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早稲田大学キャリアセンター
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戸山キャンパス

喜久井町キャンパス

早稲田駅

キャンパスに広がる
成長の場所
Interview
早稲田で描いた私の未来図

戸山キャンパス 学生会館 3 階
［ T E L ］03-3203-4332
［ e - m a i l ］career@list.waseda.jp
［開室時間］平 日／ 9：00〜18：00

（相談受付 9：00〜17：00）

土曜日／ 9：00〜17：00

（相談受付 9：00〜16：00）
※授業休止期間中の開室時間は、
キャリアセンターホームページで確認してください。

早稲田大学

キ ャリ ア セ ン タ ー

---- さあ、漕ぎ出そう！ 自分探しの旅へ ----

どんな未来でも、自由に描けるんだ
大学に入学すると、４年間という時間を手にします。
学生生活の過ごし方は自分次第ですが、とても大切な時間です。
大学では、自由な立場でこれからの人生を考え、
自分の価値観を形成することができるからです。

興味・関心のおもむくままに、活動の範囲を好きなだけ広げていってください。
早稲田大学は、あなたが自分を磨ける場所をいくらでも用意しています。
どの場所へ向かうかを決めるのは、あなた自身。
自分の頭で考え、行動することこそが、未来を切り拓く第一歩になるのです。
これからの４年間は、視野が広がったり、大切な仲間と出会ったり、
新たな体験がたくさん待っているはずです。
その積み重ねた経験が、あなただけの未来図を描くために
必要なツールとなるでしょう。

見つけよう
「成長の場所」
キャリアセンター長 笹倉和幸

新入生のみなさん、早稲田大学入学おめでとうございます。
キャリアセンターは、早大生の「みらい設計」のお手伝
いをしています。
みなさんは入学したばかりではありますが、これから4 年
後に卒業し社会に出た自分を強く想像してみてください。ど
のような職業に就いているか、なぜその職業を選んだか、
そしてどのような方法でその職業に就くことができたのか、
を想像してみてください。
そうすると、今から自分が何をすべきかも自然にわかると
思います。在学中に何もしなかった人がその職業に就ける
でしょうか。専門知識を得ていない人、何かに打ち込んだこ
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とのない人、何かを熱く語れない人、自分のことしか考えな
い人、がその職業に就けるでしょうか。答えは言うまでもあ
りません。
キャリアセンターからの最初のアドバイスは、そうならな
いように、今すぐに何かを始めてください、ということです。
学部の勉強は当然です。そのほかに、さまざまな課外活動
にも参加してください。早稲田大学には、みなさんが人間的
に成長するために役立つ
「場所」
がたくさんあります。この
『み
らい設計ガイドブック』はみなさんがそのような「成長の場
所」に行けるように構成されています。さあ、早大生として
の出発です。
3

学びを
深めたい

社会と
かかわりたい

あなたが学生生活で最も力を入れる
べきは「学業」です。早稲田での学
び方は多種多様。所属学部の授業
を土台に、さらに学びを深められる
プログラムが用意されています。興
味のあること、将来につなげたいこ
となど、自由に挑戦してみましょう！

社会とかかわることは、あなたの視
野を広げて新たな可能性に気づく手
助けになります。早稲田では、ボラ
ンティア活動など社会の現場で学べ
るプログラムのほか、資格取得支援
や起業セミナーも充実。多様な価値
観に触れてみましょう！

P10 へ

P6 へ

キャンパスは、
知識と経験の
ワンダーランドだ！

世界を
知りたい
グローバル展開を進める早稲田に
は、あなたが世界を知るためのチャ
ンスが広がっています。多彩な留学
プログラムをはじめ、異文化交流を
楽しめるイベントや自由に学べる世
界各国の言語プログラムが豊富。新
たな世界に踏み出しましょう！

P8
42

へ

早稲田大学のキャンパスには、
あなたの向学心と好奇心を満たす
成長の場所がたくさんあります。
いま、「やってみたい！」ことは何ですか？

仲間を
つくりたい
学生生活をより豊かにしてくれる存
在が仲間です。多様性あふれる早
稲田で出会う仲間は、一生の宝物
になることでしょう。部活動・サー
クル活動から大学公式プロジェクト
まで、どれを選ぶかはあなた次第。
積極的に飛び込んでみましょう！

P12へ
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学びを
深めたい

WASEDA 式アカデミックリテラシー

学びの幅が広がる他大学の授業
早稲田では全国の大学と単位互換を行っています。
「f-Campus」という単位互換制度を結んでいる学習院大
学、学習院女子大学、日本女子大学、立教大学などの
近隣の大学であれば、同じ日に早稲田と他大学双方の
授業を受けることも可能です。遠方の大学では、夏休み
などを利用した集中講義を開講。また、同志社大学とは
1年間または半年間の国内交換留学を実施し、毎年10名
ほどの早大生が京都の地で得がたい体験を積んでい
ます。各大学の特長を生かした専門分野に触れることで、
学びの幅がぐっと広がるでしょう。

協定大学例

・東京家政大学
・武蔵野美術大学
・東京女子医科大学
・京都地域の各大学
・九州大学
グローバルエデュケーションセンター

文章作成個別指導

My Vision Program

5つの分野で基礎力を固める

日英両言語の文章作成をサポート

すべての学問の基礎となるスキルを強化する科目群です。

論文やレポートの書き方について、アカデミックライティ

「論理的思考力」
「問題解決能力」
「コミュニケーション

論文やレポート提出に求められる技能とともに文章作成

ングの専門知識を持つチューターによる1回 45分の個別

能力」といった社会で必要とされる力を養うためのプロ

指導。日英両言語の文章作成に対応しています。指導の

グラム。講義だけでなく、グループごとのワークショップ、

際に重視するのは「書いている途中の思考過程」
。文章

ディスカッション、プレゼンテーションなどさまざまなス

の作成過程で助言を得ることで、文章力は向上します。

タイルを取り入れ、卒業後にも役立つ実践的な講座が豊

まだ書き始めていなくても、完成稿の見直しでも、あら

富に用意されています。問題解決やロジカルライティン

ゆる段階での相談が可能です。書き手の成長に主眼を

グの技法を学ぶ講座のほか、グローバル社会で活躍する

おいた個別指導で学術的な文章作成力を高めましょう。

ための教養を磨く講座にも注目です。

の思考を鍛える「アカデミックライティング」
、数学的な
論理的思考力を養う「数学」
、文理問わず学問研究に必
要な統計手法を学ぶ「統計」
、コンピュータや情報の活
用能力を高める「情報」
、読む・書く・話す・聞くの 4
技能に加えて英語での思考力や英語で協働する力の獲
得を目指す「英語」の 5 分野が用意されています。いず
れも 4 年間の学びを深める基礎となるだけでなく、卒業
後も活用できる社会人必須のスキルばかりです。

科目例

・Tutorial English
・数学基礎プラスα（金利編／最適化編）
・学術的文章の作成
・統計リテラシー
・情報科学の基礎
グローバルエデュケーションセンター

「知っている」と「できる」は違う

第二の専攻分野を修得する
所属学部の専攻分野を問わず、興味関心の高いテーマ
を追求できる制度です。時代や社会の変化に即した幅
広い領域から29の副専攻を提供しています。いずれの専
攻も早稲田ならではの叡智を結集し、学問のおもしろさ
を体感できるものばかり。専攻分野の学びを深めるため、
応用領域を学ぶため、あるいは第二の強みをつくるべく
新たな分野に挑戦するためなど、副専攻の活用法もさま
ざまです。各専攻にはコア科目と選択科目が指定され、
必要な単位を取得して申請すれば卒業時に修了証明書が
発行されます。

ライティング・センター

社会で役立つ確かな力を養う

グローバルエデュケーションセンター

実践力養成支援

全学共通副専攻
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協定大学との連携

副専攻テーマ例

・ジェンダー研究
・グローバルスタディーズ
・演劇・舞台芸術
・平和学
・メディア表現
グローバルエデュケーションセンター

図書館・学術情報サービス
使える！ 情報収集と学びの場

ホンモノの発想力・実践力を身につけるには、知識の習

早稲田には中央図書館をはじめ、４つのキャンパス図書

得に加えて徹底的な試行錯誤が有効です。刺繍ミシン

館（高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、理工学図

からレーザー加工機まで充実した機器装置群、相談でき

書館、所沢図書館）とより身近に利用可能な学生読書

る技術スタッフ、種々の学生参加型プロジェクトなど、

室があります。グループ学習室や音声・映像資料を利用

知識を知恵に転換するしくみがそろう「ものづくり工房」

できるAVルームなども完備し、図書閲覧以外にもさまざ

には、学部の垣根を越えて学生が集っています。多様な

まな活用法があります。さらに、早稲田大学が契約して

視点に触れることのできる環境の中で、視点とセンスを

い る 学 術 情 報 デ ー タベース が 利 用 で きるサイト

磨き、自分のアイデアをカタチにしてみませんか？
WASEDA ものづくり工房

（http://www.wul.waseda.ac.jp/imas/）も心強い味方です。
図書館
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世界を
知りたい

留学プログラム

フィールド・トリップ＆テーマ・キャンプ
旅行や合宿で多文化交流を
早稲田で学ぶ世界各国の学生と日本人学生が、キャンパ
スを飛び出して全国各地を訪問し、日本の文化や歴史、
自然、産業技術などを学びながら交流する「フィールド・
トリップ」
。訪問先は日本の観光名所や伝統文化、企業
の工場見学など多岐にわたります。
「テーマ・キャンプ」は、
先入観や偏見に囚われないオープンな交流を目的とした
「ノーボーダー・キャンプ」
、学生同士で議論を交わし合
う「ホンネ交流キャンプ」など、多くの出会いやさまざ
まな気づきが得られる合宿型のプログラムです。

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム

・東京証券取引所＆日本銀行本店見学
・日本航空整備工場見学
・浅草散策と早慶レガッタ観戦
・日本大相撲トーナメント観戦
・世界遺産白川郷＆トヨタ自動車
国際コミュニティセンター（ICC）

アウトリーチ・プログラム

自由に選べる多彩なプログラム

母国の言語と文化を教え合う

授業支援を通して学ぶ異文化理解

77 カ国以上、400 以上のプログラムから留学先を選ぶこ

国籍の異なる学生がペアあるいは３人以上のグループと

外国人学生と日本人学生がペアを組み、小・中学校や

とができます。1年間や半年間の「長期留学」のほか、

なり、互いの国の言語や文化を教え合う相互学習プログ

高校などの教育現場を訪れて異文化理解の授業支援を

ラムです。パートナーとなる学生は、語学力や年齢など

行います。外国人学生の母国の文化紹介を中心とした授

を考慮して ICCスタッフがマッチングします。パートナー

業案を作成する過程では、異なるバックグラウンドを持

同士は「教える」時間と「教えられる」時間が均等にな

つ学生同士が互いに意見を出し合い、深い友情を育むこ

るように調整し、考えや価値観を尊重し合うのが基本的

とにもつながります。教えることを通して異文化理解を

なマナー。言語だけでなく、背景となる文化について生

深められるだけでなく、児童や生徒との交流によっても

の声を聞くことができるのも魅力です。

多くの学びや気づきが得られるプログラムです。

春休みや夏休みを利用した「短期留学」も。長期留学は、
現地の学生と同じカリキュラムで学ぶ交換留学が基本形。
早稲田と派遣先大学の双方の学位を取得できるダブル
ディグリープログラムも、卒業後のキャリアに生かすこと
ができるでしょう。また、語学学習を中心とした交換
TSA、TSA プログラム、留学先の科目をある程度自由に履
修できるISAプログラム、1セメスターの期間で語学力を
強化する中期留学も用意しています。

プログラム例

・交換留学

・ISA プログラム

・交換 TSA

・ダブルディグリー

・中期留学

・短期留学

・TSA プログラム
留学センター

グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム

国際コミュニティセンター（ICC）

留学準備講座
海外で学ぶための万全の準備

興味に応じて学べる充実のラインナップ

４年間を通じて、
今後の国際社会を牽引するリーダーシッ

留学を検討している学生や留学が決まっている学生を対

英語だけでなく、多彩な言語を学ぶことができます。日

プを実践的に身につけます。新入生を中心に10〜15名の

象に、さまざまなプログラムを実施しています。TOEFL

本では学ぶ機会の少ない言語科目も数多く開講し、外国

派遣学生（フェローズ）を選抜し、半年間の導入教育で

のスピーキングとライティングの演習を中心に行う TOEFL

語大学にも匹敵する充実したラインナップが魅力です。

英語やアジア・西洋の歴史・文化などを学んだ後、２

iBT 対策プログラム（通学／オンデマンド）
、国内で留学

ほとんどの言語が入門や初級からスタートし、中級、上

年次秋から１年間、提携する米国名門大学に留学します。

の体験ができる留学体験合宿プログラム、エッセイや討

級へと段階的に学ぶことが可能。特に中国語は、レベ

帰国後は米国からの留学生とともに「日米共同ゼミ」や

論の方法などアカデミックスキルに特化したアカデミック

「グローバル・リーダーシップ・フェローズ・フォーラム」

科目例

・ドイツ語

・アイヌ語

ル別に少人数で学ぶ「チュートリアル中国語」も開講し

・フランス語

・インドネシア語

英語講座、初めて海外に行く学生対象の１day Training な

ています。また、言語だけでなく、その言語圏の文化や

・イタリア語

・スワヒリ語

ど、目的に応じて選ぶことができます。

歴史を同時に学ぶことで、より深い理解が得られること

・朝鮮語

・バスク語

も特長のひとつです。ぜひ初めての言語にチャレンジし
留学センター

国際コミュニティセンター（ICC）

多彩な言語プログラム

4 年間の少人数カリキュラム

に参加。４年次に英語による修了論文に挑みます。
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プログラム例

留学センター

て、視野を大きく広げましょう。

グローバルエデュケーションセンター
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社会と

かかわりたい
ボランティアプロジェクト

プロフェッショナルズ・ワークショップ
実践型産学連携プロジェクト

独自のアイデアで真っ向勝負

プロフェッショナルズ（企業・自治体・団体）が実際に

早稲田の学生や若手研究者を対象に毎年開催するコンテ

抱える問題について、グループワークなどを通して問題

スト。一次審査を通過した応募者は、最終発表会でプ

解決に取り組み、解決策を提案する実践型の産学連携

レゼンテーションに挑みます。発表会に向けた準備期間

プロジェクトです。社会の現場に触れることで、社会人

ではインキュベーション推進室のコンサルタントのもと、

としてのコミュニケーション能力や考え抜く力を身につけ

プランをブラッシュアップ。最優秀賞を目指して大勢の

ることを目的としています。また、プロフェッショナルズ

観客を前にアイデアを発表する体験は、必ず将来に向け

に対して、直接自分のアイデアを投げかけることができ

て自分を大きく成長させるきっかけになります。

る、またとない機会でもあります。
早稲田ポータルオフィス

ビジネススタートアップセミナー

インキュベーション推進室

男女共同参画／ワークライフバランス支援

世界の課題解決に貢献する

起業に必須の知識を学ぶ

将来について迷ったら

学生が主体となって活動する「ボランティアプロジェク

第一線で活躍する企業人や早稲田で教鞭を執る教授陣

男女共同参画やワークライフバランスへの理解を深め、

ト」
。教育、環境、人権、農業、平和構築など分野は多

を講師に迎え、起業家に必要なスピリットや実務のノウ

現在の、そして将来の、学業や仕事とライフイベント（結

ハウを学ぶ月1回のセミナー。テーマは
「起業家精神」
「ビ

婚、出産、育児、介護など）の両立を支援するためのイ

ジネスプランとロジカルシンキング」
「起業に必要なお金

ベントや講座を開催しています。
「ワークライフバランス

の知識」などバラエティ豊かで、
年間を通して参加すれば、

講座」など、将来設計に役立つテーマがずらり。ランチ

起業や経営に必要な知識をまんべんなく学ぶことができ

を食べながら気軽な雰囲気で先輩ゲストなどの話が聞け

ます。講座の後の交流会では起業家なども参加し、各

るランチョントーク＆ミーティングも好評。さらに、キャ

界の生の声を聞ける格好の機会となっています。

リア形成や両立に関する相談窓口も設けています。

岐にわたり、世界中に広がるフィールドで多くの学生が
それぞれの社会問題と向き合っています。キャンパスを
飛び出して実際の現場に出かけることで、これまで学ん
だ知識をよりいっそう深め、多様な視点を養うことがで
きます。また、多くの他者とかかわりながらプロジェクト
を遂行することにより、今後の社会を生き抜く大きな力
を得られるでしょう。募集情報や体験者の声は、Web
サイト（http://www.waseda.jp/wavoc/）で配信。

プロジェクト例

・エコミュニティ・タンザニア
・ラオス学校建設教育支援プロジェクト〜スーン〜
・学生 NPO 農楽塾
・難民交流プロジェクト
・早稲田災害対策学生チーム（早稲田レスキュー）
平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）

インキュベーション推進室

資格取得支援

教員就職支援

男女共同参画推進室

社会連携教育 IPPO プログラム

効果的な学習で合格を目指す

教員就職を親身にサポート

多様な価値観を受け入れる

早稲田では資格取得や就職活動支援のためのプログラム

教員を目指す学生に対して、所属学部を問わずに教員就

学生一人ひとりが、自分と異なる価値観に触れ、多様性

も充実しています。生涯学習機関として広く社会に門戸

職のためのサポートを行う拠点が教員就職指導室です。

を認識することで、自らの気づきを引き出すプログラム

公立・私立学校の教員採用試験の情報を提供し、受験

です。学生同士がフラットに語り合い、学内の多様性を

のための論文指導や模擬授業対策、面接対策指導など

共有する「TSUNAGARUワークショップ」
、実社会で生き

を実施しています。指導室には早稲田の卒業生で校長

る魅力的な人の生き方に向き合う「FUMIDASU プログラ

経験のある「教員就職アドバイザー」が常駐。何でも気

ム（短期）
」というステップを経て、
その先に広がる “ 社会”

軽に相談できる存在として、教員志望者にとって心強い

と、より深くかかわるために歩き出せるよう、段階別に

味方となっています。

設計されています。

を開いているエクステンションセンターは、早大生の資
格取得を支援するさまざまな講座を開講しています。
TOEIC/ TOEFL、宅地建物取引主任者、公認会計士など
の対策講座では基礎からじっくり学ぶことができます。

講座例

・就業力・社会人基礎力養成講座
・資格・語学検定試験対策講座

そのほか、法律基本科目を基礎から学ぶ法曹講座、学

・法曹をめざす基礎講座

習初期から総仕上げまでをカバーする公務員試験対策講

・公務員試験対策講座

座なども提供。少人数制の就業力養成講座では就職活
動の準備をサポートします。
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早稲田大学ビジネスプランコンテスト

エクステンションセンター

教員就職指導室

社会連携推進室
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仲間を
つくりたい

こうはいナビ

図書館学生ボランティアスタッフ「LIVS」

支援活動で得られる学び

図書館と一緒に学生をサポート

障がい学生支援室では、身体に障がいのある学生がほ

早稲田大学図書館公式の学生ボランティアが、図書館を

かの学生と同等に学ぶことができるよう、支援ボランティ

より多くの学生に活用してもらうために、現役学生の目

ア学生の募集・養成をしています。教室への移動の介

線で図書館サービスの向上に取り組んでいます。公式ブ

助をしたり、授業中の先生の話や学生の発言を手書きや

ログ「りぶろぐ！」では、
館内施設の案内や上手な活用法、

パソコンで文字にして聴覚障がい学生に伝えたりと、活

文献の探し方などを発信。さらに、新入生向けの学生

動内容は多種多様。支援の方法は支援室主催の講座で

読書室ツアーや、LIVS スタッフと一緒に文献を探すイベン

学べます。さまざまな境遇の他者とのかかわりを通して、

ト、スタッフおすすめの書籍展示など、図書館に足を運

多くの気づきが得られるはずです。

びたくなるような企画を多数開催しています。

障がい学生支援室

図書館

ICC 学生スタッフリーダー

学生留学アドバイザー

現役学生が新入生を応援

異文化交流を創出するICCの牽引役

留学経験者によるサポート

現役学生が主体となって、新入生を応援するプロジェクト

ICC の異文化交流活動において、中心的な存在として活

留学センターのプログラムで留学した早大生で構成され

です。大学の公式プロジェクトとして活動しており、新

躍するのが「学生スタッフリーダー」です。現役学生な

る学生ボランティアで、留学希望者を対象としたイベント

らではの視点と発想を生かして、早大生のニーズに合っ

企画と情報発信を定期的に行っています。留学経験者と

た異文化交流イベントを企画立案。多くの関係者をまと

交流できるイベントや、留学経験を生かした就職活動に

めるリーダーとして、イベント実施に必要なさまざまな

ついて話を聞くイベントの企画、留学体験談が豊富に掲

活動に取り組みます。さらには、ICC の広報活動や運営

載されたフリーペーパーの発行が活動のおもな柱。留学

業務などを幅広く担当することにより、社会で役立つ貴

の不安や疑問を解消できる機会を提供し、学生たちが安

重な経験を積むことができます。

心して留学へと飛び立てるよう後押しをしています。

入生の悩みや不安を解消できるように、学生生活をさま
ざまな面からサポートします。例えば、科目登録相談会
では学生アドバイザーとして参加し、科目登録のポイント
をアドバイス。新学期の授業開始直後には、キャンパス
内に立って教室案内を行います。また、
「なび Log」で
は学生生活で知っておきたい情報をブログで発信。イベ
ント情報からおすすめのランチスポットまで、日々の生
活に役立つ情報が満載です。

Social Intelligence プログラム

おもな活動

・大学情報ブログ
・キャンパス内での教室案内
・受験生への早稲田大学紹介
・新入生向け交流イベント
・科目登録サポート
早稲田ポータルオフィス

RA（レジデント・アシスタント）

国際コミュニティセンター（ICC）

留学センター

体育各部

サークル活動

寮生をサポートする心強い存在

多くの逸材をスポーツ界に輩出

あらゆる分野のサークルが充実

国際学生寮 WISHでは、留学生と日本人学生が共生する

親元を離れて寮生活を送る学生が快適に生活できるよ

スポーツに打ち込み仲間と切磋琢磨することは、心身の

大学公認のサークル数は現在およそ580。公認以外のも

学生寮の特色を生かして、大学で得た知識・能力を活

う、日々の生活を支援する学生リーダー。RA の役割は、

鍛練になります。早稲田には 44 の体育各部があり、110

のを合わせるとその数は1,000を超え、
分野も文化、
芸術、

用するためのプログラムを実施しています。グループワー

寮生の生活上のサポート、寮生の相談役、生活上のルー

余年の歴史のなかで多くの優秀なアスリートを輩出してき

スポーツなど「早稲田にないサークルはない」と言われ

クで創造的課題解決力を養い、ロールプレイなどを通し

ルのアドバイス、大学と寮とのパイプ役、イベントの企画・

ました。伝統の早慶戦をはじめ、
一戦一戦が全国のスポー

るほど。同じ出身地の学生で構成される
「地方学生の会」

て、バックグラウンドが異なるさまざまな人たちと上手く

運営、情報交換の場であるミーティングの開催など多岐

ツファンの心をとらえています。ロンドンやソチでのオリ

も個性あふれる活動を行っています。日本最大級の学生

意思疎通を図るための方法論を学びます。さらに、早

にわたります。寮には留学生も多く、活動を通してグロー

ンピック・パラリンピックに早稲田の学生・卒業生が数

イベント「早稲田祭」には数多くのサークルが参加し、

稲田の研究者や先輩社会人を寮に招いて交流する機会

バルな視野を広げ、人間的に大きく成長することができ

多く出場したことも記憶に新しいでしょう。また、体育

活動成果をアピール。サークルで出会う仲間と過ごす時

るでしょう。

各部は OB・OG との絆が強いのも魅力のひとつです。

間も、学生生活をより豊かにする大切な要素です。

国際学生寮で学ぶ社会人基礎力

も提供されます。
レジデンスセンター
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障がい学生支援活動

レジデンスセンター

競技スポーツセンター

学生生活課
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みらい設計のためのガイド役

キャリアセンターを
活用しよう
早稲田流キャリア形成支援
キャリアセンターでは、就職活動支援のほかに、
「み
らい設計」という名称のキャリア形成支援を行ってい
ます。
「みらい設計」の基本的な考え方は、低学年
のうちから早稲田に広がる成長の場所を積極的に活
用し、実りある学生生活を送ることによって自分を磨
いていこう、というものです。
みなさんが自分に合った成長の場所を見つけ、そこ
での活動を通して成長し、自らの力で未来を切り拓い
ていくために、キャリアセンターはみなさんを全力でサ
ポートするガイド役を担っています。イベントや個別相
談など、自分らしい「みらいを設計する」ために、キャ
リアセンターを存分に活用してください。

キャ
センタリア
ー
GO！ へ

まずはキャリアセンターの情報をホームページでチェック。
開室時間などの基本情報のほか、最新のイベント情報な
ど役立つ情報が盛りだくさんです。
戸山キャンパス 学生会館３階
http://www.waseda.jp/career/

イベントに参加しよう
キャリア形成を考える第一歩

夢中になれることが
見つかるセミナー

キャリア形成を考えるためのセミナーから、社会の
卒業後の進路が決まった先輩
たちに、低学年の頃に考えて
第一線で活躍する卒業生との懇談会、就職活動の
いたこと、不安だったことなど
手助けとなる講座まで、キャリアセンターでは数多くの
を語ってもらいます。自らの進
イベントを開催しています。
路を切り拓くために、低学年
学生生活について物足りなさや将来に対する漠然
次にどのように過ごしたらいい
のかを考えます。
とした不安を感じるなら、
「みらい探しセ
ミナー」がおすすめです。先輩たちは
どのように大学時代を過ごしたのか、
将来を
進路・仕事を
働くとはどういうことなのかなど、キャリ
考えるセミナー
考え
るセミナー
ア形成について考えるきっかけを与え
早稲田大学校友会に登録す
社会人として活躍している若
る稲門会と協力し、さまざまな
てくれます。見逃してしまったイベントの
手の卒業生を招き、さまざまな
テーマを設定して話を聞きます。
業界の実情や今後のキャリア
様子は、CourseN@viで見ることができ
現在の職業を選んだ理由、仕
プランなどをお聞きします。ま
ます。
事とは何か、仕事のやりがいな
みらい探しセミナー
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た、それぞれの経験から、学
生生活の過ごし方についてア
ドバイスをいただきます。

ど、卒業生の職業観に触れる
ことができます。

インターンシップに挑戦しよう
「働く」ってどんなこと？
就職活動について考えるのはまだ先、という低学
年生でも、将来についてさまざまな疑問や不安を抱く
ことがあるでしょう。そんなとき、インターンシップは自
分の働き方を明確にするための助けとなります。
インターンシップとは、夏休みなどの休業期間に企
業や官公庁、非営利団体などさまざまな職場で就業
体験を行うもの。働くことの明確なイメージをつかみ、
実際の職場で自分の力を試すことで、その後の学生
生活での目標も定まります。
キャリアセンターではインターンシップデスクを設置
し、プログラムの実施やさまざまな情報提供を行って
います。

情報は
ここで
GET！

インターンシップデスク

ホームページではインターンシップのプログラムやガイダン
スなどの情報を随時発信しています。
http://www.waseda.jp/career/internship/

インターンシップの手引き

参加の手順や単位修得の方法など、インターンシップの
詳細について紹介するガイドブックです。

悩んだときは相談しよう
スタッフが親身にサポート
専用ブースを設けて、個別の進路・就職相談に応
じています。就職活動だけでなく、学業、進学、留
学など、学生生活やキャリア形成についての不安や
悩みはつきないもの。ときには、話すことで解決の糸
口が見つかることもあるはずです。気おくれせずに気軽
に足を運んでみましょう。みなさんが一歩踏み出せるよ
う、キャリアセンターのスタッフがサポートします。
相談受付時間
平 日 9：00〜17：00
土曜日 9：00〜16：00

学生
ア
キャリ ー
イザ
アドバ

先輩たちの声を聞こう

就職先が決まった先輩たちが自身の体験を踏まえてボラ
ンティアで個別の相談に応じます。就職活動のアドバイ
スから学生生活の楽しみ方まで、気になることがあればど
んどん聞いてみましょう。学生ならではの視点から、心強
い味方になってくれます。

※授業休止期間中の開室時間は、キャリアセンターホームページで確認してください。

役に立つ情報を集めよう
みらい設計に役立つ本が豊富
キャリアセンターでは、就職活動に関連する本だけ
でなく、学生生活やキャリア形成を考えるうえで役立つ
書籍や雑誌をたくさん用意しています。図書は、
１人３
冊まで借りることが可能。定期刊行物も置いているの
で、世の中の動きをチェックする際にも役立ちます。ま
た、キャリアセンターのイベント情報やキャリア支援に
関する情報を手軽に入手できるメールマガジンを月2 回
のペースで配信。メールマガジンの登録は、キャリアセ
ンターホームページから随時受けつけています。

入
定期購 る
してい
出版物

・日本経済新聞
・日本産業新聞
・日本経団連タイムス
・留学生新聞
・週刊東洋経済

・週刊ダイヤモンド
・日経ビジネス
・日経 WOMAN
・プレジデント ほか
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行ってみよう！
あなたの「成長の場所」

男女共同参画推進室（ワークライフバランス・サポートセンター）

http://www.waseda.jp/wpo/
早稲田キャンパス ７号館１階

http://www.waseda.jp/sankaku/
早稲田キャンパス 10 号館２階
西早稲田キャンパス 60 号館２階

学業や学生生活に関する総合案内窓口として、履修相
談や IT サービス提供から落し物の一時保管まで幅広く
対応。また、
「プロフェッショナルズ・ワークショップ」
や
「こ
うはいナビ」の事務局も担っています。

専門相談員が、キャリア形成、学業・仕事とライフイ
ベントとの両立について、相談・情報提供・制度の紹
介などを行っています。授乳兼搾乳室やキッズスペー
スなども備えています。

グローバルエデュケーションセンター

ライティング・センター

インキュベーション推進室

教員就職指導室

http://www.waseda.jp/gec/
早稲田キャンパス 大隈会館３階

http://www.cie-waseda.jp/awp/jp/wc/
早稲田キャンパス ７号館１階／西早稲田キャンパス60号館２階
（分室）
所沢キャンパス 100号館木の食堂最上階（分室）

http://www.waseda.jp/rps/incubation/
早稲田キャンパス 19-３号館１階

http://web.edu.waseda.ac.jp/tep/kyujin/#b01
早稲田キャンパス 14 号館 202 室

学部・学年を超えて学べる全学オープン科目を提供し
ています。所属学部での学びをベースに、3,000を超え
る科目から自分の興味関心やキャリア形成に合わせて
自由に履修することで、学びの幅がさらに広がります。

アカデミックライティングの専門知識を持ったチューター
が、論文やレポートといった学術的な文章作成の個別
指導を行っています。日本語と英語で対応しており、西
早稲田と所沢の両キャンパスにも分室があります。

起業家を志す学生や研究者のハブ（拠点）となる活動
をしています。起業イベントやセミナー・交流会、経営
コンサルタントや弁護士など専門家の無料相談会、ス
ペースの貸出などさまざまな支援を行っています。

小学校から高等学校までの教員就職情報を提供するほ
か、教員採用試験の論文指導、模擬授業・面接対策
など幅広く実施しています。また、教員採用試験対策
イベント「教員就職指導会」を開催。

WASEDA ものづくり工房

図書館

社会連携推進室

レジデンスセンター

http://www.koubou.sci.waseda.ac.jp/
西早稲田キャンパス 61 号館１階

http://www.wul.waseda.ac.jp/index-j.html
早稲田キャンパス 18 号館（中央図書館）ほか

http://waseda-sr.jp/
早稲田キャンパス 大隈会館３階

http://www.waseda.jp/rlc/
戸山キャンパス 学生会館１階
中野国際コミュニティプラザ ２階

「小さなやってみたい」から「本格的なものづくり」まで、
工夫と試行錯誤でアイデアをカタチにする場所です。高
音質スピーカーの製作や鞄の修理、バースデー指輪の
制作など、幅広く活用することができます。

中央図書館ほか４つのキャンパス図書館や学生読書
室があり、質・量ともに全国でも有数の規模。各キャ
ンパスの特徴にあった蔵書がそろい、調べものの相談
なども受けつけています。

「教育」をキーワードに、大学と企業・行政・地域が
持つリソースをつなぐ連携プロジェクトを展開していま
す。より多くの学生が多様な価値観に触れるための
“IPPO” プログラムも進めています。

大学直営の学生寮に加え、大学の提携企業が運営す
る早大生専用寮など、食事提供の有無も含めてさまざ
まなタイプの学生寮を紹介。入寮後も安心で快適な寮
生活をバックアップします。

留学センター

国際コミュニティセンター（ICC）

障がい学生支援室

競技スポーツセンター

http://www.cie-waseda.jp/jp/
早稲田キャンパス 22 号館１階・４階

http://www.waseda-icc.jp/
早稲田キャンパス ７号館１階（2014 年秋に３号館１階へ移転予定）

http://www.waseda.jp/student/shienshitsu/
早稲田キャンパス ７号館１階（2014 年秋に３号館１階へ移転予定）

http://waseda-sports.jp/
戸山キャンパス 33-２号館２階
（2014 年夏に33 号館１階へ移転予定）

77 カ国以上、400 を超える協定大学への留学プログラ
ムを提供。年間約 2,600人の早大生が世界中で学んで
います。留学フェアや留学準備講座を開催するなど渡
航前から帰国後まで支援します。

異文化理解を深めるためのイベントやプログラムを多
数開催し、国籍や文化の壁を越えた交流の場を提供し
ています。Webマガジン「グローバルに活躍する人材と
は？」
（http://global.waseda-icc.jp/）も必見。

視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由の学生の修学
環境を整備。支援ボランティア学生の募集・養成、理
解啓発の催しも実施。学生主体で、学内外の障がい
学生、支援学生同士の交流も行っています。

歴史ある体育各部を統括し、部活動の支援を行うとと
もに早稲田スポーツの情報も発信しています。また、
各部で活躍する部員たちと協力して早稲田スポーツフェ
スタを毎年開催しています。

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）

エクステンションセンター

学生生活課

http://www.waseda.jp/wavoc/
早稲田キャンパス 99 号館 STEP21

http://www.ex-waseda.jp/
早稲田キャンパス 23 号館

http://www.waseda.jp/student/
戸山キャンパス 学生会館１階

早稲田大学の生涯学習機関として公開講座を提供して
おり、早大生向けには資格取得や就業力を鍛える講座
を開講しています。卒業後も自己研鑽のために数多く
の卒業生が活用しています。

早稲田大学の「今」を伝える『早稲田ウィークリー』
や学園誌
『新鐘』
を発行。また、
公認サークルや奨学金、
アルバイトなど、学生生活に欠かせない情報が手に入
る学生部 Webサイトも必見です。

「社会貢献」と「体験的な学習」をキーワードに、学
生の主体的な活動によるおよそ30のボランティアプロ
ジェクトを国内外で展開中。ボランティアフェアや公開
講座、スタディツアーなども展開しています。
16

早稲田ポータルオフィス（WPO）
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金融

I n t e r v i ew

るなど、勝ちにこだわった実践的な練

中学・高校と剣道の強豪校に進み、最
高峰で竹刀を振ってきた彼が大学入学
後、
体育会剣道部の練習に参加して「驚
いた」という。
「声出しで道場の窓が揺

津祐樹さんは大学４年生の夏

たテーマは「すべて自分で決断し実

家族観を比較する討論では投稿型

行する」こと。アパートの手配をはじ

Web サイトを参考にリアルな日本人

め現地で生活するための煩雑な手続

の姿を伝えるなど、自分ができる「貢

「仕事と部の運営は似ている部分が

トさせた。同学年の友人はおおかた

習に力を注いだ。全日本学生剣道選

あります。例えば仕事や剣道に対する

就 職 先 が 決まった頃だ。幼 少 期 に

きもすべて自分の力で進めた。もち

献」を模索。その姿勢は現在、社会

手権大会をはじめ、剣道部が長年出

メンバーそれぞれの想いは異なります

10 年ほど海外で暮らした池津さんだ

ろん大 学の授 業は積 極 的に取り組

人生活のベースになっている。

場している大規模な大会に向け、最

が、取り組む目的は同じです。私の役

が、
「当時は両親に連れられて行った

み、教授の誘いで大学院生が所属す

「法律面から事業の推進をサポート

善の練習法を考え、ひたむきに稽古

目は、その目的からぶれそうになった

国々でなんとなく生活していただけ。

るゼミにも参加するようになった。努

する今の仕事は学生時代の学びとは

れるほど。これまで経験したどのチーム

する姿を見せて部を引っ張る、そんな

ときに彼らと向き合い軌道修正するこ

大学に入学した頃は留学なんて必要

力が認められたこの経験は自信につ

直接つながっていません。しかし、
『自

より、部員の闘志が伝わってきました」
。

日々を懐かしく思う一方で、
「今の自分

と。今は、お客様から多様なご要望を

ないと思っていましたが、将来を真

ながると同時に、新たな試練となる。

分だからこそ持てる視点』を生かし

大学での練習は、監督の指示に従っ

ならもっと部員の意見に耳を傾けて一

いただき判断に悩むこともありますが、

剣に考えたとき、周りから遅れをとっ

「大学院生の豊富な知識と考察力に

て寄与できる道を探る、という姿勢

てきた高校までのスタイルとは異なっ

緒に勝つ方法を見出したい」とも話す。

そうしたときの助けになるのはやはり学

たとしても、もう一度海外で自分の力

驚かされました。そこで、彼らに追い

は、今も持ち続けています。会社に、

た。体力づくりや形・竹刀稽古から試

保険会社に就職し、損害サービス（お

生時代に培った考える力と実行力だと

を試したくなったのです」と話す。

合企画まで、すべて学生が決める。4

客様の事故対応）を担当する課の統

感じています」

アメリカへ渡った池津さんが設定し

つくことよりも、自分ならではの役割

世の中に、一日も早く貢献できる人

を考えるようになりました」。世界の

になりたいです」

後輩へのエール
宮原さんが活用した早稲田の成長の場所

体育各部（競技スポーツセンター）
今も時間を見つけては、コーチとして早稲田の剣道部を訪れている宮原さん。学生時代、と
もに汗を流した仲間とは頻繁に会っており、卒業後の道は違っても何でも相談できるかけがえ
のない存在となっている。
「部活動を通して深めた人間関係は、一生の財産です」
。
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2013年 国際教養学部卒業
株式会社リクルートキャリア

た宮原良太さん。幼い頃から剣道一筋。

池 に１年間の留学生活をスター

さん

括者として奮闘する現在だからこそ言
える言葉だ。

池津祐樹

年生で副キャプテンになった宮原さん
は、実業団チームとの稽古を設定す

自分の役割を考える姿勢を
留学生活で身につけました︒

さん

2007年 法学部卒業
東京海上日動火災保険株式会社

宮原良太

剣道に没頭する日々で
考える力と実行力を得ました︒

体 田の風土に憧れて入学を決め
育各部の活躍目覚ましい早稲

人材総合サービス

早稲田で描い た私の未来図

チャレンジを続けることはもちろん、やるからには中
途半端ではなく、うれしいときや悔しいときに「涙が
出る」くらい打ち込んでください。一生懸命であれば
あるほど、その経験からたくさんのことを吸収できる
でしょう。

後輩へのエール
池津さんが活用した早稲田の成長の場所

留学プログラム／学生留学アドバイザー（留学センター）
「自分を大きく変えた留学を多くの人に経験してもらいたい」
。そう考えた池津さんは帰国後、
学生留学アドバイザーの代表として活躍した。イベントの企画や情報発信を通して生の留学
情報を伝える学生留学アドバイザーは、後輩たちの強い味方となっている。

知らない世界へ飛び込んでください。そこへ足を踏み
入れるまで想像すらできなかったような人やモノに出
会い、自分を人間的に成長させてくれます。例えば図
書館に行くだけでも OK。たくさんの新しい発見があり
ますよ。
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マスコミ
I n t e r v i ew

大学進学時も、放送学や新聞学のゼミ

を押され、子どもの頃から最も身近に読ん

西田真奈美さんは、ある企業から

があるという理由から早稲田の教育学部

でいた読売新聞社に再度トライ。みごとに

根 計に関心を持って基幹理工学
部に進学したという水野敦仁さん。大

っからの理系で、航空機の設

さん

010 年、教育学部の４年生だった

人たちと協力して進める仕事なので、

議論を重ねて解決策を提案するユ

知識や技術だけでなくコミュニケー

ニークなプロジェクトだ。

ションが大事だと日々感じています」

「理系の学生は、どうしても学部の

内定を受けながらも、あえて留年という道

を選択。在学中は、伊藤守教授のもとで

新聞記者になるという夢を実現したのだ。

を選んだ。それは、高校時代から抱いて

報道のあり方やドキュメンタリー番組の分

「何でもやってみる」を軸に、これらの

学院でさらに研究を深めた後、ものづ

課題を設定し、解決に向けてチー

中に閉じこもりがちなので、もっと広

きた “ 報道に関わる仕事に就きたい ”とい

析を学んだ。

活動以外にもインターFM出演や河合塾

くりの流れの上流工程に位置し、幅広

ムで協力して取り組んでいく。その姿

い世界を見て、視野を広げたいと思っ

う夢を叶えるため、もう一度チャレンジし
ようと決めたからだ。

「“ 伝える ” 仕事に就きたい、という気持

での記事執筆など多くのアルバイトを経

い分野の製品開発に関われる素材の

勢は、学生時代の研究室での経験に

て参加しました。学部も学年もさまざ

ちが固まったのは、新入生応援プロジェク

験し、多忙な学生生活を送った西田さん

魅力に惹かれて、鉄鋼メーカーの JFE

も共通していると感じるという。加えて、

まの仲間と議論するなかで、
『こんな

スチールに就職を決めた。

「本当に参加してよかったと思う」と水

視点や考え方もあるのか』と気づかさ

「最初のきっかけは、高校生の時に読売

ト『こうはいナビ』での取り組みと、早稲

いわく、記者に必要な資質は好奇心と幅

新聞の若者向け投稿欄に送った投書が採

田祭運営スタッフの活動に関わった経験

広い興味とのこと。高校野球から地元の

「今の担当は、精錬設備の保全・

用されたこと。自分の書いたものが活字に

からでした。プロジェクトやイベントには

お祭、事件や事故まで、さまざま現場を

更新に際しての電気部門仕様設計。

のときに力を注いだプロフェッショナ

その経験は、今に確実につながっ

なって全国紙に載り、その記事を読んでく

必ずコンセプトがあり、それを伝えること

取材している。毎日違う人と出会えるこ

技術職は『１人で黙々と研究』する

ルズ・ワークショップ。企業などが実

ている。卒業後、異分野に進んだ仲

野さんが振り返るのが、学部３年生

れることがたくさんありました」

れたどこかの誰かに影響を及ぼすかもし

ができたときに、感動や達成感が生まれ

の記者の仕事に、大きな充実感を感じ

イメージでしたが、実際にはプラント

際に抱える問題に対し、学生とプロ

間たちとの交流も続いており、常に刺

れないと考えると、とてもうれしかった」

ることを知りました」
。伊藤教授にも背中

ていると話してくれた。

業者や電気設備業者など、さまざまな

フェッショナルズ（企業人）が共同で

激を得られる大切な時間だという。

後輩へのエール
西田さんが活用した早稲田の成長の場所

こうはいナビ（早稲田ポータルオフィス）
西田さんが学生チューター制度の立ち上げなどに関わった「こうはいナビ」は、現役学生を中心
に新入生の学生生活をサポートする大学の公式プロジェクト。先輩たちが自らの実体験をもとに新
入生をサポートする活動は、新入生が抱えるさまざまな不安や悩みの解消に役立っている。
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2011年 基幹理工学部卒業
2013年 基幹理工学研究科修了
JFEスチール株式会社

水野敦仁

さん

学部の枠から踏み出したら
視野が大きく広がりました︒

2011年 教育学部卒業
読売新聞東京本社 記者

西田真奈美

〝伝える〟
ことへの情熱が
今の仕事へと続く原動力です︒

２

メーカー

早稲田で描い た私の未来図

就職活動や卒業後の進路など、現実的な問題に直面
していない１・２年生こそ、サークル活動やアルバイト
などに思い切り力を注げる時期です。やりたいと思っ
たことを突きつめてみてください。チャレンジすること
が将来への展望につながると思います。

後輩へのエール
水野さんが活用した早稲田の成長の場所

プロフェッショナルズ・ワークショップ（早稲田ポータルオフィス）
水野さんが取り組んだテーマは「地域の活性化」
。フィールドワークで現地を視察し、
グループワー
クを重ねて練り上げた「都会の子ども向けの地方留学プログラム」を提案した。その他にも、
教育から商品企画まで、社会のリアルな問題に挑戦できる多彩なテーマが用意されている。

特に理系の学生は、学部や研究科の枠にとらわれが
ち。勉強以外も含め、色々なことに積極的にチャレン
ジしてほしいです。僕自身も天文サークルや鳥人間コ
ンテストなどに参加し、寝る間も惜しんで活動してい
ましたよ（笑）
。
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外資系企業
I n t e r v i ew

山口千晶

2013年 文学部卒業
荒川区 職員

行政の現場に出向くことで
将来がイメージできました︒

さん

さん

2011年 国際教養学部卒業
LVJグループ株式会社 ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー

金 ボミ

自分の想いを伝えることで
チャンスが広がります︒

「古 で多国籍な仲間とともに学びた

公務員

早稲田で描い た私の未来図

ムの授業で、金さんはその後の学生生

し、日本での学びを発展させた。
「一

施設管理業務とコミュニティ再生の拠

つひとつの出会いから多くのことを吸収

昨 環境課で働きはじめた山口千

興支援にあたる公務員の姿を見聞き

活を豊かにする出会いに恵まれた。講

し、非常時でも多くの人の力になるこ

点運営に携わり、行政と住民の強い

いと考え、早稲田を選びました」と金

師として招かれたジャーナリストと話す

し、自分の想いを明確に伝えることで

晶さん。入区１年目から地域をまきこ

とができる職業があるのだと知り、
『こ

つながりを肌で感じた。そうして３年

ボミさんは振り返る。韓国で生まれ、

うちに、その語学力を買われ、外国人

チャンスが広がったと思います」
。

んだイベントの企画運営を任されてい

うありたい』と思いました」
。
「人を笑

生が終わる頃には目指す進路を公務

ニュージーランドでの中学・高校生活

向け観光情報誌の編集チームに加わる

る。
「夏に実施した打ち水イベントには

顔にしたい」という想いに「緊急時は

員一本に絞っていた。

来の文化が息づく日本という国

大学時代に磨かれたインプットとアウ

年４月から荒川区の職員として

を経て来日。期待を胸に早稲田の門を

ことになったのだ。海外経験を生かし

トプットの力は、現在の職場であり、

300人 近い子どもたちが集まってくれ

仕事として人助けに携わりたい」とい

「振り返るとさまざまなことが今につ

くぐった彼女は、持ち前の積極性を発

た独自の視点で、日本の魅力やトレン

世界のファッションシーンを牽引するル

て。参加者の笑顔を見たときの達成

う軸が加わり、将来の輪郭が見えてき

ながっています。アルバイトでは幅広

揮してさまざまなことにチャレンジした。

感は今でも忘れません」
。

たという。

ドを発信しながら人脈を広げ、気づけ

イ・ヴィトンの現場でも生かされている。

「国際教養学部は学びの幅がとても広

ばテレビ局でリポーターとしても活躍す

「小売業の仕事では特にコミュニケー

山口さんが公務員を目指したきっか

く、さらに全学オープン科目なども活用

るようになった。充実した学生生活の

ション力が求められます。大学時代の

けは学生時代のアルバイトだ。飲食

がモットーの山口さんは、キャリアセ

方向でつくる地域のあり方を具体的に

して、映画や美術、歴史学など興味の

なかで社会経験を積みながら、２年生

多くの挑戦が私の『引き出し』を増やし、

店での接客を通して人に喜んでもらう

ンターが提供するインターンシップ「公

イメージすることができました」
。毎日

ある授業は何でも受講しました」
。

の秋からはオーストラリア国立大学へ

今、お客様やスタッフとの対話や相互

ことのやりがいに気づきはじめた頃、

認プログラム・行政コース」に早速エ

がとても充実している、と語る彼女を

留学。現地でも映画などの授業を履修

理解を深めてくれています」

東日本大震災が起こる。
「被災地で復

ントリー。受入先となった港区では、

学生時代の多くの経験が支えている。

１年生のときに履修したジャーナリズ

後輩へのエール
金さんが活用した早稲田の成長の場所

学生寮（レジデンスセンター）
大学時代は学生寮で暮らしていた金さん。来日して間もない頃は同じ寮に住む日本人学生と
の日常会話で日本語力を上達させたそうだ。早稲田には直営・提携合わせて多様なタイプの
学生寮があり、なかでも国際学生寮は、異文化交流の格好の場となっている。
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いかにたくさんのことを経験できるか、常に考えて貪
欲に行動してほしいです。特に留学生は、日本人学
生と自分たちを線引きして遠慮しがちですが、日本で
学んでいるからこそ広がるチャンスを積極的につかん
でください。

い年齢層の人と対話する力が身につ

何事も「自分の目で確かめること」

きましたし、インターンシップでは双

後輩へのエール
山口さんが活用した早稲田の成長の場所

インターンシッププログラム（キャリアセンター）
仕事について考え、自分の将来をイメージするにはインターンシップがおすすめ。山口さんが
参加した大学公認プログラムは、個人ではエントリーが難しい業種での就業体験が可能だ。
その他にも、多くの企業・自治体・団体と提携した多種多様なプログラムが提供されている。

少しでも気になったことには躊躇せず飛び込んでみて
ください。物事が起こっている現場に足を運び、自分
の目で確かめる行動に対して、後悔することはないと
思います。そうしているうちに、自分が本当に好きな
ものや進みたい道が見えてくるはずです。
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ディンバラ。英語もわからず不安だら

ンティアと、全力疾走の４年間を過ご

するなど、相変わらず多忙な毎日だ。

「小 でした」。そう話す岸佳祐さん
学生の頃から夢は公認会計士

活は実に有意義なものだった。所属

早朝や授業後は国家試験に向けて受

学部の授業と合わせて特に活用した

験勉強に打ち込む日が続いた。その

が、選んだ学部は政治経済学部だっ

のが全学オープン科目。
「理論はもち

努力が実り、３年生の秋にみごと公認

けだった井上陽子さんが、現地の学校

した。
「一番大きかったのは、体育とい

「学生時代を全力で過ごしたからこ

た。
「公認会計士は多業種の企業と

ろん大切ですが、私は社会の実情に

会計士試験に合格し、現在の職場に

で友だちをつくる大きな手助けになっ

うものを色々な角度から見ることができ

そ、今も走り続けられるのかも。
『やら

関わるので世の中のことをよく理解し

興味が強く、全学オープン科目のな

入所。
「今になってようやく当時の授業

たのが、得意のスポーツだった。
「ス

たこと。体育は単なる技術指導ではな

ずに後悔したくない』という想いは変

なければいけません。政治経済学部

かでも企業とコラボした科目や起業

内容に納得できることも多々あります。

ポーツってすごい、と思いました。大

く、日常生活に必要な “ 活力 ” そのも

わりません。いつまでも生徒と一緒に

はまさに社会の核をなす分野につい

家が講師を務める科目など、実務に

将来に直接つながらないように思える

げさだけど、今度は自分がスポーツに

のを身につけられる本当に重要な教科

校庭を走り回れる教師でいたい」

て学べますし、履修の自由度も高い。

触れられる授業を中心に履修しまし

ことも、いつかつながるものですね」
。

恩返しがしたい、と考えるようになった

なんだとあらためて思いました」
。

時間のやりくりができるため大学の授

た。例えばカード会社の企業見学が

公認会計士として働きはじめた岸さ

業と並行して１年生から国家試験の

あったのですが、当時の私にとって

んの視線は世界へ。新たに取得した

予備校にも通いました」
。

は驚きの連続でした」
。

米国公認会計士の資格を携え、今年

んです」
。

今春、教師になって初めて指導した

生徒たちにも「体育の重要さ」を伝

体育の教師になって、スポーツの素

生徒たちが、無事卒業の日を迎えた。

えたい、そして健康に生涯を過ごせる

「先生のおかげで体育が好きになった

晴らしさを伝えたい。幼い頃に抱いた

力を身につけるきっかけを与えたい。

よ」
。ある生徒からもらったその言葉が

その夢に向かって、大学ではスポーツ

教師になってからも、恩師の紹介によ

宝物だ。

そう聞くと極めて多忙で余裕のない
日々を想像するが、岸さんの学生生

こうして、大学では自分の興味や関
心が強いことを積極的に学びながら、

後輩へのエール
井上さんが活用した早稲田の成長の場所

教員就職支援（教員就職指導室）
井上さんが教員採用試験の準備をはじめたのは、３年生の春休みとちょっと遅めだった。そ
れだけに、教員就職指導室が大きな支えになったという。
「短期間で集中的に指導してもらえ
たので助かりました。実技試験の準備では競技スポーツセンターにもお世話になりました」
。
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2008年 政治経済学部卒業
新日本有限責任監査法人 公認会計士

体育指導のボランティアを経験したり

さん

り研究会に出席したり、カンボジアで

岸 佳祐

教育学を専攻。勉強、部活動、アルバ
イト、そして地域の学童保育でのボラ

全学オープン科目を活用して
社会の実情に触れました︒

さん

2011年 スポーツ科学部卒業
町田市立鶴川第二中学校 教員

井上陽子

体育の魅力を伝えるために
全力疾走の毎日です︒

家 生のとき移り住んだ英国・エ
族の仕事の都合で、小学５年

公認会計士

早稲田で描い た私の未来図

学生の最大の強みは「自由な時間」があること。勉
強だけじゃなく、一生懸命やったことは必ず自分自身
の「引き出し」になって、将来の自分に厚みを加えて
くれるはずです。興味を持ったことは何でも積極的に
やってみてほしいですね。

からアメリカの地で力強い一歩を踏
み出した。

後輩へのエール
岸さんが活用した早稲田の成長の場所

稲門会（早稲田大学校友会）
早稲田の校友（卒業生）は約 59万人。その校友たちが集まる団体を稲門会と呼び、登録数
は 1,400団体を超える。岸さんは公認会計士稲門会に所属しており、資格取得を目指す学生
向けのキャリア相談会や総会、懇親会といったイベント運営にも取り組んでいる。

今の時代、グローバル化を無視することはできません。
将来どんな道に進むかわからない人も、学生時代から
世界を知る経験を積んでほしいと思います。留学はも
ちろん、国際感覚を学べる授業や異文化交流プログ
ラムなど、チャンスはたくさんあるはずですよ。
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児童福祉

早稲田で描い た私の未来図

さん

首長国連邦）を選んだのは、
「大学の

にもいくつか出席したが、
「やっぱり一

毎日現場へ足を運ぶうちに自然な姿を

番おもしろいと思えたのは馬だった」
。

加 が困難な子どもを保護し、生活

フィリピンのユニセフ事務所へ。そこで

サポートを受けられる学生のうちに、

「大切なこと」に気づいた。
「現地での

見せてくれるようになっていった。こうし

は幼い頃から身近な存在だったという

１人ではなかなか行きづらい場所にも

さまざまなチャレンジと体験を重ねた

の支援を行う施設。365日24 時間体制

私の仕事はデータ管理で、きれいなオ

た経験が重なり合い、現場への想いが

橋田宜長さん。同じ道を歩むことを意

行っておきたい」と考えたからだ。日

後だけに、もう迷いはなかった。現在

でサポートを行っている。

フィスでパソコンと向き合う毎日。数字

確かなものになったという。

識しつつも、
「最初からひとつに決め

本とは文化も宗教も社会システムも異

は岩手県遠野市で競走馬の育成に携

てしまわず、自らの可能性を考えてみ

なる世界に触れることで、
「現地に行

わりながら、難関である JRA（日本中

たい」と、高校卒業後はあえてまった

かないとわからないことがある」と痛

央競馬会）の調教師を目指している。

く違う進路を選んだ。

たのです」
。

父は騎手、父は調教師という

藤真理子さんの職場は家庭生活

幼い頃、バングラデシュに滞在した彼

から分析するマクロな視点は必要です

世界へ出たことで、国際支援に対す

女は経済的に困窮した途上国の現状か

が、若いうちにこそ、もっと現場に近い

る見方も変わっていた。
「グローバルと

ら目を離すことができなかった。子ども

ミクロな視点を身につけなければと思っ

聞くと日本以外の国を想像しがちです

感し、帰国後は「自分で世界地図が

「将来は語学力も生かして、世界中

ながらに「将来はユニセフで働きたい！」

「そこで、学生時代はとにかく色々な

描けるようになる」をテーマに、アフ

の競馬場で自分が育てた馬を走らせる

と心に誓って以来、夢に向かって一直

ことにチャレンジしました。学びたいこ

リカや南米、そして中東と世界各地を

のが夢」だという橋田さん。競馬界で

線。進学先選びにも迷いはなかった。

実は、加藤さんは学部時代にも同国へ

ましたね」
。国際性・普遍性を軸に選ん

ともたくさんあったので、全学オープン

旅して歩いた。

は異色と言えるキャリアを歩んできた

大学院では「途上国の保育政策」を

留学し、現地のNGO での支援を経験し

だ保育の道。
「まだ夢の途中」と話す加

からこそ、見えるものやできることがあ

テーマに研究を進め、日本ユニセフ協

ている。日本から来たヨソモノの自分に

藤さんの目は、ボーダーのない広い地

る。そう確信している。

会が主催する海外インターンシップで

初めは心を開かなかった子どもたちが、

球をとらえている。

科目もかなりの数を履修しましたね」
。

そして迎えた卒業のとき。一度は一

３年生からの留学先に UAE（アラブ

般企業への就職を考え、会社説明会

ボランティア関連科目（平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC））
全学オープン科目には、WAVOC 提供科目が充実しており、全学共通副専攻「社会貢献とボ
ランティア」として体系的に学ぶことも可能だ。
「やりたいことがあれば、道が開かれている
のが早稲田の魅力」と語る橋田さんも、こうした科目から刺激を受けたのだという。

将来の仕事を選ぶときのポイントは、ただおもしろい
と感じるだけではなくて、
「それを一生続けていけるか
どうか」が大切。気軽にチャレンジできるのが学生の
強みなので、まずはたくさん迷って、色々と試してみて
ください。

が、日本も世界の一部。途上国や海外

これは偶然の気づきではなかった。

後輩へのエール
橋田さんが活用した早稲田の成長の場所
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2011年 国際教養学部卒業
2013年 アジア太平洋研究科修了
児童相談所一時保護所

加藤真理子

世界の﹁現場﹂での実体験が
多くの気づきをくれました︒

さん

2012年 政治経済学部卒業
株式会社ＭＳ遠野

橋田宜長

自分の﹁原点﹂に立ち返り
積み重ねた経験を生かしたい︒

祖「競馬一家」に生まれ育ち、馬

といった意識がいつの間にか消えてい

後輩へのエール
加藤さんが活用した早稲田の成長の場所

異文化交流イベント／ ICC 学生スタッフリーダー（国際コミュニティセンター（ICC））
学部時代の留学帰国後から３年半、ICC の学生スタッフリーダーとして多くの異文化交流イベ
ントを企画してきた加藤さん。ICC が主催するイベントは年間 350 以上。
「さまざまな企画で
異文化理解を楽しむことができるので、気軽に参加してみてください」
。

なりたい自分を見つけるためにはまず世の中を知るこ
とが大切。知れば知るほど、自分がいかに何も知ら
ないかを教えられますが、それは学びの原動力になり
ます。貪欲に吸収して多様な視点を持つことで将来
の選択肢が広がりますよ。
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早稲田大学キャリアセンター
http://www.waseda.jp/career/

戸山キャンパス

喜久井町キャンパス

早稲田駅

キャンパスに広がる
成長の場所
Interview
早稲田で描いた私の未来図

戸山キャンパス 学生会館 3 階
［ T E L ］03-3203-4332
［ e - m a i l ］career@list.waseda.jp
［開室時間］平 日／ 9：00〜18：00

（相談受付 9：00〜17：00）

土曜日／ 9：00〜17：00

（相談受付 9：00〜16：00）
※授業休止期間中の開室時間は、
キャリアセンターホームページで確認してください。

早稲田大学

キ ャリ ア セ ン タ ー

