Waseda University Intercultural Communication Center (ICC)

早稲田大学 ICC
外国人留学生向け
サークルガイド

W h at

are

“circles”?
サークルとは？
日本の大学では、学術・文化・芸術・スポーツなどの同好

At universities in Japan, groups that perform extracurricular activities in areas such as academics, culture,
art, and sports are called circles (sākuru). Among
Japanese universities, Waseda’s circle scene is
extremely vibrant and allows you many opportunities
to try new things and make friends with your fellow
students. Circles can broadly be divided into two
types, those that are officially registered with the
university and those that are not. Currently, there are
about 550 official circles at Waseda, and many more
unofficial circles too!

者が集まって課外活動を行うグループを「サークル」と
呼びます。日本の大学のなかでも、早稲田大学のサーク
ル活動は特に活発で、仲間とともにさまざまなことに挑
戦できるチャンスが多く、その環境も整っています。早
稲田大学のサークルは、公認サークルと公認でない
サークルに大別されます。現在、公認サークルは約550
団体あり、公認でないサークルも多数存在しています。

What’s the difference between a “circle” and a “club”?
サークルと部活の違いは？
早稲田大学には「体育各部」または「体育会」と呼ばれ

In addition to student-organized circles, Waseda
University also has official Varsity Sports Clubs
(bukatsu). These are sporting associations that are
recognized by the university and fall under the
jurisdiction of the Athletic Center. Students in these
clubs are often pursuing a professional career in
sports and so the level of commitment required for
practice and matches is considerably higher than that
of circles.

る部活動があります。これらは早稲田大学競技スポー
ツセンターが所管し、大学が公認している運動部のこ
とです。ここに所属する学生のなかには、将来プロのス
ポーツ選手を目指している人たちもいます。一般的に、
サークル以上に練習や試合などへのコミットメントが求
められます。

Finding a CIRCLE

どうやって探すの？

1

Access

here!

Student Affairs Division Website

学生部ウェブサイト
（www.waseda.jp/student/）
で最新版の公認

You can view a list of all current registered circles on the Student
Affairs Division’s website:（www.waseda.jp/student/index_e.html）.
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早稲田大学学生部ウェブサイト

サークル一覧を見ることができます。

Circle’s Websites & Social Media

各サークルウェブサイト&SNS

自身の活動を紹介するウェブサイトやFacebook、Twitter等のSNSを

After finding a circle on the official list, try looking it up on the
internet. Many of the circles have their own websites and social
media pages such as Facebook and Twitter, so this is the best
way to get their contact information and also see what kinds of
activities they offer.

持っているサークルも多いので、上記リストで興味のあるサークルが
見つかったら、
そのサークル名を入れてウェブ検索し、連絡先などさら
に詳しい情報を入手しましょう。
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Circle Recruitment Week

新入生勧誘期間
毎年4月
（と一部9月）
の学期始めに各サークルが新入生を勧誘す

Every year in April (and on a smaller scale, in September) at the start
of the term, circles actively recruit members on campus, particularly
at the Waseda Campus. You’ll find booths from many different circles
so take this opportunity to chat with them about their activities.
ICC holds the "ICC Circle Meet Up" to introduce circles at Waseda to
international students in September. You could find a circle that
interests you after hearing about their activities and watching some
great performances by the circle members.
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Waseda-sai

る期間があり、主に早稲田キャンパスでたくさんのサークルが至る
ところにブースを設置しています。自分で興味のあるブースを回っ
て話を聞きましょう。
ICCでは9月に留学生向けのサークル紹介イベント
「ICCサーク
ル・フェア」
を実施しています。活動内容やパフォーマンスを見て自
分にぴったりのサークルを見つける絶好のチャンスです。

早稲田祭

This student-organized festival , held annually in
early November, draws over 150,000 people
over 2 days and is the largest of its kind in Japan.
Featuring hundreds of circles and countless
shows, performances, and exhibitions, it’s a
great chance to see firsthand the kind of
activities circles are involved in.

毎年11月初旬に、学生が主体となって
運営する文化祭。サークがブースを出し
たり、日ごろの成果を発表をしたりする
場なので、展示や発表会で活動を見学
できます。2日間でのべ15万人が来場す
る、国内有数の大規模イベントです。

Making Contact

どうやって連絡するの？

1

Email & Social Media

メール & SNS
たとえ日本語会話に自信がなくても、返事をゆっくり読めるので安心。

Written correspondence is great if you’re new to speaking
Japanese. To increase your chance of receiving a reply, make
sure that you send a polite, appropriate message. If you would
like to request correspondence in English, say so here.
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Telephone

確実に返事をもらえるよう、相手の立場にたった丁寧なメールを送りま
しょう。
日本語が苦手な場合は、
自分の状況や希望も書いておくとよい
でしょう。

電話連絡
直接会話しながらその場で見学日時を決めることができるなど、
タイム

If you’re comfortable with speaking Japanese, you may wish to
contact your club by phone. You might even be able to work out
a time and place to meet straight away. Timing is crucial. Aim to
call during lunch break or between classes.

AttenTion!

ラグなしにすばやく行動できるでしょう。電話をかける時間は、昼休み
や授業の合間などがベスト。

注意
学生団体発行の情報誌に掲載されているサークルのなかには、公

Not all circles listed in student-produced publications
are officially registered with the University. Sometimes
circles may falsely claim to be registered. Be aware of
circles conducting bogus activities and those connected
to cults or fraudulent organizations. Make sure that
you thoroughly check up on the circle that interests you
before joining. It’s also important to be cautious when
providing your personal information. You can confirm
if your circle is officially registered with the university
by checking the Student Affairs Division’s website.

認サークルと公認ではないサークルが混在しています。公認サーク
ル以外のサークルのなかには、事実に反して「大学公認サークル」
と語るものもあります。なかには宣伝内容と実際の活動が異なる
サークルや、宗教団体や詐欺団体とつながっているものもあるの
で、
トラブルに巻き込まれないために、
そのサークルの活動内容を
しっかり見極めましょう。
どのタイミングで連絡先など自分の個人情
報を開示するかの判断も重要です。公認サークルかどうかは、学生
部のウェブサイトで確認できます。
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サークルお役立ち情報

Useful Information

1

Membership Fees

会費について
メンバーになると、
たいていのサークルでは入会費や年会費を払うこと

The majority of circles have a joining fee or a yearly membership
fee. Officially registered circles receive some financial support
from the university, but in general it’s the membership fees that
pay for a circle’s activities. So check what fees are necessary in
advance and support your circle by paying your dues.
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になります。一定の基準を満たした公認サークルには、大学から課外
活動補助金が交付されますが、
メンバーが支払う会費が活動費になっ
ている場合がほとんどです。自分が入りたいと思っているサークルの会
費については必ず事前に調べ、加入したら、
メンバーのひとりとして責
任を持って支払いましょう。

Commitment

コミットメントについて
毎週何曜日の何時から活動しているか、
その活動にどの程度の頻度

Before joining a circle it’s important to check what day and time
they meet each week as well as how often you are expected to
come. Many circles may be practicing for games or rehearsing for
performances so be sure you know the level of commitment
required before signing up.

で参加しなければいけないかは、各サークルによって異なります。毎回
の練習を重ねて試合に出たり、練習の成果をステージで発表したりす
るサークルも多いので、
自分がどの程度活動にコミットできるか、
しなけ
ればならないかは、加入前によく確認しましょう。

Useful Words

サークル用語集

sempai

先輩

senior member

年齢や学年が上のメンバー

kōhai

後輩

junior member

年齢や学年が下のメンバー

kanjichō

幹事長

club leader

サークルのリーダー

nomikai

飲み会

drinking party

食事をしたりお酒を飲んだりしながら、親睦を深める会

shinkan

新勧

Circle Recruitment Week（see page 2） 新入生勧誘期間
（P.2 参照）
の略称

gasshuku

合宿

club retreats / training camps

泊りがけで行うサークル活動

sōkeisen

早慶戦

Waseda vs. Keio sports games

早稲田と慶應の大学対抗戦

miseinen

未成年

a minor (under 20yrs)

20歳未満の人

Gakusei-kaikan

学生会館

Student Union Building

戸山キャンパス30号館、サークル活動の拠点

Waseda-sai

早稲田祭

Waseda-sai
（see page2）

毎年11月初めに開催される大学の学園祭
（P.2 参照）

Japanese Language Issues / The Language Barrier

～日本語が苦手なあなたへ～

International students with limited Japanese language skills may ﬁnd it diﬃcult to join clubs or circles. Some groups that specialize in international exchange may use both English and Japanese at events and meetings, but in reality the majority use only
Japanese on a day to day basis. You can of course ask other members around you to translate certain things, unfortunately
though not every circle will have English speaking students. But don’
t let this discourage you from trying! Many circles are
happy to include international students in their activities and will do their best to help you along the way. Just remember to
speak slowly and clearly (whether in English or simple Japanese), make friends with an English speaking member and of course
make the most out of your time here and learn some Japanese!
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International Students’ Circle Activities:
Facts & Figures 数字に見る留学生のサークル活動実態

1

International
students
6,000

The number of
international students
at Waseda is
growing fast!

5,500

留学生急増中！
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2

NO

5,783

5,066

3,972

3,500

5,413

Year

Percentage of international
students who want to join circles
サークルに入りたい留学生の割合
Source:“Survey of international students’attitudes towards
circles”
（213 students surveyed, May-July 2015）
出典：
「サークルに関する外国人留学生の意識調査」
（対象：213名、2015年5月～7月実施）
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International
Student Members

Circle member distribution

3%

サークル内の留学生割合

Source:“Survey of the number of international students
enrolled in circles”
（76 circles surveyed, July 2015）
出典：
「サークルにおける外国人留学生の在籍状況調査」
（対象：76サークル、2015年7月実施）

Japanese
Student
Members

International student members make up about 11% of
Waseda’
s 52,000 students. While the number of international students who want to join circles is quite high, the
actual number who do join is relatively low.

ちなみに、留学生数は早大生総数
（約52,000人）
の約11%。サ
ークルに入ることを希望する留学生は多いものの、実際に入っ
ている人は少ないことがわかる。
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My experience with Waseda’s ukulele circle
インタビュー：早稲田のウクレレサークルで活動して

WASElele is a ukulele circle that has everyone from

早稲田大学ウクレレ研究会（以下ワセレレ）は、初心

beginners to experienced ukulele players. My time as

者から経験者まで幅広く誰もが参加できるウクレレ

a part of WASElele has created some of the best

サークルです。ワセレレでの活動は、私の日本での留学

memories I have had in Japan. At first, I did not plan to

生活で最高の思い出になりました。元々は、早稲田での

join a circle during my time at Waseda University. I

留学中にサークルに入る予定はありませんでした。な

thought that even if I tried to join one, it would not work

ぜなら、入ろうとしてもきっと言語の面で難しいのでは

because of the language barrier. But when I found out

ないかと思い込んでいたからです。でも、9月のサーク

about WASElele during the circle recruitment in

ル新歓でワセレレを知り、入ってみたいと思うようにな

September, I wanted to try and join it. I started playing

りました。日本に留学する数ヶ月前からウクレレを弾き

the ukulele a couple months before I came to Japan,

始めたので、ウクレレサークルに入ったら楽しいだろう

so I thought that joining a ukulele circle would be a lot

なと思ったからです。そんな経緯で入会したわけですが、

of fun. So, I did. And that decision was one of the best

今振り返ると、私の人生においてベストだといっても過

ones I have made in my life.

言ではないぐらい、よい決断をしたと思います。

Joining WASElele lead to making great friends, having

ワセレレに入ったことで、多くの素晴らしい友人ができ、

amazing experiences, and learning to play the ukulele
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better. One of the events that stands out the most

ウクレレもうまくなり、貴重な経験をすることができまし

during my time at WASElele is Waseda-sai. At

た。私が経験した最も大きなイベントは早稲田祭です。私

Waseda-sai, the circle had a classroom where we

たちは演奏を聴かせるだけでなく、来場者にウクレレの

taught people how to play the ukulele and performed

弾き方をレクチャーしました。会場となった教室をハワイ

for them. It was a lot of fun both decorating the

アンスタイルにデコレーションし、来場者に教え、交流す

classroom in a Hawaiian style and teaching others.

るのはとても楽しかったです。

During Waseda-sai, WASElele also participated in the

サークルに入る大きなメリットは、日本人学生の友達

parade that was held, featuring many of the circles at

を作れることです。留学生の場合、留学生活でも周りが

Waseda University. We sang and played the ukulele

同じ留学生や交換留学生だけになってしまうケースが

for nearly the whole parade, having a lot of fun.

少なくなく、日本人学生と知り合えたり、友達になる機

A big benefit to joining a circle is making friends with

会は意外に限られています。サークルに入ることは日本

Japanese students. As an international exchange

人学生と交流できる最適な手段の1つと言えるでしょう。

student, most of the time you are surrounded by other

私はワセレレで素晴らしい友達を作ることができました。

international and exchange students. So, you do not

彼らとの友情は交換留学が終わってからも続くと思って

have many opportunities to interact with Japanese

います。

students and become friends with them. Which is why
joining a circle is probably one of the best ways to
interact with Japanese students. The friends I have
made in WASElele are great and I know that these
friendships will last even after my student exchange is
over.

Jonathan Ryan
Wigderson

Exchange Student, School of Fundamental Science and Engineering
Circle: Waseda University ukulele circle "WASElele"
From: New York State, U.S.A.

ジョナサン・ライアン・
ウィッグデルソン

基幹理工学部 交換留学生
サークル：早稲田大学ウクレレ研究会
出身：アメリカ合衆国ニューヨーク州出身
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What’s

the ICC?
ICCとは？

Besides the activities initiated independently by student circles,
there are also numerous extra-curricular events organized by the
university. The Intercultural Communication Center (ICC) holds
many events in order to promote understanding and exchange
between students of various cultures and backgrounds. As it is
not a circle, there is no need to register as a member, and so you
can freely participate in events that fit your interests and
schedule. You can also even create your own events as a
supporter. There are over 52,000 students at Waseda University,
and the ICC provides a great chance to meet and interact with
many of them in a setting outside of a student circle.

WEB & Social Media
WEB

Mailing List

ウェブ

外活動イベントやプログラムも多数あります。ICC
（異文化交流
センター）
では、異文化理解と交流の促進を目的に、
日本の学
生と外国人留学生が交流するためのイベントを開催していま
す。サークルではないので、
メンバー登録をする必要はなく、自
分の興味やスケジュールに応じて好きなイベントに参加したり、
サポーターとしてイベントを創ったりすることができます。早稲田
大学に在籍する学生は、52,000人。サークル以外の場でもさま
ざまな人と出会い、
自分の世界を広げてみてください。

／ ウェブ ＆ SNS

BLOG

メールニュース

学生が自主的に行うサークル活動の他に、大学が主催する課

ブログ

Facebook

Twitter

Instagram

waseda.icc

waseda_icc

iccwaseda

フェイスブック

www.waseda.jp/inst/icc www.waseda.jp/inst/icc blog.waseda-icc.jp
www.waseda.jp/inst/icc/en www.waseda.jp/inst/icc/en

ツイッター

インスタグラム

Visit our website for all

Subscribe for daily detailed

Check out our staﬀ blog

Like us on Facebook and keep

Follow us on Twitter and get

The ICC also has an Instagram

ICC related news and

news and updates! Register

for fun behind the scenes

up to date with our upcoming

updates of our daily events

account! Follow us and

information!

on our website now!

info!

events

in English and Japanese

see our cool event pix!

ICCに関するすべてのニュー

ICCメールニュースに登録すれ

ICCスタッフブログにはイベン

フェイスブックで「いいね！」を

ツイッターでICCをフォローし

インスタグラムで I C Cをフォ

スやイベント情報はICCウェブ

ばイベント情報を見逃しません！ ト企画の舞台裏ストーリーも！

し て 新 し い イ ベ ント 情 報 を

て毎日のイベント情報をゲット！

ローしよう！ 自分が参加したイ

サイトで確認！

登録はウェブサイトから！

チェック！

ベントの写真も見れるかも。

Contact／お問合せ

Opening Hours／開室時間

Intercultural Communication Center

During Term

(1st Floor, Bldg. 3, Waseda Campus)

ICC（異文化交流センター）
（早稲田キャンパス3号館1階）

Mon ‒ Fri 10:00am ‒ 6:00pm
Sat
10:00am ‒ 5:00pm

授業実施期間 月曜～金曜 10:00～18:00
土曜
10:00～17:00

During Term Breaks
Mon ‒ Fri 10:00am ‒ 5:00pm
Sat
Closed

授業休止期間 月曜～金曜 10:00～17:00
土曜
閉室

TEL: 03-5286-3990
E-mail: icc@list.waseda.jp

If you joined a circle or club after using this guide then please email us and let us know!
We'd love to hear about your experiences!
本サークルガイドを利用して、実際にサークルに入ることができたという方は、ぜひICCにメールにてご連絡ください。みなさんの体験談をお待ちしています！

