2020 年 9 月 16 日
学生、卒業生、企業・団体の皆さま
早稲田大学キャリアセンター
【重要】9 月 25 日（秋学期授業開始日）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、それに伴い、現在、時間を短縮してキ
ャリアセンター事務所を学生の皆さん向けに開室しています。詳細は以下をご確認ください。
また、企業・団体の皆さまについては、感染リスク低減のため引き続き来室をお控えくださいます
ようお願い申し上げます。
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、ご協力の程よろしくお願い
いたします。

記
【共通】
引き続き、平日 11:00～15:00 において事務所を開室および電話の受付をいたします。
※セミナールーム前の資料閲覧スペース（ガラス扉より奥）は上記時間にあわせて一部開室します。
※月～金における大学暦上の「授業を行う休日」は開室します。また「臨時の休業日」は閉室しま
す。その他、長期休業期間は別途ホームページでお知らせします。
【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。※対面での個別相談は実施していません（来室しても個別相談は受けられません）
２．OB･OG 名簿、内定者名簿の閲覧
開室時間に事務所での閲覧が可能です。閲覧については 30 分以内とします。 OB･OG 名簿につい
て約 30 社を除き MyWaseda で閲覧できます。詳細はこちらをご確認ください。
（MyWaseda で
閲覧できる OB･OG 名簿については来室しても閲覧はできません)
３．キャリアセンター管理図書の貸出、返却、閲覧
開室時間に貸出、返却が可能です。閲覧はできませんが貸出不可のものについては 30 分以内の閲
覧ができます。
４．キャリアセンター管理資料、公務員試験の過去問の閲覧
開室時間に閲覧できます。閲覧については 30 分以内とします。
５．事務所内 PC、PC ルームの利用
利用できません。
６．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（Waseda アドレスから送信のこと）、または電話にてお問合せください。
７．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。

【卒業生の皆さん】
卒業生向けのサービスについてはこちらをご覧ください。ただし現在は上の【学生の皆さん】に準
じます。詳細はお問い合わせください。
◆学生会館への入館に関するお願い
入館にあたっては以下の事項を遵守してください。遵守されない・できない場合は入館をお断りす
る場合がありますのでご了承ください。
・自宅での検温を行った上で来館すること（37．5 度以上の場合は、来館はもちろん、外出を控え
ること）
・マスクを着用し、入館時に手指を消毒すること
・ソーシャルディスタンシングの徹底、
「3 つの密」を回避した行動をとること
その他詳細は、学生部の HP をご覧ください。

【企業・団体の皆さま】
１. ご面会について
ご来校はお控えください。引き続きオンラインでご面会を承っています。申請フォームよりお申
込みください。
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
業務時間：平日 9:00～17:15
開室時間：平日 11:00～15:00
問合せ先
メール：career@list.waseda.jp
電話：03-3203-4332（平日 11:00～15:00）
以 上

September 16, 2020
[IMPORTANT] Career Center Services from September 25
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), and Waseda University Career Center has decided to reopen its office with
shortened opening hours. 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.Opening hours of career center office
In addition to inquiries by email, the career center office will reopen its reception desk and start
accepting inquiries by phone.
Opening hours: 11:00 – 15:00 on weekdays
2. Services that we OFFER:
i. 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.
ii. Recommendation letter for changing visa status to designated visa
We offer this service ONLINE. See here for details.
iii. Book lendings and returnings
You may borrow/return book from the career center. You are allowed to stay in the office in 30
minutes.
iv. Urgent inquiries
Please make an inquiry via email (send from your waseda email account).
v. Online career events
We are currently offering our career-related events on the web. Please find more information on the
career center official website.
In order to come to the career center, please follow the rules mentioned here:
-Check if you have a fever of 37.5°C or higher, and when you have, do not come to the center.
-Visit the information center (2F, main gate of student union building) and check-in before coming
to the career center (make sure to bring your student ID card).
-Keep social distance
＊If you do not follow the above, you may be refused entering.
Waseda University Career Center
Contact information: career@list.waseda.jp
Business hours: 9:00-17:15 (closed on Saturdays and Sundays)

