Sydney (U.S.A)
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Brief intro of the circles please

Boxing's a really relaxed circle, and even if you're a beginner
you learn a lot during the first session. It's like a less violent
version of Fight Club. And you wake up hella sore the next
day.
Photography's minimal commitment, and you get to use the
dark room which is cool. They also have sessions to teach
you how to take good photos which is good.
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Boxing: because it’s trendy and I want Gigi Hadid arms and
abs
Photography: so I can take good profile photos for my
friends, and because I wanted an excuse to buy a DSLR

Did

y

y'

ou go to an

'? A

shinkans

ww

nd ho

x

as that e

?

perience

I went to the aikido dinner and it was cool to meet new
people with free food, of course. But photography was more
international so I could understand what people were
saying.
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Most of the information was on paper so they should put
more info online because it’s 2016. It’s time.

Wish Times

みんなサークル
どこ選んだ？
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At first, I looked at the Student Guide from Waseda on how
to send emails to circles, and when I learned general
information on how to join them, I used Milestone as a
guide which was really useful because the circles were
divided by groups.
So I checked the meet up schedule/commitment and
whether the circle welcomes international students. Most
circles also have Twitter accounts, so you can also check
their previous activities and directly ask questions.
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advice for those still looking at circles

At first, I looked at the Student Guide from Waseda on how
to send emails to circles, and when I learned general
information on how to join them, I used Milestone as a
guide which was really useful because the circles were
divided by groups.
So I checked the meet up schedule/commitment and
whether the circle welcomes international students. Most
circles also have Twitter accounts, so you can also check
their previous activities and directly ask questions.

Le Ly (Vietnam)

何サークルに所属していますか？
ハディーゴルフ倶楽部（ゴルフサークル）

サークルの紹介を簡単にしてください。
メンバーは５０⼈います。週２回、西荻窪のゴルフ場を借
りて練習をしていて、⽉１回、千葉や埼⽟にゴルフしに⾏
きます。夏合宿·冬合宿も会って、ゴルフに関係なくイベ
ントも充実してます。

サークルに⼊ったきっかけ
⾼校からゴルフをしていて、⾸都圏の中でも１、２位を争
う強いサークルと聞き、付属⾼校の先輩からも紹介もあっ
て決めました！

新歓にはどのぐらい⾏った？
学⽣団体系のサークルの新歓など、４つほど⾏きました。
ただ飯など、お⾦がかからないとこにスケジュールに合わ
せて参加しました。

新歓の印象は？
新歓の雰囲気に圧倒されて、何もできなかった。先輩から
お客様待遇されて終わり、⼤学怖いなって思った。（笑）
もう⼀個学⽣団体系（国際交流の）サークル⼊っててたけ
ど、⼊った後飲みサーと判明···衝撃でした。

新⼊⽣に向けてサークル選びのアドバイス
⾃分の感性にビビッとくる先輩
がいるサークルがいいと
思います！

みんなサークル
どこ選んだ？

渡部優也 416D

サークル紹介をして下さい！
わせねこに所属しています。メンバーは毎⽇集まっている
けど、⾃分の好きな参加するスタイル。
早稲⽥キャンパスの中に何箇所か猫が集まる場所を回って
います。

⼤学に猫が集まる場所ってある？
６号館の裏や、16·17号館の間。１号館の前に猫がよく
集まります。２号館（南⾨付近）にもいます。

活動内容を教えてくだい。
猫に餌やりをした後、部室に戻ってその⽇の記録をしま
す。
どんな猫が来たか、来なかったか。何匹来たか。餌はいっ
ぱい⾷べたか。
参加したメンバーは誰かを記⼊してます。

どうやってサークルを⾒つけたか

隣の部屋の住民から紹介してもらい９⽉に⼊りました。猫
が好きなのと、メンバーが優しいから⼊りました。コミュ
ニケーションは⽇本語だけど、意外と国際的で、７か国
以上の⼈が参加しています。

サークル選びでのアドバイス

Gaan Chan 505C (Thailand)

好きなことができるサークルに⼊ったほうが良いですよ！

