
2014年度冬休み中の大学　12月23日（火）～2015年1月7日（水）
◆特に記載のない場合は、土・日・祝日・12月28日（日）～2015年1月5日（月）の一斉休業期間中は閉室となります。
キャンパス名 部署など オープン時間 備考・参照先Webサイト

8:00～19:30
土・日・祝日・一斉休業期間中は8:00～18:00（西門は第1のみ開門）
冬季休業期間（12月23日～1月7日）中の12月24日（水）～12月26日（金）について、新3号館に移転作業実
施のため、政治経済学術院各事務所および教員室は臨時閉室となりますのでご注意ください。

詳しいお知らせにつきましては、「備考・参照先Webサイト」に掲載している「NEWS」をご覧ください。
http://www.waseda.jp/gsjal/index.html
http://www.waseda.jp/flaw/
http://www.waseda.jp/flaw/gwls/news-en/2014/11/24/4124/
http://www.waseda.jp/foc/index.html

◆商学研究科 10階 夜間事務所開室について
　　（ビジネス専攻 夜間主学生のみ利用可能）
==========================================
　冬季休業期間の開室時間　※土・日・祝日は閉室
　　12月24日（水）～12月25日（木）　17:00～20:30
　　  1月 6日（火）～  1月  7日（水）　17:00～20:30
==========================================

http://www.socs.waseda.ac.jp/

http://web.edu.waseda.ac.jp/

国際教養学部
http://www.waseda.jp/sils/jp/
国際コミュニケーション研究科
http://www.waseda.jp/gsiccs/index_jp.html
アジア太平洋研究科・アジア太平洋研究センター
http://web.waseda.jp/gsaps/

9:00～17:00
展示室 12月23日（火）～2015年1月7日（水）は閉室
和書閲覧室（5号館）
貴重書・外国語図書・
AV閲覧室（6号館3階）

12月23日（火）～2015年1月7日（水）は閉室

事務所 9:00～17:00

展示室 10:00～17:00　12月23日（火）～2015年1月5日（月）は閉室
10:00～17:00　12月23日（火）～2015年1月5日（月）は閉室 http://www.waseda.jp/archives/
10:00～18:00
※ただし、日・祝・年末年始（12月27日～1月5日）は閉室

http://www.wasedabunka.jp/

履修相談窓口：早稲田ポータルオフィス ※下欄参照 http://www.waseda.jp/gec/
9:30～17:00（講座開講日はその終了時刻まで開室）
12月28日（日）～2015年1月5日（月）および土・日・祝日は閉室

http://www.ex-waseda.jp

9:00～17:00 http://www.waseda.jp/wavoc/
事務所（4階） 9:00～17:00（12:30～13:30閉室）

Waseda Global Gate（1階）
9:00～16:00
※事務、相談対応：12:00～16:00

事務所（4階） 9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.waseda.jp/cjl/index.html
Waseda International Learning
Lounge（3階）

8:00～22:00 http://www.waseda.jp/cjl/will.html

診療室（3階）
9:00～17:00（12:30～13:30閉室）
※救急・応急対応のみ（診察は行いません）

こころの診療室（5階）
12月23日(火)～27日(土)　閉室
1月6日（火）～7日（水）　9:00～17:00（12:30～13:30閉室）

学生相談室（6階）
【カウンセリング・予約優先】9:00～17:00（12:00～13:00閉室）
【法律相談・要予約】12月24日（水）13:30～17:00

保健管理室
（25号館1階大隈ガーデンハウ

【健康相談】9:00～17:00
※健康診断書の発行についてはHPで確認してください。

早稲田分室・戸山分室・西早稲
田分室・所沢分室・本庄分室

HPで確認してください。

9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.waseda.jp/student/shienshitsu/
10:00～17:00 http://www.waseda-icc.jp/

文化推進部 9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.wasedabunka.jp/
9:00～17:00 http://www.waseda.jp/nyusi/
9:00～17:00 http://web.waseda.jp/admission/
9:00～18:00 http://www.waseda.jp/wpo/index.html

研究推進部 9:00～17:00（12月24日～12月26日）
9:00～21:00（1月6日～)

http://www.waseda.jp/rps/index.html

正門：8:00～22:30　土・日・祝日・一斉休業期間中は教職員を除き入構禁止
北門：8:00～21:00

各学部・研究科事務所 9:00～17:00 http://flas.waseda.jp/flas/

学生部 http://www.waseda.jp/student/gakusei/office.html
http://www.waseda.jp/syogakukin/

9:00～17:00（12:30～13:30はカウンター対応のみ）
相談受付：9:00～16:00

http://www.waseda.jp/career/about/support/time.html

9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.waseda.jp/rlc/
8:00～22:00（トレーニングセンターは12:00～19:00） http://www.waseda.jp/student/gakusei/heikan.html

事務所 9:00～17:00 http://waseda-sports.jp/

高石記念プール
金　13:30～15:30
火・水・木　13:30～15:30、16:00～18:00

http://waseda-sports.jp/

8:00～22:30
土・日・祝日・一斉休業期間中は教職員を除き入構禁止
※23日（火）、27日（土）は正門・西門・地下鉄門からのみ入構可。

理工センター 9:00～17:00 http://www.sci.waseda.ac.jp/

TWIns 先端生命医科学センター 9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.twins.sci.waseda.ac.jp/

東伏見 9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.waseda.jp/archives/

8:00～21:00
土・日・祝日・一斉休業期間中は教職員を除き入構禁止

所沢総合事務センター 9:00～17:00

93号館は日・祝日・一斉休業期間中は原則として入構禁止（それ以外の建物は通常通り）

9:45～16:45（12:30～13:30閉室） http://www.gits.waseda.ac.jp/index.php?lang=ja

9:00～17:00（12:30～13:30閉室） http://www.waseda.jp/weee/undergraduate/office.html

8:00～22:30
土・日・祝日はN棟1階中央監視室横出入口を利用してください

各学部・研究科事務所 9:00～17:00 http://www.waseda.jp/ips/

10:00～21:00
土・日・祝日・一斉休業期間中は教職員を除き入構禁止
エレベータを利用してください

各学部・研究科事務所 10:00～21:00（土曜日閉室） http://www.waseda.jp/wnfs/
14:30～19:30（土曜日閉室） http://waseda-aaschool.jp/
9:00～17:00 来室の場合は前日までに要事前連絡川口芸術学校

大学史資料センター

博物館

早稲田

戸山

教務部

学生部 障がい学生支援室

エクステンションセンター

會津八一
記念博物館

平山郁夫記念ボランティアセンター

付属機関

奨学課

商学部・商学研究科・会計研究科
・商学学術院総合研究所

国際教養学部
国際コミュニケーション研究科

学生生活課

http://www.waseda.jp/fpse/pse/news/2014/12/10/2564/

文化構想学部・文学部・第一文学部・第二文学部
・文学研究科・総合人文科学研究センター

国際アドミッションズ・オフィス

http://web.waseda.jp/enpaku/

http://www.waseda.jp/kenkou/center/HSC/index.html

演劇博物館

http://www.cie-waseda.jp/jp/

http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

留学センター（22号
館）

研究開発センター総合事務所

早稲田ポータルオフィス

日本語教育研究セ
ンター

9:00～17:00

ファイナンス研究科

本庄

正門

各研究科事務所
国際情報通信研究科・国際情報通信研究センター

環境・エネルギー研究科・環境総合研究センター

競技スポーツセンター
競技スポーツセン
ター

基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部
・基幹理工学研究科・創造理工学研究科
・先進理工学研究科・理工学術院総合研究所

人間科学部・スポーツ科学部・人間科学研究科
・スポーツ科学研究科・人間総合研究センター
・スポーツ科学研究センター

先端生命医科学センター支援課事務所

正門・東門・明治門・西門・公園門・
地下鉄門・地下鉄「西早稲田」駅（3 番出口）

日本橋
正門

以下の情報については、「冬休み中の大学」Webサイト上にある各リンク先でご確認いただけます。
●自動証明書・学割発行機オープンの利用可能時間→②　●ネットワークサービスやシステムの停止日時→③　●コンピュータルームの開室日時→③
●図書館、学生読書室・教員図書室・その他図書室の開室時間→④ http://www.wul.waseda.ac.jp/Services/schedules.html
●早稲田大学生協、その他の売店・レストランの営業時間、期間→⑤ http://www.wcoop.ne.jp/shop/index.html

芸術学校

所沢

西早稲田

北九州
正門

箇所・施設名

社会科学部・社会科学研究科

通用門・東門・西門・南門・北門（正門は改修工事のため通行止め）

アジア太平洋研究科・アジア太平洋研究センター

教育学部・教育学研究科
・教職研究科・教育総合研究所

日本語教育研究科

法務研究科

政治経済学部・政治学研究科・経済学研究科・公共経
営大学院・現代政治経済研究所

法学部・法学研究科・比較法研究所

その他学校

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/

国際コミュニティセンター（ICC）

大隈記念室

125記念室

グローバルエデュケーションセンター

キャリアセンター

レジデンスセンター
学生会館

正門・南門・北門

9:00～17:00（12:30～13:30閉室）

保健センター

文化企画課
入学センター

正門・北門

情報生産システム研究科
・情報生産システム研究センター
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