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（公認サークルの学生責任者）
第３条　公認サークルの学生責任者は複数の公認サークル責任者を兼ねる
ことはできない。ただし、大学が特に認めた場合は、この限りではない。
２　学生責任者は学部の正規生でなければならない。ただし、学術院承認
サークルのうち、大学が特に認めたサークルはこの限りではない。
（立看板および掲示物等）
第４条　学生または学生の団体が、立看板を本大学構内に設置し、または
文書、チラシおよび新聞等（以下「文書等」という。）を掲示する場合は、
公認サークルにあってはサークル名を、個人および公認サークル以外の団
体にあっては、本大学学生である掲示責任者の所属箇所、学年、氏名、連
絡先および団体名を当該立看板または文書等に記載しなければならない。
２　本大学構内で立看板を作製しようとするときは、あらかじめ大学の許可
を得て、所定の場所で作製するものとする。
３　立看板の設置または文書等の掲示を行う際は、公認サークルにあって
は幹事長その他の学生責任者、公認サークル以外にあっては、本大学学生
が掲示責任者として立ち会わなければならない。
４　設置・掲示の期間を経過したときは、設置・掲示を行った者は、速やか
に立看板・掲示物を撤去しなければならない。
５　立看板および掲示物は、営利目的、虚偽の内容、他者のプライバシー
の侵害、特定の個人もしくは団体等への誹謗中傷または名誉毀損にあたら
ないもので、公序良俗に反しないものでなければならない。
６　立看板および掲示物は、倒壊の危険や通行妨害がないよう、安全に配
慮して設置しなければならない。
７　立看板および掲示物が、前３項の規定に反していると大学が判断したと
きその他大学が必要と認めた場合は、当該立看板および掲示物を撤去する
ことがある。
８　前各項の規定にかかわらず、早稲田キャンパス以外のキャンパスにおい
て、立看板および掲示物等の規定がある場合は、当該キャンパスの規定を
適用できるものとする。
（立看板の大きさ等）
第５条　立看板の大きさは、ベニヤ板（180㎝×90㎝）２枚分までとする。
２　立看板を設置する際は、通行の妨害および人身に危険の及ばない場所
を選ぶものとし、植栽等を傷めてはならない。
３　突起物のある立看板は設置してはならない。
４　フェンスにガムテープまたはそれに類似するものを貼り、設置の場所取
りを行ってはならない。
５　フェンスへの掲出は、危険防止のため四隅を固定しなければならない。
６　同一内容の立看板については、一キャンパスにつき２箇所以内の設置
とする。
７　立看板の設置場所について、各キャンパスにおいては、大隈銅像周辺、
正門付近その他の大学が指定する場所に設置してはならない。ただし、大
学が特に認めた場合はこの限りではない。
８　大学は、原則として年４回、立看板を撤去する。
（掲示物の大きさ等）
第６条　掲示物の大きさは、最大Ａ２サイズまでとする。
２　掲示物の枚数は、次の各号に定めるとおりとする。
一　枠のある掲示板　１掲示板につき１団体あたり１枠まで
二　枠のない掲示板　１掲示板につき１団体あたり１枚まで
３　掲示板以外の場所（壁やフェンス等をいう。）に文書等を掲示してはな
らない。
４　掲示物を固定する際は、画鋲を使用し、ホッチキス、ガムテープ等を使
用してはならない。また他の掲示物の上に重ねて貼ってはならない。
５　大学は、月に１回（原則として第４月曜日の午前中）、すべての掲示物
を撤去する。
（文書等の配布）
第７条　学生または学生の団体が、本大学構内において文書等を配布しよ
うとする場合は、公認サークルにあってはサークル名を、個人および公認
サークル以外の団体にあっては、本大学学生である掲示責任者の所属箇所、
学年、氏名、連絡先および団体名を当該文書等に記載しなければならない。
２　文書等の配布を行う際は、公認サークルにあっては幹事長その他の学
生責任者、公認サークル以外にあっては本大学学生である責任者が、立ち
会わなければならない。
３　文書等の配布は、屋外のみとし、建物内での配布は認めない。ただし、

大学が特に認めた場合は、この限りではない。
４　文書等の配布は、手渡しとし、受け取る意思のない者への強要を行っ
てはならない。
５　配布する文書等は、営利目的、虚偽の宣伝、他者のプライバシーの侵
害、特定の個人もしくは団体等への誹謗中傷または名誉毀損にあたらない
もので、公序良俗に反しないものでなければならない。
６　前各項の規定にかかわらず、早稲田キャンパス以外のキャンパスにおい
て、文書等の配布の規定がある場合は、当該キャンパスの規定を適用でき
るものとする。
（教室の貸出し）
第８条　学生または学生の団体が、会合その他の目的で教室を利用すると
きは、あらかじめ大学の許可を得なければならない。
２　大学は、前項の許可の申請が次の各号の一に該当する場合は、同項の
許可をしないことがある。
一　教室の利用目的が公序良俗に反する恐れがあるとき。
二　入場料その他の料金を徴収しようとするとき。
三　授業の妨げになる恐れがあると認められるとき。
３　大学は、次の各号の一に該当するときは、第１項の許可を取り消すこと
ができる。
一　大学が教室を利用しなければならない緊急の必要が生じたとき。
二　借用願の記載事項に虚偽の記載があったとき。
三　前項各号のいずれかに該当することとなったとき。
四　その他大学が必要と認めたとき。
４　前各項の規定にかかわらず、早稲田キャンパス以外のキャンパスにおい
て、教室の貸出しの規定がある場合は、当該キャンパスの規定を適用でき
るものとする。
（学生証の提示）
第９条　学生は、学生証を常に携帯し、本学教職員の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
（遵守事項）
第 10 条　学生は、本大学構内において大学が定めた場所以外で、喫煙
および飲酒をしてはならない。ただし、大学が特に認めた場合はこの限り
ではない。
２　学生は、本大学構内において物品の販売およびこれと同視すべき行為
をしてはならない。ただし、大学が特に認めた場合はこの限りではない。
３　学生は、大学の施設、設備および備品を占有してはならない。ただし、
大学が特に認めた場合はこの限りではない。
４　学生は、横断幕、垂れ幕、ステッカー等を施設、植栽等に設けまたは
掲げてはならない。ただし、大学が特に認めた場合はこの限りではない。
５　学生は、本大学構内および大学周辺で拡声器、楽器等を使用してはな
らない。
６　学生は、衛生環境の維持および改善に努め、ゴミの放置などをしては
ならない。
７　学生は、常に安全確保に努め、危険行為および他人への迷惑行為をし
てはならない。
（拡声器および楽器等の使用）
第 11 条　前条第５項の規定にかかわらず、早稲田キャンパスにおいては、
授業実施期間（試験期間および大学が指定した日を除く。）の 12 時 10
分から13 時まで拡声器、楽器等を使用できるものとする。
２　前項のほか、大学が特に認めた場合は、大学構内で拡声器、楽器等を
使用できるものとする。
３　拡声器および楽器等を使用する際は、大学の指示に従わなければなら
ない。
附　則
この細則は、2011 年４月１日から施行する。
附　則（2012 年１月27日規約第 11―62 号の２）
この細則は、2012 年４月１日から施行する。
附　則（2016 年２月23日規約第 15―68 号）
この細則は、2016 年４月１日から施行する。
附　則（2017 年 10 月６日規約第 17―40 号の２）
この細則は、2018 年４月１日から施行する。
附　則（2019 年２月26日規約 18-81 号）
この細則は、2019 年２月26日から施行する。

サークル活動

サークルの登録・運営に関するお問い合わせ
30号館１F（学生会館）

学生部学生生活課（課外活動デスク）
03‒3202‒0706
http://www.waseda.jp/student/

　正課授業とは違った出会いや、経験が得られるサークル活動。早稲田大学では、条件を満たしたサーク
ルを公認し、さまざまな課外活動支援を行っています。

サークルの種類
　公認サークルには、「学生の会」「学生稲門会」
「学外 NPO 等に所属するサークル」「同好会」
および「学術院承認サークル」があります。公認
サークルとなるためには、以下に記載されている

ような要件を満たす必要がありますが、「登録（未
公認）サークル」としてサークル名や学生責任者
などの情報を学生生活課に届け出ることで、教室
貸し出しなどを利用することもできます。

公認サークルの要件
　主に、①サークル員の構成、②活動実績、③会
長という3つの要件があります。初めはハードルが
高いように感じるかもしれませんが、100年にわ
たって活動を続けているサークルから、昨年公認さ

れたばかりのサークルまで、現在、約550もの公
認サークルが活動中です。サークル会員の努力は
不可欠ですが、学生部としてもより多くの公認サー
クルが活動できるように支援を行っています。

公認サークルに対する支援
　学生会館の部室・会議室・練習室などの施設利
用の他、課外活動補助金の交付が支援の柱です。
補助金の申請を行った公認サークルのうち、活動
規模や継続年数などの条件を鑑みて、最大で年間
30 万円を補助しています。この課外活動補助金

は公認サークルの直接経費の半額を支給するもの
で、具体的には、印刷費用や機材のレンタル費用、
ライブ会場などの施設利用料などが対象。皆さん
のサークル活動をより充実したものとする手助け
となっています。

学外での活動について
　公認サークルが学外で課外活動（合宿・遠征な
ど）を行う際は、必ず事前に学生生活課に「合宿・
遠征届」（「学傷補」の届け出も兼ねる）を提出し
ましょう。提出がないと、課外活動中に事故など
が起こった場合、大学からの指示を受けることが

できないだけでなく、「学傷補」も適用されません。
なお、「学傷補」の対象は早大生のみで、他大学
の学生は対象外です。他大学生には必ずその旨を
伝え、サークルで独自に保険加入することをお勧
めします（P.208 参照）。

    

早稲田134-232.indb   194-195早稲田134-232.indb   194-195 2020/03/23   13:592020/03/23   13:59



196 197

学生の会
ジャンル 分類番号 団体名

野球
A-121 軟式野球部
A-157 プロ野球ファンサークル　セレクト

ラグビー A-122 G.W. ラグビークラブ
アメリカンフットボール A-131 米式蹴球同好会レブルス

テニス A-178 早稲田大学軟式庭球同好会

バレーボール
A-125 バレーボール同好会
A-129 タッチ☆ネッツ

その他の
球技

A-123 卓球同好会（WTTS）
A-126 ボウリングクラブ
A-127 ポーラーベアーズアイスホッケークラブ
A-128 ワイヴァーンズ　クリケットクラブ

バド
ミントン

A-124 バドミントン同好会
A-130 ちょこ Let's

ダンス
A-155 競技ダンス部（WBDC）
A-162 UNITY

武道

A-146 合気道会
A-147 空手道誠心会
A-148 剣道同好会
A-149 スポーツ合気道クラブ
A-150 早稲田 ITF テコンドークラブ

スキー
A-158 スガ・スキークラブ
A-161 ネージュ・スキークラブ

サイク
リング

A-135 サイクリングクラブ
A-145 ワンダーサイクリング同好会

アウトドア

A-031 ローバース
A-132 歩行会
A-134 岳文会
A-136 山岳アルコウ会
A-137 世界旅行研究会
A-138 旅の会
A-139 探検部
A-140 なべの会
A-141 山の会
A-142 ユースホステルクラブ
A-143 山小屋研究会
A-144 登歩の会
A-152 釣の会

その他の
スポーツ

A-133 オリエンテーリングクラブ
A-153 トランポリン同好会
A-154 早大バーベルクラブ
A-156 トライアスロンチームノースウエスト
A-159 陸上競技同好会
A-160 アルティメット部　ソニックス

政治

A-020 国際問題研究会
A-021 政治経済攻究会
A-022 雄弁会
A-023 國策研究會
A-024 政友会
A-033 鵬志会

経済

A-025 経済学会
A-027 マーケティング研究会
A-029 会計学会
A-045 証券学会

ジャンル 分類番号 団体名

歴史
A-013 考古学研究会
A-014 エジプト文化研究会

宗教
A-009 早稲田大学YMCA
A-010 佛教青年会
A-011 キリスト者学生会（K.G.K.）

哲学 A-008 現代思想研究会

自然科学
A-039 生物同好会
A-040 天文同好会

言語

A-163 英語会（W.E.S.S.）
A-165 スペイン語研究会
A-166 邦文速記研究会
A-167 英語部 （WESA）

日本文学

A-168 早稲田大学現代文学会
A-169 詩人会
A-171 早稲田文芸会
A-172 短歌会
A-173 童謡研究会
A-175 山猫文学会
A-176 ワセダミステリ・クラブ
A-177 児童文学研究会

日本文化

A-052 漫画研究会
A-074 エレクトーンサークル　AUGMENT
A-089 観世会
A-090 狂言研究会
A-091 虚竹会
A-092 金春会
A-094 竹友会
A-095 稲吟会
A-096 長唄研究会
A-108 生花研究会
A-115 落語研究会
A-116 少女マンガ研究会
A-118 津軽三味線愛好会　三津巴
A-119 日本舞踊研究会
A-120 早稲田大学宝塚歌劇を愛する会（早宝会）

学問 A-018 戦争・貧困・環境を考える会

出版
A-001 ザ・ワセダ・ガーディアン
A-002 早稲田スポーツ新聞会

コミュニケーション A-104 アニメーション同好会（WALT）

マス
メディア

A-042 アナウンス研究会（WAK）
A-043 広告研究会
A-046 放送研究会
A-048 ＦＭ waseda

企画 A-036 イベント企画サークル qoon

レクリエーション
A-028 経営情報学会（MISW）
A-114 マジッククラブ

演劇

A-098 演劇研究会
A-099 歌舞伎研究会
A-100 劇団「こだま」
A-102 舞台美術研究会
A-103 演劇倶楽部
A-105 （劇団）てあとろ50’
A-117 パントマイム 舞☆夢☆踏 （マイムトウ）

同好会

ジャンル 分類番号 団体名

映画

A-097 映画研究会
A-101 稲門シナリオ研究会
A-106 アニメーション研究会
A-107 怪獣同盟

音楽

A-017 中南米研究会
A-058 音楽同攻会
A-059 ギタークラブ
A-060 交響楽団
A-061 ザ・ナレオ
A-062 ハーモニカ・ソサィアティ
A-063 マンドリン楽部
A-064 オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダ
A-065 ギターソサエティー
A-066 早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ
A-067 モダンジャズ研究会
A-069 アンサンブル・リドール
A-070 ラテン・アメリカ協会
A-071 早稲田大学フィルハーモニー管絃楽団
A-072 ショパンの会
A-073 フュージョンマニア
A-075 琵琶サークル　琵沙門
A-076 律ゾリステン
A-077 早稲田ビートルマニア
A-078 クラシック弦楽合奏団
A-079 早大ピアノの会
A-086 シャンソン研究会（シャン研）
A-087 音楽サークル　星空

声楽
A-080 合唱団
A-081 グリー・クラブ
A-082 コール・フリューゲル

ジャンル 分類番号 団体名

野球

C-154 江戸の会（軟式野球同好会）
C-155 グランドスラム（軟式野球同好会）
C-156 Chariots
C-157 早稲田大学女子軟式野球部WASEBI

ジャンル 分類番号 団体名

声楽

A-083 混声合唱団
A-084 室内合唱団
A-085 Street Corner Symphony
A-088 Choco Crunch

美術

A-041 繊維研究会
A-049 写真部
A-050 書道会
A-051 美術研究創作会
A-053 古美術研究会
A-054 名所古蹟研究会
A-055 絵画会
A-056 古寺仏研究会
A-057 陶芸部　稲穂窯

趣味 A-047 鉄道研究会（WRC）

国際交流
A-003 国際学生友好会（WIC）
A-007 国際交流虹の会

ボランティア

A-004 思惟の森の会
A-032 ボランティアサークル 積木の会
A-034 新宿子ども会 KIDS
A-035 手話さあくる
A-037 早稲田大学広域BBS会
A-038 青空子ども会Ⅱ
A-170 児童文化研究会

その他の
文化

A-005 早稲田精神昂揚会
A-006 早慶戦支援会
A-109 囲碁会
A-110 茶道研究会
A-111 かるた会
A-112 将棋部

学生稲門会
ジャンル 分類番号 団体名

学生稲門会

B-000 全国早稲田学生会連盟
B-001 北海道学生稲門会
B-008 東北学生稲門会
B-010 茨城学生稲門会
B-016 山梨学生稲門会
B-017 信州学生稲門会
B-021 岐阜学生稲門会
B-022 新潟学生稲門会
B-023 静岡学生稲門会
B-024 愛知学生稲門会
B-026 三重学生稲門会
B-030 京都学生稲門会
B-031 鳥取学生稲門会

ジャンル 分類番号 団体名

学生稲門会

B-034 和歌山学生稲門会
B-035 広島学生稲門会
B-036 山口学生稲門会
B-040 福岡学生稲門会
B-043 長崎学生稲門会
B-044 大分学生稲門会
B-045 熊本学生稲門会
B-048 沖縄学生稲門会
B-049 関西学生稲門会
B-050 北陸学生稲門会
B-051 岡山学生稲門会
B-053 佐賀学生稲門会
B-054 鹿児島学生稲門会

ジャンル 分類番号 団体名

サッカー
C-168 サッカー観戦会
C-169 稲穂キッカーズ　
C-170 リヴェルデーデ

フットサル C-167 蹴球同好会

早稲田大学公認サークル （2019年12月現在。最新情報は学生部Webサイトで確認してください）
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ジャンル 分類番号 団体名

フットサル

C-171 メインストリート F.C
C-172 KatZwei
C-173 Espiga
C-174 ディエンテ早稲田
C-175 Tonsoku

ラグビー
C-165 こんぷれっくすラグビーチーム
C-166 リスの会　　

バスケット
ボール

C-162 ドルフィンズ（バスケットボール同好会）
C-163 RED EAGLES（バスケットボール同好会）

テニス

C-130 オーストラリアンテニスクラブ
C-131 オレンジテニスクラブ
C-132 CROSS T.C.（クロス　ティーシー）
C-133 シュトルムテニスクラブ
C-134 城北テニスクラブ
C-135 スポートピア・フレンドシップユニオン
C-136 Truth テニスクラブ
C-137 テイクオフ　T・C
C-138 稲友テニスクラブ
C-139 早稲田大学フォーティラブテニスクラブ
C-140 フレンドシップハウステニスクラブ
C-141 MATCH POINT TENNIS CLUB
C-142 ヤング庭球同好会（硬式部）
C-143 ヤングテニス同好会（軟式部）
C-144 グリーンテニスクラブ
C-145 PREFIX TENNIS CLUB
C-146 ギャラクシーテニスクラブ
C-147 早稲田大学ファンタスティックテニスクラブ
C-148 早稲田大学ホームテニスクラブ
C-150 Break Point Tennis Team
C-153 早大テニスクラブ
C-270 F.S.S. テニスクラブ

バレーボール C-176 アンカー・バレーボールクラブ

ゴルフ
C-160 パディ・ゴルフクラブ
C-161 ボギーゴルフクラブ

その他の
球技

C-177 ミュンヘンハンドボール同好会
C-179 スカッシュクラブ
C-180 スポーツラバーズ
C-181 球愛会
C-182 NORTH WEST S.C

バドミントン C-178 ヤングバドミントン同好会

ダンス

C-121 早稲田大学よさこいチーム東京花火
C-207 フラメンコ集団 iVAMOS!
C-208 Waseda University Breakerz（W.U.B）
C-209 早稲田大学ジャズダンスサークルOasis
C-210 Dance Team Brilliant Pinks
C-211 スペイン舞踊研究会
C-212 ハワイ民族舞踊研究会
C-213 ダンスララバイ　熱視線（ネツシセン）
C-214 SesSion
C-215 Waseda Salsa Party（わせサル）
C-216 TAP‒LOVERS（タップラバーズ）
C-217 下駄っぱーず
C-218 早稲田大学バレエサークル　Ciel
C-220 早稲田大学ベリーダンスサークル SARAH belly
C-221 WASEDA　BALLERS
C-222 早稲田大学チアダンスチームMYNX
C-224 早稲田大学フラッシュモ部
C-271 バンカライズム―万色主義―

ジャンル 分類番号 団体名
ダンス C-272 ももキュン☆

武道

C-187 空手道糸東会
C-188 早稲田大学大道塾
C-189 サジテリアス・アーチェリークラブ
C-190 棒術会
C-191 防具空手道会
C-194 早稲田大学居合道部
C-196 極真会館早稲田大学同好会
C-197 弓道同好会
C-256 早稲田大学弓道サークル本陣
C-258 早稲田大学躰道会
C-266 スポーツチャンバラ剣隼会

乗馬 C-232 乗馬倶楽部

ヨット
C-230 ウィンドサーフィン部
C-231 セーリングヨットクラブ

スキー

C-198 ガイゼルスキークラブ
C-199 スキー同好会（W.S.S）
C-200 ツェルマット・スキークラブ
C-201 ベーシック・スキークラブ
C-202 モンブラン　スキークラブ
C-203 ベル・スキークラブ
C-204 レスポワールスキークラブ
C-205 シュプリンゲンスキークラブ

水泳
C-225 水中クラブ　
C-226 水泳同好会（早水会）　
C-229 早稲田大学フィンスイミングチームSIX BEAT

アウトドア C-186 自然人倶楽部

その他の
スポーツ

C-122 SHOCKERS
C-227 潜水会
C-228 スクーバダイビングチームあんこう
C-234 ライフセービングクラブ（W.L.S.C.）
C-235 ファルコンズ（チアリーディングサークル）
C-237 ハング・パラグライダークラブ
C-238 早稲田大学ジャグリングサークル～ infi nity ～
C-239 早稲田大学水上スキー部
C-241 早稲田スタンドアップパドル

経済 C-019 早稲田大学株式投資クラブ Forward

歴史

C-013 史学舎
C-014 歴史文化研究会
C-015 地理学研究会
C-016 早稲田大学戦史研究会

宗教 C-012 早稲田大学済蔭団

哲学
C-010 東洋思想研究会（東思研）
C-033 哲学・批評研究会

自然科学 C-046 化石鉱物研究会（化鉱研）

言語
C-245 Paddy Fielders' Tea Party（実用英語）
C-246 中国語学習会

日本文学 C-247 教育学部国語国文学会

日本文化

C-074 下懸宝生会
C-075 邦楽囃子　つづみの会
C-076 宝生会
C-108 わかものきもの会
C-111 早稲田寄席演芸研究会
C-115 早稲田ちんどん研究会
C-116 いじけっ子マンガ集団
C-123 早稲田大学ドラえもん研究会
C-124 早稲田大学ガンダム研究会
C-125 ぷよぷよ戦術技術開発研究所

ジャンル 分類番号 団体名

日本文化
C-255 早稲田大学装束研究会
C-273 早稲田大学筝曲研究会

学問
C-007 教育・教職サークルT-team（T-team）
C-008 早稲田大学教育実践サークルCROSS ROAD
C-034 資格ゲッターズ

出版

C-001 早稲田大学マスコミ研究会
C-002 早稲田乞食編集部
C-003 出版甲子園～PICASO～
C-004 出版団体 ENJI

コミュニ
ケーション

C-028 まっちワークグループ早稲田
C-029 GLOW
C-039 Waseda Association Of Debaters
C-044 The Japan Times Youth Project
C-242 早稲田スポーツ観戦会
C-254 早稲田大学台湾留学生会

企画

C-022 人物研究会
C-025 早稲田リンクス
C-032 まつりスタッフ
C-036 早稲田イルミネーションプロジェクト実行委員会
C-038 わせプロ
C-040 Walkin'
C-050 企画集団　便利舎
C-103 早稲田大学アニメ声優会

レクリエー
ション

C-005 碧稲プロジェクトチーム（碧稲会）
C-018 早稲田大学バンザイ同盟
C-047 コンピュータ研究会・WINC
C-109 クイズ研究会（W.Q.S.S）
C-110 テーブルトークRPGサークル　乾坤堂
C-112 シミュレーションゲーム研究会
C-127 CIRCLE四季凪
C-185 かくれんぼ同窓会

舞台芸術
C-114 お笑い工房　LUDO
C-118 踊り侍

演劇

C-077 オムニバス
C-078 幸福デジャヴ
C-079 （劇団）くるめるシアター
C-080 （劇団）コンツェルト
C-081 （劇団）小市民劇場
C-082 （劇団）森
C-083 （劇団）宇宙マナー
C-084 （劇団）ペナペナジー
C-086 （劇団）へちま
C-087 （劇団）桃源郷行きたい
C-088 （劇団）虚仮華紙
C-089 （劇団）SWANDIVE
C-090 鶴の一声
C-091 生粋工房
C-092 POP3
C-093 システマ・アンジェリカ
C-094 カリフォルニアロール（CFロール）
C-095 SEIREN
C-096 イイムラR
C-097 WAM
C-098 あかなし
C-099 劇団24区

映画
C-101 CINEMAX SIDEVARG
C-102 映像製作集団 浪人街
C-104 シネサイクル　叛頭脳

ジャンル 分類番号 団体名

映画
C-105 シネマプロダクション（シネプロ）
C-106 映画制作グループ☆ヒグラシ

音楽

C-051 UBC
C-053 Waseda Music Records
C-054 ART OFFICE
C-055 Art Space イオロス
C-057 Music and Communication くされエン
C-058 New Music Club（NMC）
C-059 フリーウェイミュージック
C-060 Music & Movie Gatherin'（MMG）
C-061 ミュージックファンクラブ（MFC）
C-062 Modern Music Troop（MMT）
C-063 Music Inn
C-064 Yes,We Are
C-065 作曲研究会
C-066 BRITISH BEAT CLUB
C-067 Waseda Folksong Society（WFS）
C-068 魁響（さきがけひびき）
C-069 ROCK STEADY WASEDA
C-070 アメリカ民謡研究会
C-071 ヨコシマ。
C-072 オリジナルソング研究会 オールウェイズ
C-257 早稲田大学ケルト音楽同好会
C-259 わせだ吹奏楽同好会（緩）
C-263 ハイソサエティ・オーケストラ

声楽 C-073 口笛サークル　ことリップ

美術
C-113 写団シャレード
C-120 fl ipper

趣味
C-035 学食研究会
C-244 特撮評議会
C-249 ポケモンだいすきクラブ早稲田支部

国際交流
C-006 Waseda International Festival（W.I.F）
C-267 Ju-Ju ～カンボジア・村びと共生プロジェクト～

技術 C-049 早稲田大学ＲＯＢＯＳＴＥＰ

ボランティア

C-023 似島ワークキャンプ
C-024 ひまわり子ども会
C-026 環境ロドリゲス
C-027 池袋子ども会
C-030 地域猫の会（わせねこ）
C-041 早稲田大学　離島交流プロジェクト
C-045 早稲田大学POST
C-252 チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～
C-253 ラオス学校建設教育支援プロジェクト～スーン～
C-260 早稲田大学気仙沼チーム
C-261 アトム通貨実行委員会　早稲田・高田馬場支部
C-264 まつだい早稲田じょんのびクラブ
C-265 学生NPO　農楽塾
C-268 DOORS‒日越交流プロジェクト‒
C-269 日本コリア未来プロジェクト

その他の
文化

C-048 珠算部
C-117 珈琲研究会
C-128 早稲田大学ディズニー研究会
C-250 わせだいら
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学外NPO等に所属するサークル
ジャンル 分類番号 団体名
国際交流 D-001 アイセック早稲田大学委員会

コミュニケーション D-002 模擬国連早稲田研究会

ジャンル 分類番号 団体名
ボランティア D-004 WHABITAT

学術院承認サークル
〈法 学 部〉

ジャンル 分類番号 団体名

法律

E12-01 蛍法会
E12-02 創法会
E12-03 緑法会
E12-04 公法研究会
E12-05 民法研究会
E12-06 刑事法研究会
E12-07 犯罪学研究会

ジャンル 分類番号 団体名

法律

E12-08 企業法研究会
E12-09 経営法学会
E12-11 法社会学研究会
E12-14 法律懇談会
E12-15 国際法研究会
E12-16 現代司法研究会
E12-17 アジア法学生協会（ALSA）

〈基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部〉
ジャンル 分類番号 団体名

野球
EN-012 早稲田理工軟式野球部
EN-017 理工硬式野球部

サッカー EN-008 早稲田大学理工サッカー部
ラグビー EN-005 早稲田大学理工ラグビー部

アメリカンフットボール EN-002 理工アメリカンフットボール部バッカス

テニス
EN-019 理工硬式庭球部
EN-037 Laissez-Faire T.C.

バレーボール EN-009 早稲田大学理工バレーボール部

武道
EN-011 早稲田大学理工柔道部
EN-032 早稲田大学心身統一合氣道会

スキー EN-026 早稲田大学ニッシェスキークラブ
サイクリング EN-021 早稲田山岳自転車倶楽部WFR
アウトドア EN-024 Trial and Error Association（T.E.A.）
その他のスポーツ EN-001 早稲田大学理工漕艇部

言語 EN-003 早稲田大学理工英語会
学問 EN-028 早稲田社会環境工学研究会

コミュニ
ケーション

EN-022 IAESTE早稲田学生委員会
EN-031 Perspective 研究会

ジャンル 分類番号 団体名
企画 EN-038 理工展連絡会

レクリエーション EN-004 理工探水会

音楽

EN-013 Swing & Jazz Club
EN-014 早稲田大学アンサンブルギタール
EN-015 ロッククライミング
EN-020 KONA HAWAIIANS
EN-023 早稲田吹奏楽団
EN-030 早稲田うたおう会

声楽 EN-007 混声合唱団コール・ポリフォニー
美術 EN-018 早稲田大学リコシャ写真部
趣味 EN-033 エコランプロジェクトTakumi

技術

EN-016 早稲田大学宇宙航空研究会
EN-027 早稲田大学マイクロマウスクラブ
EN-034 早稲田コンピュータエンタテインメント
EN-035 Waseda Formula Project

ボランティア EN-039 早大防災教育支援会WASEND
その他の文化 EN-025 早大理工囲将会

〈所沢キャンパス〉
ジャンル 分類番号 団体名

サッカー
ET-006 ＠アットマーク
ET-007 人間科学部サッカー部　ヒューマンＦ．Ｃ．

フットサル

ET-033 tokopan
ET-039 PETIT ROYAL FC（プチロワイヤル　エフシー）
ET-044 FC.Rabona
ET-051 FC. TEMPESTA

バスケット
ボール

ET-005 バスケットボールサークル JAWS
ET-047 RayBack

テニス

ET-010 早稲田大学ヤングテニス同好会硬式部
ET-020 t:M（チーム）
ET-021 Revolution
ET-034 DEKOPON

バレーボール ET-036 早大M+
その他の球技 ET-040 早稲田大学セパタクロークラブ
バドミントン ET-004 バドミントン同好会 J‒Birds

ダンス
ET-041 aka Wa.Se.Da.
ET-046 早稲田大学チアダンスチームMYNX所沢支部

武道 ET-011 早大スポーツ合気道同志会
その他の
スポーツ

ET-002 早稲田大学ライフセービングクラブ（W.L.S.C）
ET-012 早稲田大学陸上競技同好会

ジャンル 分類番号 団体名

その他の
スポーツ

ET-015 トランポリン同好会
ET-017 Waseda Athletic Training Society （WATS）
ET-035 所沢　SHOCKERS
ET-038 WILD359ers（ワイルドスリーフィフティーナイナーズ）

学問 ET-008 臨床心理学研究会
コミュニケーション ET-023 e-learning コミュニケーション研究会（ELC）

演劇 ET-045 演劇集団ところで
映画 ET-022 CINEMANIAX

音楽
ET-019 CROSS☆ ROAD
ET-026 早稲田大学交響楽団（ワセオケ）所沢支部

声楽 ET-009 早稲田大学混声合唱団　所沢支部

美術
ET-024 ずるずるらくだ
ET-028 創作サークルGIFT
ET-029 LOMOTION

国際交流
ET-043 早稲田大学中央アジア研究会
ET-052 ＃とこ坂流し

ボランティア
ET-014 ボランティアサークルman-vo.
ET-025 早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲス所沢支部
ET-049 T-WAVE

〈経営管理研究科〉
ジャンル 分類番号 団体名

レクリエーション E35-02 WBSものづくり部

〈法務研究科〉
ジャンル 分類番号 団体名

法律
E47-01 Welcome-Law School
E47-03 Law&Practice
E47-04 Waseda International Team for Human Rights

ジャンル 分類番号 団体名

法律
E47-05 民法判例時報検討会
E47-06 つなぐ企画
E47-07 法学教室 Street Law

〈日本語教育研究科〉
ジャンル 分類番号 団体名

ボランティア E43-01 早稲田こども日本語クラブ（わにっ子クラブ）

〈会計研究科〉
ジャンル 分類番号 団体名
サッカー E48-01 会計研サッカー部

〈国際教養学部〉 〈情報生産システム研究科〉
ジャンル 分類番号 団体名
音楽 E21-01 SILS MUSIC CLUB（SMC）

ジャンル 分類番号 団体名
日本文化 E44-01 チーム茶道

各サークルの詳細は、Web マガジン『早稲田
ウィークリー』で公開しています。
https://www.waseda.jp/inst/
weekly/circleguide/
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学生生活をサポートする授業学生表彰制度

小野梓記念賞
早稲田を知る

メンタルヘルスマネジメント概論

早稲田学生文化賞

　大隈重信を助け、早稲田大学の前身「東京専門学
校」の創設に、最も心血を注いだ一人である小野梓。
その功績を顕彰し、建学の精神を顕揚することを目的
に1958 年に制定された、学生に授与される最も権
威と伝統ある賞です。学術・芸術・スポーツなどの分
野で、特に抜群の業績・成果を上げ、学生の模範と
認められる者（団体を含む）に授与されます。
　過去の受賞者は、フィギュアスケートの荒川静香さ
んや作家の綿矢りささん、野球の斎藤佑樹さんなど、
そうそうたる顔ぶれ。卒業の際に授与式が行われ、
受賞者には正賞として賞状が、副賞として大隈重信の
「人生 125 歳説」にちなんだ、重さ125グラムの
金メダルが、総長より授与されます。
 http://www.waseda.jp/student/award/ono/

　早稲田大学は、大隈重信、小野梓らの志によって創立し
た大学です。その志は受け継がれ、今日も早稲田大学の
アイデンティティーとして生きています。本講座では、そ
うした大学創立の理念、特色、アイデンティティー、創設
者の思想・信条・教育哲学、100 年を超える歴史、校歌
誕生の背景などを学ぶ、オムニバス形式の授業です。こ
れらの知識を前提に有意義な学生生活を過ごし、建学の
精神を生かして社会に貢献してください。

　本講座は、皆さんが在学中だけでなく、卒業後も心身
の健康を維持できるよう、メンタルヘルス向上に関する知
識を学ぶ講義です。学内外の講師陣が、心身医学や臨床
心理学、精神医学などのさまざまな観点から、特に青年
期のメンタルヘルスマネジメント術について指導します。
また、エクササイズや健康チェックといった実践的な内容
も組み込まれています。

　学生の課外活動を奨励する目的で、2001 年 5月
に制定されました。課外活動において、優秀な成果・
業績を上げた個人・団体に対して授与されます。全学
生を対象にした、学生の課外活動の功績を称える学
内唯一の学生褒賞です。
　受賞者は、総長より賞状が授与されるだけでなく、
さらなる飛躍を願い、「総長招待学生の集い」に招待
されます。さまざまな分野で、目覚ましい活躍や素晴
らしい体験をした学生が集う中で、総長と握手を交わ
したり懇談したりと、この時間そのものが、かけがえ
のない宝物となるでしょう。
　さらに、学生会館内のプレートに名前と授賞理由が
刻まれ、永くその栄誉が称えられます。

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

　毎年、数多くの早大生がさまざまな分野で活躍しています。中でも顕著な業績を収めた学生を表彰す
ることにより、その努力を賛えるとともに、早大生のさらなる活躍を願っています。

　学生の皆さんが早稲田大学に誇りを持ち、また、健康的で充実した学生生活を送れることを目的として、
学生部が設置を提唱した科目を紹介します。学部・学年を問わず全学生が履修できる「全学オープン科目」
なので、積極的に履修し、学生生活の充実に役立ててください。

小野梓記念賞
メダル

表彰式（上）と総
長招待学生の集
い（下）の様子

TAの声

ストレスとの付き合い方についてさまざまな
角度から学べるので、在学中も社会人になっ
てからも役立つのではないかと思います。
また、自分自身と改めて向き合う機会にも
なるので、有意義な時間を過ごせます。

担当教員の声

創立者の大隈重信、建学の母である小野梓
をはじめとするそうそうたる先人の志、建
学の精神、校歌の由来を知り、講師ととも
に肩を組み校歌を歌えば、君も立派な早大
生。骨太で有意義なお薦めの授業です。

担当教員の声

急激なストレス社会を迎えた現在、個々人
のメンタルヘルスマネジメントが不可欠で
す。この講義では、学内外の多彩な講師陣
より日頃の皆さんのメンタルヘルスの向上
に関する話題を提供していただきます。
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早稲田スポーツ

体育各部 体育名誉賞
　大隈重信は、「運動」を重視し、東京専門学校
の時代から運動会を開催するほどでした。1901
年に創部した野球部をはじめとする早稲田大学体育
各部は、各競技種目のリーダーを輩出すると共に、
日本のスポーツの発展に貢献してきました。
　現在、44部の体育各部に約 2,600 名の部員
が登録し、ワセダの誇りを胸に大学日本一を目指し
ています。また、トップアスリートとして世界の舞
台で戦う部員もいます。「早稲田アスリートプログ
ラム（WAP）」では、全ての部員が高いレベルの「文
武両道」を目指し、地域交流・社会貢献活動にも
取り組み、その精神の継承を通して社会を支えるグ
ローバルリーダーを輩出することを目標としていま
す。

世界に羽ばたく早稲田スポーツ
　伝統の早慶戦は、ライバルであり良き友でもあ
る慶應義塾大学との絶対に負けられない戦いです。
野球、ラグビー、競走、サッカーの他にも多くの種
目で開催しています。
　2019年 3月に戸山キャンパスに開設した早稲
田アリーナにて、バレーボール部、バスケットボー
ル部、ハンドボール部、バドミントン部、剣道部、
空手部等の早慶戦が開催されています。皆さんも

ぜひ会場で、応援部と共に仲間である早大生（部員）
を熱く応援してください！
　2019年夏に韓国光州で開かれた世界水泳選手
権で、校友の瀬戸大也選手（2017年スポ科卒、
水泳部OB）が200メートルと400メートル個
人メドレーの両種目で見事優勝し、2020東京五
輪への出場権を獲得しました。世界の舞台で戦う

早稲田のアスリートたちへご声
援よろしくお願いします。

早稲田アスリートプログラム褒賞
　優秀な学業成績を収めた部・個人に対し、以下の賞を授与しています。

最優秀学業成績団体賞・優秀学業成績団体賞
毎年度、部員の平均GPAが最も高い部、2番目、3番目の部を、団体賞として表彰します。

最優秀学業成績個人賞・優秀学業成績個人賞
学年毎に平均 GPAが高い部員上位 10%を優秀学業成績個人賞として表彰。その中から最優秀賞を個
別に表彰します。

　優秀な競技成績を収めた部・個人に対し、以下
の賞を授与しています。

団体名誉賞
全国制覇と見なされる試合・大会において優勝した
部が対象。

個人名誉賞
国際または全国大会において、世界もしくは日本新記
録の樹立や選手権の獲得、または優勝した個人が対象。

奨励賞
全国制覇と見なされる試合・大会において準優勝
した団体に授与。

監督賞
団体名誉賞、個人名誉賞、奨励賞を受賞した部の
監督に授与。

第77回早慶定期戦で戦
力差を見せつけ、32連
勝を果たしたバスケット
ボール部女子（Ⓒ早稲田
スポーツ新聞会）

水泳の世界選手権男子200m個人
メドレーで優勝し、東京五輪の代表
に決まった瀬戸大也選手（Ⓒ共同）

体育各部部章一覧（44部） （2020年1月時点）

野球部
1901（明治34）年公認

庭球部
1902（明治35）年公認

漕艇部
1902（明治35）年公認

剣道部
1902（明治35）年公認

柔道部
1902（明治35）年公認

弓道部
1902（明治35）年公認

水泳部
1910（明治43）年公認

競走部
1914（大正3）年公認

相撲部
1917（大正6）年公認

ラグビー蹴球部
1918（大正7）年公認

山岳部
1920（大正9）年公認

スキー部
1922（大正11）年公認

スケート部
1923（大正12）年公認

バスケットボール部
1923（大正12）年公認

ア式蹴球部
1924（大正13）年公認

馬術部
1927（昭和2）年公認

卓球部
1928（昭和3）年公認

ボクシング部
1929（昭和4）年公認

体操部
1933（昭和8）年公認

空手部
1933（昭和8）年公認

バレーボール部
1934（昭和9）年公認

レスリング部
1934（昭和9）年公認

自動車部
1934（昭和9）年公認

米式蹴球部
1939（昭和14）年公認

ヨット部
1939（昭和14）年公認

ハンドボール部
1942（昭和17）年公認

ホッケー部
1946（昭和21）年公認

フェンシング部
1946（昭和21）年公認

応援部
1946（昭和21）年公認

軟式庭球部
1947（昭和22）年公認

準硬式野球部
1947（昭和22）年公認

自転車部
1952（昭和27）年公認

バドミントン部
1952（昭和27）年公認

航空部
1952（昭和27）年公認

ワンダーフォーゲル部
1953（昭和28）年公認

ゴルフ部
1956（昭和31）年公認

ウエイトリフティング部
1956（昭和31）年公認

射撃部
1957（昭和32）年公認

合気道部
1958（昭和33）年公認

アーチェリー部
1989（平成元）年公認

ソフトボール部
1989（平成元）年公認

日本拳法部
1991（平成3）年公認

ラクロス部
2001（平成13）年公認

少林寺拳法部
2009（平成21）年公認

■競技スポーツセンター 　 https://www.waseda.jp/inst/athletic/
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学生参画・ジョブセンター

学生参画・ジョブセンターの機能
①学生の専門性を活かせる「成長の場所」の創出
学生が活躍できる多様な「成長の場所」を創出します。また、学外教育
研究機関を中心にスチューデント・ジョブの創出を推進します。
② 学生参画の仕組みの創出
学生の声や提案を取り入れ、大学の改革に資する企画案を検討、実施す
る仕組みを創出します。
③ スチューデント・ジョブを中心とする情報の一括管理
スチューデント・ジョブを中心とした学生参画活動の募集・応募の情報を一括管理し、発信します。
④ 社会人基礎力育成研修の実施
スチューデント・ジョブに従事する学生に、オンデマンドコンテンツによる社会人基礎力育成研修を行って
います。

学生参画・ジョブセンターについて
　2014年10月に学生生活課において学生のキャ
リア支援となる「成長の場所」を学生に提供する機能
を持つ、学生参画・ジョブセンター（以下SJC）が設

置されました。SJCでは学生の声を吸い上げる仕
組みを設け、スチューデント・ジョブを中心に「成長
の場所」の創出や機会提供を行うことを目指します。

SJC 学生スタッフの声

―スチューデント・ジョブについて感じたことを教
えてください。
大学職員の方々と働く中で、仕事に対する責任や、
大学がどのように運営されているかを、実感を伴っ
て知ることができました。また、普段の業務やイ
ベントの企画を通じて、さまざまな学年・学部の
個性的な方々と接することで、多くの刺激をうけ
る日々です。ここで働く中で、より早稲田が好き
になりました。明るく和やかな職場で、空きコマ
を有効活用して働くことができています。

―学業とスチューデント・ジョブ、サークル活動
など、複数の活動を行う上で、どのような工夫をし
ていますか？
私は、ある程度忙しい方が生活にハリがあって好
きなので、やりたいことは時間の許す限りするよう
にしています。もちろん、授業の準備や読書など、
学生の本分をおろそかにしないように意識してい
ます。

Q＆A
スチューデント・ジョブとは、
何ですか？

　　　大学で身に付けた知識、能力、専門性を
生かし、学生が学内外で仕事として対価を

得るとともに、就労体験を通じて自律的キャリア
形成につながる仕事を「スチューデント・ジョブ」
と呼んでいます。

A

学外にもスチューデント・ジョブ
はありますか？

　　　学外のスチューデント・ジョブには、家庭
教師や個別指導塾講師などがあります。こ

れらの情報の案内も、MyWasedaログイン後の
「学生生活」のお知らせから行っています。

A

学外で行うアルバイトなどとは、
どこが違いますか？

　　　学内のスチューデント・ジョブの場合、一般
的に、交通費や移動の時間がかかりません

ので、授業の空き時間などに効率よく働くことが
できます。また、大学が管理しているので、安心
して働くことができ、キャリア形成にも役立ちます。

A

学生参画とは
　学生が、正課や課外活動を通じて身に付けた知識
や経験を基に、大学の改革につながる企画・提案や

大学の教育・研究に資する活動に参画し、さらに学
生自身のキャリア形成につながる活動を指します。

担当職員の声

学生参画・ジョブセンターは皆さんが大学での教育研究への
参画の機会を増やすため設けられました。授業や課外活動
で身に付けた知識や経験を、仕事を通じて発揮しましょう！

学生参画・ジョブセンターに関するお問い合わせ先

30号館 1F（学生会館）
学生部学生生活課（厚生デスク）
月～土 9：00～17：00
03‒3203‒4349
https://www.waseda.jp/inst/sjc/

戸

教育学部1年
酒井亜花里さん
学生生活課
SJC学生スタッフ

ある日のスケジュール

 8：50　登校

 9：00　授業

12：00　友人と昼食

13：00　授業

14：45　 学内スチューデント・ジョブ

(学生生活課　窓口業務）

18：30　帰宅

24：00　就寝
スチューデント・ジョブ

応募の流れ

MyWasedaにログイン
↓

「学生生活」のメニューバーをクリック
↓

各箇所の求人に応募
↓

勤務開始
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早稲田大学学生補償制度・早稲田大学学生健康増進互助会
30号館 1F（学生会館）

学生生活課内 学生健康増進互助会事務所
月～土 9：00～17：00
03‒3203‒4349
学傷補　 http://www.waseda.jp/student/ 
　　　　hoken/gakushouho/
学賠補　http://www.waseda.jp/student/
　　　　hoken/gakubaiho/ 
学生早健会
　　　　http://www.waseda.jp/student/
　　　　hoken/gojyokai/

戸

早稲田大学学生補償制度（傷害補償）

早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）

早稲田大学学生健康増進互助会（学生早健会）

学傷補

大学で認められている教育研究活動中に、万
が一の事故に遭い、ケガをしてしまった際に利
用できる早稲田大学独自の補償制度です。補
償金額は査定会社による審査を踏まえ、大学
が最終的に決定します。

学賠補

国内・国外において、大学が認めたインターンシッ
プ・教育実習中などに、他人にケガを負わせたり、
他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損

害賠償を補償する制度です。自宅から活動場所へ
の行き帰りの途中に発生した事故に対しては対象
外となります。

※この補償の被補償者となる学生は、学傷補と同じです。
※ 学賠補に加入するためには、参加する活動　（インターンシップ、教育実習、ボランティア活動、正課においては学外での実
験・実習）を、所属学部・研究科事務所などの箇所が教育研究活動の一環として承認していることが必要になります。

学生早健会 （1964 年設立）は、会員（学生）から納
入された会費によって、会員の健康の維持・増進を図る
ための活動や、医療費給付・健康診断補助費給付など
の事業を行う早稲田大学独自の互助会組織です。

学生早健会とは

学生早健会では、会員の皆さんが日本国内の病院で支
払った医療費の自己負担分（保険診療の 3割負担分）
の一部を請求に基づき年度給付限度額 60,000 円の範
囲内で給付しています。

医療費給付範囲

毎回、必ず「学生証」と「保険証」を持参してください。
契約病院・薬局の場合は、直接、契約病院・薬局から学
生早健会に対して診療・調剤データが送付されて処理さ
れますので、医療費給付の申請手続きを行う必要はあり
ません。

「契約病院」を受診する場合、
「契約薬局」から薬をもらう場合

「医療費給付申請書」を自分で記入し、領収証（コピー可）
とともに学生早健会受け付け窓口に提出してください。
なお、提出の期限は原則、診察を受けた月の翌月から
3カ月目の 10日までです。締め切りを過ぎたものは一
切受理できません。

「契約外病院」を受診する場合、
「契約外薬局」から薬をもらう場合

補償金支払いまでの流れ
（学傷補対象の活動の場合）

事故発生
▼

事故通知書の提出（30日以内）
▼

1次査定
▼

入院・通院
▼

治療完了
▼

傷害補償金請求書等の提出
▼

2次査定・補償金額決定
▼

補償金支払い
学傷補の対象学生

●全学部・全大学院の正規生
●全大学院の研究生
●科目等履修生
※芸術学校の学生を除く

学傷補の対象となる事故

大学の管理下にある「教育研究活動中（国内外）」
のケガが対象。
※教育研究活動中とは、「正課中」「学校行事中」「学
校施設内にいる間」「課外活動中（公認サークルのみ）」
「通学中」「施設間移動中」。

学傷補の対象となる活動

大学で認められている国内外での教育研究活動
に参加している場合。
ただし、大学が管理している活動中であっても、
自由行動中（私的活動中）は対象になりません。
また課外活動中の事故は、①公認サークルであ
ること、②事前に「合宿・遠征届」を提出して
いること、が適用となる必須条件です。

事故の日から30日以内に、事故の日時・場所・状況・傷害の程
度を「早稲田大学学生補償制度（傷害補償）事故通知書」に記
入し、学生部学生生活課へ提出してください。事故の日から30
日以内に提出がないと補償金が支払われないことがあります。
※合宿・遠征における課外活動については、活動開始日の 7
日前（厳守）までに「合宿・遠征届」を提出しておくことが
必要です。提出がないと補償は適用されません。

通学中ならびに施設間移動中に
事故に遭った場合
通学中ならびに施設間移動中に事故に遭った場合は、「早稲田
大学学生補償制度（傷害補償）事故通知書」（所定用紙）と
併せ以下をご提出ください。

●交通事故証明書（コピー可）
●定期券のコピー（電車通学者）
●免許証のコピー（オートバイ・自動車での事故の場合）

まず所属学部（または活動の所管箇所）に学賠補への加入を申し込みます。

自分の所属箇所（所属学部）が主体的に取り扱っている活動の場合
学部でまとめて学生部学生生活課宛てに書類・データが送付され、学生生活課から保険加入手続
きを行います。

申し出に基づき、所属箇所が個別に判断する場合
1.　 「早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）活動届出書（個別申請用）」に必要事項を記入の上、
まずは所属学部または活動の所管箇所に申し出て、承認印を受けてください。

2.承認印を受けた後、学生生活課へ提出してください。
　※登録証明証が必要な場合は、学生生活課にて発行します。

申請方法

申請方法
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セミナーハウス

用途

利用案内

利用中の事故について

　各セミナーハウスにはインターネットを利用できるパソコ
ン、プロジェクターなどが備えられており、良好な学習環境
が整えられています。また、テニスコート、総合グラウンドな
どの運動施設も有しており、精力的に運動を行いたい人にも
お薦めです。なお、セミナーハウスでは管理人の指示に従い、
決められた生活時間を守りましょう。清掃や後片付けなど、
自分たちでできることは全て、セルフサービスが原則です。

　MyWaseda から予約を受け付けており、早稲田大学の
学生・教職員であれば、原則どなたでも利用できます。セミ
ナーハウスごとの利用料金や利用可能期間はWeb サイトで
もご案内していますので、そちらもご覧ください。また、ご
予約時に食事を希望した場合は、宿泊費とは別に朝食 600
円、昼食 700 円、夕食 1,000 円がかかります。また、運
動施設の利用にも、別途料金がかかるものもあります（料
金表示は消費税別）。

　セミナーハウスにおける正課授業・課外活動中の事故は、
「学傷補」の適用対象となります。なお、学傷補の適用に際
しては、「セミナーハウス宿泊者名簿」の必要事項記入欄の
情報が必須になりますので、記入漏れがないようにお願いし
ます。また、正課授業・課外活動の行程以外の自由行動中
の事故は、対象にはなりませんのでご注意ください（P.208
参照）。

　セミナーハウスと呼ばれる宿泊施設では、生活を共にしながら集中授業やゼミ、課外活動を行うことで、
学生および教職員間の理解と信頼が深まります。ぜひ、豊かな人間力の形成に役立ててください。

いずれも立地環境を生かした宿泊施設です。条件に合うセミナーハウスを探してみましょう。
※各施設の開設期間などは変更となる可能性があります。

学生の声

ゼミやサークルの合宿で利用でき、早大
生の学生生活を豊かにする環境が整って
います。早稲田の学友と親睦を深める場
所として最適です！

担当職員の声

普段とは異なる環境で学んだ経験は皆さ
んの学生生活にとって、よき思い出にな
るかと思います。もちろんルールを守り、
他の利用者に配慮することを忘れずに宿
泊してくださいね。

松代

菅平

本庄

伊豆川奈

軽井沢

鴨川

各地のセミナーハウスの特色は？

軽
かる

井
い

沢
ざわ

浅間山を一望で
きる、セミナー
ハウス最大規模
の施設で、テニ
スコートなどの
運動施設も充実
しています。

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字浅間山 1448-4
交通案内：信濃追分駅から徒歩で約 20分
開設期間：4月下旬から11月上旬
規模：学生 246名まで宿泊可能
付帯施設：バーベキュー場、他
運動施設：テニスコート（屋外）、バレー・バスケットコート、
野球場、運動場

菅
すが

平
だいら

　
夏でも涼しい
気候の菅平高
原は、夏はラグ
ビー、冬はス
キーが楽しめる
ことで知られて
います。

所在地：長野県上田市菅平高原 1223-58
交通案内：上田駅からバスで約 50分
開設期間：通年（年末年始閉館）
規模：学生 83名まで宿泊可能
付帯施設：リフレッシュルーム（卓球台有）、他
運動施設：テニスコート（屋外）、総合グラウンド（芝）

伊
い ず

豆川
かわ

奈
な

天然温泉を楽
しめるほか、建
物の裏手には、
10万本のつつ
じで有名な小室
山公園が広がっ
ています。

所在地：静岡県伊東市川奈字扇山 1427-10
交通案内：伊東駅からタクシーで約 15分、もしくは川奈駅
からタクシーで約 10分
開設期間：通年（年末年始閉館）
規模：学生 40名まで宿泊可能
運動施設：徒歩 10分程度の場所に小室山公園運動施設あり

本
ほん

庄
じょう

　
2017年オープ
ン。都心からの
アクセスもよく、
最大 2 名の個
室で研究活動や
研修に集中する
ことができます。

所在地：埼玉県本庄市栗崎 214
交通案内：本庄早稲田駅から徒歩で約 10分
開設期間：通年（年末年始閉館）
規模：学生 51名まで宿泊可能
運動施設：学生部学生生活課にお問い合わせください。

鴨
かもがわ

川
南房総ならでは
の眺望が自慢の
セミナーハウス
で、近くには鴨
川シーワールド
などの観光施設
もあります。

所在地：千葉県鴨川市太海 1619-1
交通案内：安房鴨川駅から路線バスで約 15分、もしくは東
京駅から高速バスで直行
開設期間：通年（年末年始閉館）
規模：学生 88名まで宿泊可能
付帯施設：バーベキュー場、他
運動施設：テニスコート（屋外）、総合グラウンド（土）

松
まつだい

代
大きな総合グラ
ウンドが無料で
使用でき、アウ
トドア派には魅
力的なセミナー
ハウスです。

所在地：新潟県十日町市蒲生字トロノキ 676-2
交通案内：まつだい駅からタクシーで約 15分
開設期間：4月下旬から11月上旬
規模：学生 44名まで宿泊可能
付帯施設：バーベキュー場、他
運動施設：テニスコート（屋外）、総合グラウンド（野球・サッ
カー）

セミナーハウスに関するお問い合わせ先

30号館 1F（学生会館）
学生部学生生活課（厚生デスク）
月～土 9：00～17：00
03‒3203‒4341
http://www.waseda.jp/student/kosei/seminar-house/

戸
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学生生活を豊かにするサポート

100 円朝食

早稲田ウィークリー

　朝食をしっかり取ることで健康的な食生活への関
心を高めることを目的に、早朝の時間帯にキャンパ
スで栄養バランスのとれたメニューを提供する
「100 円朝食」。大学生は生活リズムや食習慣が
乱れがち。多忙な毎日を有意義に過ごすためにも、
「100 円朝食」をきっかけに自身の健康管理に
ついて考えてみましょう。

　1966 年創刊の学生向け広報誌『早稲田ウィー
クリー』は 2016 年 4 月、Web マガジンとして
リニューアルし、早大生に役立つ情報や読み物を
お届けしています（授業期間中更新）。著名人など
のインタビューを紹介する「Special Issue」や
知っていれば学生生活の役に立つ「フォーカス（特
集）」を掲載。学生お勧めの授業を紹介する「こ
んな授業！どんなゼミ？」、目覚ましい活躍をする学
生へのインタビュー「ぴーぷる」など、内容は盛
りだくさんです。また、ページ内の「早稲田大学
公認サークルガイド」では、約 550 の公認サー
クルから興味のあるサークルを検索できます。ス
マートフォン・PCでチェックしてください。

「Special Issue」
著名な校友（卒業生）のインタビューなどを、
Webならではの工夫を凝らしたデザインで紹
介するコーナー。これまで、世界的な映画監
督の是枝裕和教授（理工学術院）、直木賞作家・
朝井リョウさん、ドラゴンクエスト作者・堀井雄
二さんらが登場しています。

学生生活調査報告書
　学生部では、毎年大規模な「学生生活調査」を
実施して学生生活の実態と傾向を把握し、その結
果を学生生活支援の施策を検討する際の基礎資料
として活用しています。また、統計データは秋に『学
生生活調査報告書』として公表しています。早稲
田大学の学生の実情はどうなのか。大変興味深い
内容をこの報告書に掲載しています。冊子はキャ
ンパス内ラックに配架しているほか、学生部の
Web サイトでも見ることができます。

歯科検診
　皆さんの健康の維持・増進と虫歯予防を図るた
めに、歯科医師による無料の歯科検診を学内で実
施しています。事前の申し込みは不要で、当日受
付窓口に申し出てください。検査結果は検診の場
でお渡しします。

検診内容
虫歯、歯周病、歯石・色素、口腔（こうこう）清
浄の状況検査、ブラッシング指導

実施時期：秋学期（MyWaseda で告知）
受診料：無料

主催：学生部学生生活課
　　　早稲田大学学生健康増進互助会

実施時期：春学期・秋学期（MyWaseda で告知）
実施場所：大隈ガーデンハウス・所沢生協食堂・戸山カフェテリア・理工カフェテリア
利用料：100 円（要学生証提示）

主催：学生部学生生活課・早稲田大学学生健康増進互助会
　　　早稲田大学生活協同組合
協賛：早稲田大学校友会

　学生部では、学生の皆さんの学生生活がより健康で充実したものとなるよう、さまざまなサービスを提
供しています。事前申し込みや特別な申請は不要なものばかりです。MyWaseda やWeb マガジン『早
稲田ウィークリー』などで告知していますので、定期的にチェックして機会を逃さないようにしてください。

学生の声

100 円という低価格で栄養満点な朝食を
取れたり、無料で歯科検診を受けることが
できるのは、学生にとって有り難いですし、
自分自身の健康について考えるきっかけと
なりました。

担当職員の声

学生生活をより楽しく充実したものにするた
めには、健康であることが欠かせません。
ぜひ大学が提供するサービスを積極的に活
用して、健康維持に努めましょう。

2019. 10.21

特別号

2019年度　第38回

学生の皆さんへ／調査の概要　P.2

1.  基本調査項目　P.3～9
学修状況、留学経験と予定、身に付けたいこと、健康評価、現在の学部・学科の満足度、卒業後の進路、 
インターンシップ、「早大生になってよかった」と思うとき

2.  トピック① 学内の情報収集　P.10～15
Wasedaメールの確認方法、大学設置サイトの利用・アクセス頻度、科目登録手続きに関する情報の取得方法、
電子通信機器の利用状況、大学公式メディア

3.  トピック② 2016年度入学者たちの4年間　P.16～18
授業出席率と授業評価、卒業後の進路希望、身体面・精神面での健康状態、アルバイト、入学した学部への
評価と学生生活の充実度

4.  大学院学生の学生生活　P.19～20
入学経路、経済状況、休講授業の補講等措置、満足度

学生生活調査報告書

早稲田大学学生部は、2019年度 第38回学生生活調査を実施し、報告書にまとめました。ご協力いただいた学生
の皆さんに、お礼を申し上げます。
学生生活調査は、正規課程の全学生を対象に毎年実施している調査です。学生各人が4年に1度対象者となるよう

設計されています。調査項目は、毎年継続する基本項目、2年に1度尋ねる隔年項目、4年に1度尋ねるトピック項
目等で構成されています。2017年度報告書からは、項目種別に結果を記載しています。その際の分析軸は、基本的
には文系・理系と学年の組み合わせとしています。なお、参考値として、2016年度以降の該当項目（全体）を再掲
します。

第38回学生生活
調査報告書

元フィギュアスケート選手・町田 樹さんインタビュー

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