しないほうの回に参

加してください。  

Q2．2 回のガイダンスとも授業と重複しているのですが、どうしたらいいのでしょうか？ 

A2．「専門ゼミ登録ガイダンス 欠席届」を提出し、ガイダンスを収録した動画を Waseda Moodle 上で

視聴することによって、出席と同等の扱いを受けることができます。 

10 月 11 日（月）～10 月 20 日（水）までに所沢事務センターにて「専門ゼミ登録ガイダンス 欠

席届」を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください。ガイダンスを収録した動画は 11 月

上旬に Waseda Moodle 上で公開します。これを第 1 期志望動機書提出期間開始（11 月 16 日（火）

12 時）前までに視聴してください。 

ガイダンス動画掲載先  

MyWaseda 

―左側のメニュー ⇒Waseda Moodle ⇒コース概要 ⇒人間科学部 専門ゼミ登録 

※１：上記期限までに視聴履歴がない場合は手続未完了となり、ガイダンス欠席扱いとなります。 

※２：Waseda Moodleの動作検証済環境は、下記 URL を確認してください。 

https://www.waseda.jp/navi/services/system/sys_requirements.html#section1-8 

 

Q3．課外活動（部活動・サークル活動・アルバイトなど）のため 2回のガイダンスとも出席できません。

どうしたらいいのでしょうか？ 

A3．課外活動を理由とした欠席は、出席と同等の扱いを受けることはできません。必ずガイダンスに出

席してください。 

 

Q4．忌引き、学校において予防すべき感染症、裁判員制度のためガイダンスに出席できません。どうし

たらいいのでしょうか？ 

A4．ガイダンスは 2 回開催されます。出席できる回に参加してください。上記理由により 2 回とも出席

できない場合は、必要書類（会葬礼状、医師による診断書、裁判員呼出状など）を添えて「専門ゼ

ミ登録ガイダンス 欠席届」を提出し（2021 年度「科目登録の手引き」pp.103-104 に準じます）、

ガイダンスを収録した動画を Waseda Moodle 上で視聴することによって、出席と同等の扱いを受け

ることができます。希望する場合は、すみやかに所沢事務センターにて「専門ゼミ登録ガイダンス 

欠席届」を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください。ガイダンスを収録した動画は 11 月

上旬に Waseda Moodle 上で公開します。これを第 1 期志望動機書提出期間開始（11 月 16 日（火）

12 時）前までに視聴してください。視聴方法は Q2 と同じです。 

 

Q5．PC が故障しており、ガイダンスに参加できません。どうしたらいいのでしょうか？ 

A5．他の PC、タブレット等から参加するようにしてください。個人の PCやインターネット環境の問題に

より接続できなかった場合は自己責任となり、ガイダンス欠席となります。救済措置はありません。 

 

https://www.waseda.jp/navi/services/system/sys_requirements.html#section1-8
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Q6．自宅のインターネット通信環境の調子が悪く、ガイダンスに参加できません。どうしたらいいので

しょうか？ 

A6．他のインターネット環境から視聴するようにしてください。個人の PCやインターネット環境の問題

により接続・視聴できなかった場合は自己責任となり、ガイダンス欠席となります。救済措置はあ

りません。 

Q7．ガイダンスに参加できませんでした。どうしたらいいのでしょうか？ 

A7．ガイダンス配付資料を下記 URL へ掲載予定です。それを確認のうえ、後日行われる研究室訪問や志

望動機書提出に臨んでください。 

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html#s8 

なお、特段の理由が無くガイダンスに出席しなかった場合、専門ゼミ登録における選抜資料では欠

席者として扱われます。志望先ゼミの定員に余裕がある場合でも、受入不可となることがあります。 

 

＜休学または留学予定の場合＞ 

Q8．今年度秋学期に休学（または留学）をする予定ですが、どうしたらいいのでしょうか？  

A8．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、ガイダンスには必ず参加してください。重要な手続きやルール

などを説明します。参加方法は前述の期間、方法で公開されます。 

また、ガイダンス配付資料は映像配信期間に下記 URL へ掲載予定ですのでご確認ください。 

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/human-school/registration_h.html#s8 

専門ゼミ登録の申請は Waseda Moodle および MyWaseda の申請フォームを使用するため、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 
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＜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。 

Q9．現在、休学中（または留学中）ですが、どうしたらいいのでしょうか？ 

A9．上記「A8．」と同様です。 

Q10．来年度春学期または秋学期に休学（または留学）をする予定ですが、どうしたらいいのでしょうか？ 

A10．上記「A8．」と同様です。 

 

＜過去に休学または留学した場合＞ 

Q11．現在 2年生ですが、過去に半期だけ休学（または留学）していました。ガイダンスに参加できます

か？ 

A11．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、

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を登録・履修できませ

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。 

（次ページへ続く）  
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Q12．現在 2年生ですが、過去に 1年間休学（または留学）していました。ガイダンスに参加できますか？ 

A12．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。ガイダンスへの参加および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 Waseda Moodle および MyWaseda の申請フォーム

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。 

 

＜専門ゼミ履修の前提条件について＞ 

Q13．専門ゼミ履修の前提条件（当該年次春学期までの卒業要件算入履修済み単位が 20以上、かつその

履修済み単位数と秋学期卒業要件算入登録単位数の総計が 42以上）を満たしていません。専門ゼミ

登録に参加できますか？ 

A13．今回の専門ゼミ登録では対象外となります。ガイダンスへの参加および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 Waseda Moodle および MyWaseda の申請フォームで行われ

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。  

 

＜専門ゼミ登録結果と履修について＞ 

Q14．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？ 

A14．一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。 

Q15．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？ 

A15．上記「A14．」と同様です。 

以 上 


