
      10:30      11:00      11:30      12:00      12:30      13:00      13:30      14:00       14:30       15:00       15:30    16:00      16:30       17:00       

1階 
井深大 
記念ホール 

1階ロビー 
3階ロビー 

3階第1/2会議室 
4階共同研究室
【6・7】 

3階 
第3会議室 

ステージイベント・説明会 

個別相談ブース 
海外協定校・学生留学アドバイザー・学内機関 

個別相談ブース 
大使館/教育機関・語学検定機関 

留学センター・学内外機関・留学経験者 

プレゼンテーション・ミニイベント 
海外協定校・学内外機関 

プログラム 

   個別相談 

   ミニイベント＠３階 第３会議室 
 
 

 ●プレゼンテーション ※詳細スケジュールはP5を参照 

  海外協定校、各国大使館などによる各種ミニ説明会。予約不要、入退場自由です。 
 

 ●TOEFL iBT®TEST概要説明と留学準備講座の模擬授業 
 「留学までにもっと英語力を伸ばしたい！」そんな早大生向けの特別模擬講座を体験できるチャンス！ 
 

 ●成功する留学と就職活動のススメ  

  海外留学に行きたいけれど就職活動が不安・・・そんな方は是非こちらのイベントへ。 

詳細スケジュールは 
Ｐ5へ！ 

4月19日（金）スケジュール/概要 

1階 ●海外協定校 【アメリカ・オセアニア】 

 
●海外協定校 【ヨーロッパ・アジア・アフリカ】 
●各国大使館/教育機関・語学検定機関 
●留学経験早大生（学生留学アドバイザー）  
●トビタテ！留学JAPAN奨学金採択者OB・OG 
●学部/研究科事務所・キャリア関係・留学奨学金 
  留学に関連した学籍・単位認定・卒業・就職・奨学金等 

●留学全般（留学センター） 
  短期・中期・長期留学制度、要件等全般に関するご相談 
 

●短期・中期留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経験者・現地担当者 
●海外短期ｲﾝﾀｰﾝ&ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ・生協短期留学 

   個別相談 
●単位認定・卒業・就職・奨学金等 ＠1階ロビー  
 留学後の単位認定や卒業については学部・研究科事務所に確認を。就職や奨学金に関する相談ブースもあり。 

 
●早大留学経験者とのフリートーク ＠３階ロビー 
 留学プログラム経験者の学生留学アドバイザーに気軽にあれこれ聞いてみよう！ 
 

●各国大使館/教育機関・語学検定機関 ＠3階ロビー 
 留学先をどこにするか悩んでいる方、留学のために語学力を伸ばしたい方は是非お立ち寄りください。 
 

●海外協定校 ＠3階 第1・2会議室 
 協定大学の担当者に直接留学先のことについて直接質問、相談できる貴重な機会です。 
 

●留学全般（留学センター）＠4階共同研究室 
 保証人様および早稲田/戸山キャンパス以外の学生を対象とした留学センターの相談ブースです。 
 早稲田・戸山キャンパスの学生はフェア後に早稲田キャンパス22号館1階常設の相談カウンターをご利用ください。 

3階 

4階 

留学の「？」を「！」へ！直接“リアル”な留学情報を一気に収集！ 

 海外留学先大学からの担当による学校紹介や英語力の伸ばし方など、留学フェアならではの必聴イベント！ 

１ 

海外協定校ブースには 
『学生通訳スタッフ』 
がおりますので、是非 

お気軽にお声かけください！ 



ステージイベント＠1階井深大記念ホール 

12:15～13:00 早稲田での留学いろは 留学入門説明会   

       早稲田大学の留学プログラムの特徴や制度など全般的な留学についての 
       説明です。特に新入生にはおすすめです。留学経験のある学生と留学未 
       経験学生による対話イベントもおこなうので、留学すべきかどうか考え 
       る機会になること必至です！ 

14:00～14:20 地球の歩き方 海外インターンシップ型＆ 
     海外フィールドワーク in シンガポール/香港        

 T&E地球の歩き方と留学センターが共同開発した「海外インターンシップ
 型＆海外フィールドワーク」の具体的なプログラム内容を説明します。
 以前実施したプログラムの様子も写真を通してご紹介する予定です。 
 

16:00～16:30 学生留学アドバイザーによる留学体験談 
               ～未来への一歩を踏み出そう～          

 
       留学センターの留学プログラム経験学生が留学体験談を時に熱く、時に 
       笑いを交えて発表します。留学に興味はあるが何をしたらいいのか 
       分からない！など、留学に対して疑問・不安・迷いを抱えている方は 
       是非いらして下さい！ 
 

13:20～13:50 語学スコアがなくても大丈夫！ 
              短期・中期プログラム説明会 
       夏休みの語学留学、フィールドワーク、インターンシップ型プログラム、 
       1セメスターの中期語学留学に行きたい方向けの説明会です。 
  多くのプログラムでは語学要件（TOEFL©等の語学参加条件）がなく、  
       気軽に申し込める留学プログラムです。 
 

在学中の留学を考えている学生必聴！期間や目的に応じて気になる説明会に参加してみよう！ 

２ 

14:40～15:40 長期留学プログラム募集要項説明会 
 
       主に来年2～3月からオセアニア、韓国、南米地域に1年間、この夏・秋から 
       1セメスターの留学がしたい方向けの出願に関する総合説明です。 
       その他、在学中に1年間の留学を考えている方も今後参考になる応募時の 
       注意点や利用できる奨学金に関する説明等情報満載ですので、長期留学を 
       少しでも考えている方は必見です！また、説明会では日中韓の三大学間合同
 プログラムである、「キャンパス・アジア」についてもご説明いたします。
 経験者の学生からのお話も聞くことができるので、必見です！ 



      10:30      11:00      11:30      12:00      12:30      13:00      13:30      14:00       14:30       15:00       15:30    16:00      16:30       17:00      17:30 

1階 
井深大 
記念ホール 

1階ロビー 
3階ロビー 

3階 
第１会議室 
第２会議室 

3階 
第3会議室 

ステージイベント・説明会 

個別相談ブース 
海外協定校・学生留学アドバイザー・学内機関 

個別相談ブース 
語学検定機関・学内外機関・留学センター・留学経験者 

プレゼンテーション・ミニイベント 
海外協定校・学内外機関 

プログラム 

   個別相談 

4月20日（土）スケジュール/概要 

詳細スケジュールは 
Ｐ5へ！ 

1階 

3階 

   ミニイベント＠３階 第３会議室 
 
 

 ●プレゼンテーション  ※詳細スケジュールはP5を参照 

  海外協定校、学外機関などによる各種ミニ説明会。予約不要、入退場自由です。 
 

 ●成功する留学と就職活動のススメ  

  留学に行きたいけれど就職活動が不安・・・そんな方必見です。 
 

 ● TOEFL iBT®TEST概要説明と留学準備講座の模擬授業 
 「留学までにもっと英語力を伸ばしたい！」そんな早大生向けの特別講座を体験できるチャンス！ 

留学の「？」を「！」へ！直接“リアル”な留学情報を一気に収集！ 

 海外留学先大学からの担当による学校紹介や留学とキャリアなど、留学フェアならではの必聴イベント！ 

３ 

●海外協定校 【アメリカ・オセアニア】 
 
●海外協定校 【ヨーロッパ・アジア・アフリカ】 
●留学経験早大生（学生留学アドバイザー）  
●トビタテ！留学JAPAN奨学金採択者OB・OG 
●学部/研究科事務所・キャリア関係・留学奨学金 
  留学に関連した学籍・単位認定・卒業・就職・奨学金等 

●留学全般（留学センター） 
  短期・中期・長期留学制度、要件等全般に関するご相談 
 

●語学検定機関・海外短期ｲﾝﾀｰﾝ&ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ・生協短期留学 
●短期・中期留学プログラム経験者・現地担当者 

海外協定校ブースには 
『学生通訳スタッフ』 
がおりますので、是非 

お気軽にお声かけください！ 



ステージイベント＠1階井深大記念ホール 

10:45～11:30 早稲田での留学いろは 留学入門説明会   

       早稲田大学の留学プログラムの特徴や制度など全般的な留学についての説明 
       です。特に新入生にはおすすめです。留学経験のある学生と留学未経験学生 
       による対話イベントもおこなうので、留学すべきかどうか考える機会になる 
       こと必至です！ 

12:50～13:10 地球の歩き方 海外インターンシップ型＆ 
     海外フィールドワーク in シンガポール/香港 
 T&E地球の歩き方と留学センターが共同開発した「海外インターンシップ

 型＆海外フィールドワーク」の具体的なプログラム内容を説明します。
 以前実施したプログラムの様子も写真を通してご紹介する予定です。 
        

12:10～12:40 語学スコアがなくても大丈夫！ 
                短期・中期プログラム説明会 
 
       夏休みの語学留学、フィールドワーク、インターンシップ型プログラム、 
       1セメスターの中期語学留学に行きたい方向けの説明会です。 
  多くのプログラムでは語学要件（TOEFL©等の語学参加条件）がなく、  
       気軽に申し込める留学プログラムです。 

在学中の留学を考えている学生必聴！期間や目的に応じて興味のある説明会に参加してみよう！ 

４ 

15:40～16:40 ベネッセコーポレーションによる「留学活用法」セミナー ＆ 

      トビタテ！留学JAPAN奨学金採択者による体験談 
 「どうして留学する必要があるのか？」「留学をどうやってキャリアに 
  活かしたらいいのか？」といった事柄について 
  ベネッセコーポレーションの方よりお話いただきます。    
        またトビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム奨学金を利用して  
  海外留学した早大生もトビタテ！や留学の活用法について話します。 

13:30～14:30 長期留学プログラム募集要項説明会 
 主に来年2～3月からオセアニア、韓国、南米地域に1年間、この夏・秋から1セメスターの留学が 
したい方向けの出願に関する総合説明です。その他、在学中に1年間の留学を考えている方も今後参考
になる応募時の注意点や利用できる奨学金に関する説明等情報満載ですので、長期留学を少しでも考え
ている方は必見です！また、説明会では日中韓の三大学間合同プログラムである、「キャンパス・アジ
ア」についてもご説明いたします。経験者の学生からのお話も聞くことができるので、必見です！ 
 

14:50～15:20 学生留学アドバイザーによる留学体験談 
               ～未来への一歩を踏み出そう～         

       留学センターの留学プログラム経験学生が留学体験談を時に熱く、時に 
       笑いを交えて発表します。留学に興味はあるが何をしたらいいのか 
       分からない！など、留学に対して疑問・不安・迷いを抱えている方は 
       是非いらして下さい！ 



留学相談は 

●WASEDA GLOBAL GATE● 
早稲田キャンパス22号館1階 
利用時間    ：10:00 - 17:00 
手続き・相談：12:00 - 17:00 

         (月～金曜日 ※祝祭日、大学の休業日除く） 

Facebook 

Twitter 

CIE WEB 
page 

●留学センター● 
03-3208-9602 

out-cie@list.waseda.jp 
https://www.waseda.jp/inst/cie/ 

Twitter: @waseda_cie 
Facebook : 早稲田大学留学センター 

■所沢キャンパス留学相談会 
【説明会・学生留学ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｲﾍﾞﾝﾄ・相談会】 
所沢キャンパスで出張説明会＆相談会！留学経験者とも話せます。 

4月23日(火) 10:00～16:00＠所沢キャンパス生協カフェテリア他 
                        

■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌｪﾛｰｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（GLFP）説明会 
アメリカ名門大学に留学し更に学びを深めたい学生向けのプログラムです。 

4月23日(火)18:15～19:00 /  4月24日(水)12:20～12:55 
                        

■夏季短期留学 応募方法説明会＠早稲田キャンパス国際会議場 
 短期留学プログラムの応募方法を説明します。 

4月25日(木)12:15～13:15 /16:30～17:30 
 
■世界とつながる写真展 By 学生アドバイザー 
 留学準備から現地での暮らしなどについて、先輩の写真を通して見てみよう！ 

5月7日(火)～5月10日(金)12:15～16:30  
 
■「留学」×「海外未経験」セミナー＠22号館201教室 
 海外ビギナーの学生向けの留学説明会です。 

6月20日(木)17:00～20:00(仮)(予約不要、入退場自由) 
                

今後の留学イベント 

※場所明記のないイベントは、全て早稲田キャンパス22号館1階Waseda Global Gateで開催 


