
 

【理工学研究科：大学院生用 for Graduate Students】 

  

他研究科設置授業科目/理工学部設置科目（学科専門科目）履修許可願 
Application for Class Registration Offered by Other Keio Graduate Schools or Faculty of Science and Technology 

 

下記授業科目の履修許可を頂きたく申請いたします。 
I hereby ask for permission to take the class mentioned below. 

 

（１）許可申請者     理工学研究科  専攻 基礎 / 総デ / 開放 学年   年  学籍番号                     

      Applicant       School of                         year:       Student ID:                   

                     氏名                                                           
                     Name:                                                                        

 

                     指導教員                         電話番号                      
                     Advisor:                                 phone no:                              

（２）授業科目名                                                     （   単位）  

      Subject name                                                                   (Credit:      )   

（３）科目担当者名                                     
Instructor’s name                                                                                 

                                            

（４）設置研究科・地区                              研究科                     地区        
Graduate school/place 

where the class is held  Graduate School of                                Campus:                     

 

（５）曜日・時限                         曜日                      時限               
Day and time      Day:                              Class Period:                 

 

（６）科目担当者署名・捺印 Signature and Seal of the Instructor 

      上記学生の履修を許可する。 
I approve the above student’s class registration. 

                                       氏名                                    印      

 

（７）指導教員氏名・捺印 （下記の Iまたは IIどちらかを選択し、括弧内に丸印を記入してください。） 
Research Advisor’s Signature and Seal  

 
上記の科目は、研究上必要であるので、履修することを認める。その単位は、 

As the above mentioned subject is necessary for the applicant’s research, I approve the class 

registration on condition that:.  

 Ⅰ 修了要件に含める科目として許可する。  （  ） 
The credits earned are allowed to be counted towards the degree requirement.  

II 修了要件に含めない科目として許可する。 （  ） 
The credits earned are not allowed to be counted towards the degree requirement.  

 

指導教員                          印 
 
＜学生諸君へ To students:＞ 

①(１)～(５)までを記入し、(６)および(７)に各教員の署名・捺印を受けること。 

Please fill out (1) through (5), then ask for both the instructor and your research advisor’s approval on (6) and (7). 

②【他研究科設置授業科目を履修する場合】 

修了要件に含める科目として履修の許可を受けた場合には、B欄分野 82を選択すること。 

【Class offered by other Keio Graduate Schools】 

If you are allowed to take the class on the condition stated in (I) of (7), choose the Course Field “Column B 82” for online course 

registration. 

【理工学部設置科目（学科専門科目）を履修する場合】 

修了要件に含める科目として履修の許可を受けた場合には、B欄分野 81を選択すること。 

【Class offered by Faculty of Science and Technology】 

If you are allowed to take the class on the condition stated in (I) of (7), choose the Course Field “Column B 81” for online course 

registration. 

③修了要件に含めない科目として履修する場合は、B欄分野 90を選択すること。 

If you are allowed to take the class on the condition stated in (II) of (7), choose the Course Field “Column B 90” for online course 
registration. 

④この許可願は履修申告システム「履修申告科目印刷」画面を出力した用紙とともに提出すること。 

This form must be submitted to the Academic Services together with a printout of the list of classes registered online. 

⑤ 修了要件に参入できる単位数は６単位を上限とする。ただし、総合科目を履修する場合には、総合科目とあわせての上限が６単位

となる。Up to 6 credits can be counted towards the degree requirement. However, if you take a general course, the credits you 

earn must be added to the credits you earn from the general course offered by the Graduate School of Science and Technology 

and up to 6 credits in total can be counted towards the degree requirements. 


