2020 年 7 月 3 日
学生、企業・団体の皆さま
早稲田大学キャリアセンター
【重要】7 月 6 日以降のキャリアセンター業務について
7 月 2 日付通知「7 月 6 日からの事務所窓口の開室および学生のオンライン授業受講ス
ペースの限定開放について」に基づき、大学は段階的に制限を解除しております。
しかしながら、キャリアセンター事務所は、先にお知らせしております学生会館の臨時
閉館（春学期授業終了日の 8 月 1 日まで）に伴い、引き続き閉室しております。
当該期間は下記のとおり運用いたします。一部、機能が再開するものの、引き続き皆さ
まにご不便をおかけすることを大変心苦しく思いますが、ご理解の程よろしくお願いいた
します。
記
【共通】
平日 11:00～15:00 において、電話対応窓口を再開します。
【学生の皆さん】
１. 個別相談
引き続きオンラインで実施いたします。予約方法や予約開始時間についてはこちらを
ご確認ください。
２. OB･OG 名簿の閲覧
事務所での閲覧はできません。なお、MyWaseda「キャリアコンパス」からの検索方
法はこちらです。
３. キャリアセンター管理図書の貸出、返却
期間中の貸出、返却はできません。
４. 就職活動継続による在留資格変更手続き、その他、急を要する相談
メールにて（waseda アドレスから送信のこと）お問合せください。
５. 各種キャリアイベントについて
引き続き WEB 上で実施、提供しておりますので、キャリアセンターHP でご確認くださ
い。
【企業・団体の皆さま】
１. ご来訪
申請フォームよりお申込みください。
なお、引き続きオンラインでの運用となります。
２. 求人票・インターンシップ情報
ご提供につきましてはこちらをご確認ください。
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

July 3, 2020
[IMPORTANT] Career Center Services from July 6
Waseda University Career Center remains closed until August 1 (see Ongoing Request
for Suspension of Extracurricular and Student Club Activities Extended to August 1) , although Waseda

University has decided to open campus gradually (refer to Reopening of administrative
offices and availability of designated spaces on campus for students to take online classes
announced on July 2). This measure may be changed due to the COVID-19 impact and the
society’s situation. Please check the latest information on our website. Thank you very
much for your kind understanding and cooperation. From July 6, we will offer our services as
follows:
1. Closure period: Present – August 1 (tentative)
2. Services that we OFFER:
i. Office phone reopening

In addition to inquiries by email, we will start accepting inquiries by phone from
11:00-15:00 on weekdays.

ii. Web individual consultations
-Japanese consultations are offered ONLINE. Reservation guideline is here.
-English consultations are offered ONLINE as well. There is no change for reservation
method and time slots. Please make a reservation via email with 3 preferred time slots.
iii. Recommendation letter for changing visa status to designated visa
We offer this service ONLINE. See here for details.
iv. Urgent inquiries
Please make an inquiry via email (send from your waseda email account).
iv. 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)

