
This is English translation of the GLFP Study Abroad Addendum in Japanese. Please
sign and submit the original Addendum in Japanese when you apply for a program(s).

Study Abroad Agreement

(Global Leadership Fellows Program Addendum)

To Professor Kate Elwood, Dean of the Center for International Education

I, as an applicant to and participant in Waseda University's study abroad program (Deadline: October, 2018);
Waseda Global Leadership Fellows Program (hereafter “GLFP”), fully understand and agree to the terms and
conditions as indicated in this addendum to the “Study Abroad Agreement.” I also agree not to lodge any
formal objection or protest in the case that I may lose the right to participate in the study abroad program or
support from Waseda University by failing to comply with these terms and conditions.

1. I agree to participate positively and spontaneously in all the GLFP related activities conducted by Waseda
University or other partner universities. I agree to participate not only in the activities of my own but also in
the activities to support my junior students and future study abroad students positively and spontaneously.

2. I understand the purpose of GLFP and agree to complete all the courses and curriculums required by the
program including the followings.
1) Before going abroad to study, (a)“Preparatory comparative cultures course
2) After finishing study abroad program, (a) “U.S.-Japan Zemi” (b) Global Leadership Fellows Forum
3) Participation in the orientation, field trip, and other activities set by the program.
4) Submission of various assignments given in the program.

*The curriculums are subject to change.
3. I understand that the acceptance to the university of my choice is not guaranteed and Waseda University has

the right to make the final decision.

＊This is an English translation of the Study Abroad Agreement in Japanese. Please sign and submit the

original Agreement in Japanese when you apply for a program(s).

応募プログラム（第１志望） Global Leadership Fellows Program

Study Abroad Program, 1st Choice GLFP



大 学 派 遣 留 学 プ ロ グ ラ ム 誓 約 書

（早稲田大学 グローバル・リーダーシップ・プログラム用 補遺）

早稲田大学留学センター所長 ケイト エルウッド 殿

私は、早稲田大学派遣留学プログラム（2018 年 10 月締切分）（以下、留学プログラムという。）に出願および

参加するにあたり、早稲田大学グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム（以下 GLFP）に出願お

よび参加する本人として、別紙「大学派遣留学プログラム誓約書」の補遺である本書に記載する次の事項を誓約

します。

誓約事項に反した場合は、早稲田大学派遣留学生の資格を取り消されたり、早稲田大学のサポートを受けられ

ないことになったりしても異議を申し立てません。

１早稲田大学（以下、本学という）および GLFP 参加米国協定大学が実施する GLFP にかかわる活動に積極的かつ

自発的にすべて参加すること。なお、自身が主となって参加する活動だけでなく、後輩学生や留学生をサポ

ートする活動にも積極的かつ自発的に参加すること。

２．参加するプログラムは Global Leadership Fellows Program（GLFP）であることを十分理解したうえで、GLFP

所定の全課程を修了すること。課程内容には、以下が含まれる。

１）派遣留学前の GLFP 派遣準備コースの履修

２）派遣留学後の日米共同ゼミおよび Global Leadership Fellows Forum の履修

３）プログラムで定めるオリエンテーション、フィールドトリップ、アクティビティなどへの参加

４）プログラムで定める各種課題等の提出

※カリキュラムについては今後、変更の可能性有り

３．派遣先米国大学の選定について、本学側に最終決定権限を委ねること。

年 月 日

学部・研究科 学籍番号

学生氏名 印

保証人は、上記に同意し、学生本人が上記誓約事項を遵守することを保証します。

年 月 日 保証人氏名 印

（保証人直筆のこと。印影は学生とは別個のものを使用してください。）


