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早稲田大学と諸施設

　早稲田大学は、明治時代の有力な政治家であった大隈重信侯によっ
て、近代日本の人材育成を目的として1882年に創立されました。創立当
時は東京専門学校と称し、1902年に早稲田大学となりました。
　早稲田大学の教育方針は、「学問の独立」「学問の活用」「模範的国民
の造就」で、これらの目標は大学の創立以来、時代とともに新しい意義
が認識されて、現在も早稲田大学の教育と研究の根本をなしています。
　早稲田大学は、2007年10月に創立125周年を迎え、建学第二世紀を歩
み始めました。現在、13学部、大学院21研究科、付属機関等から成り立っ
ています。専任教職員約3,000人、学生約55,000人が所属しており、その
歴史と伝統、教育・研究の水準の高さ、卒業生の活躍などから、日本で
有数の私立大学として評価されています。
　留学生の受け入れについても、古くから積極的に推進し、毎年、多く
の留学生を受け入れています。
　これらの機関に在籍する留学生は、おおむね次の４種に分類できます。
　⑴　 学部や大学院に在学して、日本人学生と一緒に同じカリキュラム

で勉強する学生。これは、学位をめざす正規学生と、大学院の科
目等履修生などに分けられます。

　⑵　 日本語教育研究センターの日本語教育プログラム（半年・１年
間）・短期日本語集中プログラム（３週間・６週間）に在学して、
専門的に日本語を勉強する学生。

　⑶　Waseda Summer Session（４週間）に参加する学生。
　⑷　 国際教養学部のOne-Year Study Abroad Program に在学し、日本語

科目や日本・アジアの政治・経済・社会・歴史・文化・芸術に関
する勉強をする学生。

　早稲田大学の教育・研究組織は、次の通りです。（2016年12月現在）

早稲田大学の教育・研究組織

Ⅰ．学　　部 政治経済学部 法学部
文化構想学部 文学部
教育学部 商学部
基幹理工学部 創造理工学部
先進理工学部 社会科学部
人間科学部 スポーツ科学部
国際教養学部

Ⅱ．大 学 院 政治学研究科 経済学研究科
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ABOUT WASEDA UNIVERSITY
&

GUIDE TO THE CAMPUS
　In 1882, Mr. Shigenobu Okuma, one of the leading political figures of the 
Meiji Era, founded the Tokyo College for Technical Studies  with the aim of 
upholding the independence of learning, promoting the practical utilization of 
knowledge, and creating good citizenship. In 1902, this institution became 
Waseda University.
　Waseda celebrated the 125th anniversary of its foundation in October 
2007. It currently consists of 13 undergraduate schools, 21 graduate schools, 
and various affiliated research institutes. With nearly 3,000 full-time faculty 
members and about 55,000 students, Waseda University is one of the most 
prestigious private universities in Japan. Its high standard of education and 
research, along with the achievements of its graduates, has garnered respect 
both in and out of Japan. 
　The promotion of international exchange in education is also a part of 
Waseda’s rich traditions, and many international students are accepted every 
year. 
　International students at Waseda University may be divided into four broad 
categories.
(1) Students who are enrolled in one of the undergraduate or graduate schools 

and who study with Japanese students as degree or non-degree students. 
(2) Students who intensively study Japanese at the Center for Japanese 

Language under Japanese Language Program (6 months / one year), 
Short-term Japanese Program (3 weeks / 6 weeks)

(3) Students who are enrolled in Waseda Summer Session (4weeks)
(4) Students who are enrolled in the One-Year Study Abroad Program of the 

School of International Liberal Studies (SILS) and who study Japanese, politics, 
economics, sociology, history, culture, and arts related to Japan and Asia.

　Waseda University consists of the following educational and research 
organizations. (As of December 2016)

Educational and Research Organizations of Waseda University
Ⅰ. Undergraduate Schools

Ⅱ. Graduate Schools

School of Political Science and Economics School of Law
School of Culture, Media and Society School of Humanities and Social Sciences
School of Education School of Commerce
School of Fundamental Science and Engineering School of Creative Science and Engineering
School of Advanced Science and Engineering School of Social Sciences
School of Human Sciences School of Sport Sciences
School of International Liberal Studies

Graduate School of Politics Graduate School of Economics
Graduate School of Law Graduate School of Letters, Arts and Sciences
Graduate School of Commerce Graduate School of Fundamental Science and 

Engineering
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Ⅲ．学　　校 芸術学校
Ⅳ．附 属 校 高等学院　本庄高等学院
Ⅴ．系 属 校 早稲田実業学校　　早稲田中学・高等学校
　　　　　　　早稲田渋谷シンガポール校
　　　　　　　早稲田佐賀中学校・高等学校　　早稲田摂陵中学校・高等学校
Ⅵ．通信教育課程　　人間科学部通信教育課程
Ⅶ．図書館・博物館　早稲田大学図書館（総合学術情報センター）
　　　　　　　　　　坪内博士記念演劇博物館　會津八一記念博物館　大学史資料センター
　　　　　　　　　　小野記念講堂・ワセダギャラリー　125記念室
Ⅷ．附属機関 高等研究所 日本語教育研究センター
 大学総合研究センター グローバルエデュケーションセンター
 エクステンションセンター 環境保全センター
 大学史資料センター 保健センター
 平山郁夫記念ボランティアセンター 競技スポーツセンター
 留学センター 研究戦略センター
Ⅸ．研究機構 総合研究機構　　　　　　　重点領域研究機構
 イスラーム地域研究機構　　スマート社会技術融合研究機構
 次世代自動車研究機構　　　次世代ロボット研究機構
 地域・地域間研究機構　　　ナノ・ライフ創新研究機構
 グリーン・コンピューティング・システム研究機構
Ⅹ．海外展開・海外拠点 北京オフィス
 上海オフィス
 シンガポールオフィス
 早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校
 早稲田大学バイオサイエンスシンガポール研究所
 バンコクオフィス
 タイ早稲田日本語学校（早稲田エデュケーション（タイランド））
 台北オフィス
 ニューヨークオフィス
 サンフランシスコオフィス
 ブリュッセルオフィス

法学研究科 文学研究科
商学研究科 基幹理工学研究科
創造理工学研究科 先進理工学研究科
教育学研究科 人間科学研究科
社会科学研究科 スポーツ科学研究科
アジア太平洋研究科 日本語教育研究科
情報生産システム研究科 法務研究科
経営管理研究科 会計研究科
環境・エネルギー研究科 教職研究科
国際コミュニケーション研究科
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Ⅲ．Schools 
Art and Architecture School of Waseda University

Ⅳ．Affiliated High Schools  
Junior & Senior High School Honjo Senior High School

Ⅴ．Other Affiliated Schools
Waseda Jitsugyo High School Waseda Junior & Senior High School 
Waseda Shibuya Senior High School Waseda Saga Junior & Senior High School
Waseda Setsuryo Junior & Senior High School

Ⅵ．Distance Education Program   School of Human Sciences (E-School) 

Ⅶ．Library & Museums 
Waseda University Library (Center for Scholarly Information) Tsubouchi Memorial Theatre Museum 
Aizu Museum Waseda University Archives 
Ono Auditorium・Waseda Gallery 125 Anniversary Room

Ⅷ．Research and Other Affiliated Institutes 

Ⅸ．Research Organizations 
 Comprehensive Research Organization
 Organization for University Research Initiatives
 Organization for Islamic Area Studies
 Advanced Collaborative Research Organization for Smart Society
 Future Robotics Organization   
 Research Organization for Next Generation Vehicles
 Organization for Regional and Inter-regional Studies
 Global Base for Nano & Life Innovation Research
 Green Computing Systems Research Organization

Ⅹ．Overseas Offices

Graduate School of Creative Science and 
Engineering

Graduate School of Advanced Science and 
Engineering

Graduate School of Education Graduate School of Human Sciences
Graduate School of Social Sciences Graduate School of Sport Sciences
Graduate School of Asia-Pacific Studies Graduate School of Japanese Applied Linguistics
Graduate School of Information, Production 
and Systems

Waseda Law School

Waseda Business School Waseda Accounting School
Graduate School of Environment and Energy 
Engineering

Graduate School of Teacher Education

Graduate School of International Culture and 
Communication Studies

Waseda Institute for Advanced Study Center for Japanese Languages 
Center for Higher Education Studies Global Education Center
Extension Center Environmental Safety Center
Waseda University Archives Health Support Center
The Hirayama Ikuo Volunteer Center Athletic Center    
Center for International Education Center for Research Strategy

Beijing Office Shanghai Office
Singapore Office Waseda Shibuya Senior High school
Waseda Bioscience Research Institute in Singapore （WABI0S） Bangkok Office
Waseda Education （Thailand） Taipei Office （International Center Taipei）
New York Office （WASEDA USA） San Francisco Office （WASEDA USA）
Brussels Office
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１．図書館

　早稲田大学には、中央図書館をはじめ４つのキャンパス図書館や、
各学術院などの教員図書室、学生読書室、資料室等が全部で21箇所あ
ります。全蔵書数は550万冊以上に及び、膨大な情報源が所蔵されてお
り、これらの施設の役割分担と相互協力により全体がひとつの有機的
な図書館として学内外の多様なニーズに対応しています。
図書館を利用する時には、「図書館・図書室一覧」にて、サービス時間、
サービス対象・内容を確認してください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/library/

中央図書館
　中央図書館は、蔵書の質・量と、充実した設備、多数の専門スタッ
フ、年間入館者数約70万人を誇る、日本でも有数の図書館です。280
万冊以上の蔵書、17,000タイトルの学術雑誌、国宝２件、重要文化財
５件をはじめとする貴重書・古書資料を所蔵するほか、多数のオンラ
インデータベースや電子ジャーナルを契約しており、在学生はキャン
パス外からも利用することができます。また毎年春・秋には「Library 
Week」を開催し、様々なイベントを実施しています。
　利用の際は、以下の事項に注意してください。
⑴　場　　所：早稲田キャンパス18号館（入口２階）
　　開館時間：授業期間：月曜～土曜　９：00～22：00
　　　　　　　　　　　　日曜　　　　10：00～17：00
　　　　　　　休業期間：月曜～金曜　９：00～20：00
　　　　　　　　　　　　土・日曜　　10：00～17：00
　　休 館 日：授業を実施しない祝日、夏季・冬季休業期間中の一斉

休業日
⑵　入館の際には、学生証が必要です。
⑶ 　資料の検索には、オンライン検索システム（通称“WINE”）が
利用できます。資料検索の相談や各種サービスについては２階レ
ファレンスカウンターにお越し下さい。
⑷ 　図書の貸出は、各キャンパス図書館および各学生読書室で合計学
部生は15冊まで、大学院生は30冊まで可能です。

日本語教育学生読書室
　日本語教育学生読書室は、日本語教育に関する図書を幅広く所蔵する
図書室です。日本語学習者向けには、習熟度や目的に応じて学べるよう、
多様な日本語教材を数多く取り揃えています。辞書やカセットテープ・
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１. Waseda University Libraries
　The university has 21 libraries, including the Central Library, four Campus 
Libraries, staff libraries for each division, student reading rooms and 
archives. These libraries together hold over 5,500,000 books and closely 
cooperate to support various on and off-campus information needs.
　Please refer to the library website for service hours, conditions of library 
use, etc.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/library/en/

Central Library
　The Central Library is one of the most extensive libraries in Japan. It has 
a large collection of high-quality research materials, modern information 
equipment, specialized staff. More than 700 thousand users visit every 
year. The Central Library houses over 2.8 million books, 17,000 academic 
journals, 2 national treasures, 5 important cultural properties, and other 
valuable materials including rare books and classical references. The library 
also provides access to various online databases and electronic journals, 
which are available to students both on and off-campus. Furthermore, we 
hold an event called “Library Week” every spring and fall, where we host 
various library-related events.
　Central Library Overview:
(1) Location: Bldg. No. 18, Waseda Campus. (Entrance is on the 2nd Floor)
　Library Hours: School Terms: Monday–Saturday,   9:00–22:00

Sunday,               10:00–17:00
Breaks:          Monday–Friday,       9:00–20:00

Saturday-Sunday,   10:00–17:00
　The library is closed on national holidays, that classes are not held, and 
for some portions of the summer and winter breaks.

(2) You will need your student I.D. card to enter the library.
(3) The “WINE” online library catalog may be used to search for materials. 

Please visit the reference desk on the 2nd floor for assistance in retrieving 
research material and other such services. 

(4) A total of 15 volumes for undergraduates and 30 volumes for graduates 
may be borrowed across all campuses and libraries.  

Japanese Education Student Reading Room
　The Japanese Education Student Reading Room has a full array of 
Japanese language teaching materials for students studying Japanese in 
accordance with their level of proficiency and their reasons for studying. 
The CJL Student Reading Room also lends dictionaries, as well as cassette 
tapes, compact disks, and other audio study aids, to assist international 
students in studying Japanese. Furthermore, the library collects books that 
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CDなどの音声教材も貸し出し、留学生の日本語学習を支援しています。
また、日本の生活・歴史・文化を易しく解説した図書も収集しています。
場所：早稲田キャンパス22号館３階

２．日本語教育研究センター

　日本語教育研究センターでは、日本語を集中的に学びたいという外
国人のために、半年・１年間で日本語を学ぶ「日本語教育プログラム」
と３週間・６週間の「短期日本語集中プログラム」を実施しています。
　また、同センターでは、早稲田大学の学部・大学院に所属する外国人留
学生を対象に８つのレベルに分けられた日本語科目を開講しており、留学生
はそれぞれの日本語能力に応じて科目を履修することができます。毎学期、
約2,000人の学生が同センターで日本語を学習しています。
　履修を希望する方は、日本語教育研究センターのWebサイトを参
照し、所定の手続きを行ってください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/cjl/

３．グローバルエデュケーションセンター（GEC）

　グローバルエデュケーションセンターは学部・学科の枠を超え、叡
智（幅広い知識や優れた知的能力）・志（奉仕・勇気・チャレンジ精
神）・実行力（問題解決能力や物事を最後までやり遂げる力）を育む
教育を展開しています。
　「アカデミックリテラシー」は、アカデミック・ライティング、数学、統計、
情報、英語の５分野です。これらは全学部・学科において必要とされる基
礎的な力であり、大学を卒業し、社会に出てからも不可欠な知識です。
　「全学副専攻」は、地域や文化研究、芸術、ボランティアなど、専
攻分野を問わず特定のテーマを追求できるプログラムです。主専攻の
補強、新たな分野への挑戦が可能です。
　その他、自身や他者のリーダーシップを開発する科目、スポーツ実技、
国内外でのフィールドワークなどの貴重な経験ができる科目、学ぶ機会の
少ないバスク語やアイヌ語などの言語を習得できる科目、他大学等との
連携科目など、約2,300科目を設置しています。
　いずれも早稲田大学ならではの学びといえます。ぜひ、積極的に履
修してください。なお、原則として科目登録後の取り消しは行いませ
ん。あらかじめ、授業で使用する言語を確認し、自分の語学力が授業
を理解する上で十分であるかどうか検討した上で登録してください。
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/gec
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explain Japan’s history and culture and the lives of the Japanese people in 
an easy-to-understand way. 
Location: 3rd floor of Bldg. No. 22, Waseda Campus

２. The Center for Japanese Language (CJL)
　The Center for Japanese Language (hereinafter CJL) conducts a six month/
one year “Japanese Language Program” and a three week/six week “Short-
term Japanese Program” for foreigners who wish to intensively study the 
Japanese language.
　Also at the CJL, Japanese language courses are offered to international 
students studying at the undergraduate or graduate programs of Waseda 
University. The courses are divided into eight levels, allowing students 
to select courses that match their language proficiency. About 2,000 
international students study Japanese at the CJL each semester. 
　If you are interested in the courses at the CJL, please refer to their website 
below and follow registration procedures.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/

３. Global Education Center (GEC)
　The Global Education Center was established with the purpose of 
developing education to nurture wisdom (wide knowledge, fine intelligence), 
motivation (courage, challenging spirit), and problem-solving abilities, 
regardless of one’s department. 
　“Academic Literacy” courses consists of five fields; academic writing, 
mathematics, statistics, information and English. These basic skills are 
necessary in all departments, as well as in society after graduation. 
　Taking up a “Minor” allows you to focus on a specific theme (such as 
regional and cultural research, arts, or volunteering) regardless of your major. 
You may use it to strengthen your major, or broaden your knowledge of a new 
area of study.
　There are courses for “Fostering Leadership in Yourself” and other 
courses offering valuable experiences such as practical sports, fieldwork (in 
Japan and overseas), lessons on rare languages like Basque and Ainu. Joint 
courses with other universities are also availabel. Roughly 2,300 courses, 
unique to Waseda University are offered. 
　We encourage students to take part in these courses. As a general rule, 
cancellation will not be accepted after registering. Please make sure to 
check the language used in each course, and carefully consider if your 
language level is adequate for the courses.
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/gec/en/



▍16

早
稲
田
大
学
と
諸
施
設

４．早稲田ポータルオフィス
　グローバルエデュケーションセンターの全学オープン科目の履修相談、
PCトラブルやI T 全般の利用相談、施設の利用案内、W Space（グループ
学習スペース）の予約･受付や、忘れ物の窓口対応をしているオフィスです。
　英語対応の出来るスタッフもいますので、お気軽にお立ち寄りください。

５．坪内博士記念演劇博物館

　演劇博物館は、1928年（昭和３年）坪内逍遙博士の古稀と『シェー
クスピヤ全集』の完訳を記念して創設されました。建物は16世紀のイ
ギリスの劇場のフォーチュン座を模したものであり、それ自体がひと
つの演劇資料となっています。
　当館ではおよそ百万点におよぶ貴重な収蔵品を広く公開するために、
演劇の歴史を見渡すことのできる常設展やさまざまな企画展、関連イ
ベントを開催しています。また、教育機関である大学内の博物館とし
て学生や一般の方に広く門戸を開放し、図書閲覧室やＡＶブースで図
書資料や視聴覚資料を閲覧に供しているほか、早くから浮世絵をはじ
めとする資料のデジタル化とインターネット上での公開にも取り組み、
演劇文化の普及に貢献しています。
　開館時間：月水木土日 10：00～17：00　火・金 10：00～19：00
　　　　　　＊金土日　 13：00～16：30　展示解説あり
　休 館 日：ウェブサイトでご確認ください。
　入 館 料：無料
｜URL｜ http://www.waseda.jp/enpaku/

■ 事 務 所　早稲田キャンパス７号館１階
■ 開室時間　
　授業期間内　9：00～20：00（月～金）
　　　　　　　9：00～18：00（土）
　　　　　　　※（日）、授業を実施しない
　　　　　　　　  （祝）は閉室
　授業期間外　9：00～18：00（月～金）
　　　　　　　※（土）（日）（祝）は閉室

　電　話　03-5286-9845
　U R L　http://www.waseda.jp/wpo/

オープン科目って
みんなどんな風に
履修してるの？

相談してみる！
【PC相談】 【総合窓口】 【W Space】

【閲覧用PC】 【情報検索用タッチパネル】

どこに相談したら
いいのかわからない自分のノートPCを

学内のネットワークに
接続したいのだけれど・・・

授業時間外にゼミで集まれる
スペースはないかな？

レポートをどう書く
のがいいかな？ どの学習スペースが

開いているかな？

困ったら、気軽に早稲田ポータルオフィスにお越しください

自分で調べてみる！
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４. Waseda Portal Office (Academic Advising office)
　The Waseda Portal Office provides course registration consultation for 
Campus-wide“Open Courses” offered by the Global Education Center as 
well as advice about IT services and computer trouble; guidelines for use of 
school facilities, reservation and reception services for W Space (a space 
for group-learning), and Lost and Found services. Staff members are on hand 
to offer support in English as well, so please don’t hesitate to drop by if you 
need assistance.

５. The Tsubouchi Memorial Theatre Museum
　Established in 1928, this museum was dedicated to Dr. Shoyo Tsubouchi 
on his seventieth birthday to commemorate his complete translation of the 
Shakespeare corpus. The museum, modeled on The Fortune Theatre of 16th 
century England, is a theatrical reference material itself.
　In order to display to the public our precious collections that total about 
one million pieces, we hold planned exhibitions and relevant events as well 
as permanent exhibitions that allow everyone to take in an extensive view 
of the history of theater. In addition, as a museum within an educational 
institution, we offer books and audiovisual reference materials in the library 
and the audiovisual booth which is open to both the public and students. 
Furthermore, we are currently digitizing reference materials including ukiyoe 
and uploading them on the Internet, thereby contributing to the spread of 
theatrical culture.
Opening Hours: Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and
 Sunday 10:00–17:00
 Tuesday and Friday 10:00–19:00
 ＊ Brief explanations of the exhibitions are available from 

13:00–16:30 on Friday, Saturday, and Sunday.
 ＊ Please refer to the following website for holidays and 

closures.
Admission is free of charge.
｜URL｜ http://www.waseda.jp/enpaku/ (Japanese Only)

PC Advice General Information Desk W Space

General access PCs Digital Signage

I want to connect my 
own laptop PC to the 
net-work on campus, 
but I don't know how.

I don't know where
 I can get advice. What is the

 "Open Courses"?
Is there any space where 

we can gather for a seminar 
outside of class hours?

Which study 
room is available

now?

How can I prepare 
a good report?

When you need assistance, feel free to visit the Academic Advising Office.

Come and askCome and ask

Check by yourselfCheck by yourself

■ Office location
　 Waseda Campus Building 7, 1st Floor
■ Office hours
　 During Term :
　 Monday to Friday: 9:00-20:00
　 Saturday : 9:00-18:00
 　*Closed:  Sundays, and national holidays 

that classes are not held
 　During Term Breaks:
 　Monday to Friday: 9:00-18:00
　 *Closed : Saturdays, Sundays, and national
　　　　　　holidays

TEL : +81（0）3-5286-9845
URL : http://www.waseda.jp/wpo/e/
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６．會津八一記念博物館
　1998年に旧図書館の建物を利用して開館。著名な建築家今井兼次の
設計になる建物は大正14年（1925）に完成したもので、早稲田大学に現
存する２番目に古い建築です。
　収蔵品は、東洋美術史の研究者で、歌人・書家としても知られる會津
八一博士自筆の書作品のほか、博士が収集した中国・韓国・日本の古美
術資料をはじめ、多数の考古資料やアイヌを中心とした民族資料、旧富
岡美術館所蔵の東洋陶磁器や禅書画、さらに日本の近現代絵画など広
範にわたります。横山大観・下村観山合作の〈明暗〉、前田青邨〈羅馬
使節〉、1893年のシカゴ万博に出品された〈執金剛神像〉などの重要な
日本近代美術作品も収蔵しています。（詳細は、「會津八一記念博物館」
のWebサイトをご覧ください。）
　館内には常設展示室、企画展示室、富岡重憲コレクション展示室など
があり、企画展を開催しています。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/
　開館時間：10：00～17：00
　　　　　　（当館主催の企画展開催中の金曜日のみ18：00まで）
　休館日：日曜、祝日
　　　　　　夏季・冬季・年末年始など大学暦による休業日
　入 館 料：無料

７．大学史資料センター
　大学史資料センターは、1998年６月に大学史編集所を改組･改称し
て設置されました。本センターは、早稲田大学の歴史と、創設者大隈
重信および関係者の事蹟を明らかにしこれを将来に伝承すること、及
び比較大学史研究を行い、それを通じて本大学の発展に資することを
目的としています。
　上の目的にもとづき、本センターでは、関係資料の収集・整理・公
開、企画展示・講演会・シンポジウムの開催、『早稲田大学史記要』
の刊行を行っています。同時に、本学の歴史や大隈重信の事績を広く
学ぶために、グローバルエデュケーションセンター設置科目「早稲田
学」を開設し、自校史教育にも取り組んでいます。
　また、早稲田大学百五十年史編纂委員会のもと、2032年の創立150周年
に向けて編纂が進められている『早稲田大学百五十年史』の事務局とし
て、編纂作業に取り組んでいます。
　各展示、公開行事の情報（開催期間、時間帯など）は「大学史資料
センター」のWebサイトを参照してください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/archives/
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６. The Aizu Museum
　Using one of the former library buildings, the Aizu museum opened in 1998. 
　The building was designed by the architect Kenji Imai, and was completed 
in 1925. It is the second oldest building that still exists on campus at Waseda 
University. 
　Dr. Yaichi Aizu is a prominent figure in Japanese modern culture as an 
Eastern Art History researcher, poet, and calligrapher. His collection is vast, 
including antique materials from China, Japan, and Korea. In addition to his 
collection, the museum possesses many archaeological and ethnic materials 
focusing on the Ainu. There are also Oriental Ceramics and Zen calligraphy 
collected by the former Tomioka art museum. 
　The museum houses an extensive collection of valuable modern and 
contemporary art in Japan including“Meian”(“Light and Shadow”) a 
collaboration with Taikan Yokoyama and Kanzan Shimomura, “Roma-shisetsu”
(“Mission to Rome”) by Seison Maeda, and“Shukongoshinzou”(“Sculpture of 
Vajrapani”) which was exhibited at the Chicago Exposition in 1893.
　For more information please visit the Aizu Museum website. There is 
an exhibition room, a permanent exhibition room and a Tomioka Shigenori 
Collection Exhibition room. We occasionally hold planned exhibitions.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/ (Japanese Only)
　Opening hours：10:00〜17:00 (〜18:00 on Friday which permanent 

exhibition is held)
　Admission is free of charge.

＊ The museum is closed for parts of the summer and winter holidays, etc.

７. Waseda University Archives
　The Waseda University Archives were established in June 1998 when the 
Editorial Department for University History was restructured and renamed. 
The Archives have information on Waseda University, the founder Mr. 
Shigenobu Okuma, and other related individuals. Its purpose is to contribute 
to the university’s development through comparative research on the history 
of universities. For this purpose, the University has organized a collection of 
relevant materials, publishing, project exhibitions, lectures, symposiums and 
even publishes a “Transactions of Waseda University Archive.” To further 
spread awareness of the university’s long history and the accomplishments 
of Shigenobu Okuma, a course entitled “Waseda Studies” is offered through 
the Global Education Center.
　The Waseda University 150th anniversary project is being conducted 
under the committee to prepare for the 150th celebration in 2032.
　Please refer to the Waseda University Archives website for information on 
individual exhibitions, and information on events open to the public (opening 
and closing times, exhibition duration, etc.).
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/archives/en/
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８．大隈記念講堂
　大隈記念講堂は、創立者大隈重信の没後、大隈を偲びその業績を記
念する建物として1927年に施工されました。ゴシック様式であること
が大きな特徴です。時計塔は、大隈の「人生125歳」説にちなみ125
尺（約38m）に設計されており、その鐘は１日６回イギリス・ウエス
トミンスター寺院にならった音色で時を告げています。2007年には創
立125周年記念事業として全面改修をおこない、同年国の重要文化財
に指定されました。大講堂と小講堂では、大学の公式行事をはじめ、
日々多くの催しものが行われています。

９．小野記念講堂

　大学設立の功労者の一人、「建学の母」とも言われている小野梓を
称えて建設された小野梓記念館（27号館）の地下２階に「文化活動の
成果を社会に向けて発表し、世界の文化交流を図るためのホール」と
して設けられました。シンポジウムを始め、演劇、映画など学内外の
機関に活用されています。

10．ワセダギャラリー

　ワセダギャラリーは小野梓記念館の地下１階にあり、各種の企画展
のほか、写真、絵画など小規模な展示に利用されています。

11．コーププラザ（17号館）

　コーププラザは、早稲田大学の生活協同組合（生協）です。ここでは、
パン・米飯、本、日用品、文房具、早稲田グッズ、パソコン及び周辺
機器、スポーツ用品、その他プレイガイドや写真の現像まで、学生生
活に必要なものが、普通より５％～20％安くなっています。
　B１Fのブックセンターでは教科書をはじめとする書籍や雑誌が生
協組合員証を提示すると10％引きとなります。書籍は生協戸山店、理
工店、所沢店でも扱っています。
　生協を利用する場合は、生協の会員（組合員）になることが必要で
す。生協の会員（組合員）になるときは、17号館２Fの組合員サービ
スセンターで入会手続をします（出資金50口15,000円。出資金は、卒
業するときに全額返金されます）。
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８. Okuma Auditorium
　The Okuma Auditorium was built in 1927 to honor the memory of school 
founder Shigenobu Okuma and commemorate his achievements. It is well 
known for its gothic architecture. In accordance with Shigenobu Okuma’s 
theory of an ideal human lifespan being 125 years long, its clock tower rises 
to a height of 125 “Shaku”(about 38m). Six times a day, the bells announce 
the time with a melody based on that of Westminster Abbey. In 2007, for 
the university’s 125th anniversary, the auditorium underwent a complete 
restoration and was designated as “Important Cultural Property” of Japan in 
that same year. Many events and official functions are held in both the large 
and small lecture halls throughout the year. 

９. Ono Auditorium
　The Ono Auditorium is located in the second basement of the Ono 
Azusa Hall (Bldg.27) which was built in honor of Azusa Ono, a person of 
merit in founding the university known as “The mother of Waseda”. It was 
established as “a hall to exchange world cultures and to present cultural 
activity achievements to society,” and is used by both internal and external 
institutions for symposiums, plays, theater, etc. 

10. Waseda Gallery
　The Waseda Gallery is located on the first basement of the Ono Azusa 
Hall and is used for various project exhibitions, along with small-scale 
photography and painting exhibitions. 

11. The Co-op Plaza (Bldg.17)
　The Co-op Plaza houses the Waseda University Cooperative Union (known 
as the sei-kyo, i.e., Co-op). Students can buy almost anything they are likely 
to need: snacks, books, daily items, stationery, Waseda goods, computers 
and accessories, sporting equipment, etc. The plaza also has theatre 
tickets, a travel services office, and a service for developing and printing 
photographs. The prices are generally 5%－20% below market.
　The prices for books and magazines (including textbooks) will be 10% 
off when you show your union membership certificate at the book center on 
the first basement. The books can also be bought at Co-op book centers in 
Toyama campus, Nishi-Waseda campus, and Tokorozawa campus.
　To use the Co-op, you need to become a union member of the Waseda 
Co-op. To become a union member, you must complete membership 
procedures at the Union Member Service Center on the 2nd floor of Bldg. 
17 (The 15,000 yen subscription fee (50 shares) is fully refunded upon 
graduation or program completion).
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12．食　堂
　各キャンパスには、食堂や軽食販売の店舗があります。
　●早稲田キャンパス
　・大隈ガーデンハウスカフェテリア ・生協グランド坂食堂
　・総合学術情報センター喫茶室 ・14号館パンショップ
　・15号館ラウンジパンショップ ・７号館地下パンショップ
　・８号館パンショップ ・17号館コーププラザライフセンター
　・UNI. SHOP & CAFÉ 125 ・11号館ファミリーマート
　・３号館セブン -イレブンWASECO
　●戸山キャンパス
　・生協戸山カフェテリア（38号館） ・36号館ラウンジショップ
　・31号館ミルクホール ・カフェテリア（学生会館西棟３階）
　●西早稲田キャンパス
　・生協理工カフェテリア（56号館地下） ・57号館生協理工店
　・57号館パンショップ ・51号館パンショップ
　・生協63号館カフェテリア
　●所沢キャンパス
　・生協食堂 ・生協所沢店（100号館）
　・生協101号館パンショップ

13．サークル活動
　早稲田大学には様々なジャンルの公認サークルがあります。それら
に参加することは日本人学生の友人をつくったり、日本の文化や社会
について知識を深めたりするうえでも役立ちます。サークル活動につ
いては、以下のウェブサイトで確認できるほか、留学センターのカウ
ンターにてサークル紹介誌を閲覧することができます。
｜URL｜ 早稲田ウィークリー　サークルガイド：

https://www.waseda.jp/inst/weekly/circleguide
　特に留学生のために活動している学生アドバイザー、学生サークルを
以下に紹介します。日本人の友達を見つけるのが難しいとき、また、日
本の生活に慣れないために不自由を感じるときに相談にのってくれます。

早稲田大学　学生留学アドバイザー
　早稲田大学留学センターの提供する中期もしくは長期の留学プログラ
ムに参加した学生による留学センター所属のボランティア団体です。学
生留学アドバイザーはイベントを通じてこれから留学をする早大生の留
学相談に応じるだけでなく、留学生と日本人学生の交流会などを企画し
ています。
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12. Cafeterias and Food Shops
　　Each campus has various cafeterias and food shops as listed below.

●Waseda Campus
・Okuma Garden House Cafeteria
・Food shop in Bldg. 29 ・Co-op Grand Zaka Cafeteria
・Bakery shop in Bldg. 14 ・Bakery shop in Bldg. 15
・Bakery shop in Bldg. 7 ・Bakery shop in Bldg. 8
・Co-op Plaza Life Center in Bldg. 17 ・UNI.SHOP & CAFÉ125
・Family Mart in Bldg. 11 ・Seven Eleven WASECO in Bldg. 3

●Toyama Campus
・Co-op Toyama Cafeteria in Bldg. 38 ・Lounge shop in Bldg. 36
・“Milk Hall” in Bldg. 31 ・Cafeteria in the Student Center (3F West Bldg.)

●Nishi-Waseda Campus
・Co-op Riko Cafeteria in Bldg. 56 (basement) ・Co-op Riko in Bldg. 57
・Bakery shop in Bldg. 57 ・Bakery shop in Bldg. 51
・ Co-op Cafeteria (Bldg. 63)

●Tokorozawa Campus
・Co-op Dining Hall ・Co-op Tokorozawa shop in Bldg. 100
・Co-op Bldg. 101 Bread Shop

13. Student Club Activities
　There are many official student clubs (also known as ‘circles’) at Waseda 
University. By participating in circles, you will not only make Japanese 
friends, but also gain insight and understanding about Japanese culture 
and society. A guide to Waseda University student clubs are available on 
the Student Affairs Division HP. Student group information booklets are 
available at the CIE counter for viewing. 
｜URL｜ Waseda Weekly Circle Guide: 
 http://www.waseda.jp/inst/weekly/circleguide
　Student advisors and student groups that operate with a focus on 
international students are introduced below. Students who find difficulty in 
making Japanese friends or adjusting to life in Japan can get advice and 
make friends through these organizations. 

Waseda University Study Abroad Student Advisers
　These advisers are students who have studied abroad at partner 
universities for more than one semester and who have returned to Japan. 
This student volunteer group acts as an advisory group for future study 
abroad students. Through events they provide advice to future study abroad 
students and also plan exchange events for international and Japanese 
students.
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問い合わせ：早稲田大学学生留学アドバイザー
　　　　　　adviser.event@gmail.com
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/advisor

国際学生友好会（ＷＩＣ）
　国際学生友好会（ＷＩＣ）は、様々な国から来ている留学生の方と
イベントや日々の交流を通して、互いの国の文化や経験などを交換し
ています。留学生の会員も受け付けています。
部室：戸山キャンパス学生会館E529
｜URL｜ http://wic50.com/

国際交流虹の会
　国際交流虹の会はサッカー、バスケットなどのスポーツイベント
や、クリスマスパーティー、花見など季節ごとのイベント、そして
キャンプやスキー旅行などを通して留学生の日本での生活が楽しくな
るイベントを企画するサークルです。
部室：戸山キャンパス学生会館E313
E-mail：国際交流虹の会　　nijinokai@gmail.com
｜URL｜ http://www.niji-waseda.com/

14．学生会館

　学生会館は、サークル活動の拠点であるだけでなく、トレーニングセ
ンターやラウンジ、音楽練習室などの個人で使える施設も用意されてい
ます。徹底活用しましょう。

学生会館利用案内
　開館時間：毎日 8：00～22：00
　休 館 日：原則月１回日曜日休館（詳細はウェブサイトで確認して

ください）
学生会館共同利用施設の利用案内
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/gakusei/howtouse_settings.html
 （日本語のみ）

15．自由に使えるスポーツ施設

トレーニングセンター（学生会館内）
　学生会館地下２階のトレーニングセンターは、各種機器を備えたト
レーニングルーム、更衣室・シャワールーム（５分間100円でコイン
シャワーの利用可）等を完備しています。登録申込日から１年間利用
できますが、利用にあたっては当該年度内に健康診断を受診している
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Contact: Study Abroad Student Advisers
E-mail: adviser.event@gmail.com
｜URL｜  https://www.waseda.jp/inst/cie/en/from-waseda/advisor

Waseda International Club 
　The Waseda International Club (WIC) strives toward mutual exchange 
of cultural experiences through hosting exchange events with international 
students from around the world. This club accepts international students as 
members. 
Location: Waseda University Student Center, Rm. E 529, Toyama Campus
｜URL｜ http://wic50.com/

Niji no Kai (Rainbow Club)
　The Niji no Kai plans fun events such as soccer, basketball, Christmas 
parties, Cherry Blossom viewing parties, and other seasonal events, as well 
as camping and ski trips, so international students can enjoy their time in 
Japan.
Location: Waseda University Student Center, Rm. E 313, Toyama Campus
E-mail: nijinokai@gmail.com
｜URL｜ http://www.niji-waseda.com/

14. Waseda University Student Center
　The Waseda University Student Center serves as a meeting place for students 
engaged in club activities. It also contains various facilities such as a gym, a 
lounge, and a music practice room for individual use. Please make full use of 
these facilities while you are a Waseda student!

Opening Hours: Daily, 8:00–22:00
Holidays: One Sunday a month (Find out which Sunday from the notices or 

on the website). The Center also closes for approximately a week 
during the winter and summer holidays.

｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/gakusei/howtouse_settings.html
 (Japanese only)

15. Sport Facilities
Gym - Training Center - (in the Waseda University Student Center)

　Located on the second basement of the Waseda University Student 
Center, the Training Center has various training equipment and is equipped 
with changing and shower rooms (coin operated showers available, 100 yen 
for 5 minutes). Students must register and pay a registration fee in order to 
use the gym (for one year from the date of registration). In order to register, 
students must also submit a medical examination certificate taken within the 
current academic year. The gym is open from 10:00 to 21:00 on weekdays 
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ことが必要となります。開室時間は原則平日・土曜が10時～21時、日・
祝日および夏・冬・春季休業期間中が12時～19時となります。ご利用
開始手続に必要な書類は下記のとおりです。
　①健康個人カードまたは健康診断書
　②写真１枚（４ cm×３ cm）
　③学生証
　④手数料収納証　※登録料は3,000円／年間

リフレッシュスタジオ（25 号館大隈ガーデンハウス１階）
　大隈ガーデンハウス１Ｆの「リフレッシュスタジオ」は、登録料 1,500
円で１年間、空いている時間で自分のペースで楽しく体を動かせるほ
か、㈱ティップネスのインストラクターによるヨガやストレッチなどの
初心者向けレッスンを受講できます。利用可能時期は授業期間中（４
～７月、10月～１月上旬）です。利用方法等の詳細は早稲田大学健康
キャンパスリフレッシュスタジオウェブサイト http://www.waseda.jp/
student/health/refresh/index.htmlをご覧ください。
《リフレッシュスタジオ登録方法》
　★登録料 1,500 円／年間
　★登録方法　 リフレッシュスタジオ、または学生会館地下２階ト

レーニングセンター受付にて　（学生証・手数料収納
証（1,500 円分）を持参）

16．平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）

　2002年に設立されたWAVOCでは、ボランティア関連科目や学生
主体のボランティアプロジェクトを通して体験的な学びの場を広く提
供しています。プロジェクトのメンバー募集やイベント情報はウェ
ブサイトやメールニュースで配信しています。事務所にもお気軽に
お越しください。WAVOCでボランティアをしてみませんか？
所 在 地：早稲田キャンパス99号館　STEP21　2F－3F
開室時間：【授業実施期間】月曜～金曜　10：00～18：00
　　　　　【授業休止期間】月曜～金曜　 ９：00～17：00
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/wavoc/
E-mail：wavoc@list.waseda.jp

17．スチューデントダイバーシティセンター

　学内に存在する多様な価値観や生き方を受容するキャンパスづくり
を推進するために、スチューデントダイバーシティセンターに以下３
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and Saturdays, and from 12:00 to 19:00 on Sundays, national holidays, and 
during the summer, winter, and spring breaks.
The necessary documents for registration are as follows:
　1. Your Personal Health Card or medical certificate
　2. A photograph (4 cm × 3 cm)
　3. Student ID card
　4. A seal (tesuuryo shunosho) : *Registration fee of 3,000 yen per year
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/gakusei/gym.html

Refresh Studio (Okuma Garden House, 1F, Garden Hall, Bldg. 25)
　The Refresh Studio, located on the 1st floor of the Okuma Garden House, 
is a studio where you can enjoy excersice in your spare time. There is 
an annual 1,500 yen registration fee. Beginner lessons such for physical 
activities such as Yoga are guided by the instructors from TIPNESS, Ltd. 
The studio is open when classes are in session - during April to July, and 
October to early January. For further details, please refer to the Waseda 
University Health Campus, Refresh Studio website.
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/health/refresh/index.html
　<<Refresh Studio Registration>>
- Registration Fee: 1,500 yen per year 
-  Please register at the Refresh Studio or the Training Center located in the 
2nd basement of the Waseda University Student Center. (Please bring: your 
student ID and seal (tesuuryo shunosho) worth 1,500 yen).

16. The Hirayama Ikuo Volunteer Center Waseda University (WAVOC)
　Founded in 2002, WAVOC offers volunteer related courses and 
volunteering projects with a diverse and rich experience that will broaden 
learning experiences.
　WAVOC distributes member recruitment and event information via website 
and e-newsletter. Also, feel free to visit our office. 
Location: 2-3F, STEP 21, Bldg. 99, Waseda campus
Opening Hours: [During terms]10:00-18:00 on weekdays
　　　　　　　 [During term breaks] 9:00-17:00 on weekdays
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/wavoc/en/
Contact: wavoc@list.waseda.jp

17. Equality and Diversity Center
　In order to create an environment that accepts various values and ways 
of living, we have established the following three offices under the Equality 
and Diversity Center.
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つのオフィスを設置しています。

ＩＣＣ（異文化交流センター）
　ＩＣＣ（異文化交流センター）では、学部・大学院や学年はもちろ
んのこと、国籍、民族、文化的背景など、あらゆる多様性の枠を超
えてさまざまな学生と一緒に課外活動を楽しめるイベントやプログラ
ムを主催しています。日本や世界各国の文化を紹介するカントリー・
フェスタ、テーマを決めて各国の言語で気軽に会話を楽しめるカフェ
やランチ・イベント、日本語や外国語のコミュニケーション能力を
高め、世界各地からの学生と出会うことができるチャット・クラブ、
グローバルな問題について専門家の意見をきくトーク・セッション、
キャンプやフィールド・トリップなど企画内容は多種多様。特に、日
本の学生とペアになってお互いの母語や文化を教え合うランゲージ＆
カルチャー・エクスチェンジや、小中学校で自国の文化を紹介するア
ウトリーチ・プログラムは大人気です。歌舞伎やコンサートの無料招
待券など、外国人学生を対象とした課外活動情報も随時発信していま
す。日本人の友達がほしい人、日本文化に触れたい人、また、自国の
文化を早大生に紹介したい人など、みなさんの参加をお待ちしていま
す。まずは、ＩＣＣウェブサイトからメールニュースに登録してくだ
さい。最新のイベント情報がメールで届きます。

所在地：早稲田キャンパス３号館１階
ラウンジ開室時間：
【授業実施期間】月曜日～金曜日：10：00～18：00

　　　　土曜日：10：00～17：00
【授業休止期間】月曜日～金曜日：10：00～17：00

　　　　土曜日：閉室
TEL:03-5286-3990　E-mail: icc@list.waseda.jp
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/icc/

障がい学生支援室
　肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、発達障がいのある学生が、
他の学生と同等の修学環境が得られるよう、合理的配慮を提供していま
す。支援を受けたい方、または支援をしたい方は一度お問合せください。

【障がい学生支援室】
　●身体障がい学生支援部門（肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい）
　　場所：早稲田キャンパス３号館１階　☎ 03－5286－3747
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Intercultural Communication Center (ICC)
　ICC holds extracurricular events and programs aiming to bring together 
all local and international students for intercultural exchange, regardless 
of the students’ nationality, ethnicity or cultural background. There are 
a wide range of events including; Country Festivals, where individual 
countries’ cultures are introduced; Coffee Breaks and Lunches, where both 
international and Japanese students can enjoy intriguing conversations; Chat 
Clubs where Japanese language skills can be improved and students can 
meet other students from around the world; Talk Sessions where students 
can listen to the specialists on global problems; Camping and fieldtrips. 
Some of the most popular programs include the Language & Culture 
Exchange where international students are paired with Japanese students 
to share their language and cultural knowledge, and the Outreach Program 
where the culture of one of the international students’ home countries is 
introduced in elementary and/or junior high schools. Information regarding 
free concert tickets (such as KABUKI)  and other extracurricular activities 
aimed at international students is frequently released by the ICC. Those 
who want to make Japanese friends, experience Japanese culture and/
or introduce their home country to Waseda students are always welcome 
to participate. We encourage you to register for the free email news on the 
ICC website to receive up-to-date information about upcoming events and 
programs.

Location: 1F, Bldg. 3, Waseda Campus
Lounge Opening Hours:  
 [During terms] 10:00～18:00 on weekdays, 10:00～17:00 on Saturdays
[During term breaks] 10:00～17:00 on weekdays, closed on Saturdays
TEL: 03-5286-3990　　E-MAIL: icc@list.waseda.jp
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/icc/en/

Office for Students with Disabilities　
　We provide reasonable accomodations for those with limitations in 
mobility, visual impairments, hearing impairments, and/or developmental 
disorders so that they can enjoy the same sort of learning environment 
provided to other students. We invite anyone who seeks support, as well as 
anyone willing to provide support, to contact us.
Office for Students with Disabilities
　
Department for Supporting Students with Physical Disabilities
(including limitations in mobility, visual impairments, and hearing impairments)
　Location: 1F, Bldg. 3, Waseda Campus 
　TEL: 03-5286-3747
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　●発達障がい学生支援部門  
　　場所：早稲田大学25号館１階（分室）☎ 03－3208－0587

　開室時間：月～金　9：00～17：00
　｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/dsso/
　E-mail: shienshitsu@list.waseda.jp

GSセンター
　GSセンターは、ジェンダー・セクシュアリティについて学び、情報を
得たり、相談をしたりする目的で設置されたスペースです。

　キャンパス全体のジェンダー・セクシュアリティに関する意識向上を
目的とした講演会や交流会、ジェンダー・セクシュアリティに関心ある
いは当事者性を持つ学生を対象とした定期的なランチイベント、テーマ
別ディスカッションなども実施しています。
　相談も受け付けておりますので、ジェンダー・セクシュアリティに関
しての疑問や、お困りごとがあれば職員に遠慮なくお声掛けください。
　必要に応じて学内外の専門機関への橋渡しを行います（プライバシー
は守られます）。

　場　　所：早稲田大学10号館２階213・214
　開室時間：月～金　10：00～17：00
　｜URL｜  https://www.waseda.jp/inst/gscenter/
　E-mail: gscenter@list.waseda.jp
（事前にメールにて訪問のご相談をいただければ、英語の通訳者を
準備することができます。）

18．セミナーハウス

　集中授業や課外活動を行う場として、６つのセミナーハウスがあり
ます。２泊３日を限度に利用できます。申込はMyWasedaで行います。
手頃な価格で利用できるので、ぜひ利用しましょう。
　　軽井沢セミナーハウス（長野県）
　　松代セミナーハウス（新潟県）
　　菅平セミナーハウス（長野県）
　　伊豆川奈セミナーハウス（静岡県）
　　鴨川セミナーハウス（千葉県）
　　本庄セミナーハウス（埼玉県）
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Department for Supporting Students with Developmental Disorders
　Location: 1F, Bldg. 25, Waseda Campus (Branch Office)
　TEL: 03-3208-0587

Office hours: Weekdays 9:00am–5:00pm
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/dsso/en
E-MAIL: shienshitsu@list.waseda.jp

Gender and Sexuality Center
The Gender and Sexuality Center is a space that was established to allow 
students to learn, consult, and acquire information about gender/sexuality.

The Center holds special talks and events in order to raise awareness on 
campus regarding gender/sexuality related issues. It also hosts regular 
lunch-time gatherings and study groups on gender/sexuality topics for 
LGBTQA students and those interested in LGBTQA issues.

The Center also provides consultation services. If you have questions 
regarding gender/sexuality related issues, please feel free to ask the staff. 
The Center also welcomes requests for information and for introductions to 
other organizations that specialized in gender/sexuality issues.
(The privacy of students will be protected.)

Location: Rm.213 & 214, 2F, Bldg. 10, Waseda Campus 
Office Opening Hours: 10:00am–5:00pm on weekdays
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/gscenter/
E-MAIL: gscenter@list.waseda.jp
(We may be able to provide an English interpreter if you schedule your visit 
in advance through email.)

18. Seminar Houses
　There are six seminar houses for intensive education and extracurricular 
activities which students can use up to 2 nights and 3 days. Applications 
can be made through the “MyWaseda” Accommodations are reasonably 
priced, so please make good use of them.
　Karuizawa Seminar House (Nagano prefecture)
　Matsudai Seminar House (Niigata prefecture)
　Sugadaira Seminar House (Nagano prefecture)
　Izukawana Seminar House (Shizuoka prefecture)
　Kamogawa Seminar House (Chiba prefecture)
　Honjo Seminar House (Saitama prefecture)
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学生生活課：03－3203－4341
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/kosei/seminar-house/

19．託児室

　早稲田キャンパス99号館（STEP21）１Ｆ、西早稲田キャンパス60号
館２Ｆに、「学生・教職員用託児室」があります。授業や研究活動の
間に利用でき、生後57日から未就学児までを受け入れる一時預り専用
の託児室です。学生（正規生）については利用料を補助します。なお、
利用には事前の利用登録が必要ですので、早目に登録してください。
☎ 学生生活課：03－3203－4341
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/kosei/takujishitsu/（日本語のみ）

20．授乳室

　早稲田大学では、下記４キャンパスに授乳室を設置しています。
【早稲田キャンパス】
　場所：７号館２階
【戸山キャンパス】
　場所：33号館地下１階（保健センター戸山分室横）
【西早稲田キャンパス】
　場所：60号館２階216
※上記３キャンパスの開室時間：月～土　８：30～21：30
【所沢キャンパス】
　場所：100号館３階312-2（学生コピー室横）
　開室時間：月～土　８：30～21：00

※ 西早稲田、所沢キャンパスの授乳室の利用は、事前にお問い合わせ
ください。

【ダイバーシティ推進室】
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/
　E-mail: diversity@list.waseda.jp
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Student affairs Section: 03-3203-4341
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/kosei/seminar-house/

19. Nursery Center
　Waseda University’s nursery center (exclusive for students and faculty) 
is located on the 1st floor of Bldg. 99 (STEP 21) on the Waseda Campus 
and on the 2nd floor of Bldg. 60 on the Nishi-Waseda campus. Children 
from 57 days after birth to pre-school age are accepted at this facility and 
can be used when in need of temporary care during lesson or research time. 
Partial financial aid is offered for those regular students who wish to use the 
facility. In order to use the facility, registration is necessary beforehand.
Student Affairs Section: 03-3203-4341
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/kosei/takujishitsu/ (Japanese only)

20. Nursing Room
　There are nursing rooms set up by Waseda University to provide support 
for studying and raising children at the same time.
[Waseda Campus]  
　Location: Bldg. 7, 2F
[Toyama Campus]  
　 Location: Bldg. 33, first basement (Next to the Health Support Center Toyama 

Branch)
[Nishi-Waseda Campus] 
　Location: Bldg. 60, 2F, Rm. 216
※Times for the three campuses above: Monday - Saturday 8:30−21:30
[Tokorozawa Campus]
　Location: Bldg. 100, 3F, Rm. 312-2 (Next to the student copy room)
　Times: Monday – Saturday 8:30−21:00

Please contact us beforehand if you wish to use the nursing room on Nishi-
Waseda or Tokorozawa campus.

[Contact]
　Office for Promotion of Equality and Diversity
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/
E-mail: diversity@list.waseda.jp



▍34

早
稲
田
大
学
と
諸
施
設

21．女性専用の交流・休憩スペース（西早稲田キャンパス）
　男性の比率が高い西早稲田キャンパスに、女子学生、女性教職員が
学業・研究・業務の合間に休憩や食事、ミーティング等で利用できる
スペースがあります。ミーティングテーブル、ホワイトボード、休憩
用ソファ等を設置していますので、ご自由にご利用ください。

　場所：西早稲田キャンパス60号館２階214
　　　　（ダイバーシティ推進室分室内）
　開室時間：月～土　9：00～18：00

【ダイバーシティ推進室】
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/
　E-mail: diversity@list.waseda.jp

22．入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）

　入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）では、外国学
生・帰国生を対象とした学部・大学院入試の出願を受け付けています。
　各入試の要項や出願書類は、IAOのウェブサイトからダウンロードできま
す。なお、IAOを通さずに、直接入学試験の出願を受け付ける学部・研究
科もありますので、志望する学部・研究科のウェブサイトも参照してください。

入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）
所在地：早稲田キャンパス１号館
開室時間：月～土　9：00～17：00
｜URL｜ http://www.waseda.jp/admission
E-mail: admission@list.waseda.jp

23．学内各賞

小野梓 記念賞：本学が学生に授与する最も権威と伝統のある賞です。
学術・芸術・スポーツなど特に抜群の成果をあげ、学生の模範
と認められる者に対して授与されます。

早稲田 学生文化賞：学生の課外活動を奨励する制度です。学生の行う
課外活動の中で、特にすぐれた成果をあげた者が対象となります。

体育名誉賞： 優秀な成績を修めた体育各部、個人に対して授与します。
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21. Space for exchanges and taking a rest exclusively for 
     women (Nishi-Waseda campus)

　Having high ratio of male, there is a space for female students and staff 
in Nishi-Waseda campus where you can take a rest, eat, or hold meetings 
between your studies, research, or other duties. We have equipped the 
space with a meeting table, a white board, and some sofas. Please feel free 
to use it whenever it is available. 

Location: Bldg. 60, 2F, Rm.214 (within the branch office of the Office for 
Promotion of Equality and Diversity), Nishi-Waseda campus

Times: Monday - Saturday 9:00−18:00

Office for Promotion of Equality and Diversity
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/
E-mail: diversity@list.waseda.jp

22. International Admissions Office
　International Admissions Office (IAO) accepts applications for international 
students and Japanese returnee students. Admissions information can be 
obtained from each undergraduate and graduate school’s website. Please 
check IAO’s website to find out more about further information. Admission 
officers are available for your inquiries in Japanese or English.

International Admissions Office (IAO)
Location: Bldg. 1, Waseda Campus
Office Hours: Mon – Sat, 9:00−17:00
｜ URL｜ http://www.waseda.jp/admission
E-mail: admission@list.waseda.jp

23. On-campus Awards
Azusa Ono Memorial Award:
　This is the most prestigious award given by Waseda University. It is given to 
individual students with outstanding achievements in the realms of academics, art, 
or sports, and have been recognized as a model for other students.
Waseda Student Cultural Award:
　This award encourages students to involve themselves in a wide range 
of extracurricular activities, and is given to students who produce excellent 
results in extracurricular activities they undertake.
Physical Education Honorary Award:
　This award is given to sports departments and individuals who accomplish 
excellence.
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24．Webマガジン『早稲田ウィークリー』
　本学学生部が発行する学生の皆さんを対象とした「早大生応援マガ
ジン」です（授業期間中、毎週月曜日更新開始）。学生の活躍、キャ
ンパス情報、授業・研究紹介、大学からのお知らせなどの他、有名人
のインタビューなど、見逃せないコンテンツが盛りだくさんです。下
記Webサイトで、毎日更新する日本語版・英語版の両方をご覧いた
だくことができます。
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/weekly/

25．マナー

自転車通学
　構内の駐輪場には限りがあります。なるべく公共交通機関を利用し
通学してください。
　自転車・オートバイで通学する場合は、必ず所定の場所にとめてくだ
さい。詳細は、所属事務所に問い合わせてください。ただし、駐輪台数
には限りがあり、駐輪できない場合もありますので、ご注意ください。
また駐輪場での盗難・トラブルについて大学は一切責任を負いません。 
　戸山・西早稲田キャンパスでは、オートバイでの通学は禁止です。
西早稲田キャンパスに自転車駐輪を希望する人は、理工学術院統合事
務所総務課（51号館１階）で申請してください。
　　理工学術院統合事務所：03－5286－3000

※自転車の防犯登録について
　自転車を購入した場合、また知人などから譲り受けた場合は「防犯
登録」をしなければなりません。登録をしていれば、盗難のリスクも
減り、万一盗難に遭った場合も自転車が戻りやすくなります。必ず防
犯登録手続きをするようにしてください。詳細についてはWebサイ
トで確認してください。

「防犯登録の手続きは？」
｜URL｜ http://www.bouhan-net.com（日本語のみ）

分　　煙
　キャンパス内は指定喫煙所を除き、禁煙となっています。建物内は、
３号館、６号館、22号館の喫煙室を除きすべて禁煙です。屋外では、
指定された喫煙所以外は禁煙ですので、歩きタバコなどは厳禁です。
　また、新宿区では条例により路上喫煙が禁止されています。

（喫煙所マップ）
｜URL｜ http://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/
 general-affairs/environment/smoking-area（日本語のみ）
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24. Waseda Weekly (An Online Magazine)
　The Waseda Weekly is an online university bulletin issued by the Waseda 
University Student Affairs Division (updated every Monday during semesters). 
Contents include much information that cannot be missed; for example, 
interviews with celebrities, information on student activities, campus 
information, class/research highlights, and notices from the university.
　Both Japanese and English versions are available which are updated 
every day.
｜ URL ｜ http://www.waseda.jp/inst/weekly/

25. Conduct
BICYCLING TO SCHOOL

　Parking space is limited on campus. Please use public transit for 
transportation as much as possible. 
　If you intend to commute to school by bicycle or motorcycle, please be 
sure to park in a designated area. For details, please contact your school 
office. However, as there are only a limited number of parking spaces, 
please note that you may not be able to park. We are not responsible for any 
trouble such as theft in the parking space.
　Commuting to Nishi-Waseda or Toyama campus via motorcycle is 
prohibited. Any students who desire to park bicycles at the Nishi-Waseda 
campus must first apply at the General Affairs Section of the Faculty of 
Science and Engineering office (Bldg. 51, 1F)
　Center for Science and Engineering: 03-5286-3000

※Bicycle Registration
　If you purchase a bicycle or receive one from a friend, you must register it with the 
local authorities. Registration is necessary not only to help recover your bicycle in case 
it is stolen, but also to identify the bicycle as your property in case you are questioned 
by the police. Please visit the following website for details about the registration process.
Procedures for Bicycle Registration
｜URL｜ http://www.bouhan-net.com (Japanese only)

SEPARATION OF SMOKING AREAS
　Smoking is strictly prohibited on campus except in specially designated 
smoking areas. Smoking rooms are located only in Building 3, 6, and 22.
　Smoking is prohibited in all outdoor areas, except in designated smoking 
areas; smoking while walking is strictly prohibited. 
　Please also note that the entire Shinjuku ward prohibits smoking on streets.
(Campus map of smoking areas)
｜URL｜ http://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/general-affairs/

environment/smoking-area (Japanese only)
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飲　　酒
　キャンパス内は飲酒禁止です。また、学外においても、未成年の飲
酒（日本での飲酒は20歳からと法律で定められています）、イッキ飲
みの強要、飲酒運転は絶対にしないでください。

（アルコールハンドブック）
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/LOCAL/

gakusei/kokuji/080725kokujialchorl.pdf（日本語のみ）
違法薬物
　違法薬物・危険ドラッグの所持、使用は明確な法律違反です。絶対
に関与しないでください。

環　　境
　早稲田大学は、環境問題に積極的に取り組んでいます。学生の皆さ
んは、特に以下のことにご協力ください。
　①教室の室温が夏28℃、冬20℃になるようにエアコンの温度を設定
　②使っていない照明・電気製品はスイッチオフ
　③ゴミの分別、リサイクル

注意！違法薬物・危険ドラッグ使用について

　日本国内では、マリファナ・麻薬および他の違法薬物・危険ドラッグの
所有や使用を禁止する法律が厳密に執行されています。いかなる麻薬・覚
せい剤・違法薬物も、各種犯罪を誘発し、生涯にわたる脳や心身への危害
は計り知れません。また、違法薬物を手にした時点で、厳しい社会的制裁
を受け、人生を棒に振ることになりかねません。
　留学生の皆さんも、問題の重要性をよく認識し、決して違法薬物には手
を出してはなりません。
　早稲田大学の学生としての本分を自覚し、良識ある行動をとるよう、強
く望むとともに、早稲田大学はこのような違法行為に対して厳罰をもって
臨みます。過去の事例においては、大麻等の違法薬物に関与した早稲田大
学の学生全員が、退学処分となっています。
　詳細については、下記のCourse N@vi「違法ドラッグ使用防止講習」を視
聴してください。

　■講義はMyWasedaの以下の場所にあります。
　　MyWasedaにログイン→左のインデックスの「授業」をクリック
　　　→「Course N@vi」をクリック 
　　　　→履修科目一覧から「学生生活について」をクリック
　　　　　→講義一覧画面から講義「違法ドラッグ使用防止講習」をクリック
　■早稲田ウィークリー「ダマされるな！近づくな !!違法ドラッグの実態」
　　｜ URL｜ http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=312
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DRINKING ALCOHOL
　You are not allowed to drink alcohol on-campus. Please do not engage in underage 
drinking (Drinking under 20 years old in Japan is prohibited by law), binge 
drinking and driving under the influence even when off-campus.
(Alcohol handbook)
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/LOCAL/

gakusei/kokuji/080725kokujialchorl.pdf (Japanese only)
ILLEGAL DRUGS

　Possession and/or use of illegal drugs are clear violations of the law. 
Please do NOT become involved in illegal drugs!

ENVIRONMENT
　Waseda University works hard to counter environmental problems. Please 
cooperate with the university’s efforts on the following points:
・ Set air conditioners so that the room temperature will be 28 degrees 

Celsius in the summer and 20 degrees Celsius in the winter.
・Turn off all lights and appliances when not in use.
・Participate in separation and recycling of trash.

Note! Illegal Drug Use
　The possession and/or use of marijuana, narcotics, and other such illegal drugs 
are strictly prohibited in Japan, and such laws are stringently enforced. Narcotics, 
stimulants, and other such illegal drugs lead to crime and have long-lasting adverse 
affects on your mind and body. In Japan, possession alone is sufficient to lead to the 
direst of social punishments and could ruin your life. 
　International students must understand the seriousness of this issue and must 
never be involved with illegal drugs in any way. All students must be aware of their 
responsibilities as Waseda University students and act with good judgment. Waseda 
University has a policy of zero tolerance regarding illegal drug usage and will punish 
any involvement accordingly. In the past, any Waseda University students found to 
be involved in illegal drugs, such as marijuana, have all been expelled. 
　For details, please view “Preventing the Use of Illegal Drugs” through Course N@vi, 
as indicated below.
■This course can be accessed through the MyWaseda as follows. 
Log in to MyWaseda. 
　→From the left index, click on the “Classes and Course Registration” link
　　→Click on “Course N@vi”
　　　 →From among the course titles, click on “Student Life”
　　　　 → On the screen that loads, click on “Preventing the Use of Illegal Drugs”
■ Waseda Weekly “Don’t be Deceived! Don’t Get Close!! The Truths About Illegal Drags”
｜URL｜ http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=312 (Japanese only)
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26．証明書・学割
　各種証明書は所属の学部・研究科事務所、またはキャンパス内の自
動証明書発行機にて発行ができます。
学割についても、自動証明書発行機にて発行ができます（科目等履修
生は学割の対象外です）。

自動証明書発行機で発行できる証明書
　・在学証明書　　・成績証明書　　・GPA証明書
　・卒業（修了）見込証明書　　　　・成績・卒業（修了）見込証明書
　・教員免許状取得見込証明書（※）　・健康診断書

事務所で発行する証明書
　・卒業（修了）証明書　　・成績・卒業（修了）証明書　　　
　・教員免許状取得証明書　・退学証明書
　・奨学金受給証明書（奨学課にて発行）
　・その他各学部・研究科で独自に発行している証明書（※）
　　※詳細については、所属の学部・研究科にお問い合せください。

　証明書料金は、在学者の証明書１通200円、卒業者・退学者の証明
書１通300円です。また、事務所での証明書の発行は原則的には即日
発行ですが、内容によっては数日かかる場合もありますので、時間に
余裕をもって願い出てください。
　在学生の場合、すべての証明書・学割の発行には学生証が必要にな
りますので、必ず持参してください。

『自動証明書発行機一覧』
早稲田キャンパス 戸山キャンパス

7号館１階
ロビー

14号館１階
ロビー

25号館１階
ロビー

36号館２階
ロビー

西早稲田キャンパス 東伏見キャンパス 所沢キャンパス
51号館１階
事務所内 63号館１階 79号館２階

202事務室
100号館２階
Ａ棟Ａ211室付近

　卒業生の場合は、各学部・研究科事務所にお問い合わせください。
　※詳細については、ITサービスナビをご参照ください。
　　http://www.waseda.jp/navi/services/opentime-certificates.html
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26. Certificates and Student Discount Cards (“Gakuwari”)
　Certificates can be obtained from each undergraduate/graduate school 
office or from the automated certificate-issuing machines located on 
campus. 
　Student discount ticket (“Gakuwari”) can also be issued by the automated 
certificate-issuing machines (non-degree students are not eligible for student 
discounts). 

Certificates available from automated certificate-issuing machines:
・Certificate of Enrollment 
・Academic Transcript 
・Certificate of GPA
・Certificate of Expected Graduation
・Certificate of Academic Transcript and Expected Graduation
・Certificate of Expected Teaching License (*)
・Certificate of Health Check

Certificates available from departmental offices:
・Certificate of Graduation
・Certificate of Academic Transcript and Graduation 
・Certificate of Teaching License
・Certificate of Withdrawal 
・Certificate of Scholarship (issued at Scholarships and Financial Assistance Section, 

Student Affairs Division)
・Other certificates issued by each undergraduate/graduate offices (*)
*For more details, ask your undergraduate/graduate office.

　Fees for issuing certificates are priced at 200 yen per certificate for 
currently enrolled students and 300 yen per certificate for those who have 
already graduated or left the university. In principle, certificates are issued 
on the same day, but in some cases it may take up to 2–3 days, so please 
allow for sufficient processing time.
　Currently enrolled students must present their student ID card to obtain 
certificates/discount coupons.

Locations of automatic certificate issuance machines
Waseda Campus Toyama Campus

Bldg. 7-1F Bldg. 14-1F Bldg. 25-1F Bldg. 36-2F
Nishi-Waseda Campus Higashifushimi Campus Tokorozawa Campus

Bldg. 51-1F Bldg. 63-1F Bldg. 79-2F Bldg. 100-2F

　Please contact your undergraduate or graduate school office if you are a 
graduate.
　＊ Please check IT Service Navigation for detailed information
　　http://www.waseda.jp/navi/e/services/opentime-certificates.html
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27．大学の取り組み
学生生活110番
　悪質な署名活動などを行っている政治セクト、宗教団体、またマル
チ商法やキャッチ商法等の勧誘を目的とした団体が、学生の皆さんを
狙っています。
　あなたやあなたのお友達がトラブル等に巻き込まれているようなこと
があれば、学生生活課に「学生生活110番」を開設していますので、い
つでも相談してください。学生生活課に直接来ていただいても結構です。
　もちろん皆さんのプライバシーは必ず守りますので、安心して連絡
してください。
■相談窓口　　学生部学生生活課
　　　　　　　　【場所】　学生会館１階③カウンター
　　　　　　　　【電話】　03－3202－0706
　　　　　　　　※ つながらない場合および夜間の連絡先
　　　　　　　　　　　　　　　　03－3203－4300（通用門受付）
　　　　　　　　【E-mail】　student@list.waseda.jp

個人情報の保護
　早稲田大学では、「個人情報の保護に関する規則」を制定し、個人情
報の収集、管理および利用について責務を明らかにするとともに学生、
教職員等が自分の個人情報をチェックする権利を保証しています。
　学生のみなさんも個人情報保護の重要性を認識し、自己または他人
の個人情報の取扱については十分な注意を払うよう心掛けてください。
■個人情報に関する窓口（総務部法務課内）
　　　　　　　　【E-mail】　kojinjoho@list.waseda.jp

ハラスメントの防止
　本学では、「早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイド
ライン」を制定し、相談を受け付け、その解決に取り組むだけでなく、
パンフレットやWebサイト等での広報や、研修等を通して、啓発・
防止活動を実施しています。
Q 　ハラスメントって何ですか？
A 　ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、
職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等に関す
る言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊
厳を損なうことをいいます。大学におけるハラスメントとしては、性
的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、勉学・教育・研究に関
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27. University’s Measures
Emergency Contact Information “Gakusei Seikatsu 110”

　Please be aware of the existence of malicious political sects, occult 
religious cults, and sales people who use manipulative tactics to pressure 
students.
　If you or any of your friends encounter problems, there is an emergency 
number that you can use to contact the Student Affairs Section (“Gakusei 
Seikatsu-ka”) where assistance is available 24 hours a day. You can also 
visit the office directly.
　Please be assured that your privacy will be protected at all times.
■Consultation Desk
　Student Affairs Section (“Gakusei Seikatsu-ka”)
　Location: 1F, Counter 3, Waseda University Student Center
　Tel: 03-3202-0706
　＊ If the line is busy or if you are calling out of office hours, dial 03-3203-4300
　E-mail: student@list.waseda.jp

Privacy Protection Policy
　Waseda University has established a “Privacy Protection Policy” to 
clarify its responsibilities in the collection, management, and use of 
private information. This policy also guarantees students and staffs the 
right to access documents pertaining to themselves. Please be aware of 
the importance of protecting an individual's right to privacy and take care 
in handling private information of yourself and your friends. 
■Consultation Desk

About Personal Information Protection. (within the office of Legal Affairs 
Section)
E-mail: kojinjoho@list.waseda.jp

Harassment Prevention
　The university has established the “Waseda University’s Guideline for 
Harassment Prevention” not only to provide advice and offer solutions but 
to also try to raise awareness of harassment and prevent it by distributing 
brochures, providing information on the web, holding training sessions, and 
conducting surveys.
Q 　What is Harassment?
A 　Harassment refers to remarks or actions that make the victim feel 

disadvantaged or uncomfortable and/or violates one’s dignity based on 
sex, social status, race, nationality, beliefs, age, occupation, physical 
disabilities and other such attributes, or about overall personal character. 
There are various forms of harassment in the university context: sexual 
harassment; academic harassment related to study, education, and/or 
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連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上
の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントなどがあります。

Q 　ハラスメントって何で問題なのですか？
A 　ハラスメントをされた側にとっては、安心して学習・研究・労働
する環境が阻害され、悪影響が生じ、学習・研究・労働する権利の
侵害、つまり、人権侵害になるからです。ごく気軽な気持ちでの行
為や言動が相手にとっては耐えられない苦痛となっていることもあ
ります。結果として、日常生活に支障をきたすことも少なくありま
せん。

Q 　学生が加害者になることもありますか？
A 　はい、ありえます。たとえば、サークルのコンパで性的な言動を
繰り返したり、飲酒を強要したり、交際をしつこく迫った結果、相
手が不快感を持った場合には、セクシュアル・ハラスメント、パ
ワー・ハラスメントになりえます。

Q 　「ハラスメントかな」と思ったら？
A 　あなた自身が被害に遭った時、友人からの相談を受けた時、また
大学の取り組みについて質問や意見がある時には、気軽に相談窓口
に連絡して下さい。専門のスタッフが対応します。相談の流れなど、
詳しい内容につきましては、下記Webサイトも参照して下さい。

■相談窓口　ハラスメント防止室
　 　初回相談は、電話・メール・FAX・手紙、どの方法でもOK。
来室前なら匿名でも結構です。あなたのプライバシーと意向を
最大限尊重します。来室希望の場合は、事前にメールで予約を
入れて下さい。
　＊ 原則として電話および面談は日本語対応となります。通訳が
必要な場合はご相談ください。

　【 T E L 】　03−5286−9824  ＊留守番機能付き
　【 F A X 】　03−5286−9825
　【E-mail】　stop@list.waseda.jp
　【 U R L 】　http://www.waseda.jp/stop/ 
　【開室時間】　月～金　9：30～17：00
　　　　　　　来室前に必ずe-mailで予約をして下さい。
　【所在地】　〒169-0051  東京都新宿区西早稲田１−１−７　
　　　　　　　　　　　　早稲田大学28号館１階
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research; and power harassment based on superior status or job-related 
positions. 

Q　Why is harassment an issue?
A 　Harassment constitutes a violation of human rights. It can make the 

victim feel uncomfortable in their learning environment and disrupt their 
studies and daily life.  
　What may seem like a casual act or remark may cause unbearable pain 
and suffering for the other person. It is not unusual for such incidents to 
disrupt a person’s daily life.

Q 　Can students be the perpetrator?
A 　Yes. Repeated sexual comments at student club parties, forcing 

others to drink, aggressively pursuing someone to the point that they feel 
uncomfortable and other such situations can be considered sexual or power 
harassment. 

Q 　What support do you offer victims?
A 　If you are a victim yourself, or a friend who has received harassment 

confides in you, or you have any enquires about Waseda’s initiative, 
please feel free to contact the consultation desk. Our specialists will offer 
their support. You can also find more information about the policies and 
procedures on our website.

■Consultation Desk: Harassment Prevention Office. 
　 　Contact us for initial advice and consultation either by phone, 

e-mail, fax or mail. 
　Anonymous consultation is possible before coming to the office. 
We respect and value your privacy. Please book an appointment by 
e-mail when coming in to the office. 
*In principle, the call and/or the consultation will be in Japanese. 
Please let us know if you need an interpreter.

　[Tel]　03-5286-9824 (with answering machine)
　[Fax]　03-5286-9825
　[E-mail]　stop@list.waseda.jp
　[URL]　http://www.waseda.jp/stop/index-e.html
　[Hours]　Monday～Friday 9:30～17:00
　　　　　 Please send an E-mail to arrange an appointment.
　[Office Location]　 Consultation Desk, 1F. Bldg 28, Waseda University, 

1-1-7 Nishi-waseda Shinjuku-ku, Tokyo.
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ダイバーシティの推進
　早稲田大学は「Waseda Vision 150」において、男女共同参画・ダイバー
シティを推進しています。早稲田大学に集う学生が、多様な人々と交流
し、お互いの個性を認め合う力を身に付けていくことは、国際化社会の
中で活躍するための重要な要件であるといえます。
　大学全体のダイバーシティ推進の施策を担う「ダイバーシティ推進
室」と、学生支援のための実行組織としての役割を果たす「スチューデ
ントダイバーシティセンター」が、互いに連携を図りながら早稲田大学
のダイバーシティに取り組んでいます。
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Promotion of Diversity
　Waseda University is promoting gender equality and diversity under 

“Waseda Vision 150.” In order for the students at Waseda to play active 
roles in the global community, it is an important requirement that the students 
experience exchanges with various people and acquire the ability to accept 
the individuality of others. 
　The Office for Promotion of Equality and Diversity, which is promoting the 
diversity policy within Waseda, and the Student Diversity Center, which is the 
acting organization to support students, are closely cooperating to enhance 
Waseda University’s diversity.
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