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留学センター

　留学センターでは、留学生の受け入れや早大生の海外留学を実施して
います。
　留学センターは、大学にいる留学生等が、学問や文化の異なった環境
をよりよく理解し、勉強や生活がしやすいように援助するために活動し
ています。わからないことや困ったことがある時は、留学センターに来
て相談してください。
　留学センターの事務所は早稲田キャンパス22号館の４階にあります。
　留学センターの活動内容やお知らせはWebサイトで確認できます。
所在地：〒169-0051　東京都新宿区西早稲田１－７－14  ４階
　　　　（早稲田キャンパス22号館４階）
　　　　※北門近く、中央図書館前の黄色いビルです。
電　話：03－3207－1454
ＦＡＸ：03－3202－8638
事務取扱時間：月～土曜日　９：00～17：00
　　　　　　　日曜日・祝祭日は終日閉室
　　　　　　　※ 夏季・冬季休業期間中（12：30～13：30）は閉室し

ます（月～金曜日）、また土曜日は閉室になります。
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/cie/

１．留学生の受け入れ
　留学センターでは、交換留学制度の拡大など留学生の受け入れを積
極的に推し進め、世界とのヒューマンネットワーク構築においてさま
ざまな取り組みを実施してきました。世界87ヶ国・地域／660以上の
大学と協定を結び、交換留学、国費留学、私費留学などをあわせて約
5,700名の外国人学生が、学部・大学院・日本語教育研究センターで
学んでいます（2017年11月１日現在）。

２．早大生の海外留学
　留学センターでは、①大学間協定による交換留学（EX）、②留学先
大学が早大生のために定めるカリキュラムに参加するCustomized Study 
Programs（CS）、③ダブルディグリープログラム（DD）、④夏季・春季
等の短期留学プログラムなどさまざまな留学プログラムを用意していま
す。長期・短期をあわせると、毎年4,000名以上の学生を海外留学に派遣
しています。
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CENTER FOR INTERNATIONAL
EDUCATION

　The Center for International Education (CIE) supports incoming international 
students, as well as sends Waseda students abroad through various exchange 
programs based on agreements with universities around the world.
　The CIE helps international students studying at Waseda University 
understand education and culture in their new environment, and assists in 
improving studying and living conditions in Japan. Please feel free to contact 
the CIE office if you have questions or concerns. The office is located on the 
4th floor of building 22 on the main Waseda campus. 
　Announcements from the CIE are made on its website.
　Address: 1-7-14 4F Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051
　　　　　(4th floor of Bldg. No. 22, Waseda Campus)
 　* The yellow building in front of the Central Library near the north 

entrance.
　Tel: 03-3207-1454
　Fax: 03-3202-8638
　　Office Hours: Monday–Saturday, 9:00–17:00
　　　　　　　　The office is closed on Sundays and on national holidays
　　　　　　　　* Office hours during the summer and winter breaks are 9:00–

17:00 (Monday-Friday). (12:30–13:30) is closed. The office 
is closed on Saturdays.

　｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/cie/en/

１. Incoming international students
　The CIE has actively encouraged the admission of international students 
through expanding its exchange programs, and has implemented many 
programs to establish networks across the globe. Under arrangements 
with more than 660 University across 87 countries and regions around the 
world, around 5,700 international students—including exchange students and 
government or privately-financed students—are currently studying at the 
undergraduate and graduate levels, as well as at the Center for Japanese 
Language (As of November 1, 2017).

２. Outbound study abroad students
　The CIE offers various programs such as ①Exchange programs among 
affiliated universities, ② Customized Study Programs (CS), ③Double 
Degree Programs, and ④ Short-term Study Abroad programs mainly in the 
summer and spring. Through its long and short-term programs, the CIE sends 
around 4,000 students abroad every year.
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３．在留手続に関する助言
　留学センターでは、各種在留手続に関する助言を行っています。（在
留資格「留学」のみ）
　①資格外活動許可申請
　②在留期間更新許可申請
　③在留資格変更許可申請
　④再入国許可申請
　申請方法の詳細は58ページ「在留手続」を参照にしてください。各
種申請用紙は留学センターのWebサイトからダウンロードできます。
在留資格・VISAサイト
｜URL｜ http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp（日本語）

留学センター在留関連対応時間：９：00～16：30（月～金）
（春季・夏季休業期間中　12：30～13：30閉室）

問い合わせ
E-mail: cie-zairyu@list.waseda.jp

４．チューター制度
　日本語や専門知識等の勉強に助言が必要と、指導教員や所属学部
に認められた学部・大学院に新入した留学生は、初年度１年間のみ、
チューター制度を利用することができます。チューター指導を希望す
る留学生は各学部、各研究科事務所に御相談下さい。この制度の利用
には登録申請書の提出、指導報告書の提出が必要です。用紙は留学セ
ンターに設置の他、ダウンロードもできます。
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３. Advice on visa procedures
　The CIE staff gives advice on various immigration and visa procedures: 
(Only for students with “College Student”Status.)
　1.  Application for Activities Not Permitted under the Residence Status 

(Part-Time Work-Permit)
　2. Application for Extension of Stay
　3. Application for Change of Visa Status (Residence Status)
　4. Application for Re-entry Permit
　Please see “Visa Procedures and Research Data” (p.59) for details. 
Application forms are available on the CIE website:
｜URL｜ http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en

Hours when the CIE office handles residence-status-related procedures: 
9:00–16:30 on weekdays (during spring and summer breaks: Closed 12:30–13:30)
Inquiries:
E-mail:cie-zairyu@list.waseda.jp

４. Tutorial system
　International students may use the tutorial system (in their first year 
of study only) if their academic supervisor or faculty office confirms that 
they need extra academic support for their Japanese language skills or 
field of specialty. If you feel a tutor is necessary, please inquire at your 
undergraduate or graduate school office. Students will need to submit the 

“Tutorial Service Registration Form” and the “Tutorial Report and Request 
for Payment” forms to use the tutorial system. These documents are 
available at the CIE and may also be downloaded.
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