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皆さんが学生生活を通じて自分自身の成長を望むなら、どんなことでもできる可能性が早稲田大学
にはあります。それぞれが「成長の場所」を見つけて、ぜひアクションを起こしてください。

凡例　  場所  開館・開室時間（授業期間中）※    電話番号   Webサイト   メールアドレス
早  早稲田キャンパス 戸  戸山キャンパス 西  西早稲田キャンパス 所  所沢キャンパス
※ 2019 年 12月現在の情報です。詳細は各施設にお問い合わせください。

施設を使いたい 学生会館………………………………………………… P.154
早稲田アリーナ ………………………………………… P.156
図書館…………………………………………………… P.158
博物館・歴史館 ………………………………………… P.160
早稲田小劇場どらま館 ………………………………… P.162
早稲田ポータルオフィス ……………………………… P.164
レジデンスセンター …………………………………… P.173
スポーツ施設 …………………………………………… P.182

学びを深めたい グローバルエデュケーションセンター………………… P.163
ライティング・センター ……………………………… P.165
エクステンションセンター …………………………… P.167
ダイバーシティ推進室 ………………………………… P.174

社会と関わりたい インキュベーション部門 ……………………………… P.168
平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC） …… P.169
早稲田大学校友会……………………………………… P.183

世界を知りたい 留学センター …………………………………………… P.166
ICC（異文化交流センター） …………………………… P.178

相談したい キャリアセンター ……………………………………… P.170
奨学課…………………………………………………… P.172
GSセンター（ジェンダー・セクシュアリティセンター） P.176
障がい学生支援室 ……………………………………… P.177
ハラスメント防止室 …………………………………… P.179
保健センター …………………………………………… P.180

学生生活のルールとマナー ――――――――――――――――― P.184

学生生活を応援する制度 ―――――――――――――――――― P.195

その他の学内情報：
よくある質問、キャンパスマップ、大地震対応マニュアル、他 ― P.214

学生生活に役立つ情報
学内の組織・施設：さまざまな「成長の場所」 ―――――――――― P.154

全学オープン科目「体験の言語化」

「主体的に学び、行動する」学生へ
　科目「体験の言語化」は、「批評は得意で頭でっ
かち、行動はしない」受け身の学生が、「主体的に
学び、行動する」学生へと変わっていくことを目標
としている全学オープン科目です。社会で起きてい
る問題や、自分が体験したことから問題を発見し、
考え、そして行動する第一歩を応援しています。
　全クォーターに複数クラスあり、さまざまな教員
が担当するこの科目は、教員 1名につき学生 15
名の少人数クラスで授業が行われます。履修生は
「自分が心に引っ掛かった体験」を思い起こし、そ
の体験をあらためて捉え直す中で、自らの体験を単
なる個人的な経験ではなく、社会の課題に結び付け、
「自己を社会に文脈化する」思考プロセスを学びま
す。一人一人がクォーター 8回の授業を通じて、
最終的に5分間の「語り」にまとめていきます。

「体験の言語化」授業の様子

　「体験の言語化～世界と自分～」では、受講
生が実際に体験したときの気持ちに焦点を当て、
ある一場面を振り返ります。心揺すられた場面
でこそ、体験の中でも独自の感性が触れている
からです。授業では、気持ちに言葉を与え、な
ぜそういう気持ちを抱いたか、そのとき相手は
どういう気持ちだったのかを想像します。そして、
体験の背景にある社会の課題を発見していくの
です。
　こうした実践は、自分がこの社会の当事者で
あることを実感するプロセスでもあります。重要
なのは、どこかのメディアや教科書からの借り物

の言葉ではなく自分の言葉で体験を語る努力で
す。それによって自分にとっての体験の意味を
見つけ、そこからオリジナリティーのある社会の
課題につなげていくのです。自分の言葉で語る
ことにこだわるために、授業ではビジュアルの
ツールは一切使いません。誰かに自分の体験を
伝えるには、安易なテクニックやスタイルをまね
るだけでは十分ではありません。力のある自己
表現をするには、伝わる言葉を紡ぐ力を鍛えな
くてはならないのです。
　一人一人が、思考の流れが無理なく論理的に
伝わるためにはどうしたらよいかを徹底的に考
え、自分の言葉を探します。そのために、授業
も8回全てが15名の少人数の完全参加型で
話すこと、聴くことに毎回たくさんの時間を使い、
担当教員が一方的に何かを教えるのではなく、
受講生たちがお互いに学び合う場をつくっていま
す。
　「いろんな体験をしていろいろ考えたりするの
だけれど、うまく表現できなくてもどかしい」、「自
分のこの経験をもっと人に上手に伝えたい」。そ
んな思いを抱えている人には、きっと役立つ授
業です。

平山郁夫記念
ボランティアセンター
准教授

兵藤 智佳

［ 担当教員から ］
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30 号館
月～日 8:00～22:00

※ 気象状況悪化等に伴い、閉館措置を
行う場合があります。

03‒3203‒6585

http://www.waseda.jp/student/gakusei/

howtouse_kaikan

戸

  
 

　戸山キャンパスにある、東西二つの大き

な棟からなる学生会館。サークルの部室や

ラウンジ、会議スペースが充実し、いつも多

くの学生でにぎわっています。

　エントランスに入ると広がるガラス張りの

開放的なアトリウムは、休憩や待ち合わせ場

所として利用できるほか、展示会を開催する

こともできます。ギャラリーとして使える部

屋は東棟10階にもあり、美術系サークル

を中心に利用されています。

　また、館内には音楽や演劇の専用練習室

や、ダンスの練習に便利な鏡張りのダンス

舞踏用練習室など、共同利用施設が多数あ

ります。音楽練習用ブースは、個人での利

用も可能です。演劇や音楽の公演に使える

照明・音響設備を備えたホールも用意され

ています。この他、本格的な茶室や能舞台

などもあり、多種多様な早稲田のサークル

活動に対応しています。

　学生生活課や奨学課、キャリアセンター、

レジデンスセンターなども館内にあるため、

サークル活動以外でも身近な施設です。

施
設
充
実
！ 

課
外
活
動
の
拠
点

学生会館

左： 戸山公園側が正面玄関
右： 入り口近くにあるインフォメー
ションセンター

上： 音楽用の練習室
は3種類

下： ダンス舞踏用練
習室はダンス、
演劇、音楽など
さまざまなジャン
ルの練習が可能

担当職員の声

学生会館には、ダンス舞踏用練習室や茶
室、会議室などの施設がそろっています。
上手に活用して、皆さんのキャンパスラ
イフをより充実したものにしてください。

学生の声

学生会館は、さまざまなサークル活動の
拠点となる場所です。私も学生会館の部
屋を借りて練習することができ、とても助
かっています。

東11F 部室、ダンス舞踏用練習室、軽音楽用練習室、会議
スペース、リフレッシュラウンジ

東10F 部室、ダンス舞踏用練習室、軽音楽用練習室、会議
スペース、ギャラリー、リフレッシュラウンジ、倉庫

東9F
　 ～

東 6F

部室、会議室、倉庫、ロッカー室、会議スペース、
リフレッシュラウンジ

東5F 部室、会議室、倉庫、
会議スペース、
リフレッシュラウンジ

東4F 部室、会議室、倉庫、
ロッカー室、演劇用
練習室、ダンス舞踏
用練習室、会議ス
ペース、リフレッシュ
ラウンジ

東3F 部室、会議室、倉庫、
ロッカー室、演劇用
練習室、会議スペー
ス、リフレッシュラウ
ンジ

東2F 録音・調整室、演劇
用練習室、部室、暗
室、会議スペース、
テラス、リフレッシュ
ラウンジ、ロッカー
室、早稲田アリーナ
連絡通路

西6F 練習室（板の間）

西5F 会議室、ラウンジ、ロッカーコーナー、自動販売
機

西4F 美術系練習室、会議室、ラウンジ、ロッカーコー
ナー、自動販売機

西3F キャリアセンター事務所

西2F 辜
こ

振
しん

甫
ぽ

記念アトリウム、大ラウンジ、ロッカーコー
ナー、メールボックス、インフォメーションセンター、
防災センター、コンビニエンスストア、コピー機、
手数料収納機

1F 茶室、和室、板の間、
軽音楽用練習室、ダ
ンス舞踏用練習室、
会議室、学生生活課
事務所、奨学課事務
所、レジデンスセン
ター事務所、証明写
真機

B1 音楽公演用練習室、
音楽用練習室、音楽
練習用ブース、能舞
台、板の間

B2 多目的ホール、演劇
公演用練習室、トレー
ニングセンター、ダン
ススペース

設備利用受付
学生生活課にて取り扱い
ロッカー／メールボックス／部室／コイン式印刷機／車両入構

インフォメーションセンターにて取り扱い
立看板作成場所（B2テラス）／看板置場・資材置場／アトリウム／ギャラリー／美術系練習室／多目
的ホール（B201）／演劇練習室（B202、B203）／会議室／会議スペース／録音・調整室／暗室／
音楽公演用練習室／音楽用練習室／能舞台／和室／板の間／茶室／ダンス舞踏用練習室／B2テラ
ス前ダンススペース／早稲田小劇場どらま館（南門通り）／多目的運動場（早稲田アリーナ内）

誰でも利用可能な施設・設備
トレーニングセンター／コピー機／タダコピ／掲示板／証明写真機／手数料収納機／コンビニエンス
ストア／大ラウンジ／リフレッシュラウンジ／ラウンジ／テラス

インフォメーションセンターで取り扱っている共同利用施設の予約には、原則として月予約受付、週予約受付、
当日受付があります。利用時間は1コマ90分で、サークル単位で申し込みます（音楽練習用ブースは個
人利用可能）。利用の際には必ず事前に予約しましょう。なお、学生会館では、公認サークル活動用にプロジェ
クターなどの機材・物品の貸し出しも行っています。詳しくはインフォメーションセンターへ。

共同利用施設の予約
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’19 
年
春
オ
ー
プ
ン
！ 

最
新
施
設
の
紹
介

早稲田アリーナ

37 号館戸

戸山の丘
37 号館戸

スポーツアリーナ
37 号館 B2F

03‒5286‒3757

https://www.waseda.jp/inst/athletic/

戸
  

 

　2019年 3月、戸山キャンパスに新たな
ランドマーク「早稲田アリーナ」と「戸山の
丘」が誕生しました。2015年夏に解体さ
れた「早稲田大学記念会堂」跡地に建設さ
れた早稲田アリーナは、入学式、卒業式、
ホームカミングデーなどの式典や、早稲田
祭の会場として活用されるほか、グローバル
エデュケーションセンターの保健体育科目の
教場として、また体育各部のホームコートと

　バスケットボール（バレーボール）コート
2面、バドミントンコート5面、拳法場が設
けられた体育各部のホームコートです。また、
保健体育科目の教場として早大生のスポー

　多種多様な植栽が施された早稲田アリー

ナの屋上広場です。中央には円形の芝生広

場が設けられ、大学主催のイベントスペース

としても活用されます。心地良い風と緑と光

にあふれた、戸山キャンパスの景観を変える

早稲田大学の新たな顔と言えます。

ツ実習の場でもあり、入学式、卒業式など
の式典や、早稲田祭のイベント会場としても
活用されます。

して利用されます。その他、高層棟にはグ
ループ学習室などで構成される「W Space」
などの学習支援施設や、早稲田スポーツの
歴史や栄光を知ることができる「早稲田ス
ポーツミュージアム」が併設されています。
緑化された小高い広場「戸山の丘」は早大
生の憩いの場として、また、非常時には地
域の防災施設として活用されるなど、多目
的で魅力ある施設となっています。

左：早稲田アリーナ
右： 戸山の丘に面し
た交流テラス

芝生の上に座ってくつろぐこともできる戸山の丘

早慶戦も開催され
る早稲田スポーツ
の殿堂

早稲田スポーツミュージアム
37 号館 3F

10:00～17:00（水曜・祝日他休館）
03‒5286‒9079

https://www.waseda.jp/culture/

戸

  
 

多目的運動場
37 号館 B1F

https://www.waseda.jp/student/

gakusei/howtouse_settings.html

戸
 

ラーニングコモンズ「W Space」
37 号館 2F

https://www.waseda.jp/wpo/facilities/

groupwork.html

戸
 

　近代以降の日本のスポーツ、特に大学ス

ポーツの発展に大きく貢献してきた「早稲田

スポーツ」の歴史と栄光をたどるミュージア

ムです。過去・現在・未来にわたる資料や情

報など、豊富な映像や写真を活用して分か

りやすく展示・公開し、来館者が楽しめる施

設になっています。早稲田スポーツの象徴

的なシーンや先進的な出来事の紹介を通し

て、早稲田らしさと誇りを感じることができ

るほか、体育各部の輝かしい実績や最新情

に加えて、個人学習スペースやカウンター

のあるオープンスペースが設置されるなど、

一つの空間にさまざまなスペースが設けら

れています。

　個人学習、グループ学習、課外活動など

で、早大生が主体的に利用できる多目的学

習空間として開放されています。連結ブリッ

ジを通じて、学生会館（30号館）や36

号館との往来が可能で、利便性が高く、グ

ループワークやプレゼンテーション練習、セ

ミナーなどが可能なガラス張りのスペース

　さまざまなスポーツに対応可能な運動施設

として、公認サークルの活動を対象に活用

されます。また、リフレッシュスタジオ

（P.182）としても利用されます。

早稲田スポーツに関する多彩な人物やエピソードなどを紹介

授業、研究、サークル、部活動の創造空間

公認サークルが利用できる屋内施設

報にも触れることができます。既存の坪内

博士記念演劇博物館、會津八一記念博物館、

早稲田大学歴史館に続いて新たに誕生した

4つ目のミュージアムです。
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WINE（ワイン）　学術資料の所蔵情報や入手方法を調べるためのデータベースです。
● 蔵書検索
タイトル、キーワード、著者名
などから所蔵資料と、大学が契
約している電子資料を検索でき
ます。

● 貸出／予約の確認、貸出延長
借りている図書や予約中の図書
の確認、貸出期間の延長ができ
ます。

● 図書の予約
検索結果から、図書の予約や取
り寄せの手続きができます。

オンライン申し込み
MyWasedaから、各種申し込みができます。
●オンラインレファレンス
（資料の探し方・検索ツールなどの相談）

● 紹介状の発行（学外の図書館を訪問する際に必要）
● ILL の申し込み（学内・学外の図書館からの資料取り寄せ）
● 図書の購入希望申し込み

図書館の利用方法 貸出と返却
入館手続きや、図書の貸出など、図書館
サービスを利用するには学生証が必要で
す。忘れずにお持ちください。

図書館では所蔵資料の貸出を行っています。貸出できる数
は、学部学生は15冊、大学院生は30冊までです。
中央図書館・キャンパス図書館や学生読書室から借りた図書
は、貸出館以外でも返却できます。

158 159

中央図書館
18 号館

月～土 9:00～22:00、日 10:00～17:00

03‒3203‒5581

https://www.waseda.jp/library/

早

  
 

　早稲田大学には中央図書館をはじめ、キャ

ンパス図書館（戸山・理工学・所沢・高田早

苗記念研究図書館）や学生読書室など、全

部で21カ所の図書館・図書室があります。

大学全体の蔵書数は560万冊を超え、特

に中央図書館の蔵書は約280万冊と、国

内私立大学の中でも有数の規模です。

　図書館は、図書の閲覧だけではなく、資

料を活用した自学自修、授業やゼミのグルー

プ学習、学生同士・学生と教職員の相互交

流など、多様な学習スタイルの実践が可能

な場です。

　例えば、中央図書館には図書館ラーニン

グ・アシスタントや図書館職員へ学習相談が

できるデスク、設置 PCや什器を使ってグ

ループで作業ができるエリア、雑誌・新聞・

文庫本をゆったりブラウジングできるエリ

アや、図書館資料を活用した学習を行うた

めのエリアがあります。毎年春・秋には、

「Library Week」を開催し、さまざまなイ

ベントも実施されます。

　各キャンパス図書館には、それぞれのキャ

ンパスの特色に合った蔵書が充実していま

す。約46万冊の蔵書を有する戸山図書館

には、人文学系の専門書はもちろん、小説

や雑誌も多数所蔵。理系の本なら理工学図

書館、スポーツに関する本なら所沢図書館

と、上手に使い分けましょう。さらに学部ご

との学生読書室などもあるので、これらを学

生生活に大いに役立ててください。

貴
重
な
資
料
も
集
ま
る
「
知
の
宝
庫
」

図書館

左：中央図書館外観
右： 中央図書館 3F
コモンズ3（ブラウジング）

担当職員の声

図書館へようこそ !ここは言葉を磨き、世界
を考える技を鍛え、夢みるチカラをたくわえ
るスペースです。未来を生きぬく智慧を身
につけていってください。

学生の声

授業の文献探しから趣味や新しい世界を
知るための読書まで、古今東西の豊富な
資料にあふれる図書館は、大学生活にお
いてなくてはならない場所だと思います。

中央図書館 2Fコモンズ 2（ディスカッション）

38 号館
月～土 9:00～22:00

03‒5286‒3528

https://www.waseda.jp/

library/libraries/toyama/

戸

  
 

戸山図書館

51 号館 B1F・B2F

月～金 9:00～21:00

土 9:00～19:00

03‒5286‒3889

https://www.waseda.jp/

library/libraries/sci-eng/

西

  
 

理工学図書館

100 号館 4F

月～金 9:00～21:00

土 9:00～18:00

04‒2947‒6705

https://www.waseda.jp/

library/libraries/tokorozawa

所

  
 

所沢図書館

主なキャンパス図書館

各学部学生読書室

李健熙記念図書室（政治経済学術院学生読書室）
3 号館 B1F

頂新国際グループ記念学生読書室（商学部・国際教養学部学生読書室）
11 号館 B1F

早

早

法学部学生読書室
8 号館 B2F

教育学部学生読書室
14 号館 B1F

月～金 9:00～22:00、土 9:00～18:00

早

早

社会科学部学生読書室
14 号館 7F

日本語教育学生読書室
22 号館 3F

早

早

理工学生読書室
52 号館 B1F

月～金 9:00～21:00

土 9:00～19:00

西
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　1928年に坪内逍遙により設立されて以

来、アジアで唯一の演劇専門博物館として、

古今東西の演劇・映像に関する資料を約

100万点所蔵しています。当館ではこうし

た膨大な資料を中心とするさまざまなテーマ

の展覧会や演劇講座などを開催しています。

また、学生や一般の方に広く門戸を開放し、

図書資料や視聴覚資料を閲覧に供している

ほか、浮世絵をはじめとする資料のデジタル

化とインターネット上での公開にも取り組み、

演劇・映像文化の普及に貢献しています。

坪内博士記念演劇博物館
5 号館

月・水・木 10:00～17:00

火・金 10:00～19:00

03‒5286‒1829

https://www.waseda.

jp/enpaku/

早

  
 

こ
こ
だ
け
の
貴
重
な
所
蔵
品
が
多
数

博物館・歴史館

左： 16 世紀イギリスの「フォーチュン
座」を模して設計

右：創立者の坪内逍遙

會津八一記念博物館
2 号館

10:00～17:00

（水曜他休館）
03‒5286‒3835

https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/

早

  
 

左： 横山大観と下村観山による
合作「明暗」

右：グランド ギャラリー

　會津八一記念博物館では、早稲田大学の

創立から蓄積されてきた膨大な資料を収蔵

しています。その収蔵品は、東洋美術、近

代美術、考古・民族学など分野は多岐にわ

たり、点数は約2万件にのぼります。

　2018年に開館20周年を迎え、全面改

修を経て、2019年 4月リニューアルオー

プン。グランド ギャラリー（常設・企画大展

示室）、近代美術展示室、會津八一記念コレ

クション展示室が新設されました。年間4回

ほどの企画展をはじめ、数多くの資料を公

開・展示しています。

　博物館の建築は、1925年当初図書館と

して建てられ、現在では「東京都選定歴史

的建造物」にもなっています。館内の由緒

ある意匠にも注目してみてください。

早稲田大学歴史館
1 号館

10:00～17:00

（水曜・祝日他休館）
03‒6380‒2891

https://www.waseda.jp/culture/

早

  
 

　2018年 3月、早稲田キャンパス１号館

１階に開館した「早稲田大学歴史館」は、

早稲田大学がこれまで歩んできた道のりの

上に、グローバルユニバーシティとして発展

し続ける姿を可視化する場として創設されま

した。先人により永々と形成されてきた有形

無形の蓄積に光を当て、他に比類なき本学

の個性と存在意義を国内外へ向けて力強く

発信しています。同時に、校友（卒業生）

の方々にとっては母校への愛着と思いを深め

る「心のふるさと」、中高生など若い世代に

は志を立て夢に進んでいくための「道しる

べ」、学生や教職員が一体感を高めアイデン

ティティを確認する「拠りどころ」として、

早稲田大学に関わる全ての人々が「早稲田

らしさ」をあらためて共有し、その誇りをじ

かに体感できる場になればと願っています。

左上から時計回りに： 常設展示「久遠の理想」エリア、
同「進取の精神」エリア、歴
史館入口、ミュージアムショップ

大学史資料センター
東伏見キャンパス 79 号館（STEP22）5F

月～金　9:30～12:30、13:30～16:30

　　　　（レファレンスルーム）（火曜閉室）
042‒451‒1343

https://www.waseda.jp/culture/archives/

  
 

早稲田スポーツミュージアム
37 号館 3F

10:00～17:00（水曜・祝日他休館）
03‒5286‒9079

https://www.waseda.jp/culture/　詳細は P.157 へ

戸

  
 

所蔵資料を保管
する収蔵庫

　大学史資料センターは、創設者大隈重信

や関係者の事績をはじめ、130年以上に及

ぶ早稲田大学の歴史を解明し、未来に伝え

ていくための機関です。校友・教職員や学

内各箇所から寄贈・移管された貴重な資料

を整理・保存し、公開しています。また、年

3回の企画展示や「早稲田学」の講義を受

け持ち、早稲田大学百五十年史編纂の中心

事務を担うなど、さまざまな形で大学の歴史

を発信しています。興味のある人は一度訪

ねてみてください（資料の閲覧には事前の

申し込みが必要です）。

スタッフの声

見る・知る・触れる・体験する展示を通し
て演劇・映像文化の魅力をご紹介してい
ます。ぜひ足を運んでみてください。

早稲田134-232.indb   160-161早稲田134-232.indb   160-161 2020/03/23   13:592020/03/23   13:59



162 163

27‒9 号館
公演・イベント開催時のみ開館
03‒3202‒0706

https://www.waseda.jp/culture/

dramakan/

dramakan@list.waseda.jp

早

  
 

 

早
稲
田
演
劇
の「
い
ま
」

早稲田小劇場どらま館

左：舞台と客席の様子
右：どんちょうをイメージした外観

早稲田小劇場どらま館で開催されるイベントに参加しましょう
　早稲田小劇場どらま館（以下、どらま館）では、①早大公認サークルによる公演、②プ
ロとして演劇活動をする劇団の公演、③どらま館が企画する招

しょうへい

聘公演・ワークショップなど
が開催されています。早大生は施設を無料（要予約）で利用できます。利用方法の詳細は、
どらま館Webサイトで確認するか、学生生活課どらま館担当までお問い合わせください。

● 公認サークルによる自主公演
早稲田大学には10を超える公認演劇サークルが
あり、多くの学生が演劇活動をしています。どら
ま館は、学内で演劇公演を行う場所の一つとして
利用されるのはもちろん、演劇サークル以外にも、
お笑い、落語、ミュージカル、映画など、さまざ
まなジャンルのサークルが活動発表の場として活
用しています。（左：モミジノハナ第2回公演『夏
じゃなくてお前のせい』）

● 学生参加企画・招聘公演
2019 年度は、演劇サークルが一堂に会し、新
入生向け新歓合同説明会『どらま館シンポ01』
を開催。同時に、どらま館は今後どういう劇場に
なるといいか、学生と教員で意見を交わすシンポ
ジウムも行いました。また、毎年、学外で活躍す
る劇団を招聘して公演を行っています。（右：『ど
らま館シンポ01』新歓合同説明会の様子）

●ワークショップ・技術スタッフ講習会
早大生・早大サークル所属の学生に向けて、学外
から講師を招いてワークショップを開催していま
す。書くことや演じること、作ることのヒントにな
るようなワークショップを随時企画していきます。
また、技術スタッフ向けの講習会も開催予定です。
（左：手塚夏子WS『体を観察していろいろな立
ち方を見つける』）

©飯田 奈海

■どらま館企画プログラム

■学生芸術文化活動

　グローバル人材とは、世界中のいかなる

場所においても、幅広くグローバルな視点

を持って課題の解決に貢献する人材です。

　グローバルリーダーの育成を目的として設

置されたグローバルエデュケーションセン

ターでは、叡智（幅広い知識や優れた知的

能力）・志（奉仕・勇気・チャレンジ精神）・

実行力（問題解決能力や物事を最後までや

り遂げる力）を育む教育を、学部・学科の

枠を超えて展開しています。大学での学び

の基礎となる「アカデミック・ライティング」

「数学」「データ科学」「情報」「英語」の科

目群「WASEDA式アカデミックリテラシー」、

また、主専攻の補強や新たな分野への挑戦

を後押しする制度「全学副専攻」など、皆

さんの学びを広げる機会を提供しています。

　他にもスポーツ実技、国内外でのフィール

ドワーク、他大学との連携科目など、多様な

科目が用意されています。ぜひ、積極的に

履修してみましょう。

学生の声

普段大学生活を送る上で接点の少ない他
学年・他学部の人たちと関わることので
きる全学オープン科目は、新たな自分を
発見できる魅力的な授業だと思います。

学生証持参で無料または割引！
博物館・美術館で実物に触れてみよう
本学では、実物を通じて文化や歴史、科学を学ぶ
場や機会を提供することを目的として、博物館・美
術館と連携しています。各館窓口で学生証を提示す
ることにより無料入館や割引
などの特典が受けられます。
積極的に活用してください。

◆対象
・国立科学博物館　・東京国立博物館　・国立美術館

https://www.waseda.jp/inst/gec/gec/non-

degree/museum 画像提供：国立科学博物館

 

情 報

アカデミック
リテラシー

アカデミック・
ライティング

データ
科学

数 学英 語

アカデミックリテラシー

STEP1 副専攻を選ぶ▶センターWebサイトや『全学
オープン科目履修ガイド』を参照して検討してください。

STEP2 指定科目を履修▶期間は卒業まで。履修計画
で迷ったときは、コーディネーター教員に相談しましょう。

STEP3 修了申請を行う▶指定科目を8単位以上修得
したら「全学副専攻修了希望申請」を行います。

GOAL 修了証明書発行▶修了要件をクリアし、所属学
部での卒業が認められた場合、卒業時に修了証明書が
発行されます。

全学副専攻
履修の流れ

https://www.waseda.jp/inst/gec/

gec-help@list.waseda.jp

履修相談窓口：早稲田ポータルオフィス
7 号館 1F

月～金 9:00～20:00

土 9:00～18:00

 
 

早

左： Tutorial English
の様子

右： 実践型教育プロ
グラムの様子

グローバルエデュケーションセンター

あ
な
た
だ
け
の「
強
み
」を
育
て
よ
う
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　学生の皆さんの総合案内窓口として開設

された早稲田ポータルオフィス。グローバル

エデュケーションセンターが展開する全学

オープン科目の履修相談、PCトラブルや

IT 全般の利用相談、さらにはW Space の

利用受付など施設の利用案内や、忘れ物の

問い合わせ対応まで、さまざまなサービス

を提供しています。窓口には、同じ学生の

立場から相談に応じてくれる学生スタッフが

いますので、気軽に足を運んでみましょう。

　また、ポータルオフィスでは、学生と大学

職員が協働し、新入生のためにさまざまな

サービスを企画・提供する大学公式プロジェ

クト「こうはいナビ」の運営も行っています。

　これからも、全学的視点からの新しいサー

ビスを企画・具体化していきますので、ご期

待ください。

こうはいナビの活動より

多くの学生が利用している「W Space」

担当職員の声

学生の皆さん、何かお困りの際はまずポー
タルオフィスへ ！　どんな質問や相談も歓
迎です。オフィスは明るく開放的で、
BGMも流れているんですよ。

学生の声

入学したばかりで右も左も分からなかった
私に、オフィスの方々は教室の場所やPC
の使い方などを親切に教えてくれて、大
学生活を気持ちよくスタートできました ！

164 165

迷
っ
た
ら
こ
こへ！ 

学
生
の
総
合
窓
口

早稲田ポータルオフィス
7 号館 1F

月～金 9:00～20:00、土 9:00～18:00

※ 授業実施期間以外の開室時間は Web

サイトで確認してください。
03‒5286‒9845

https://www.waseda.jp/wpo/

早

  
 

　日本語・英語で書かれたレポートや論

文など、学術的な文章に関する個別指導

が受けられます（1セッション45分間）。

　指導してくれるのは、文章指導の訓練

を受けた大学院生のチューター。書き始

める前から最後の見直しまで、文章の作成

段階は問いません。気軽に利用しましょう。

　ライティング・センターは、早稲田キャ

ンパス（3号館）の他に、西早稲田キャ

ンパス（60号館）、所沢キャンパス（図

書館内）にもあります。

3 号館 2F

月～金 10:40～17:15

03‒3204‒9052

https://www.waseda.jp/inst/aw

早

  
 

自
立
し
た
書
き
手
を
育
て
る

ライティング・センター

左： 受付で利用申
請書を記入

右： 一人一人の状
況に合わせた
セッション

利用者の声

与えられた課題に対して深く考えるように
なり、レポートの「質」が上がり、「書く力」
が伸びていると実感します。文章を書く
能力は、社会に出ても必要だと思います。

チューターの声

ライティング・センターでは、書き手と
チューターが対話を重ね、共に文章の問
題を発見・解決していくことを目指しま
す。書き手の方に「来てよかった！」と思っ
てもらえるようなセッションにすることを
心掛けています。

上： グループセッションも可
能

下： 多様なバックグラウンド
を持つチューターたち

「MyWaseda」にログイン→左メニューの「授業」をクリッ
ク→下位メニューの「個別指導予約」をクリック→「実施箇
所」のメニューから「早稲田大学ライティング・センター」
を選択→「予約対象」でキャンパスを選択→「詳細項目」で
セッションの種類を選択→セッションの希望日時をクリック

セッションの種類
セッションは６種類。予約時に選択しましょう。
● EE：英語の文章→英語で検討
● EJ：英語の文章→日本語または日本語を交えて検討
● JJ：日本語の文章→日本語で検討
● JS：日本語の文章→日本語で検討〈日本語学習者向け〉
● JE：日本語の文章→英語または英語を交えて検討
● CW： 英語の文学的文章（小説、詩歌など）→英語で検討
※ 検討言語はチューターの言語背景により追加の可能性もあ
ります。

予約方法

右：IT 相談の様子
左：受付窓口の様子
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　エクステンションセンターは、早稲田大学

の教授・名誉教授をはじめ、第一線で活躍

する学内外の研究者や実務家を講師に迎え、

一般の方や学生の皆さんに向けて有料の公

開講座を提供しています。早大生の皆さん

におすすめしたい講座に「公務員試験対策

講座」があります。国家一般職や地方上級

の試験科目を基礎から学習することができ、

受講生は早大生限定。時間と費用を効率よ

く使えるカリキュラムとなっています。他に

も多彩な分野の講座を用意し、夜間や土曜

日も講座を開講しています。また、土曜日

に開催される講演会「サタデーレクチャー」

は幅広い年代に好評です。将来の夢に近づ

くため、教養を広げるための手段として、エ

クステンションセンターの講座を活用してみ

ましょう。

23 号館
月～土 9:30～17:00

（講座開講日はその終了時刻まで開室）
03‒3208‒2248

https://www.wuext.waseda.jp/
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エクステンションセンター

　留学センターでは、早大生の海外留学、

外国人留学生の受入を行っています。

　海外留学を希望する学生には、22号館

1階のWaseda Global Gateで個別カウ

ンセリングを行い、目的・語学力に合った留

学プログラムを提案。学内選考を経て留学

先が決まった後は、一人一人に担当者がつ

き、留学中や帰国後もフォローします。

　他にも、留学経験者の学生が相談に乗っ

てくれたり、先輩たちの体験記を閲覧できる

など、身近で生きた情報を提供することに

よって、皆さんの留学に対する不安要素を

解消しています。また、留学センターでは、

TOEFL（Writing/Speaking）に特化した

留学準備講座（有料）を提供しています。

皆さんが留学の語学要件を満たすために実

践的にサポートします。

　日本に来た留学生へのサポート体制も万

全です。こちらは、22号館４階の留学セン

ターカウンターが窓口です。ビザや在留資

格の手続き、チューター制度の利用など、

日常生活で困ったことがあれば訪ねてみま

しょう。

早
稲
田
と
世
界
を
つ
な
ぐ
窓
口

留学センター

親身に相談に
乗ってくれる

1階のWaseda Global Gate

担当職員の声

さまざまな国・地域から選べる600以上のプログ
ラム。準備が早ければ早いほど、可能性もどんど
ん広がります。早大生よ、"Step out into the 
world!"

左： 毎年春と秋に開催
される留学フェア

下： 留学センター4F
窓口

左：事務所内の様子
右： エクステンション
センター中野校

担当職員の声

公務員試験対策講座、TOEICや就職活動
に役立つビジネス講座など、早稲田キャン
パスに隣接した環境で学ぶことが可能です。
毎年多くの学生の皆さんが受講しています。
皆さんのキャリア支援をお手伝いします ！

学生の声

大学の講義とかぶらないように考慮された
時間割で、キャンパス内で受講することが
できるので、大学院での自分の研究と並行
して学習を進めることができました。

主な講座ラインナップ
● 公務員試験対策講座
● TOEIC 対策各種講座
● 仕事に活かす！ 教養が活きる！ 論理的思考トレーニング 
● 発想力・説得力・問題解決力を飛躍させる5W1H思考 
●  質問力強化セミナー　相手の真意を引き出すコミュニ
ケーション入門

●  企業法務の基礎知識と実務～必須8か条 法務リスクか
ら会社と自分を守ろう！

● 問題解決話法・合意形成講座 
● 人的資源管理の力 
●データ・サイエンスとビジネス 

※上記講座は2018‒2019年度の実績となります。

上：八丁堀校
下： 中野校は早稲
田大学中野国
際コミュニティプ
ラザ国際学生寮
（WISH）1F

学生の声

留学に不安を感じたとき、留学センターの職員の
方が親身になって相談に乗ってくれました。豊富な
資料もあり、自らの最適な留学プランを創り上げる
助けになりました。

22 号館 1F・4F

1F：月～金 10:00～17:00

（相談・手続き対応は 12:00～17:00）
長期休業期間（春季・夏季）
月・水・金 10:00~16:00

（相談・手続き対応は 12:00~16:00）
4F：月～金 9:00～17:00

土 9:00～12:30、13:30～17:00

1F:03-3208-9602  4F:03-3207-1454

https://www.waseda.jp/inst/cie/

早
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　WAVOCは、早稲田大学の社会貢献の
推進役として2002年に設立されました。
実践を通して体験的に学ぶ機会を提供する
「社会貢献・ボランティア関連科目」（グロー
バルエデュケーションセンター設置）、国内
外のカウンターパートと共に学生が主体的に
取り組む「ボランティアプロジェクト」、社会
課題への意識喚起を促す「イベント・公開
講座・スタディツアー」などを展開していま
す。

　また、近年多発している自然災害が起こっ
た各被災地域に対しては、これまで多くの学
生のボランティア派遣を行う等、復興支援活
動に継続的に取り組んでいます。特に昨年
の西日本豪雨では個人でボランティア活動に
行く学生の交通費補助制度を初めて実施す
る等、多くの学生のボランティア活動を支援
しました。
　設立より17年間で延べ18万人以上が、
WAVOCを介して社会貢献・ボランティア活
動に関わりました。現場での実践と事前・事
後の学びの中で、参加した学生は汗をかき、
作業をしながら多様な価値観に触れ、大い
に成長しています。
　ボランティア募集は随時行っています。興
味を持ったら、まずは事務所を訪ねてみましょ
う。学生スタッフが相談に乗ります。

99 号館 2F

月～金 9:00～17:00

03‒3203‒4192

https://www.waseda.jp/inst/wavoc/

早

  
 

平山郁夫記念ボランティアセンター（W
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AVOC）

　インキュベーション部門は、「オリジナル

のアイデアや大学での研究成果を基に起業

したい」という学生を支援している施設です。

起業に関する相談や、弁護士、公認会計士

をはじめとするコンサルタントによる経営相

談まで、万全の支援体制を整えています。

　多様な相談に対応し、起業家の卵からベ

ンチャー企業の経営者に至るまで、皆様の

成長をお手伝いしています。

　また、起業に際しオフィスが必要となった

場合は「インキュベーションコミュニティ」（有

料・審査有）に入会すると、共用の設備や

備品が利用でき、事業の拠点として使用す

ることも可能です。

　東証一部上場企業の史上最年少経営者で

ある村上太一氏率いる株式会社リブセンス、

ビッグデータの解析とAIによる情報提供で

2017年東証マザーズ上場の株式会社ユー

ザーローカルも、当施設の出身企業です。

　起業を目指す人、関心がある人は、ぜひ

一歩踏み出し、インキュベーション部門に相

談してみましょう（要事前予約）。

19‒3 号館インキュベーションセンター 01 室
月～金 9:00～17:15

03‒5286‒9868

https://www.waseda.jp/inst/inc/

早
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インキュベーション部門

左： インキュベーショ
ンセンターエントラ
ンス

右： オープンスペース

卒業生の声

早稲田は新しいことに挑戦したい人には、
多くの出会いとチャンスが訪れる場所です。
私も在学中の出会いをきっかけに、世界初
の「歌声による曲検索システム」を研究開
発し、学生起業しました。出会いとチャンス
を大切に大学生活を送ってください！
ウタゴエ株式会社　代表取締役　園田智也
（在学中の2001年に同社を設立）

コンサルタントの声

当室は、早稲田にゆかりのあるベンチャー
企業の成長を支援する施設です。またベン
チャー支援のノウハウを生かし、起業を志す
学生の皆さんのご相談もお受けします。

上： 中小企業診断士のコン
サルタントへの相談（要
事前予約）

下： オープンスペースでの打
ち合わせ（会員専用）

左： ボランティアプレゼ
ンコンテストの発表

右： 西日本豪雨ボラン
ティア活動（泥出
し）の様子

学生スタッフの声

WAVOCは、『一歩踏み出す、ぐっと広が
る』のスローガンの下、学生に寄り添い
最大限のサポートをしています。授業、プ
ロジェクト、スタディーツアー、それぞれ
が新たな自分の発見の場です。今ここでし
かできない活動と情熱にあふれています。

上： 復興支援活動（植
樹）の様子

下： 海外ボランティア（教
育支援）活動の様子

学生の声

構内を飛び出して社会の一員として活動
できる場を与えてくれたWAVOC。活動
を通して、構内にいるだけでは出会えな
かった方々とのつながり、自分の頭で考
える力、そして一生の仲間を得ることが
できました。
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キャリアセンター

　キャリアセンターでは、主に低学年を対象
にキャリア形成を後押しする「みらい設計」
支援と、就職活動に取り組む学生に対する就
職活動支援を行っています。
　学生の皆さんには、学生生活における正課
および課外活動を通して、多様な他者と切磋
琢磨し、「たくましい知性」と「しなやかな感
性」をはじめとする総合的な人間力を身につ
け、就職活動に臨む際には、幅広い視野を持
ち、主体的な進路選択をしていただきたいと
思います。
　キャリアセンターでは、進路や就職に関す
る個別相談や、多様な職種・業界・働き方・

キャリアプランを知ってもらうためのプログラ
ム、自身の興味・価値観・適性を理解するた
めのプログラムなど多数実施し、皆さんが納
得いく進路選択をし、その先も充実したキャ
リアを形成してもらえるようなサポートを行っ
ています。
　早大生の就職先は、日本を代表するような
大企業からベンチャー、行政、士業、教育、
芸術、スポーツなど幅広い分野にわたります。
企業団体別の就職状況は下表のとおりで、金
融、メーカー、情報通信、専門サービス（コン
サルティング）、公務員へ多く就職しています。

学生の声

エントリーシート、グループディスカッショ
ン、面接など就職活動で直面するさまざ
まな課題に対して親身に対応してくださ
り、とても大きな力となりました。

担当職員の声

キャリアセンターでは、早大生の皆さん
が主体的かつ満足のいくキャリア・進路
選択を行えるよう支援をしています。気
軽に何でもご相談ください。

早稲田大学キャリアセンター

WASEDA  CAREER  
GUIDE BOOK 2020

就職活動
ガイドブック
2021年卒生向け

早大生に特化
就活情報満載!!

CAREER CENTER

左： 対象学年に応
じ、さまざまな支
援プログラムを
開催

右： 自分に必要な情
報を選び取ろう

戸 30号館 3F（学生会館）
月～金 9:00～18:00
土 9:00～17:00

  03‒3203‒4332
 https://www.waseda.jp/inst/career/

2018年度進路状況
進路報告者 就職 進学 資格試験準備 その他

学部 9,153名 6,708名 1,825名 170名 450名
大学院（修士課程） 2,923名 2,121名   263名 161名 378名

2018年度企業団体別就職状況（学部・大学院）
企業・団体名 合計 男性 女性

富士通（株） 83 53 30
（株）三菱ＵＦＪ銀行 83 46 37
（株）エヌ・ティ・ティ・データ（ＮＴＴデータ） 76 47 29
東京都職員Ⅰ類 73 40 33
（株）三井住友銀行 70 45 25
アクセンチュア（株） 66 35 31
日本放送協会（ＮＨＫ） 64 35 29
（株）みずほフィナンシャルグループ 62 35 27
三菱電機（株） 61 48 13
東京海上日動火災保険（株） 53 28 25
アビームコンサルティング（株） 53 31 22
大和証券（株） 51 28 23
楽天（株） 50 25 25
（株）日立製作所 48 28 20
パナソニック（株） 48 39 9
特別区（東京２３区）職員 48 20 28
日本アイ・ビー・エム（日本ＩＢＭ）（株） 47 28 19
ソニー（株） 46 33 13
日本航空（株） 45 29 16
東京都教員 45 23 22
ソフトバンク（株） 44 33 11
国家公務員総合職 44 26 18
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 42 33 9
国家公務員一般職 42 23 19
（株）ニトリ 40 23 17
りそなグループ 38 29 9
ＫＤＤＩ（株） 38 22 16
三井住友海上火災保険（株） 36 21 15
東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）（株） 36 24 12
※2019年7月１日現在、キャリアセンターにより集計

●インターンシップガイダンス　4月　
多様なインターンシップの中から自分の目的に合ったインターンシップを選ぶための概要を知ることがで
きるガイダンスです。インターンシップの選び方、取り組み方、
申し込み方法などを解説します。
●先輩と考える自分の「みらい」セミナー　10～1月　
社会で活躍している早稲田の先輩をお招きして、今まで知らな
かった仕事の内容や働き方、キャリアプランを伺いながら、自
身の将来を考えるセミナーです。後半は座談会形式で気軽な雰
囲気の中、学生時代のことや就活のことなども詳しく質問がで
きます。

■1・2年生向けの支援　～「みらい設計」支援～

インターンシップガイダンスでは、インターン
シップへの取り組み方を知ることができる

●外国人留学生向け支援
日本での就職事情や就活の進め方を知る「就職ガイダンス」、英語による「学内合同企業説明会」、
就活に必要なスキルを学ぶ「実践講座」など英語・日本語で開催しています。英語による進路・就職
相談も実施しており、早稲田で学ぶ外国人留学生をさまざまな形でサポートします。
●公務員志望者向け支援
公務員を目指す学生向けのガイダンス講座である「公務員学習スタート講座」、公務員試験に合格した
先輩学生が、どのように試験対策をしたかなどを伝える「公務
員内定者懇談会」、官公庁、県庁政令市を招聘した「公務員
業務研究講座」などさまざまな支援行事を行っています。
●進路・就職相談
自己分析のしかたや面接練習といった具体的な相談から、進
路・職業選択での不安や悩みといった相談まで、専用ブースで
個別に相談できます。相談はMyWasedaから予約できます。

■対象者別・全学生向けの支援

専用ブースで個別の相談ができる

●就活スタート講座　5～７月、10～2月
早大生のための就職活動ガイダンスです。就活スケジュールや動向、
実績などの基礎的な情報から、就活の詳細な進め方など、具体的なイ
メージをつかむことができます。
ほぼ毎月開催し、自分の始めたい時期に就活を始めることができます。
●学内合同企業説明会　3月、6～8月
早大生のための合同企業説明会を学内で年２回実施しています。３月は
日本を代表する約 500社を、夏秋は約 100社をお招きしています。
例年、この説明会から「自分にとっての優良企業」と出会い、納得の
いく内々定に結びつくケースが多くあります。

■3年生向けの支援　～就職活動支援～

企業の人事担当者から早大生
向けの説明を聞くことができる

※掲載した支援プログラムは一部です。詳細はWebサイトをご覧ください。また開催月は2019年度のものです。
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奨学課
戸 30号館 1F（学生会館）
月～土 9:00～17:00

  03‒3203‒9701
 https://www.waseda.jp/inst/scholarship/

戸 30号館 1F（学生会館）
月～金 9:00～17:00

  03‒3203‒2634
 https://www.waseda.jp/inst/rlc/

左： いつでも気軽に
相談できる

右： 奨学金の情報冊
子『Challenge』

左： レジデンスセンター
カウンター

右： Social Intelli-
gence（SI）プログ
ラム

上： 寮内イベント
（ハロウィン）の
様子

下： 早稲田大学中
野国際コミュニ
ティプラザ国際
学生寮WISH
（2～11F）

　奨学課では、国内トップクラスを誇る大学

独自の給付型奨学金をはじめ、多彩な奨学

金制度を用意し、早大生の学ぶ意欲に応え

ています。中には成績優秀者を報奨する奨

学金もあり、奨学金イコール経済支援と考

えていた人も、ぜひ挑戦してみてください。

　奨学金を受給するためには、まず「奨学

金登録」が必要です。登録の時期は春と夏

の年2回。大部分の奨学金が「春の登録」

で決まります。自分に合う奨学金を見つけ、

自らの可能性を最大限に広げましょう。

奨学生証授与式の様子

学生の声

幼い頃に父親を亡くし、進学にあたって
は経済的な不安がありましたが、親身で
柔軟なサポートのおかげで安心して早稲
田での学生生活を楽しめています。

学生の声

入寮前は、言語の壁というよりも文化の
違いを考えると、うまくやっていけるか心
配でした。入寮した今では寮生活も充実
し、ルームメイトも大変仲の良い友人です！

担当職員の声

早稲田大学には独自の奨学金制度がたく
さんあります。所属学部事務所で奨学金
情報冊子を受け取り、奨学金登録に、ぜひ
“Challenge”してみてください！

担当職員の声

レジデンスセンターでは、寮生活を選ん
だ学生の皆さんが将来グローバルな舞台
で活躍できる力を育めるよう、さまざまな
面よりサポートしていきます。

　レジデンスセンターでは、大学直営の寮に

加え、寮運営に豊富な実績を有する企業が運

営する早大生専用寮など、さまざまなタイプ

の学生寮から、入寮を希望する学生のライフ

スタイルに合った学生寮を紹介しています。

　各寮には日本全国・世界各地から集った学

友たちが共に暮らしており、寮のプログラム

やイベントを通して、学部を超えた人間関係

を築きながら、自己成長を果たしています。

　特に、早稲田大学中野国際コミュニティ

プラザの国際学生寮WISHでは、全寮生

に「Social Intelligence（SI）プログラム」

の参加を義務付け、創造的課題解決力やコ

ミュニケーション力などを養います。

　また、RA（レジデント・アシスタント）と

呼ばれる先輩寮生が寮での日常生活や勉学、

課外活動などをサポートしてくれるのも、学

生寮ならでは（一部学生寮を除く）。初めて

の一人暮らしで不安を抱えている人も、きっ

と早くなじめることでしょう。

　なお、国際学生寮WISH内にも事務所を

併設しています。

緊急時の救済措置

家計が急変した場合
まずは所属学部に相談してください。家計急
変時に申請可能な奨学金もあるので、奨学
課にお問い合わせください。

災害に遭った場合
万が一、ご自身または自宅や実家が自然災害
による被害に遭われた場合、被災状況によっ
て学費減免や奨学金などの救済措置を受けら
れることがあります。まずは所属学部まで被
災状況などを連絡してください。また、奨学
金については奨学課に直接お問い合わせくだ
さい。

当座のお金がない場合
不測の事態（緊急帰省・急病・盗難など）に
より当座の出費が緊迫した学生に対し、事情
を審査し妥当と判断した場合に限り3万円を
上限として貸し付けます（主に自宅外通学者
に適用）。事前に予測できる事由（生活費の
不足や科目登録の費用が足りないなど）には
適用されません。
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2019.9さんかくニュース

早稲田大学ダイバーシティ推進室編集・発行
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・ 誰もが暮らしやすい社会に向けて
　～障害者差別解消法が目指すもの～

・「女性研究者メンター制度」利用者の声
・ WiDS Ambassador Meetup@Stanford University

・　　   ワークライフバランス挑戦中！⑳
　アメリカで、日本で、ワークライフバランス挑戦中
・学内バリアフリー対応最新情報！

・ イベントに参加する方への配慮を推奨
・卒業式・入学式にて手話通訳および
　PC文字通訳を実施
・ドイツ・ボン大学で「早稲田大学デー」 
　～ 「Gender Equality」についての意見交換会～

連載

─ 1 ─

誰もが暮らしやすい社会に向けて
～障害者差別解消法が目指すもの～

Report

2019年６月28日（金）早稲田キャンパス ３号館601教室

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
障害者施策担当参事官（注１）

人間科学学術院長（人間科学学術院教授）

　当方は「障害」を「障がい」と表記してきた。それは、障害の困難さを、障害がある人
の機能的な困難さと同一視しているのに他ならなかったからである。今回のレクチャー
は、そういった考え方こそが、バリアフリーの社会を推進していくうえで障害となる「溶
かし消すべき固定概念」であることを教えてくれた。
　従来の社会システムは、そもそも障害のない多数派を対象としてデザインされている、
という視点に立脚した瞬間、障害は社会システム自体に内在するものとなり、乗り越える
べき社会的課題として認識される。この課題を解決することは、社会が新しい視点を獲得
することであり、かけがえのない多様性を広げることでもある。
　「バリアフリー」は障害のありなしなど関係なく、万人のためのものなのだ、という思
いが、梅雨の晴れ間に差す夕日のような明るさをともなってほのぼのと湧き起こってきた。

国際コミュニケーション研究科 総務・入試担当課長　津久井 健之

主催：人事部人事課　共催：ダイバーシティ推進室

（注１）肩書は講演当時のもの。現在は復興庁参事官（医療福祉班）。
（注２）正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

▲寺本 琢哉氏 ▲藤本 浩志教授

▲  右側の別スクリーンで、PC文字通訳による情報
保障対応を行いました

▲ 参加者同士で活発なグループワークが行
われました（筆者・中央）

講　　師：寺本 琢哉氏

司会進行：藤本 浩志教授

　「障害者差別解消法」（注２）を担当されている内閣府参事官 寺本琢哉氏を講
師にお迎えし、職員管理職約170名を対象にセミナーを開催しました。
　講義では、「障害者が直面する困りごと、その困りごとはなぜ生じるのか」
「具体的事例からどのような合理的配慮が提供できるか」等をテーマに参加
者同士で話し合い、それぞれの考えを発表し会場全体で情報を共有しなが
ら、「合理的配慮」の基本的な考え方や事例、社会全体の方向性などについ
てお話しいただきました。
　日常生活や社会生活を送る中で「社会的障壁」に困っている場合、これを
取り除くために必要な「合理的配慮」を提供することがこの法律の目指す
ものであると説明がありました。また、「合理的配慮」の提供から「過重な
負担」が生じ均衡を失する側面もあり得るが、その場合には大学だけで抱え
ず、他大学、自治体、国への相談・連携を求めていくことが重要であるとア
ドバイスをいただきました。
　障害の有無に関係なく、誰もが「社会的障壁」に直面する可能性があり、
それぞれの立場で「合理的配慮」を考えることの重要性について再認識する
ことができ、充実したセミナーとなりました。

参加者の声

早 20号館 2F
  03‒5286‒9871

 https://www.waseda.jp/inst/diversity/

  diversity@list.waseda.jp

左： Rikohティータイムシ
ンポジウムの様子

右： 早稲田大学ダイバー
シティ推進室リーフ
レットとニュースレター
「さんかくニュース」
（年2回発行）

西早稲田キャンパス女性専用交流・休憩スペース
（ 60号館 2F 214）

性別や障がいの有無を
問わず、どなたでも利
用可能な「だれでもトイ
レ」サイン

早稲田大学メンター制
度ポスター

GSセンター　※P.176

障がい学生支援室　※P.177

ICC（異文化交流センター）　※P.178

早稲田大学UDマップ
（Webサイトに掲載）

イベントで着用した妊婦体
験ジャケット

　ダイバーシティ推進室では、早稲田大学中
長期計画の「Waseda Vision150」に基
づき、教育・研究・就労の場におけるダイバー
シティを推進する活動をしています。「男女
共同参画の推進」「障がい者の理解と支援」
「セクシュアルマイノリティの理解と支援」を
テーマとした講演会やセミナーの開催、ダイ
バーシティに関連する内容を扱った学科目、
学業とプライベートの両立支援のための各種
支援内容や相談窓口等に関する情報をWeb
サイトで提供し、SNSでも発信しています。
　西早稲田キャンパス60 号館 2階には、
推進室分室として「女性専用交流・休憩ス
ペース」を設置していますので、授業や研究

　2015 年 3 月、Waseda Vision 150

Student Competitionにて「日本初！LGBT

学生センターを早稲田に！！」と題した企画が

学生から出され、その提案の総長賞受賞を

きっかけに、学内各箇所やLGBTサークルな

どが連携したシンポジウムや講演会などが

度々実施され、学内的な機運の高まりがみら

れるようになりました。このような背景の下、

「ICC（異文化交流センター）」、「障がい学生

支援室」に加え、新たにジェンダー・セクシュ

アリティに関するリソースセンターとして「GS

センター」を設置し、３つのオフィスを統合し

たスチューデントダイバーシティセンターを学

生部内に開設しました。

　早稲田大学では、国籍、性別（男女だけで

はない性の多様性）、障がいの有無などにか

かわらず、大学内に多様な個性が共存し、そ

れぞれの目線で学習、教育、研究、就労に関

わることにより、大学の更なる進化につなが

る新たな発想が生まれるようなアカデミッ

ク・コミュニティの形成を目指しています。

　そのために、スチューデントダイバーシティ

センターでは、以下２つの理念に沿って具体

的な取り組みを推進していきます。

・ 大学生活全般において不利益を被りうる多

様なマイノリティ学生が安心して学業に専念

できる学生生活環境の確保

・ 大学に集う全ての構成員が多様な価値観や

生き方を受容するキャンパスづくりの推進

　スチューデントダイバーシティセンターは、

大学全体の施策を担うダイバーシティ推進室

と連携を図りながら、学生支援を行う実行組

織としての役割を果たしていきます。

の合間にご活用ください。
　また、女性キャリア初期研究者の両立支援
を目的とした女性研究者メンター制度の実
施、セクシュアルマイノリティ学生への必要
な配慮として特に教職員が留意するべき内容
をまとめた「セクシュアルマイノリティ学生へ
の配慮・対応ガイド（教職員向け）」の発行、
誰もが安心して過ごせるキャンパスづくりの
実現をめざし、施設面の情報をユニバーサル
デザインの考え方でマップにした「早稲田大
学UDマップ」の発行なども行っています。

担当職員の声

関連する授業やイベントに参加することにより、社
会においても重要な課題となっているダイバーシ
ティについて、学生のうちに考える機会を持ってい
ただきたいと思います。
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Sセンター（ジェンダー・セクシュアリティセンター）

　障がい学生支援室は、障がいのある学生
が他の学生と同じ環境で学べるよう、修学上
必要な支援サービスを提供しています。
　身体障がい学生支援部門では、現在約
100名の学生が支援ボランティアとして活動
しています。学生主体の交流会も定期的に開
催され、毎回多くの支援ボランティアと障が
い学生が交流を深めています。支援ボラン
ティアの中にはさまざまな国からの留学生も
いるため、支援活動や交流会を通して、多様
な価値観に触れられる機会にもなっています。

　支援活動には一定の謝金が支払われ、授
業の空き時間を利用して行うことができま
す。自宅で行える支援もあります。手話な
どの特別なスキルは必要ありません。支援
室スタッフや先輩学生が丁寧に説明しますの
で、少しでも興味のある方はぜひ支援室へ
行ってみましょう。
　発達障がい学生支援部門では、専門のコー
ディネーターが具体的な支援策を検討し、学
内の関係箇所と連携してサポートを行いま
す。ご相談は支援室分室で受け付けています。

早 10号館 2F 213・214
月～金 9:00～17:00

  03‒3204‒4607
 https://www.waseda.jp/inst/gscenter/

  gscenter@list.waseda.jp

早 3号館 1F
月～金 9:00～17:00

  03‒5286‒3747
 https://www.waseda.jp/inst/dsso/

左： GSセンター職員と
学生スタッフ

右：GSセンター室内

右上： 学期末交流会の様子
左： パソコン通訳の様子
右：歓談の様子

　GSセンターは、ジェンダー・セクシュアリ
ティに関するリソースセンターとして、2017
年 4月に開設しました。セクシュアルマイノ
リティ当事者に限らず知識にアクセスしたい
A
ア ラ イ

LLY（支援者）の方など、本学の学生・教
職員であればどなたでも利用できます。
　GSセンターは以下の 3つのミッションを
軸とした運用を行っています。
① セクシュアルマイノリティ当事者に対する
相談支援センター（プライバシーが守られた
空間）
② ジェンダー・セクシュアリティについての
知識が得られるリソースセンター
③ イベントなどを実施するコミュニティース
ペース

　また、ジェンダー・セクシュアリティに関す
る勉強会やテーマ別カフェイベントの開催だ
けでなく、キャンパス全体の意識向上を目的
に、学生サークルや学内外機関と連携したイ
ベントも企画しています。イベントの詳細は
GSセンターWebサイトをご覧ください。
　学生生活で感じた違和感や心配事など、
ちょっとしたことでも相談できますので、気に
なることがあれば訪ねてみましょう。

担当職員の声

ジェンダー・セクシュアリティに関する専門書
からマンガまで多数取り揃えています。まず
はお気軽にセンターの雰囲気をのぞきに来て
ください。スタッフが優しく応対します。

学生スタッフの声

GSセンターは早大生なら誰でも利用でき
る、居心地の良い空間です。相談内容はも
ちろん、センター内での雑談なども全て内密
にされているので、安心して利用できます。

イベント「LGBT 
ALLY WEEK」
の様子

イベント「東京レインボープライド」でブース出展

学生の声

共に学ぶ仲間の力になりたいとの思いか
ら支援を始めました。活動を通じて学部
学年の異なる多くの学生たちと交流でき
ることが、支援室の大きな魅力です。

担当職員の声

発達障がい学生の修学上の困り事を伺い
ながら、配慮が必要なことについて学内
調整を行うとともに、ご自身でできる対
処方法も一緒に検討しています。お気軽
にご相談ください！

早 25号館 1F
月～金 9:00～17:00

  03‒3208‒0587
 上記Webサイトと同じ

発達障がい学生支援部門

身体障がい学生支援部門
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（異文化交流センター）
早 3号館 1F
月～金 10:00～18:00
土　　 10:00～17:00

  03‒5286‒3990
 https://www.waseda.jp/inst/icc/

左： 異文化交流イ
ベントの様子

右： カウンターで気
軽に質問

　ICC（異文化交流センター）では、「文
化的背景の異なる学生同士の異文化交流の
場」を提供しています。昨年度は1年間で約
300のイベントを実施し、延べ1万6,000
人以上の早大生が参加しました。
　ICCイベントの多くは、在学生からなる
ICC学生スタッフリーダーなど、一般の学生
の皆さんの発案によるもの。そのように学生
目線で展開されるICCイベントは、実にバラ
エティー豊かです。異文化交流にハードルの
高さを感じる方にも、気軽に楽しめるカフェ・

イベントやスポーツ、フィールド・トリップなど、
語学力を向上させたい方には、特定の言語で
コミュニケーションを図る各種言語系イベン
ト、グローバルな視野を備えたい方には、著
名なゲストスピーカーによる講演会、そして、
異文化をより深く理解したいという方には、ア
ウトリーチ（小中高等学校における異文化理
解教育）やテーマ・キャンプなど、個人の目
的やレベルに応じたイベントを選択できます。
　あなたも、国際色豊かな早稲田ならではの
異文化交流コミュニティに参加しませんか。

学生の声

早稲田大学での留学生活がスタートを
切ったとき、広くて新しい世界に僕を導
いてくれたのが、ICCです。イベントを
通して、学生同士で率直に思いを伝え合
うことができ、かけがえのない貴重な思
い出を作ることができました。皆さんも
ぜひ ICCで最高の大学生活を送ってくだ
さい！

学生スタッフの声

異文化との出会いには多くの感動があり
ます。留学生と友達になりたい、世界と
つながりたい、そう感じたら ICCへぜひ
気軽に来てください。イベントの中でさま
ざまな枠を越えて、友達の輪を広げてみ
ませんか？

上：他大学生と英語でディスカッションに挑戦！
下： 国籍・本名・年齢を伏せるルールの下に行われた
ノーボーダーキャンプにて

早 28号館 1F
月～金 9:30～17:00

  03‒5286‒9824
  https://www.waseda.jp/inst/harassment/

  stop@list.waseda.jp

　早稲田大学では「早稲田大学におけるハラ

スメント防止に関するガイドライン」を定め、

全ての学生・生徒および教職員などが個人と

して尊重され、ハラスメントを受けることなく、

就学または就労できるよう十分な配慮と必要

な措置を取ることを宣言しています。

　ハラスメント防止室では早稲田大学で学び、

研究する皆さんから、ハラスメントについて

の相談を受け付け、その解決に向けて専門の

相談員が一緒に考えます。ハラスメントを受

けて悩んだ時にはもちろん、これはハラスメ

ントなのかな？と疑問に思った場合でもお気軽

にご相談ください。

　ハラスメント防止室では情報を厳重な守秘

義務の下に管理しており、ご相談内容がご本

人の了解なく外部に出ることはありません。

また相談者のプライバシーが侵害されたり不

利益を被ったりしないよう、問題解決の方法や

進め方を含め、相談者の意思を尊重しながら

慎重に進めますので安心してご相談ください。

　初回は電話やメールなどによる相談となり

ます。その時には匿名でも構いません。その

後ご希望であれば面談での相談（予約制）を

お受けします。また外部相談窓口も利用でき

ます。詳しくはWebサイトをご覧ください。

学内で配布中
のパンフレット。
事務所などで
入手できます 相談室

相談はハラスメント防止室または外部相談窓口へ
（相談しやすい方に相談してください）

※詳細はWebサイトをご覧ください。

相談と解決の流れ

終　
　
　

了

❶‒1
ハラスメント防止室へ
の相談
●  電話、メールなどによ
る相談

● 匿名可
● 専門の相談員が対応
します。

● 面談を希望の場合は
予約の日程調整をし
ます。

❶‒2
 外部相談窓口への相談
連絡先はハラスメント防止
委員会Webサイトをご覧く
ださい
●  電話、WEBで受け付
けます。

● 匿名可
● 相談者が同意した内
容をハラスメント防止
室に報告します。

❷来室による面談【要予約】
●  相談員が解決に向けたアドバイスをします。
● 必要に応じてお名前や所属などを伺います。
●  苦情処理の手続きを説明します。

❸苦情処理の申立て
●   相手に謝罪を求めるなどの具体的対応を要
求したい場合は、当事者本人から書面によ
る苦情処理の申立てをしていただきます。

●  規程に照らし、提出された苦情処理の申立
てについて受理審査をして結果をお知らせし
ます。

❹事実確認と解決策の検討
●   受理された場合は、苦情処理小委員会担当
委員が双方と面談をし、事実確認を行い、
解決策を検討します。
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保健センター
  https://www.waseda.jp/hoken/

左：保健管理室
右：学生相談室

　保健センターでは、皆さんのかかりつけの

クリニックとして利用してもらえるような施設

を整えています。また、普段から心身ともに

健康な状態で学生生活を送ることができるよ

うに、生活指導やアドバイスも行っています。

　その一環として、毎年4月には学生定期

健康診断を実施。健康診断結果は自己の健

康チェックに役立つだけでなく、就職活動・

留学などで必要な健康診断書の発行、学内

のトレーニングセンターやプールの利用登録

にも活用できます。

　また、一人一人に寄り添う相談窓口として

「学生相談室」を設置。あらゆる相談に対

応し、弁護士による相談もしています。もし、

何か悩みを抱えたら、気持ちや考えの整理

を行いながら、今後の取り組みなどについて

一緒に考えていきましょう。

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
相
談

学生の声

授業中に体調を崩したときに、早稲田キャン
パスにある早稲田分室を利用しました。おか
げで体調が回復し、帰宅することができました。

担当職員の声

どんな小さなことでも一人で悩まず、各キャ
ンパスにある保健センターに相談にいらしてく
ださい。心身の健康を保つため学生定期健康
診断を必ず受診しましょう！

5F
こころの診療室

精神科（予約制）の診療を行っています。
診療受付時間　

月～金 9:30～11:00、13:30～15:30
開室時間　

月～金 9:00～12:30、13:30～17:00　
  03‒5286‒8743

6F
学生相談室

学生生活上のどんな悩みにも応じる相談窓口です。心理カウンセラー（臨床心
理士）による相談や、弁護士による法律相談を受けることができます。相談は
無料で、プライバシーもきちんと守られます。気軽に利用してください。
 月～金 9:00～12:00、13:00～17:00、　土 9:00～13:00

  03‒3203‒4449

3F
診療室

内科・心療内科（予約制）の診療を行っています。
診療受付時間
 月～金 10:00～12:40、14:30～17:10、土 10:00～12:10

救急・応急対応
 月～土 9:00～17:00　

  03‒5286‒3984

4F
検査室

医師の指示による検査を行います。一般X線撮影が可能です。血液・尿・心電図・
聴力・その他の検査に対応しています。

1F
保健管理室

学生定期健康診断・各種健康相談の総合窓口です。健康について気になること
があれば、まずは相談してみましょう。婦人科医による女性健康相談や、食事
に関するアドバイスも行っています。
開室時間

月～金 9:00～12:30、13:30～17:00　
  03‒5286‒9800
医師による健康相談 月～金 13:30～15:40
女性健康相談　　　 第3火 12:30～14:45（予約優先）
栄養相談　　　　 水　　 10:00～13:00（予約優先）

25号館

2F
診療受付・会計

センター事務所および診療を受けるために最初に訪れる窓口となります。3階
の診療室、5階のこころの診療室を利用の際は、ここで受け付けを済ませてく
ださい。

25-2号館

保健センター分室

早稲田分室
3号館 1F

 月～金 9:30～21:00
03‒5286‒2185

戸山分室
33号館 B1F

  月～金 9:00～20:00
土 9:00～17:00
03‒3203‒3519

西早稲田分室
51号館 1F

  月～土 9:00～17:00
03‒5286‒3021

所沢分室
100号館 3F

 月～土 9:00～17:00
04‒2947‒6706

本庄分室
93号館 1F

 月～金 13:30～17:00
0495‒24‒6244

各分室の詳細は、
下記Webサイトで確認してください。

  https://www.waseda.jp/

hoken/branch_info/
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早
稲
田
大
学
を
支
え
る
組
織

早稲田大学校友会スポーツ施設

体
力
づ
く
り
・
運
動
不
足
解
消
に

早 20号館 1F
月～土 9:00～17:00

  03‒3202‒8040
 http://www.wasedaalumni.jp/

早稲田大学校友会
代表幹事
萬
まんだい

代 晃
あきら

1969年早稲田大学商学部
卒業。日本化薬株式会社相
談役。2018年9月30日より
校友会代表幹事。

小野記念講堂
での奨学生証
授与式。奨学
生が参加し、
校友に向けて
謝辞を述べる

毎年10月に行われる校友の祭典「稲
とう

門
もん

祭
さい

」

　早稲田大学校友会は1885年、校友（卒

業生）同士、また校友と大学との連携強化や、

大学の事業援助のため設立されました。現在

約64万人の会員が所属し、都道府県別の支

部、さらに職種や卒業年度別に組織される

「稲
とう

門
もん

会
かい

」に分かれています。校友会の活動

は、会員の方々からの会費に支えられており、

その多くは母校・在学生支援に使用していま

す。具体的には、活動予算の多くを奨学金に

充てているほか、校友が講師となる「校友会

支援講座」の開講、学生の健康な食生活を

後押しする「100円朝食」の提供協力、キャ

ンパス内の設備の改修や拡張への資金面での

協力などを行っています。

　校友会では毎年1回、「稲門祭」を開催しま

す。同日には、卒業して15年目、25年目な

ど節目を迎える方をお招きするホームカミング

デー記念式典もあり、多くの在校生・校友に

ご来場いただいています。著名な校友による

シンポジウムや福引抽選会などのイベントがあ

り、毎年好評です。また稲門祭での記念品売

り上げを含む収益の全ては返済不要の給付型

奨学金として、皆さんの支援に充てられます。

　他に、「学生稲門会」や「年次稲門会」の

立ち上げサポートもしています。学友とのつ

ながりは生涯の財産になりますので、ぜひ交

流を深めてください。

　皆さんの利用する施設や奨学金など、あら

ゆるところに校友会の支援が生かされていま

す。在学中はその支援を大いに活用し、卒業

してからは後輩たちを支援する側に回ってい

ただくことを期待してやみません。

トレーニングセンター
30 号館 B2F（学生会館）

月～土 10:00～21:00

日・祝 12:00～19:00

03‒3203‒4114

http://www.waseda.jp/student/

gakusei/trainingcenter

更衣室、シャワールーム（有料）などを完備。
専門のトレーナーも常駐しています。
登録料：年間 4,500 円
登録方法：健康個人カードまたは健康診断書（年度内
のもの）、証明写真（4×3センチ）、学生証、手数料
収納証を持参し、トレーニングセンターで登録。

リフレッシュスタジオ
37 号館 B1F（多目的運動場）

レッスン実施日の 16：00～20：00

03‒3205‒1909

http://www.waseda.jp/student/

health/refresh/

ピラティスやヨガなど、専門のインストラクター
によるレッスンプログラムが用意されています。
登録料：年間 1,500 円
登録方法：学生証、手数料収納証を持参し、トレー
ニングセンターで受付。

戸

  
 

戸

  
 

高石記念プール
38 号館（戸山図書館棟）

03‒5286‒3758（競技スポーツセンター）
https://www.waseda.jp/inst/athletic/

about/facility/

年間を通して利用できる室内温水プールで、6

レーンが設けられています。登録料は無料です。
利用料：各時限につき手数料収納証 100 円券
登録方法：学生証、印鑑、健康個人カードまたは健康診
断書（年度内のもの）、心電図検査結果（3年以内のもの）
を持参し、高石記念プールで受付。

戸
  

 

　充実した学生生活は、心身が健康であって

こそ。運動には体力を高める効果とともに、

心を安定させる効果も期待できます。自分の

身体状態やライフスタイルに合った運動方法

を見つけ、適度な運動習慣を身に付けましょ

う。ここでは、学生が自由に利用できる、早

稲田大学の主なスポーツ施設を紹介します。

日程は上記Web
サイトで確認できます

利用者登録の有効
期間は当該年度期
間中のみ。継続し
て利用する場合は、
手続きを忘れずに
行ってください

スタッフの声

トレーニングセンターは、全身くまなく鍛えられるマ
シンが数多くそろっている、充実した施設です。ジ
ムが初めての方や何をやっていいか分からない方に
はスタッフがご案内しますので、安心してご利用くだ
さい。

インストラクターの声

リフレッシュスタジオでは、「ヨガ」「ピラティス」な
どの人気のプログラムを実施しています。初めての
方でも参加可能なレッスンばかりです。皆さん一緒
にリフレッシュしましょう。

　早稲田大学の卒業生は、大学を卒業する
と同時に正会員となります。学部学生・大
学院生※の皆さんはその準会員で、入学時
の保証人の同意に基づき、標準修業最終年
度・最終学期の学費と共に卒業後10年分
の校友会費4万円（複数年割引額）を納入
いただいています。学部要項、学費口座引
落通知ハガキなどに記載のご案内を、併せ
てご参照ください。

※大学院生について、2018年度以降入学者の
うち、他大学出身の修士課程・専門職学位課程入
学者（編入学を除く）の方が校友会費複数年一
括納入の対象となります。

校友会費について
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