2020 年 4 月 30 日
学生の皆さん
早稲田大学キャリアセンター
【重要】早稲田大学における在宅研究・在宅勤務・校内立入禁止期間の再延長に伴う
キャリアセンターの業務縮小期間の再延長について
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大が続いています。早稲田大学では、
「早稲田大
学における教職員の在宅研究・在宅勤務およびキャンパス立入禁止期間の再延長について
（5 月 20 日まで）」
（2020 年 4 月 30 日）のとおり、在宅研究・在宅勤務ならびに校内立入
禁止の期間を、5 月 6 日（水）までとしていたところを 5 月 20 日（水）まで延長すること
を決定いたしました。
キャリアセンターでは、学生の皆さんと教職員関係者の健康と生命を守ることを最優先に
考え、また情報セキュリティや個人情報の取り扱いにも鑑み、在宅勤務期間中は取扱業務
を縮小し運営してまいりました。今回の本学の決定を受け、キャリアセンターでもその
期間を再延長いたします（取扱業務は一部拡大しております）
。皆さんご理解のほどどうぞ
よろしくお願いいたします。
なお、今後の社会情勢に応じて、本措置の期間がさらに延長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、なかなか先が予測できず、不安な気持ちを抱えているかもしれません。
今期就活は長期戦になることが予想されますので、どうぞご自身の体調管理に十分に留意
してお過ごしください。
下記のとおり WEB 相談は継続実施いたしますので、不安や迷いがあれば、遠慮なくこの
機会をご利用ください。
記
１． 対象期間
2020 年 4 月 8 日（水）～2020 年 5 月 20 日（水）
（～2020 年 5 月 1 日（金）としていたところから期間再延長）
※土日・祝日は原則休業
２．キャリアセンター取扱業務（在宅勤務による対応となります）
① WEB 相談
→ セキュリティ保持のため対応できる相談員が限定されることによる相談枠の減に
ついてはご容赦ください。
→ 予約方法や予約開始時間について別途キャリアセンターＨＰ等で連絡いたします。
② 急を要する相談 → メールにて（Waseda メールで送信のこと）お問合せください。
③ キャリアイベントの実施、動画配信
→ WEB 上で実施しておりますので、キャリアセンターＨＰでご確認ください。
早稲田大学キャリアセンター
問合せ先：career@list.waseda.jp
業務時間：平日 9：00～17：15
以 上

April 30, 2020
[IMPORTANT] Closure Period Re-Extended: Career Center Services during the Waseda
University’s closure period
The novel coronavirus (COVID-19) continues to spread rapidly throughout Japan. In
order to prevent the potential transmission of the virus, Waseda University has decided
to close all of its campus until May 20 instead of May 6. No students, alumni, visitors,
and members of the general public will be allowed to enter any of the Waseda campuses
during this closure period. Furthermore, the career center has decided to limit our
services to the ones mentioned below with the consideration of students’ safety, health,
and well-being at the top of our utmost priority, as well as the protection of information
security and personal information. We kindly ask you for the understanding. This
measure may extend due to the COVID-19 impact and the society’s situation. Please
check the latest information on our website. For students undergoing job-hunting
activities, may feel anxious towards the current situation. This time the job-hunting
activities may be longer, so please take extra good care of yourself.
1. Closure period April 8 (Wed.) – May 20 (Wed.), 2020 *Period Re-extended
2. Services that we OFFER (offered via remote working)
i. Web individual consultations
-The consultation time slot is decreased due to the decrease of online career
counselors.
-The reservation method and new time slots will be announced on the career center
official website.
-Individual consultation in English will be web-based as well. There is no change for
reservation method and time slots. Please make a reservation via email with 3
preferred time slots.
ii. Urgent consultations (including the visa status change application)
-Please make an inquiry via email (send from your waseda email account).
iii. Online career events
-We are currently offering our career-related events on the web. Please find more
information on the career center official website.

Waseda University Career Center
Contact information: career@list.waseda.jp
Business hours: 9:00-17:15 weekdays (Closed on Saturdays and Sundays)

