
2020年 3月 27日 

学生の皆さん 

早稲田大学キャリアセンター 

 

【重要】新型コロナウィルス感染拡大防止に伴うキャリアセンターの業務について 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、東京都が今週末の外出自粛要請を出すなど、深刻度

が高まっています。そのため、3月 28日（土）～4月 12日（日）の期間、学生会館を閉館

いたしますが、キャリアセンターでの一部業務は継続しますので下記ご確認ください。 

 

なお、今後の社会情勢に応じて、全ての業務を停止する可能性もあります。最新の情報は

キャリアセンターＨＰでご確認いただくようお願いいたします。 

 

就活生の皆さんは不安な気持ちを抱えているところと思います。今期就活は長期戦になる

ことも予想されますので、どうぞご自身の体調管理に十分に留意して過ごしてください。

皆さんのご理解をお願いします。 

 

記 

 

（１）【学生会館 3階 キャリアセンター】にて継続する業務 

学生会館 2階正面玄関のインフォメーションに、学生証を提示し、用件を伝えてから 

キャリアセンターにお越しください。 

① 対面による個別相談（予約分のみ） 

  →予約済みの個別相談においても各自で不要不急と判断した場合は、事前に予約 

キャンセルを行ってください。 

② 外国人留学生の卒業・修了後のビザ在留資格変更に伴う推薦状の発行（平日のみ） 

 

（２）【ＷＥＢ、メール、電話】にて継続する業務 

① ＷＥＢ模擬面接（予約分のみ） 

② 緊急を要する相談 → メール（Waseda メールで送信のこと）か電話でお問合せ

ください。 

 

（３）停止する業務 

① キャリアセンター内図書の貸出し・返却 

  →現在借りている図書については、学生会館の閉館期間終了後、速やかに返却 

ください。 

② キャリアセンター内管理資料類（OB･OG名簿等）の閲覧 

  ③ C Space早稲田（早稲田キャンパス 6号館 1階南側）の利用 

  ④ その他のサービス 

 

 

早稲田大学キャリアセンター 

問合せ先： 03-3203-4332 career@list.waseda.jp 

  開室時間： 平日 9：00～18：00、土 9：00～17：00、日曜・祝日は閉室 

 

mailto:career@list.waseda.jp


＜参考情報＞ 

 

◆過去のキャリアセンター就活支援イベントや講座は Course N@viでの閲覧が可能です。 

 

◆「学内合説 WEB版」（21卒向け 314社の説明資料格納）の閲覧が可能です。 

 

◆OB・OG訪問については、キャリアセンターで閲覧できる名簿以外にも OB・OGを探す方法 

があります。 

→キャリアセンターホームページ OB・OG名簿 

 

◆図書については、以下の利用が可能です。 

→図書館 WEBサイトでの新聞・雑誌等の記事閲覧 

→中央図書館・各キャンパス図書館・学生読書室での閲覧・貸出 

 

 

以 上 

  

https://my.waseda.jp/notice/view/notice-view-detail?mode=3&selectConentLinkId=302503017&communityId=1&portalCommunityId=1
https://www.waseda.jp/inst/career/about/compass/
https://waseda-jp.libguides.com/imas
https://www.waseda.jp/library/services/calendar


March 27, 2020 

 

Limitation of Career Center Services due to COVID-19 Impact 

 

As you may be well aware from news such as the request made by the Tokyo Metropolitan 

Government on asking citizens to refrain from going outside this weekend for non-essential 

reasons, the situation with the coronavirus outbreak is becoming more severe day by day.  

 

In response, Waseda University has decided to close the Student Center (Bldg.30, Toyama 

campus) from March 28 to April 12, 2020, with the exception of the following career center 

services.  

 

Note that we may stop all of our services at any time when the situation changes. Please 

confirm the latest information on our website. 

 

We keenly understand that you may feel anxious towards the current situation. The job-hunting 

activities may get longer than the regular schedule, so please take good care of yourself and stay 

safe. We appreciate your kind understanding and cooperation in advance. 

 

1. Services that we continue to OFFER 

A. Individual consultation (only the reserved ones) 

Although we continue the service, please cancel your reservation in advance when you 

determine that your consultation is not urgent.  

B. Visa application for international students (weekdays only) 

 

If you want to use the services mentioned above, please come to the information counter (2F, 

student union bldg.) with your student ID card and tell the purpose of your visit. Then you can 

come to the career center. 

 

2. Online services that we continue to OFFER 

A. Web mock interviews (only the reserved ones) 

B. Urgent consultation (please make a phone call or send us a email by Waseda mail account) 

 

3. Services that we STOP 

A. Books rending/returning 

    Please return books you have been borrowing as soon as the student center opens. 

B. Reference of books/ OB・OG litstings 

C. Usage of C space (1F, Bldg.6, Waseda campus)  

D. Other services 

  



<References> 

・You may watch the videos of past career events via course n@vi. 

・Utilize the recruiting information: 

Japanese companies 

https://my.waseda.jp/notice/view/notice-view-detail?mode=3&selectConentLinkId=302503017&c

ommunityId=1&portalCommunityId=1 

 

  English companies  

https://my.waseda.jp/notice/view/notice-view-detail?mode=3&selectConentLinkId=3030625

30&communityId=1&portalCommunityId=1 

・For book reference, please utilize the following online services: 

  Library website            https://waseda-jp.libguides.com/imas 

Central library information   https://www.waseda.jp/library/services/calendar/ 

 

 

Waseda University Career Center 
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