


     Northwest of City great and fair, In the wood of Waseda,

　Rise proudly high up in the air, Our old college dome and tower.

　Our high-aspiring, cherished plan, Fond ambitions, know ye not?

　The torch of Progress in the van, Glaring fire of freest thought;

　The infinite Eternal Aim, Careful, too, of present need.

　How brightly onward, at its name, See our steady ranks proceed!

　Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda!

　From east and west, from age to age, All tides of civilization

　In one huge whirlpool ever surge Round this great island Nation.

　Whose lofty mission are we not Carrying on our shoulders strong,

　Through hardships of the vast untrod, Endless as we march along?

　Yet soon our hoped Eternal Goal May its gleaming shadow cast

　And with its all-embracing soul Illumine the World at last!

　Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda!

　And look on yonder wooded hill Decked with evergreen, for there

　We have our home for heart and will, School, with kind maternal care!

　Her students change from year to year, Meet and part with youth's delight,

　Yet all alike we seek to share These ideals and their light.

　Come, let us sing in all accord, And with raptures ring the air,

　To praise the honored name aloud of our Alma Mater dear!

　Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda!
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Alma Mater

　都の西北　早稲田の森に　聳ゆる甍は　われらが母校

　われらが日ごろの　抱負を知るや　進取の精神　学の独立

　現世を忘れぬ　久遠の理想　かがやくわれらが　行手を見よや

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　東西古今の　文化のうしほ　一つに渦巻く　大島国の　

　大なる使命を　担ひて立てる　われらが行手は　窮り知らず

　やがても久遠の　理想の影は　あまねく天下に　輝き布かん

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　あれ見よかしこの　常盤の森は　心のふるさと　われらが母校

　集り散じて　人は変れど　仰ぐは同じき　理想の光

　いざ声そろへて　空もとどろに　われらが母校の　名をばたたへん

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ
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　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

みやこ　せいほく       わ  せ   だ　   もり　         そび　　  いらか　　　　　　　           ぼこう

    　　　　　    　ひ　　　　　　    ほうふ　     し　　　　     しんしゅ   せいしん      がく    どくりつ

   げんせ 　   わす                     く おん　   りそう　　　　　　　　　　　　　 　           ゆくて　     み

   とうざいここん　　    ぶん か　　　　　　          ひと　　     うずま　　     だいとうこく

   だい　　      しめい　　     にな　　      た　　　　　　　　　　        ゆくて　　    きわま      し

 　　　　　　　  く おん　　      り そう　 かげ　　　　　　　　       てん か　　    かがや      し

　　　　  み　　　　　　　　           ときわ　  もり　　  こころ　　　　　　　　　　　　                  ぼこう

 あつま   さん　　　       ひと      かわ　　　       あお　　    おな　　　　    りそう     ひかり

　　　　こえ　　　　　　        そら　　　　　　　　　　　　　                ぼこう　　        な

　miyako no seihoku  waseda no mori ni  sobiyuru iraka wa  warera ga bokou

　warera ga higoro no  houfu wo shiruya  shinshu no seishin  gaku no dokuritsu

　gense wo wasurenu  kuon no risou  kagayaku warera ga  yukute wo miyoya

　waseda waseda waseda waseda waseda waseda waseda

　touzaikokon no bunka no ushio  hitotsu ni uzumaku daitoukoku no

　dainaru shimei wo  ninaite tateru  warera ga yukute wa kiwamari shirazu

　yagate mo kuon no  risou no kage wa  amaneku tenka ni kagayaki shikan

　waseda waseda waseda waseda waseda waseda waseda

　are miyo kashiko no  tokiwa no mori wa  kokoro no furusato  warera ga bokou

　atsumari sanjite  hito wa kawaredo  aogu wa onajiki  risou no hikari

　iza koe soroete  sora mo todoro ni  warera ga bokou no  naoba tataen

　waseda waseda waseda waseda waseda waseda waseda
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は　じ　め　に

　ようこそ早稲田大学へ！留学センター一同、留学生のみなさんを心か
ら歓迎いたします。

　早稲田大学は1882年の創立以来、多くの留学生を迎え入れてきまし
た。彼らはみなさんと同様に、大きな希望を胸に入学され、勉学に勤し
み、友人と語らい、スポーツや文化活動を楽しみ、そしていろいろな思
い出を積んで卒業され、現在に至るまで脈々とその伝統を継承し、社会
の多様な場で活躍されています。今日早稲田大学は日本で最も多くの留
学生を受入れ、また、最も多くの日本人学生を海外へ派遣しています。
世界の105以上の国や地域から、約5,600名を超える留学生が早稲田の
キャンパスで学んでいます（2020年度）。ぜひみなさんには、こうした
多様な学生との交流を通じて研鑽を積み、将来よりよい世界をつくるの
に貢献する人物になっていただくよう大いに期待しています。

　早稲田大学はみなさんの留学生活を学業面、生活面で様々なサポート
を行っています。この「ハンドブック」には、早稲田大学がみなさんの
ために用意しているサービスをはじめ、日々の学生生活を送る上で大切
な情報が記載されています。この「ハンドブック」を活用し、実り多き
留学生活をこの早稲田で自らの手で築いていってください。私たちも全
力でみなさんを応援します。

早稲田大学 留学センター
所　長　ケイト　エルウッド
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FOREWORD

　Welcome to Waseda University! The Center for International 
Education staff and I would like to warmly welcome all international 
students. 
　Since its establishment in 1882, Waseda University has opened 
its doors to a large number of students from countries and regions 
outside Japan. These students come with great hope, study diligently, 
build friendships, enjoy sports and cultural activities, and graduate 
with many memories in their hearts. They have helped build new 
traditions at Waseda, and are currently active in various areas of 
society. Today, Waseda University admits the highest number of 
international students in Japan, and dispatches the highest number of 
Japanese students to study abroad. As of 2020, about 5,600 students 
from more than 105 countries are studying at Waseda University. We 
are greatly looking forward to your future contribution to making a 
better world after interacting and studying with students from a range 
of backgrounds.
　Waseda University provides a variety of support services to help 
international students’ academic and daily lives. This handbook 
lists the services and programs available at Waseda University for 
international students, and contains important information regarding 
daily life in Japan. Please use this handbook to create a wonderful 
student life at Waseda. We will do our utmost to assist you in this 
journey.  

Kate Elwood
Dean
The Center for International Education, 
Waseda University
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P.6 早稲田大学大学暦 P.6  Waseda University Academic Calendar

早稲田大学と諸施設 ABOUT WASEDA UNIVERSITY & GUIDE TO THE CAMPUS
P.8 早稲田大学の教育・研究組織　P.12 図書館　P.14 日本語教育研究センター、
グローバルエデュケーションセンター（GEC）　P.16 早稲田ポータルオフィス、坪
内博士記念演劇博物館　P.18 會津八一記念博物館、早稲田大学歴史館　P.20 早稲
田スポーツミュージアム、本庄早稲田の杜ミュージアム　P.22 国際文学館（村上
春樹ライブラリー）、大隈記念講堂、小野記念講堂、ワセダギャラリー　P.24 コー
ププラザ（17号館）、食堂、サークル活動　P.26 学生会館　P.28 自由に使えるス
ポーツ施設　P.30 平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）、スチューデン
トダイバーシティセンター（ICC、障がい学生支援室、GSセンター）　P.34 セミナー
ハウス、託児室　P.36 授乳室・託児スペース、女性専用の交流・休憩スペース（西
早稲田キャンパス）　P.38 入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）、
学内各賞、Webマガジン『早稲田ウィークリー』、マナー　P.42 証明書・学割　
P.46 大学の取り組み

P.9 Educational and Research Organizations of Waseda University P.13 Waseda 
University Libraries P.15 The Center for Japanese Language (CJL) / Global Education 
Center (GEC) P.17 Waseda Portal Office (Academic Advising Office) / The Tsubouchi 
Memorial Theatre Museum P.19 The Aizu Museum / Waseda University History Museum 
P.21 Waseda Sports Museum / Honjo-Waseda no Mori Museum P.23 The Waseda 
International House of Literature (The Haruki Murakami Library) / Okuma Auditorium / 
Ono Auditorium / Waseda Gallery P.25 The Co-op Plaza (Bldg.17) / Cafeterias and 
Food Shops / Student Club Activities P.27 Waseda University Student Center P.29 
Sport Facilities P.31 The Hirayama Ikuo Volunteer Center (WAVOC) / Student Diversity 
Center P.35 Seminar Houses / Nursery Center P.37 Nursing Space / Female-only 
Space for Socializing and Taking Breaks (Nishi-Waseda Campus) P.39 International 
Admissions Office / On-campus Awards / Waseda Weekly (Online Magazine) / Conduct 
P.43 Certificates and Student Discount Cards (“Gakuwari”) P.47 University’s Measures 

学習の案内 STUDY GUIDE
P.52 学部（授業科目・科目の選択と登録・在学年数・授業時間・試験と成績）　
P.54 大学院（修士課程・博士後期課程）　P.56 その他（科目等履修生・日本語補講）

P.53 Undergraduate Students (Courses of Study / Course Registration / Duration of Enrollment / 
Class Hours / Examinations and Grading) P.55 Graduate Students (Master’s program / Ph.D. 
program) P.57 Others (Non-degree / Research students / Supplementary study of Japanese)

留学センター CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION
P.58 留学生の受け入れ、早大生の海外留学　P.60 チューター制度 P.59 Incoming International Students / Outbound Study Abroad Students P.61 Tutorial System

在留手続・安全保障輸出管理等 RESIDENCE PROCEDURES・SECURITY TRADE CONTROL
P.62 出入国在留管理局　P.68 住民登録　P.70 在留期間の更新　P.72 在留資格
変更、資格外活動　P.74 休学・退学と在留資格　P.76 卒業と在留資格、みなし再
入国許可　P.78 在留資格に関する問い合わせ、安全保障輸出管理について～理工
系学生へ～　P.80 学術研究倫理～研究者の責任ある行動とは～

P.63 The Regional Immigration Services Bureau P.69 Resident Registration P.71 Extension 
of Period of Stay P.73 Change of Status of Residence / Activities Not Permitted under the 
Students Residence Status (Part-Time Work-Permit) P.75 Leave of Absence / Withdrawal and 
Status of Residence P.77 Graduation and Status of Residence / Special Re-Entry Permit P.79 
Inquiries regarding Status of Residence / Security Trade Control - for Students Majoring in 
Science & Technology P.81 Academic Research Ethics - Responsible Conduct of Researchers

スチューデント・ジョブ・口座開設・奨学金 STUDENT JOBS・OPENING ACCOUNTS・SCHOLARSHIPS
P.84 スチューデント・ジョブの紹介、金融機関の口座開設、奨学金　P.88 学内
奨学金　P.96 学外奨学金・大学推薦（学内選考あり）　P.134 学外奨学金・公募

（自由応募）

P.85 Student Jobs / Opening an Account at a Financial Institution / Scholarships P.89 
Waseda University Scholarships P.97 External Scholarships with University Recommendation 
(Internal Screening by Waseda University) P.135 Open External Scholarships 

医　療・国民年金 MEDICAL MATTERS・NATIONAL PENSION
P.144 国民健康保険、早稲田大学学生健康増進互助会　P.150 早稲田大学保健セン
ター（早稲田キャンパス25-2号館）　P.152 大学周辺の医療機関　P.156 国民年金

P.145 National Health Insurance Scheme / Waseda University Student Health Promotion 
Mutual Aid Association P.151 Waseda University Health Support Center (Back of Okuma 
Garden House, Bldg. No. 25-2, Waseda Campus) P.153 Medical Facilities Near Waseda 
P.157 English-Speaking Hospitals / Dentists / National Pension

住　居 HOUSING
P.158 早稲田大学学生寮について　P.162 民間住居の種類、住居費の概要　P.164 
住居を探すときに、住居を借りるときの注意　P.166 連帯保証人について
P.168 その他

P.159 Waseda University Student Dormitories P.163 Types of Private Accommodation / 
Accommodation Charges P.165 On Looking for Housing / Contract Precautions P.167 
Guarantor P.169 Others

日本での就職 JOB-HUNTING IN JAPAN
P.170 日本企業の雇用状況、採用選考の時期　P.172 選考方法、選考を突破する
ために　P.174 キャリアセンター

P.171 Employment Situation in Japanese Companies / Recruitment Schedule P.173 
Selection Procedures / Successfully Completing the Selection Procedure P.175 WASEDA 
University Career Center

生活情報 DAILY-LIFE INFORMATION
P.178 総合、人権問題　P.180 アルバイトに関するトラブル　P.182 交通事故の
相談　P.184 弁護士による法律相談、心の悩みごと相談　P.186 民間相談機関

P.179 General Matters / Human Rights P.181 Disputes at Part-time Jobs P.183 Traffic 
Accident Consultations P.185 Legal Advice / Personal Problems P.187 Private Counseling 
Organizations

緊急時には IN CASE OF EMERGENCY
P.188 事故　P.190 地震　P.192 救急病院 P.189 Accidents P.191 Earthquakes P.193 Emergency Hospitals

留学生データ DATA of INTERNATIONAL STUDENTS
P.194 2021度　早稲田大学外国人学生数 P.195 The Number of International Students at Waseda University in the 2021 academic year  

問い合わせ先・キャンパス案内図 FOR INQUIRIES・CAMPUS MAP
P.196 組織・問い合わせ一覧　P.200 早稲田大学キャンパス案内図 P.196 For Inquiries P.201 Campus Locations & Transportation Guide

【お知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大の影響により留学生ハンドブックに記載されている情報に変更が生じ
る場合があります。最新の情報については記載されている担当箇所にご確認ください。

目　次
CONTENTS
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ポーツ施設　P.30 平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）、スチューデン
トダイバーシティセンター（ICC、障がい学生支援室、GSセンター）　P.34 セミナー
ハウス、託児室　P.36 授乳室・託児スペース、女性専用の交流・休憩スペース（西
早稲田キャンパス）　P.38 入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）、
学内各賞、Webマガジン『早稲田ウィークリー』、マナー　P.42 証明書・学割　
P.46 大学の取り組み

P.9 Educational and Research Organizations of Waseda University P.13 Waseda 
University Libraries P.15 The Center for Japanese Language (CJL) / Global Education 
Center (GEC) P.17 Waseda Portal Office (Academic Advising Office) / The Tsubouchi 
Memorial Theatre Museum P.19 The Aizu Museum / Waseda University History Museum 
P.21 Waseda Sports Museum / Honjo-Waseda no Mori Museum P.23 The Waseda 
International House of Literature (The Haruki Murakami Library) / Okuma Auditorium / 
Ono Auditorium / Waseda Gallery P.25 The Co-op Plaza (Bldg.17) / Cafeterias and 
Food Shops / Student Club Activities P.27 Waseda University Student Center P.29 
Sport Facilities P.31 The Hirayama Ikuo Volunteer Center (WAVOC) / Student Diversity 
Center P.35 Seminar Houses / Nursery Center P.37 Nursing Space / Female-only 
Space for Socializing and Taking Breaks (Nishi-Waseda Campus) P.39 International 
Admissions Office / On-campus Awards / Waseda Weekly (Online Magazine) / Conduct 
P.43 Certificates and Student Discount Cards (“Gakuwari”) P.47 University’s Measures 

学習の案内 STUDY GUIDE
P.52 学部（授業科目・科目の選択と登録・在学年数・授業時間・試験と成績）　
P.54 大学院（修士課程・博士後期課程）　P.56 その他（科目等履修生・日本語補講）

P.53 Undergraduate Students (Courses of Study / Course Registration / Duration of Enrollment / 
Class Hours / Examinations and Grading) P.55 Graduate Students (Master’s program / Ph.D. 
program) P.57 Others (Non-degree / Research students / Supplementary study of Japanese)

留学センター CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION
P.58 留学生の受け入れ、早大生の海外留学　P.60 チューター制度 P.59 Incoming International Students / Outbound Study Abroad Students P.61 Tutorial System

在留手続・安全保障輸出管理等 RESIDENCE PROCEDURES・SECURITY TRADE CONTROL
P.62 出入国在留管理局　P.68 住民登録　P.70 在留期間の更新　P.72 在留資格
変更、資格外活動　P.74 休学・退学と在留資格　P.76 卒業と在留資格、みなし再
入国許可　P.78 在留資格に関する問い合わせ、安全保障輸出管理について～理工
系学生へ～　P.80 学術研究倫理～研究者の責任ある行動とは～

P.63 The Regional Immigration Services Bureau P.69 Resident Registration P.71 Extension 
of Period of Stay P.73 Change of Status of Residence / Activities Not Permitted under the 
Students Residence Status (Part-Time Work-Permit) P.75 Leave of Absence / Withdrawal and 
Status of Residence P.77 Graduation and Status of Residence / Special Re-Entry Permit P.79 
Inquiries regarding Status of Residence / Security Trade Control - for Students Majoring in 
Science & Technology P.81 Academic Research Ethics - Responsible Conduct of Researchers

スチューデント・ジョブ・口座開設・奨学金 STUDENT JOBS・OPENING ACCOUNTS・SCHOLARSHIPS
P.84 スチューデント・ジョブの紹介、金融機関の口座開設、奨学金　P.88 学内
奨学金　P.96 学外奨学金・大学推薦（学内選考あり）　P.134 学外奨学金・公募

（自由応募）

P.85 Student Jobs / Opening an Account at a Financial Institution / Scholarships P.89 
Waseda University Scholarships P.97 External Scholarships with University Recommendation 
(Internal Screening by Waseda University) P.135 Open External Scholarships 

医　療・国民年金 MEDICAL MATTERS・NATIONAL PENSION
P.144 国民健康保険、早稲田大学学生健康増進互助会　P.150 早稲田大学保健セン
ター（早稲田キャンパス25-2号館）　P.152 大学周辺の医療機関　P.156 国民年金

P.145 National Health Insurance Scheme / Waseda University Student Health Promotion 
Mutual Aid Association P.151 Waseda University Health Support Center (Back of Okuma 
Garden House, Bldg. No. 25-2, Waseda Campus) P.153 Medical Facilities Near Waseda 
P.157 English-Speaking Hospitals / Dentists / National Pension

住　居 HOUSING
P.158 早稲田大学学生寮について　P.162 民間住居の種類、住居費の概要　P.164 
住居を探すときに、住居を借りるときの注意　P.166 連帯保証人について
P.168 その他

P.159 Waseda University Student Dormitories P.163 Types of Private Accommodation / 
Accommodation Charges P.165 On Looking for Housing / Contract Precautions P.167 
Guarantor P.169 Others

日本での就職 JOB-HUNTING IN JAPAN
P.170 日本企業の雇用状況、採用選考の時期　P.172 選考方法、選考を突破する
ために　P.174 キャリアセンター

P.171 Employment Situation in Japanese Companies / Recruitment Schedule P.173 
Selection Procedures / Successfully Completing the Selection Procedure P.175 WASEDA 
University Career Center

生活情報 DAILY-LIFE INFORMATION
P.178 総合、人権問題　P.180 アルバイトに関するトラブル　P.182 交通事故の
相談　P.184 弁護士による法律相談、心の悩みごと相談　P.186 民間相談機関

P.179 General Matters / Human Rights P.181 Disputes at Part-time Jobs P.183 Traffic 
Accident Consultations P.185 Legal Advice / Personal Problems P.187 Private Counseling 
Organizations

緊急時には IN CASE OF EMERGENCY
P.188 事故　P.190 地震　P.192 救急病院 P.189 Accidents P.191 Earthquakes P.193 Emergency Hospitals

留学生データ DATA of INTERNATIONAL STUDENTS
P.194 2021度　早稲田大学外国人学生数 P.195 The Number of International Students at Waseda University in the 2021 academic year  

問い合わせ先・キャンパス案内図 FOR INQUIRIES・CAMPUS MAP
P.196 組織・問い合わせ一覧　P.200 早稲田大学キャンパス案内図 P.196 For Inquiries P.201 Campus Locations & Transportation Guide

【NOTE】
The information contained in the International Student Handbook 2022 may change due to spread of 
the COVID-19 infection. For the latest information, please check with each office in charge listed.
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早稲田大学大学暦　2 0 2 2〜2 0 2 3

10月 October
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

11月 November
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

8月 August
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1月 January
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2月 February
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

5月 May
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

4月 April
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7月 July
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2022

2023

☆
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Waseda University Academic Calendar　2 0 2 2 - 2 0 2 3

9月 September
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

   

12月 December
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

   

3月 March
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

6月 June
Sun  Mon  Tues  Wed  Thu  Fri  Sat

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

春クォーター／Spring Quarter

４／５（火）～６／３（金）
Tuesday, April 5 － Friday, June 3

夏クォーター／Summer Quarter

６／４（土）～７／29（金）
Saturday, June 4 － Friday, July 29

秋クォーター／Fall Quarter

９／28（水）～11／26（土）
Wednesday, September 28 － Saturday, November 26

冬クォーター／Winter Quarter

11／28（月）～２／３（金）
Monday, November 28 － Friday, February 3

夏季休業期間／Summer Vacation

７／30（土）～９／20（火）
Saturday, July 30 － Tuesday, September 20

冬季休業期間／Winter Vacation

12／27（火）～１／５（木）
Tuesday, December 27 － Thursday, January 5

春季休業期間／Spring Vacation

２／４（土）～３／31（金）
Saturday, February 4 － Friday, March 31

：夏季・冬季・春季休業、創立記念日、早稲田祭
： Summer/Winter/Spring Vacation, the Anniversary
   of the University Founding, Waseda Festival

：休業日における授業実施日
：Holidays with classes

：臨時の休業日
：Special Holidays

：夏季・冬季一斉休業期間
：Summer/Winter Simultaneous Holidays

：オープンキャンパス（予定）
：Opne Campus（TBC）
　※新型コロナウイルス感染症の収束状況による。
　※ Depends on the convergence of COVID-19
       infections.

☆



▍8

早
稲
田
大
学
と
諸
施
設

早稲田大学と諸施設

　早稲田大学は、明治時代の有力な政治家であった大隈重信侯によっ
て、近代日本の人材育成を目的として1882年に創立されました。創立当
時は東京専門学校と称し、1902年に早稲田大学となりました。
　早稲田大学の教育方針は、「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の
造就」で、これらの目標は大学の創立以来、時代とともに新しい意義が
認識されて、現在も早稲田大学の教育と研究の根本をなしています。
　早稲田大学は、2007年10月に創立125周年を迎え、建学第二世紀を歩
み始めました。現在、13学部、大学院20研究科、付属機関等から成り立っ
ています。専任教職員約3,000人、学生約50,000人が所属しており、その
歴史と伝統、教育・研究の水準の高さ、卒業生の活躍などから、日本で
有数の私立大学として評価されています。
　留学生の受け入れについても、古くから積極的に推進し、毎年、多く
の留学生を受け入れています。

　早稲田大学の教育・研究組織は、次の通りです。（2020年12月現在）

早稲田大学の教育・研究組織
Ⅰ．学　　部 政治経済学部 法学部

文化構想学部 文学部
教育学部 商学部
基幹理工学部 創造理工学部
先進理工学部 社会科学部
人間科学部 スポーツ科学部
国際教養学部

Ⅱ．大 学 院 政治学研究科 経済学研究科
法学研究科 文学研究科
商学研究科 基幹理工学研究科
創造理工学研究科 先進理工学研究科
教育学研究科 人間科学研究科
社会科学研究科 スポーツ科学研究科
国際コミュニケーション研究科 アジア太平洋研究科
日本語教育研究科 情報生産システム研究科
法務研究科（法科大学院） 会計研究科
環境・エネルギー研究科
経営管理研究科（早稲田大学ビジネススクール）
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ABOUT WASEDA UNIVERSITY
&

GUIDE TO THE CAMPUS
　In 1882, Mr. Shigenobu Okuma, one of the leading political figures of the 
Meiji Era, founded the Tokyo College for Technical Studies  with the aim of 
upholding the independence of learning, promoting the practical utilization of 
knowledge, and creating good citizenship. In 1902, this institution became 
Waseda University.
　Waseda celebrated the 125th anniversary of its foundation in October 
2007. It currently consists of 13 undergraduate schools, 20 graduate schools, 
and various affiliated research institutes. With nearly 3,000 full-time faculty 
members and about 50,000 students, Waseda University is one of the most 
prestigious private universities in Japan. Its high standard of education and 
research, along with the achievements of its graduates, has garnered respect 
both in and out of Japan. 
　The promotion of international exchange in education is also a part of 
Waseda’s rich traditions, and many international students are accepted every 
year. 

　Waseda University consists of the following educational and research 
organizations. (As of December 2020)

Educational and Research Organizations of Waseda University
Ⅰ. Undergraduate Schools

Ⅱ. Graduate Schools

School of Political Science and Economics School of Law
School of Culture, Media and Society School of Humanities and Social Sciences
School of Education School of Commerce
School of Fundamental Science and Engineering School of Creative Science and Engineering
School of Advanced Science and Engineering School of Social Sciences
School of Human Sciences School of Sport Sciences
School of International Liberal Studies

Graduate School of Political Science
Graduate School of Law
Graduate School of Commerce
Graduate School of Creative Science and 
Engineering
Graduate School of Education
Graduate School of Social Sciences
Graduate School of International Culture and 
Communication Studies
Graduate School of Japanese Applied Linguistics
Waseda Law School
Graduate School of Environment and Energy 
Engineering

Graduate School of Economics
Graduate School of Letters, Arts and Sciences
Graduate School of Fundamental Science and 
Engineering
Graduate School of Advanced Science and 
Engineering
Graduate School of Human Sciences
Graduate School of Sport Sciences
Graduate School of Asia-Pacific Studies
Graduate School of Information, Production and 
Systems
Graduate School of Accountancy
Waseda Business School
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Ⅲ．学　　校 芸術学校
Ⅳ．附 属 校 高等学院　本庄高等学院
Ⅴ．系 属 校 早稲田実業学校　　早稲田中学・高等学校
　　　　　　　早稲田渋谷シンガポール校
　　　　　　　早稲田佐賀中学校・高等学校　早稲田摂陵中学校・高等学校
Ⅵ．通信教育課程　　人間科学部通信教育課程
Ⅶ．図書館・博物館　早稲田大学図書館（総合学術情報センター）
　　　　　　　　　　坪内博士記念演劇博物館　會津八一記念博物館
　　　　　　　　　　小野記念講堂・ワセダギャラリー　早稲田大学歴史館
　　　　　　　　　　早稲田スポーツミュージアム　本庄早稲田の杜ミュージアム
　　　　　　　　　　国際文学館
Ⅷ．附属機関 高等研究所 日本語教育研究センター
 グローバルエデュケーションセンター 大学総合研究センター
 エクステンションセンター 環境保全センター
 保健センター 平山郁夫記念ボランティアセンター
 競技スポーツセンター 留学センター 
 リサーチイノベーションセンター 研究院 
 総合研究機構 次世代自動車研究機構
 スマート社会技術融合研究機構 次世代ロボット研究機構
 地域・地域間研究機構 ナノ・ライフ創新研究機構
 グリーン・コンピューティング・システム研究機構
 データ科学センター
Ⅸ．海外展開・海外拠点 シンガポールオフィス
 早稲田渋谷シンガポール校
 バンコクオフィス
 早稲田エデュケーション（タイランド）
 台北オフィス
 ニューヨークオフィス
 サンフランシスコオフィス
 ブリュッセルオフィス
 北京オフィス
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Ⅲ．Schools
Art and Architecture School of Waseda University

Ⅳ．Affiliated High Schools
Junior & Senior High School Honjo Senior High School

Ⅴ．Other Affiliated Schools
Waseda Jitsugyo High School Waseda Junior & Senior High School 
Waseda Shibuya Senior High School Waseda Saga Junior & Senior High School
Waseda Setsuryo Junior & Senior High School

Ⅵ．Distance Education Program   School of Human Sciences (E-School) 

Ⅶ．Library & Museums
Waseda University Library (Center for Scholarly Information) Tsubouchi Memorial Theatre Museum 
Aizu Museum Ono Auditorium・Waseda Gallery 
Waseda University History Museum Waseda Sports Museum
Honjo-Waseda no Mori Museum

Ⅷ．Research and Other Affiliated Institutes

 Comprehensive Research Organization
 Organization for University Research Initiatives
 Research Organization for Next Generation Vehicles
 Advanced Collaborative Research Organization for Smart Society
 Future Robotics Organization
 Organization for Regional and Inter-regional Studies
 Global Base for Nano & Life Innovation Research
 Green Computing Systems Research Organization
 Center for Data Science

Ⅸ．Overseas Offices
 Singapore Office
 Waseda Shibuya Senior High School in Singapore
 Bangkok Office
 Waseda Education （Thailand）
 Taipei Office （International Center Taipei）
 New York Office （WASEDA USA）
 San Francisco Office （WASEDA USA）
 Brussels Office
 Beijing Office

Waseda Institute for Advanced Study Center for Japanese Language 
Global Education Center Center for Higher Education Studies
Extension Center Environmental Safety Center
Health Support Center The Hirayama Ikuo Volunteer Center
Athletic Center    Center for International Education
Research Innovation Center Research Council
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1．図書館

　早稲田大学には、中央図書館をはじめ４つのキャンパス図書館や、
各学術院などの教員図書室、学生読書室、資料室等が全部で21箇所あ
ります。全蔵書数は570万冊以上に及び、膨大な情報源が所蔵されてお
り、これらの施設の役割分担と相互協力により全体がひとつの有機的
な図書館として学内外の多様なニーズに対応しています。
図書館を利用する時には、「図書館・図書室一覧」にて、サービス時間、
サービス対象・内容を確認してください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/library/

中央図書館
　中央図書館は、蔵書の質・量と、充実した設備、多数の専門スタッ
フ、年間入館者数約73万人を誇る、日本でも有数の図書館です。280
万冊以上の蔵書、17,000タイトルの学術雑誌、国宝２点、重要文化財
５件をはじめとする貴重書・古書資料を所蔵するほか、多数のオンラ
インデータベースや電子ジャーナルを契約しており、在学生はキャン
パス外からも利用することができます。また毎年春・秋には「Library 
Week」を開催し、様々なイベントを実施しています。
　利用の際は、以下の事項に注意してください。
⑴　場　　所：早稲田キャンパス18号館（入口２階）
　　開館時間：授業期間：月曜～土曜　９：00～22：00
　　　　　　　　　　　　日曜　　　　10：00～17：00
　　　　　　　休業期間：月曜～金曜　９：00～20：00
　　　　　　　　　　　　土・日曜　　10：00～17：00
　　休 館 日：授業を実施しない祝日、夏季・冬季休業期間中の一斉

休業日
⑵　入館の際には、学生証が必要です。
⑶ 　資料の検索には、オンライン検索システム（WINE）が利用でき
ます。資料検索の相談や各種サービスについては２階レファレンス
カウンターにお越し下さい。

⑷ 　図書の貸出は、各キャンパス図書館および各学生読書室で合計学
部生は15冊まで、大学院生は30冊まで可能です。

日本語教育学生読書室
　日本語教育学生読書室は、日本語教育に関する図書を幅広く所蔵する
図書室です。日本語学習者向けには、習熟度や目的に応じて学べるよう、
多様な日本語教材を数多く取り揃えています。辞書やカセットテープ・
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1. Waseda University Libraries
　The university has 21 libraries, including the Central Library, four Campus 
Libraries, School Libraries for each division, Students’ Reading Rooms and 
archives. These libraries together hold over 5.7 million books and closely 
cooperate to support various on and off-campus information needs.
　Please refer to the library website for service hours, conditions of library 
use, etc.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/library/en/

Central Library
　The Central Library is one of the most extensive libraries in Japan. It has 
a large collection of high-quality research materials, modern information 
equipment, and specialized staff. More than 730 thousand users visit 
every year. The Central Library houses over 2.8 million books, 17 thousand 
academic journals, 2 National Treasures, 5 Important Cultural Properties, 
and other valuable materials including rare books and classical references. 
The library also provides access to various online databases and electronic 
journals, which are available to students both on and off-campus. 
Furthermore, we hold an event called “Library Week” every spring and fall, 
where we host various library-related events.
　Central Library Overview:
(1) Location: Bldg. No. 18, Waseda Campus. (Entrance is on the 2nd Floor)
　Library Hours: School Terms: Monday–Saturday,   9:00–22:00

Sunday,               10:00–17:00
Breaks:          Monday–Friday,       9:00–20:00

Saturday-Sunday,   10:00–17:00
The library is closed on national holidays without classes, and the 
University holidays during the summer and winter breaks.

(2) You will need your student I.D. card to enter the library.
(3)  The “WINE” online library catalog may be used to search for materials. 

Please visit the reference desk on the 2nd floor for assistance in retrieving 
research material and other such services. 

(4)  A total of 15 volumes for undergraduates and 30 volumes for graduates 
may be borrowed at all libraries and Student Reading Rooms.

Japanese Language Students’ Reading Room
　The Room has a full array of Japanese language teaching materials for 
students studying Japanese in accordance with their level of proficiency 
and their reasons for studying. The Japanese Language Students’ Reading 
Room also lends dictionaries, as well as cassette tapes, compact disks, and 
other audio study aids, to assist international students in studying Japanese. 
Furthermore, the library collects books that explain Japan’s history and 
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CDなどの音声教材も貸し出し、留学生の日本語学習を支援しています。
また、日本の生活・歴史・文化を易しく解説した図書も収集しています。
場所：早稲田キャンパス22号館３階

2．日本語教育研究センター

　日本語教育研究センターでは、日本語を集中的に学びたいという外
国人のために、半年・１年間で日本語を学ぶ「日本語教育プログラム」
と４週間の「短期日本語集中プログラム」を実施しています。
　また、同センターでは、早稲田大学の学部・大学院に所属する外国人留
学生を対象に８つのレベルに分けられた日本語科目を開講しており、留学
生はそれぞれの日本語能力に応じて科目を履修することができます。通常、
半期に約2,500人の学生が同センターで日本語を学習しています。
　履修を希望する方は、日本語教育研究センターのWebサイトを参
照し、所定の手続きを行ってください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/cjl/

3．グローバルエデュケーションセンター（GEC）

　グローバルエデュケーションセンターは学部・学科の枠を超え、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
教育を展開しています。
　「アカデミックリテラシー」は、アカデミック・ライティング、数学、データ科
学、情報、英語の５分野です。これらは全学部・学科において必要とされ
る基礎的な力であり、大学を卒業し、社会に出てからも不可欠な知識です。
　「全学副専攻制度」は、政治学や経済学といった学術的なものや芸術、ボ
ランティアといった学際的なものなど、専攻分野を問わず特定のテーマを追
求できるプログラムです。主専攻の補強、新たな分野への挑戦が可能です。
　その他、自身や他者のリーダーシップを開発する科目、スポーツ実
技、フィールドワークなどの貴重な経験ができる科目、学ぶ機会の少
ないバスク語やアイヌ語などの言語を習得できる科目、他大学等との
連携科目など、4,000科目以上を設置しています。
　いずれも早稲田大学ならではの学びといえます。ぜひ、積極的に履
修してください。なお、原則として科目登録後の取り消しはできませ
ん。授業で使用する言語や履修条件について、Webシラバスをよく確
認した上で登録してください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/gec/
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culture and the lives of the Japanese people in an easy-to-understand way. 
Location: 3rd floor of Bldg. No. 22, Waseda Campus

2. The Center for Japanese Language (CJL)
　The Center for Japanese Language (hereinafter CJL) conducts a-six 
month/one-year “Japanese Language Program” and a four-week “Short-term 
Japanese Program” for foreigners who wish to intensively study the Japanese 
language.
　Also, at the CJL, Japanese language courses are offered to international 
students studying at the undergraduate or graduate programs of Waseda 
University. The courses are divided into eight levels, allowing students to 
select courses that match their language proficiency. Usually, about 2,500 
international students per half a year study Japanese at the CJL.
　If you are interested in the courses at the CJL, please refer to their website 
below and follow registration procedures.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/

3. Global Education Center (GEC)
　The Global Education Center was established with the purpose of 
developing education to nurture wisdom (wide knowledge, fine intelligence), 
motivation (courage, challenging spirit), and problem-solving abilities, 
regardless of one’s department. 
　“Academic Literacy” courses consist of five fields; academic writing, 
mathematics, data science, information and English. These basic skills are 
necessary in all departments, as well as in society after graduation. 
　The system of taking up a “Minor” allows you to focus on a specific 
theme (for example, academic ones such as politics or economics and law, 
and interdisciplinary ones such as arts or volunteering) regardless of your 
major. You may use it to strengthen your major, or broaden your knowledge 
of a new area of study.
　There are courses for “Fostering Leadership in Yourself” and other 
courses offering valuable experiences such as practical sports, fieldwork, 
lessons on rare languages like Basque and Ainu. Joint courses with other 
universities are also available. Roughly 4,000 courses are offered. 
　We encourage students to take part in these courses. As a general rule, 
cancellation will not be accepted after registering. Please make sure to 
check the language used in the classes and the requirements to enroll in a 
course on the Web Syllabus.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/gec/en/
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4．早稲田ポータルオフィス
　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。

5．坪内博士記念演劇博物館

　演劇博物館は、1928年（昭和３年）坪内逍遙博士の古稀と『シェー
クスピヤ全集』の完訳を記念して創設されました。建物は16世紀のイ
ギリスの劇場のフォーチュン座を模したものであり、それ自体がひと
つの演劇資料となっています。
　当館ではおよそ百万点におよぶ貴重な収蔵品を広く公開するために、
演劇の歴史を見渡すことのできる常設展やさまざまな企画展、関連イ
ベントを開催しています。また、教育機関である大学内の博物館とし
て学生や一般の方に広く門戸を開放し、図書閲覧室やＡＶブースで図
書資料や視聴覚資料を閲覧に供しているほか、早くから浮世絵をはじ
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、
演劇文化の普及に貢献しています。
　開館時間：月水木土日 10：00～17：00　火・金 10：00～19：00
　休 館 日：ウェブサイトでご確認ください。
　入 館 料：無料
｜URL｜ https://www.waseda.jp/enpaku/

■ 事 務 所　早稲田キャンパス７号館１階
■ 開室時間　
　授業期間内　9：00～20：00（月～金）
　　　　　　　9：00～18：00（土）
　　　　　　　※（日）、授業を実施しない
　　　　　　　　  （祝）は閉室
　授業期間外　9：00～18：00（月～金）
　　　　　　　※（土）（日）（祝）は閉室
　※開室時間は以下のURLを参照してください。
　U R L　https://www.waseda.jp/inst/wpo/

オープン科目って
みんなどんな風に
履修してるの？

相談してみる！
【PC相談】 【総合窓口】 【W Space】

【閲覧用PC】 【情報検索用タッチパネル】

どこに相談したら
いいのかわからない自分のノートPCを

学内のネットワークに
接続したいのだけれど・・・

授業時間外にゼミで集まれる
スペースはないかな？

レポートをどう書く
のがいいかな？ どの学習スペースが

開いているかな？

困ったら、気軽に早稲田ポータルオフィスにお越しください

自分で調べてみる！
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4. Waseda Portal Office (Academic Advising Office)
　The Waseda Portal Office opened to serve as a general point of contact 
for Waseda students. It is an office that provides various services such as 
course registration consultation for Campus-wide “Open courses” offered by 
the Global Education Center, advice about IT services and computer trouble, 
guidelines for the use of school facilities such as reception services for W 
Space, and lost and found services. Student staff who can offer advice from 
the student’s perspective are on hand, so please don’t hesitate to drop by.

5. The Tsubouchi Memorial Theatre Museum
　Established in 1928, this museum was dedicated to Dr. Shoyo Tsubouchi 
on his seventieth birthday to commemorate his complete translation of the 
Shakespeare corpus. The museum, modeled on The Fortune Theatre of 16th 
century England, is a theatrical reference material itself.
　In order to display to the public our precious collections that total about 
one million pieces, we hold planned exhibitions and relevant events as well as 
permanent exhibitions that allow everyone to take in an extensive view of the 
history of theater. In addition, as a museum within an educational institution, 
we offer books and audiovisual reference materials in the library and the 
audiovisual booth which is open to both the public and students. Furthermore, 
we are currently digitizing reference materials including ukiyo-e and uploading 
them on the Internet, thereby contributing to the spread of theatrical culture.
Opening Hours: Monday, Wednesday, Thursday, Saturday and
 Sunday 10:00–17:00
 Tuesday and Friday 10:00–19:00

＊ Please refer to the following website for closures.
Admission is free of charge.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/enpaku/ (Japanese Only)

PC Advice General Information Desk W Space

General access PCs Digital Signage

I want to connect my 
own laptop PC to the 
net-work on campus, 
but I don't know how.

I don't know where
 I can get advice. What are

 "Open Courses"?
Is there any space where 

we can gather for a seminar 
outside of class hours?

Which study 
room is available

now?

How can I prepare 
a good report?

When you need assistance, feel free to visit the Academic Advising Office.

Come and askCome and ask

Check by yourselfCheck by yourself

■ Office location
　 Waseda Campus Building 7, 1st Floor
■ Office hours
　 During Term :
　 Monday to Friday: 9:00-20:00
　 Saturday : 9:00-18:00
 　*Closed:  Sundays, and national holidays on 

which classes are not held
 　During Term Breaks:
 　Monday to Friday: 9:00-18:00
　 *Closed : Saturdays, Sundays, and national
　　　　　　holidays
　 * Please refer to the URL for the opening hours.

URL : https://www.waseda.jp/inst/wpo/en/
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6．會津八一記念博物館
　1998年に旧図書館の建物を利用して開館。著名な建築家今井兼次の
設計になる建物は大正14年（1925）に完成したもので、早稲田大学に現
存する２番目に古い建築です。
　収蔵品は、東洋美術史の研究者で、歌人・書家としても知られる會津
八一博士自筆の書のほか、博士が収集した中国・韓国・日本の古美術資
料をはじめ、多数の考古資料やアイヌを中心とした民族資料、旧富岡美
術館所蔵の東洋陶磁器や禅書画、さらに日本の近現代絵画など広範に
わたります。横山大観・下村観山合作の《明暗》、前田青邨《羅馬使節》、
1893年のシカゴ万博に出品された《執金剛神像》などの重要な日本近
代美術作品も収蔵しています。（詳細は、「會津八一記念博物館」のWeb
サイトをご覧ください。）
　館内にはグランド ギャラリー、會津八一コレクション展示室、近
代美術展示室、富岡重憲コレクション展示室などがあり、年複数回の
企画展を開催しています。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/
　開館時間：10：00～17：00
　休 館 日： 原則水曜日、大学臨時休業日、年末年始、８月（オープ

ンキャンパス期間を除く）、２月
　入 館 料：無料

7．早稲田大学歴史館

　歴史館は、2022年4月に早稲田大学大学史資料センターを再編するこ
とにより設置されました。当館は、早稲田大学の歴史（過去、現在お
よび未来）、創設者大隈重信および関係者の事蹟を明らかにし、これを
将来に伝承するとともに、これらを展示することで本学の持つ個性お
よび存在意義を広く発信し、比較大学史研究を通じて、本学の発展に
資することを目的としています。
　早稲田キャンパスには博物館施設、東伏見キャンパスにはレファレ
ンスルーム等の施設があります。 

■博物館施設［早稲田キャンパス１号館１階］ 
　早稲田大学の過去、現在、未来にわたる、教育・研究・社会貢献等
に関する取り組みの全貌を紹介しています。大迫力のキャンパス空撮
映像をはじめ、多種多様な資料や情報が展示されており、来場者はそ
れぞれの関心に応じた新しい発見ができます。「久遠の理想」エリア、
「進取の精神」エリア、「聳ゆる甍」エリアの３つの常設展示室のほか、
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6. The Aizu Museum
　Using one of the former library buildings, the Aizu museum opened in 1998. 
　The building was designed by the architect Kenji Imai, and was completed 
in 1925. It is the second oldest building that still exists on campus at Waseda 
University. 
　Dr. Yaichi Aizu is a prominent figure in Japanese modern culture as an 
Eastern Art History researcher, poet, and calligrapher. His collection is vast, 
including antique materials from China, Korea, and Japan. In addition to his 
collection, the museum possesses many archaeological and ethnic materials 
focusing on the Ainu. There are also Oriental Ceramics and Zen calligraphy 
collected by the former Tomioka art museum. 
　The museum houses an extensive collection of valuable modern and 
contemporary art in Japan including“Meian”(“Light and Shadow”) a 
collaboration with Taikan Yokoyama and Kanzan Shimomura, “Roma-shisetsu”
(“Mission to Rome”) by Seison Maeda, and“Shukongoshinzou”(“Sculpture of 
Vajrapani”) which was exhibited at the Chicago Exposition in 1893.
　For more information please visit the Aizu Museum website. There is 
a Grand Gallery, Yaichi Aizu Collection Exhibition Room, Modern Art 
Exhibition Room, Shigenori Tomioka Collection Exhibition Room, etc. We 
hold planned exhibitions several times a year.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/ (Japanese Only)
　Opening hours：10:00〜17:00
　Admission is free of charge.

＊ Closed：generally Wednesdays, Special University Holidays, Year-end 
and New Year’s Holidays, August (except Open Campus), and February.

7. Waseda University History Museum
　The Museum was established in April 2022 after reorganizing the Waseda 
University Archives. It brings out the history of Waseda University (past, present, 
and future) and the achievements of the founder Shigenobu Okuma and the 
people who contributed to the university. The Museum commits to pave the 
way for further advancement of the university through comparative studies of 
the university’s history by passing down the information and disseminating the 
individuality and significance of Waseda University by exhibiting it.
　There are museum facilities on the Waseda Campus, and facilities such as 
a reference room are on the Higashifushimi Campus.

■Museum Facilities［1st Floor of Building.1 on Waseda Campus］
　Full details of Waseda’s initiatives regarding education, research, and 
social contribution in the past, present, and future are presented. A large 
variety of materials and information, such as the spectacular aerial image 
of the campus, welcome the visitors and allow them to discover something 
new according to their interests. In addition to the three permanent exhibition 
rooms:“The Infinite Eternal Aim(Kuon)” area, “The Torch of Progress in the 
Van (Shinshu)” area, and “Rise Proudly High Up in the Air(Iraka)” area, there 
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企画展示室、シアタールーム等を設置しています。土・日曜も開館し、
カフェやミュージアムショップも併設するなど、いつでも気軽に楽し
める空間を創出しています。
　開館日程や展示情報は早稲田大学歴史館（博物館施設）Webサイト
を参照してください。 
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/rekishikan/

■レファレンスルーム等の施設（旧大学史資料センター）［東伏見キャンパス］ 
　旧大学史資料センターのアーカイブズとしての機能と施設を継承し、
早稲田大学の貴重な関係資料の収集・整理・公開など自校史の教育研
究に関わる業務を担い、東伏見キャンパスにレファレンスルーム等の
施設を設置しています。
　利用に関する情報は早稲田大学歴史館（旧大学史資料センター）
Webサイトを参照してください。  
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/archives/ 

8．早稲田スポーツミュージアム
　早稲田スポーツミュージアム（2019年３月開館）は、戸山キャンパ
スの早稲田アリーナ３階にあります。早稲田スポーツの長い歴史を彩
る栄光のシーンや象徴的なエピソード等を通じて、早稲田らしさと
誇りを体感していただけるよう、実際に競技で使用した貴重なユニ
フォーム等をはじめ、豊富な写真や映像コンテンツを展示しています。
また、タッチパネル形式の「早稲田スポーツ名鑑」では、過去から現
在までの早稲田スポーツに係る関係者を検索することができます。さ
らに、体育各部（44部）の資料を交替で展示するコーナーもあり、足
を運ぶたびに新たな発見があるような工夫を随所に凝らしています。

9．本庄早稲田の杜ミュージアム
　本庄早稲田の杜ミュージアム（2020年10月開館）は、本庄キャンパ
スの早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセンター（早稲田大
学93号館）１階にあります。
　本庄市と本学は従来から様々な連携を進めてきましたが、地方公共
団体と私立大学が共同で運営する新たな試みのミュージアムを開館す
ることで、本学の文化活動および地域連携活動が更に充実することと
なりました。
　本庄展示室では、市内出土の埴輪をはじめとする考古資料の展示
と、年表などにより本庄市のこれまでの歴史を紹介し、早稲田大学展
示室では、本学所蔵の貴重な文化財（日本・エジプト・オセアニア関
係等）を最新の研究成果とともに展示しています。
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are a temporary exhibition room and atheater room. The Museum is open 
on weekends and has a café and a souvenir shop, creating a welcoming 
atmosphere for everyone to visit and enjoy.
　Please refer to the website of Waseda University History Museum for 
opening hours and exhibition information, etc.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/rekishikan/

■ Other Facilities such as Reference Room (Former Waseda University 
Archives)［Higashifushimi Campus］

　In inheriting the function and facility as the former Waseda University 
Archives, it conducts educational research on Waseda’s history by collecting, 
organizing, and publishing invaluable materials regarding Waseda University. 
It is equipped with facilities, such as a reference room, on the Higashifushimi 
campus.
　Please refer to the website of Waseda University History Museum (former 
Waseda University Archives) for information on utilizing the facility.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/culture/archives/

8. Waseda Sports Museum
　The Waseda Sports Museum (opened in March, 2019) is located on the 
third floor of the Waseda Arena on Toyama Campus. Extensive photos and 
video content as well as precious uniforms used in actual competitions 
are exhibited so that you can experience Waseda’s uniqueness and pride 
through the glorious scenes and symbolic episodes that color the long 
history of Waseda Sports. At the touch panel terminal of Waseda Sports 
Directory, you can search for people related to Waseda Sports. A lot of 
thought is put into the various exhibits so that you will discover something 
new every time you visit such as the area where material on Waseda’s 
sports clubs (44 clubs in all) are exhibited alternately.

9. Honjo-Waseda no Mori Museum
　The Honjo-Waseda no Mori Museum (opened in October, 2020) is located 
on the first floor of Waseda Research Park Communication Center (Waseda 
University Bldg. 93).
　While collaboration in various forms between Honjo City and Waseda 
University has been a tradition from the past, this opening marked a new 
endeavor in which a local public entity and a private university jointly 
operate a museum, further enhancing Waseda’s cultural and community 
cooperation activities.
　In the Honjo City Galleries, visitors will learn about the history and culture 
of Honjo through a wide variety of archaeological materials such as Haniwa, 
as well as through a chronology and other informative material.
　The Waseda University Gallery regularly holds exhibitions to present 
valuable cultural properties maintained by the university (such as Waseda’s 
collection of Japanese, Egyptian, and Oceanian folk art) along with the 
latest related research.
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10．国際文学館（村上春樹ライブラリー）
　早稲田大学国際文学館は、早稲田キャンパス内に設置された文化交
流施設・文学研究の拠点です。通称「村上春樹ライブラリー」と称さ
れるように、本学卒業生の村上春樹氏から、インタビュー記事、作品
の書評、初版本に加えて、海外で翻訳された村上作品の膨大な書籍（50
言語以上）、さらに村上氏が蒐集したレコード・CDなどの貴重な資料
が寄贈・寄託されます。館内施設として、研究者向けの書庫のほか、
一般に開放されるギャラリーラウンジ、オーディオスペース、企画展
示室、学生が運営するカフェなどがあります。当館主催のセミナー、
イベントも随時開催する予定です。

11．大隈記念講堂

　大隈記念講堂は、本学創設者大隈重信の没後、大隈を偲びその業績
を記念する建物として1927年に竣工しました。大学のシンボル的存在
で、ゴシック様式が特徴です。時計塔は、大隈が唱えた「人生125歳説」
に由来し125尺（約38m）の高さがあり、その鐘は１日６回イギリス・
ウエストミンスター寺院になぞられた音色で時を告げています。
　2007年に創立125周年記念事業の一環で全面改修をおこない、「国の
重要文化財」に指定。大講堂と小講堂があり、大学の公式行事、学術
研究や課外活動の発表の場として、多くの催し物が行われています。

12．小野記念講堂

　小野記念講堂は、本学創設の功労者の一人、「建学の母」とも言わ
れる小野梓を称え、「文化活動の成果を社会に向けて発表し、世界の
文化交流を図るためのホール」として27号館（小野梓記念館）地下２
階にあります。講演やシンポジウムをはじめ、演劇、映画、コンサー
トなどに利用可能な多目的ホールとして、学内外の方々に活用されて
います。

13．ワセダギャラリー

　ワセダギャラリーは27号館（小野梓記念館）の地下１階にあり、各
種企画展のほか、写真、絵画など小規模な展示に利用されています。



23

▍
A

bout W
aseda U

niversity 
&

 G
uide to the C

am
pus

10. The Waseda International House of Literature (The Haruki Murakami Library)
　The Waseda International House of Literature (The Haruki Murakami 
Library) is a cultural exchange facility and a literary resource center located 
on the Waseda Campus. As refferred to as “The Haruki Murakami Library”, 
it holds a large collection of Murakami’s work widely translated abroad 
(more than 50 languages) in addition to articles of interviews, book reviews, 
first edition books of Murakami, a graduate of Waseda University. On top 
of those valuable publications, we receive donated and deposited materials 
such as records and CDs collected by Murakami himself. On-site facilities 
include research collection stacks, gallery lounge, audio room, exhibition 
room, cafe operated by students. Seminars and events are scheduled to be 
hosted by the library.

11. Okuma Auditorium
　The Okuma Auditorium was built in 1927 to honor the memory of school 
founder Shigenobu Okuma and commemorate his achievements. Its feature 
is the gothic architectural style, and is the symbol of the University. Its 
clock tower is 125 “Shaku” (about 38m) in height which comes from 
Okuma’s words “the ideal human lifespan is 125 years long”, and the bell 
announces the time six times a day based on the sound of the bells of 
Westminster Abbey of England. In 2007, as part of the university’s 125th 
anniversary project, the auditorium underwent a complete restoration, and 
was designated as “Important Cultural Property” of Japan. There is a large 
auditorium and a small auditorium, where official university events, academic 
researches, and presentations of extra-curricular activities are carried out.

12. Ono Auditorium
　The Ono Auditorium is located in the second basement of Bldg. 27 (Ono 
Azusa Hall). The auditorium was built in honor of Azusa Ono, known as the 

“founding mother of Waseda” who is one of the benefactors of Waseda 
University. It was established as a “hall to present the outcome of cultural 
activities to the society and exchange cultures around the globe.” It is widely 
used by people from within and outside the university as a multi-purpose hall 
that can be used for lectures, symposiums, theaters, movies, concerts, etc.

13. Waseda Gallery
　The Waseda Gallery is located on the first basement of Bldg. 27 (Ono 
Azusa Hall). As well as hosting a range of different exhibitions, it is also used 
for small-scale exhibits of photographs, paintings, and so forth.
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14．コーププラザ（17号館）
　コーププラザは早稲田大学の生活協同組合（生協）です。ここでは、
おにぎりやお弁当、パン、書籍、文具、早稲田グッズ、パソコン、旅行、
教習所等、学生生活に必要な商品を取り扱っており、組合員価格でご
購入いただけます。
　B１Fのブックセンターでは教科書をはじめとする書籍や雑誌が生
協組合員証を提示すると10％引きになります。
　生協を利用する場合は、生協の組合員になることが必要です。生協
の組合員になるときは、17号館B１Fの組合員サービスセンターでお
手続き出来ます。

15．食　堂

　各キャンパスには、食堂や軽食販売の店舗があります。
　●早稲田キャンパス
　・大隈ガーデンハウスカフェテリア ・生協グランド坂食堂
　・14号館パンショップ ・８号館パンショップ
　・17号館コーププラザライフセンター ・UNI. SHOP & CAFÉ 125 
　・11号館ファミリーマート ・３号館セブン -イレブンWASECO
　●戸山キャンパス
　・生協戸山カフェテリア（38号館） ・とやまーと（閉店中）
　・31号館ミルクホール ・カフェテリア（学生会館西棟３階）
　●西早稲田キャンパス
　・生協理工カフェテリア（56号館地下） ・57号館生協理工店
　・リコパン57 ・リコパン51（閉店中）
　・生協63号館カフェテリア ・リコパン63
　●所沢キャンパス
　・生協食堂 ・生協所沢店（100号館）
　・生協101号館パンショップ

16．サークル活動

　早稲田大学には様々なジャンルの公認サークルがあります。それら
に参加することは日本人学生の友人をつくったり、日本の文化や社会
について知識を深めたりするうえでも役立ちます。サークル活動につ
いては、以下のウェブサイトで確認できます。
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14. The Co-op Plaza (Bldg.17)
　The Co-op Plaza houses the Waseda University Cooperative Union (known 
as the sei-kyo , i.e., Co-op). Students can buy almost anything they are 
likely to need: onigiris, bentos, danishes, books, stationery, Waseda goods, 
computers, etc. The plaza also has theatre tickets, travel services and 
driving school office, and a service for developing and printing photographs. 
The prices are discounted for the union members.
　The prices for books and magazines (including textbooks) will be 10% off 
when you show your union membership certificate at the book center on the 
first basement. 
　To use the Co-op, you need to become a union member of the Waseda Co-
op. To become a union member, you must complete membership procedures 
at the Union Member Service Center on the 2nd floor of Bldg. 17.

15. Cafeterias and Food Shops
　　Each campus has various cafeterias and food shops as listed below.

●Waseda Campus
・Okuma Garden House Cafeteria ・Co-op Ground Zaka Cafeteria
・Bakery shop in Bldg. 14 ・Bakery shop in Bldg. 8
・Co-op Plaza Life Center in Bldg. 17 ・UNI.SHOP & CAFÉ125
・Family Mart in Bldg. 11 ・Seven Eleven WASECO in Bldg. 3

●Toyama Campus
・Co-op Toyama Cafeteria in Bldg. 38 ・Toyamart (currently closed)
・“Milk Hall” in Bldg. 31 ・Cafeteria in the Student Center (3F West Bldg.)

●Nishi-Waseda Campus
・Co-op Riko Cafeteria in Bldg. 56 (basement) ・Co-op Riko in Bldg. 57
・Rikopan 57 ・Rikopan 51 (currently closed)
・ Co-op Cafeteria (Bldg. 63) ・Rikopan 63

●Tokorozawa Campus
・Co-op Dining Hall ・Co-op Tokorozawa shop in Bldg. 100
・Co-op Bldg. 101 Bread Shop

16. Student Club Activities
　There are many official student clubs (also known as ‘circles’) at Waseda 
University. By participating in circles, you will not only make Japanese 
friends, but also gain insight and understanding about Japanese culture and 
society. A guide to the Waseda University student clubs is available on the 
Student Affairs Division HP.  
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｜URL｜ 早稲田ウィークリー　サークルガイド：
https://www.waseda.jp/inst/weekly/circleguide

　特に留学生のために活動している学生アドバイザー、学生サークルを
以下に紹介します。日本人の友達を見つけるのが難しいとき、また、日
本の生活に慣れないために不自由を感じるときに相談にのってくれます。

早稲田大学　学生留学アドバイザー
　早稲田大学留学センターの提供する中期もしくは長期の留学プログラ
ムに参加した学生による留学センター所属のボランティア団体です。学
生留学アドバイザーはイベントを通じてこれから留学をする早大生の留
学相談に応じるだけでなく、留学生と日本人学生の交流会などを企画し
ています。
問い合わせ：早稲田大学学生留学アドバイザー
　　　　　　adviser.event@gmail.com
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/advisor

国際学生友好会（ＷＩＣ）
　国際学生友好会（ＷＩＣ）は、様々な国から来ている留学生の方と
イベントや日々の交流を通して、互いの国の文化や経験などを交換し
ています。留学生の会員も受け付けています。
部室：戸山キャンパス学生会館E529
　　　minamik.wic@gmail.com
｜URL｜ http://wic50.com/

国際交流虹の会
　国際交流虹の会はサッカー、バスケットボールなどのスポーツイベ
ントや、クリスマスパーティー、花見など季節ごとのイベント、そし
てキャンプやスキー旅行などを通して留学生の日本での生活が楽しく
なるイベントを企画するサークルです。
部室：戸山キャンパス学生会館E313
E-mail: nijinokai.2021@gmail.com

17．学生会館

　学生会館は、サークル活動の拠点であるだけでなく、トレーニングセ
ンターやラウンジ、音楽練習室などの個人で使える施設も用意されてい
ます。積極的に活用しましょう。
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｜URL｜ Waseda Weekly Circle Guide: 
 http://www.waseda.jp/inst/weekly/circleguide
　Student advisors and student groups that operate with a focus on 
international students are introduced below. Students who find difficulty in 
making Japanese friends or adjusting to life in Japan can get advice and 
make friends through these organizations. 

Waseda University Study Abroad Student Advisers
　These advisers are students who have studied abroad at partner 
universities for more than one semester and who have returned to Japan. 
This student volunteer group acts as an advisory group for future study 
abroad students. Through events they provide advice to future study abroad 
students and also plan exchange events for international and Japanese 
students.
Contact: Study Abroad Student Advisers
E-mail: adviser.event@gmail.com
｜URL｜  https://www.waseda.jp/inst/cie/en/from-waseda/advisor

Waseda International Club 
　The Waseda International Club (WIC) strives toward mutual exchange 
of cultural experiences through hosting exchange events with international 
students from around the world. This club accepts international students as 
members. 
Location: Waseda University Student Center, Rm. E 529, Toyama Campus
E-mail: minamik.mic@gmail.com
｜URL｜ http://wic50.com/

Niji no Kai (Rainbow Club)
　The Niji no Kai plans fun events such as soccer, basketball, Christmas 
parties, Cherry Blossom viewing parties, and other seasonal events, as well 
as camping and ski trips, so international students can enjoy their time in 
Japan.
Location: Waseda University Student Center, Rm. E 313, Toyama Campus
E-mail: nijinokai.2021@gmail.com

17. Waseda University Student Center
　The Waseda University Student Center serves as a meeting place for students 
engaged in club activities. It also contains various facilities such as a gym, a 
lounge, and a music practice room for individual use. Please make full use of 
these facilities while you are a Waseda student!
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学生会館利用案内
　開館時間：毎日 8：00～22：00
　休 館 日：原則月１回日曜日休館（詳細はウェブサイトで確認して

ください）
学生会館共同施設設備の利用案内
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/en/facility/studentcenter

18．自由に使えるスポーツ施設

トレーニングセンター（学生会館内）
　学生会館地下２階のトレーニングセンターは、各種機器を備えたト
レーニングルーム、更衣室・シャワールーム（５分間100円でコイン
シャワーの利用可）等を完備しています。登録申込日から１年間利用
できますが、利用にあたっては当該年度内に健康診断を受診している
ことが必要となります。開室時間は原則平日・土曜が10時～21時、日・
祝日および夏・冬・春季休業期間中が12時～19時となります。ご利用
開始手続に必要な書類は下記のとおりです。
　①健康個人カードまたは健康診断書
　②写真１枚（４ cm×３ cm）
　③学生証
　④手数料収納証　※登録料は4,500円／年間
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/gakusei/gym.html

リフレッシュスタジオ（37号館早稲田アリーナ地下１階　多目的運動場）
　37号館早稲田アリーナ地下１階の「リフレッシュスタジオ」は、登
録料1,500円で１年間、空いている時間で自分のペースで楽しく体を動
かせるほか、インストラクターによるヨガやストレッチなどの初心者
向けレッスンを受講できます。利用可能時期は授業期間中（４～７月、
10月～１月上旬）です。利用方法等の詳細は早稲田大学リフレッシュ
スタジオウェブサイトhttps://www.waseda.jp/inst/student/facility/
refreshstudioをご覧ください。
《リフレッシュスタジオ登録方法》
　★登録料1,500円／年間
　★登録方法　 学生会館地下２階トレーニングセンター受付にて　

（学生証・手数料収納証（1,500円分）を持参）
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Opening Hours: Daily, 8:00–22:00
Holidays: One Sunday a month (Find out which Sunday from the notices or 

on the website). The Center also closes for approximately a week 
during the winter and summer holidays.

｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/en/facility/studentcenter

18. Sport Facilities
Gym - Training Center - (in the Waseda University Student Center)

　Located on the second basement of the Waseda University Student 
Center, the Training Center has various training equipment and is equipped 
with changing and shower rooms (coin operated showers available, 100 yen 
for 5 minutes). Students must register and pay a registration fee in order to 
use the gym (for one year from the date of registration). In order to register, 
students must also submit a medical examination certificate taken within the 
current academic year. The gym is open from 10:00 to 21:00 on weekdays 
and Saturdays, and from 12:00 to 19:00 on Sundays, national holidays, and 
during the summer, winter, and spring breaks.
The necessary documents for registration are as follows:
　1. Your Personal Health Card or medical certificate
　2. A photograph (4 cm × 3 cm)
　3. Student ID card
　4. A seal (tesuuryo shunosho) : *Registration fee of 4,500 yen per year
｜URL｜ http://www.waseda.jp/student/gakusei/gym.html

Refresh Studio (Waseda Arena, B1, Bldg. 37, Multi-purpose space)
　The Refresh Studio, located on Waseda Arena, B1, Bldg. 37, is a studio 
where you can enjoy excersice in your spare time. There is an annual 1,500 
yen registration fee. Beginner lessons for physical exercise such as Yoga 
and stretching are guided by instructors. The studio is open when classes 
are in session - during April to July, and October to early January. For further 
details, please refer to the Waseda University, Refresh Studio website.
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/facility/refreshstudio
　<<Refresh Studio Registration>>
- Registration Fee: 1,500 yen per year 
-  Please register at the Training Center located on the 2nd basement of the 
Waseda University Student Center. (Please bring: your student ID and seal 
(tesuuryo shunosho) worth 1,500 yen).
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19．平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）
　2002年に設立されたWAVOCでは、ボランティア関連科目や学生
主体のボランティアプロジェクトを通して体験的な学びの場を広く提
供しています。プロジェクトのメンバー募集やイベント情報はウェ
ブサイトやメールニュースで配信しています。事務所にも気軽にお
越しください。WAVOCでボランティアをしてみませんか？
所 在 地：早稲田キャンパス99号館　STEP21　2F－3F
開室時間：【授業実施期間】月曜～金曜　 ９：00～17：00
　　　　　【授業休止期間】月曜～金曜　 ９：00～17：00
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/wavoc/
E-mail: wavoc@list.waseda.jp

20．スチューデントダイバーシティセンター

　スチューデントダイバーシティセンターでは、国籍、
エスニシティ、性別（男女だけではない多様な性）、性
的指向・性自認、障がいの有無などにかかわらず、多様
な学生の豊かな学生生活環境の確保と、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を目的に、
下記３オフィスが連携し支援や啓発を行っています。

ＩＣＣ（異文化交流センター）
　ＩＣＣ（異文化交流センター）では、学部・大学院や学年はもちろ
んのこと、国籍、民族、文化的背景など、あらゆる多様性の枠を超
えてさまざまな学生と一緒に課外活動を楽しめるイベントやプログラ
ムを主催しています。日本や世界各国の文化を紹介するカントリー・
フェスタ、テーマを決めて各国の言語で気軽に会話を楽しめるカフェ
やランチ・イベント、日本語や外国語のコミュニケーション能力を
高め、世界各地からの学生と出会うことができるチャット・クラブ、
グローバルな問題について専門家の意見をきくトーク・セッション、
キャンプやフィールド・トリップなど企画内容は多種多様。特に、日
本の学生とペアになってお互いの母語や文化を教え合うランゲージ＆
カルチャー・エクスチェンジや、小中学校・高校で自国の文化を紹介
するアウトリーチ・プログラムも大人気です。コンサートの無料招待
券など、留学生を対象とした課外活動情報も随時発信しています。日
本人の友達がほしい人、日本文化に触れたい人、また、自国の文化を
早大生に紹介したい人、他国の人と交流したい人など、みなさんの参

詳細
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19. The Hirayama Ikuo Volunteer Center (WAVOC)
　Founded in 2002, WAVOC offers volunteer-related courses and 
volunteering projects with a diverse and rich experience that will broaden 
learning experiences.
　WAVOC distributes member recruitment and event information via website 
and e-newsletter. Also, feel free to visit our office. 
Location: 2-3F, STEP 21, Bldg. 99, Waseda campus
Opening Hours: [During terms] 9:00-17:00 on weekdays

[During term breaks] 9:00-17:00 on weekdays
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/wavoc/en/
Contact: wavoc@list.waseda.jp

20. Student Diversity Center
　Within the Student Diversity Center the following three 
offices work together to support students and to ensure a rich 
campus environment that welcomes the diverse values and 
lifestylesof our students,regardless of nationality, ethnicity, 
gender (including the full spectrum of sexual diversity, not 
only male and female), sexual orientation, gender identity or 
disability.

Intercultural Communication Center (ICC)
　ICC creates extracurricular events and programs to bring together 
students of all nationalities, ethnicities and cultural backgrounds. There 
is a wide range of events including; Country Festivals, where individual 
countries’ cultures are introduced; Coffee Breaks and Lunches, where both 
international and Japanese students can enjoy intriguing conversations; 
Chat Clubs where Japanese and other language skills can be improved and 
students can meet other students from around the world; Talk Sessions 
where students can listen to specialists on global problems; Camps and 
Fieldtrips. Some of the most popular programs include the Language & 
Culture Exchange where international students are paired with Japanese 
students to share their language and cultural knowledge, and the Outreach 
Program, where pairs from Japan and abroad teach a lesson about the 
international student’s country in Japanese schools. 
　The ICC also forwards offers of free tickets and other activities for 
international students.Those who want to make Japanese friends, experience 
Japanese culture, introduce their home country to Waseda students, and/or 
get to know people from other countries are always welcome to participate. 
We encourage you to register for the free email news on the ICC website to 
receive up-to-date information about upcoming events and programs.
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加をお待ちしています。まずは、ＩＣＣウェブサイトからメールニュー
スに登録してください。最新のイベント情報がメールで届きます。

所在地：早稲田キャンパス３号館１階
ラウンジ開室時間：
※ 新型コロナウイルス感染症への対応のため、開室時間が異なる可能

性があります。最新の情報はWEBを確認願います。
【授業実施期間】月曜日～金曜日：10：00～18：00

　　　　土曜日：10：00～17：00
【授業休止期間】月曜日～金曜日：10：00～17：00

　　　　土曜日：閉室
TEL：03-5286-3990　E-mail: icc@list.waseda.jp
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/icc/

障がい学生支援室
　肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、発達障がい、その他の障が
い（失語症や内部障がいなど）のある学生が、他の学生と同等の修学環
境が得られるよう、合理的配慮を提供しています。支援を受けたい方、
または支援をしたい方は一度お問合せください。

【障がい学生支援室】
　●身体障がい学生支援部門
　　場所：早稲田キャンパス３号館１階　☎ 03－5286－3747
　●発達障がい学生支援部門  
　　場所：早稲田大学27-10号館（早稲田関口ビル）５階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 03－3208－0587

　開室時間：月～金　9：00～17：00
　｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/dsso/
　E-mail: shienshitsu@list.waseda.jp

GSセンター
　GSセンターは、早稲田大学のLGBTQ＋（性的マイノリティなど）
学生や、ジェンダー・セクシュアリティに関心のある全ての人々（アラ
イ含む）の居場所であり、誰もが自由に利用できるセーフ／リソースセ
ンターです。

　書籍や雑誌などのリソースを利用したり、定期的なテーマカフェな
どイベントに参加することができます。また、学生生活で感じた違和
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Location: 1F, Bldg. 3, Waseda Campus
Lounge Hours:  
※ Hours may change as with the situation of the novel coronavirus. Please 

check the website for the latest information.
 [During terms] 10:00～18:00 on weekdays 

10:00～17:00 on Saturdays
[During term breaks]  10:00～17:00 on weekdays, closed on

 Saturdays
TEL: 03-5286-3990　　E-mail: icc@list.waseda.jp
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/icc/en/

Office for Students with Disabilities　
　We provide reasonable accomodations for those with limitations in 
mobility, visual impairments, hearing impairments, and/or developmental 
disorders and other kinds of disabilities (such as aphasia and internal 
impediments) so that they can enjoy the same sort of learning environment 
provided to other students. We invite anyone who seeks support, as well as 
anyone willing to provide support, to contact us.
Office for Students with Disabilities
　
Department for Supporting Students with Physical Disabilities
　Location: 1F, Bldg. 3, Waseda Campus 
　TEL: 03-5286-3747

Department for Supporting Students with Developmental Disorders
　Location: 5F, Bldg. 27-10 (Waseda Sekiguchi Bldg.), Waseda Campus
　TEL: 03-3208-0587

Office hours: Weekdays 9:00am–5:00pm
｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/dsso/en
E-mail: shienshitsu@list.waseda.jp

Gender and Sexuality Center
　The Gender and Sexuality Center (GS Center) is a safe space/resource 
center for LGBTQ+ and allied students, as well as all students who are 
interested in issues related to gender and sexuality.

　You can have access to related resources such as books and magazines, 
and participate in regular LGBTQ+ themed gatherings in a café.

　If you have any discomforts/worries about your life at Waseda concerning 
gender/sexuality issues, you can consult with staff that specialize in 
this area. If necessary, they will work with places within and outside the 
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感や心配事などを専門知識のある職員に相談することができ、必要に
応じて可能な範囲で学内外の箇所と連携し対応します（プライバシー
は守られます）。

　場　　所：早稲田キャンパス10号館２階213
　開室時間：月～金　９：00～17：00
　｜URL｜  https://www.waseda.jp/inst/gscenter/
　E-mail: gscenter@list.waseda.jp
（相談利用の際は英語ができる職員が限られているため、事前にメー
ルで予約をしてください。）

21．セミナーハウス

　集中授業や課外活動を行う場として、５つのセミナーハウスがあり
ます。２泊３日を限度に利用できます。申込はMyWasedaで行います。
手頃な価格で利用できるので、ぜひ利用しましょう。
　　軽井沢セミナーハウス（長野県）
　　菅平セミナーハウス（長野県）
　　伊豆川奈セミナーハウス（静岡県）
　　鴨川セミナーハウス（千葉県）
　　本庄セミナーハウス（埼玉県）
学生生活課：03－3203－4341
E-mail: seminar-house@list.waseda.jp
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/facility/seminar

22．託児室

　早稲田キャンパス99号館（STEP21）１階、西早稲田キャンパス60号
館２階、所沢キャンパス100号館３階に、「学生・教職員用託児室」が
あります。授業や研究活動の間に利用でき、生後57日から未就学児ま
でを受け入れる一時預り専用の託児室です。学生（正規生）について
は利用料を補助します。なお、利用にはMyWasedaから事前の利用登
録が必要ですので、早目に登録してください。
☎ 学生生活課：03－3203－4349
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/facility/nursery（日本語のみ）
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university and deal with the issues as much as possible.
Location: Rm.213, 2F, Bldg. 10, Waseda Campus 
Office Opening Hours: 9:00am–5:00pm on weekdays
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/gscenter/en
E-mail: gscenter@list.waseda.jp
(Please send us an e-mail in advance and make a reservation for consultation, 
as we have limited staff members who can speak English.)

21. Seminar Houses
　There are five seminar houses for intensive education and extracurricular 
activities which students can use up to 2 nights and 3 days. Applications 
can be made through the “MyWaseda”. Accommodations are reasonably 
priced, so please make good use of them.
　Karuizawa Seminar House (Nagano prefecture)
　Sugadaira Seminar House (Nagano prefecture)
　Izukawana Seminar House (Shizuoka prefecture)
　Kamogawa Seminar House (Chiba prefecture)
　Honjo Seminar House (Saitama prefecture)
Student affairs Section: 03-3203-4341
E-mail: seminar-house@list.waseda.jp
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/facility/seminar

22. Nursery Center
　Waseda University’s nursery center (exclusive for students and faculty) 
is located on the 1st floor of Bldg. 99 (STEP 21) on the Waseda Campus, 
on the 2nd floor of Bldg. 60 on the Nishi-Waseda campus, and in Bldg. 100 
on the 1st floor of the Tokorozawa campus. This facility accepts children 
from 57 days after birth to pre-school age and can be used when temporary 
care is needed during class or research time. Partial financial aid is offered 
for those regular students who wish to use the facility. In order to use the 
facility, registration via MyWaseda is necessary beforehand.
Student Affairs Section: 03-3203-4349
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/facility/nursery (Japanese only)
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23．授乳室・託児スペース
　育児中の学生のために、下記４キャンパスに授乳室・託児スペース
を設置しています。
【早稲田キャンパス】
　場所：７号館２階211（201教室隣）
【戸山キャンパス】
　場所：33号館地下１階B103（保健センター戸山分室隣）
【西早稲田キャンパス】
　場所：60号館２階216（託児室内）
※上記３キャンパスの開室時間：月～土　８：30～21：30
【所沢キャンパス】
　場所：100号館Ｃ棟３階312（託児室内）
　開室時間：月～土　８：30～21：00

※ 西早稲田、所沢キャンパスの授乳室、託児スペースは施錠されてい
ますので、利用ご希望の方は事前にご連絡ください。

【ダイバーシティ推進室】
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/
　E-mail: diversity@list.waseda.jp

24．女性専用の交流・休憩スペース（西早稲田キャンパス）

　構成員に占める女性割合が特に低い西早稲田キャンパスに、女子学
生、女性教職員が学業・研究・業務の合間に休憩や食事等で利用でき
るスペースを設置しています。テーブルやホワイトボード、休憩用ソ
ファ等を設置していますので、ご自由にご利用ください。

　場所：西早稲田キャンパス60号館２階214
　　　　（ダイバーシティ推進室分室内）
　開室時間：月～土　9：00～18：00

【ダイバーシティ推進室】
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/
　E-mail: diversity@list.waseda.jp
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23. Nursing Space
　There are breastfeeding rooms and nursing spaces set up to provide support 
for studying and raising children at the same time.
[Waseda Campus]  
　Location: Bldg. 7, 2F, Rm. 211 (Next to Rm. 201)
[Toyama Campus]  
　 Location: Bldg. 33, first basement, B103 (Next to the Health Support Center 

Toyama Branch)
[Nishi-Waseda Campus] 
　Location: Bldg. 60, 2F, Rm. 216 (Nursing Room)
※Times for the three campuses above: Monday - Saturday 8:30−21:30
[Tokorozawa Campus]
　Location: Bldg. 100-C, 3F, Rm. 312 (Nursing Room)
　Times: Monday – Saturday 8:30−21:00

<Note>
The nursing room on Nishi-waseda and Tokorozawa campus are locked. 
Please contact the office prior to use.

[Contact]
Office for Promotion of Equality and Diversity
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/
E-mail: diversity@list.waseda.jp

24.  Female-only Space for Socializing and Taking Breaks 
(Nishi-Waseda Campus)

　On the Nishi-Waseda campus, having a particularly low ratio of females, a 
space for female students and faculty/staff has been set up. Please feel free 
to use it to take a rest or eat between studies, research, or other duties. We 
have equipped the space with tables, a white board, and some sofas. Please 
feel free to use it whenever it is available. 

Location: Bldg. 60, 2F, Rm. 214 (within the branch space of the Office for 
Promotion of Equality and Diversity), Nishi-Waseda campus

Times: Monday - Saturday 9:00−18:00

Office for Promotion of Equality and Diversity
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/diversity/en/
E-mail: diversity@list.waseda.jp



▍38

早
稲
田
大
学
と
諸
施
設

25．入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）
　入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）では、外国学
生・帰国生を対象とした学部・大学院入試の出願を受け付けています。
　各入試の要項や出願書類は、IAOのウェブサイトからダウンロードできま
す。なお、IAOを通さずに、直接入学試験の出願を受け付ける学部・研究
科もありますので、志望する学部・研究科のウェブサイトも参照してください。

入学センター国際アドミッションズ・オフィス（IAO）
所在地：早稲田キャンパス１号館
開室時間：月～金　9：00～17：00
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/admission
E-mail: admission@list.waseda.jp

26．学内各賞

小野梓 記念賞：本学が学生に授与する最も権威と伝統のある賞です。
学術・芸術・スポーツなど特に抜群の成果をあげ、学生の模範
と認められる者に対して授与されます。

早稲田 学生文化賞：学生の課外活動を奨励する制度です。学生の行う
課外活動の中で、特にすぐれた成果をあげた者が対象となります。

体育名誉賞： 優秀な成績を修めた体育各部、個人に対して授与します。

27．Webマガジン『早稲田ウィークリー』

　本学学生部が発行する学生の皆さんを対象とした早大生応援マガ
ジンです（授業期間中、平日毎日更新）。学生の活躍、キャンパス
情報、授業・研究紹介、大学からのお知らせなどの他、著名人のイ
ンタビューなど、見逃せないコンテンツが盛りだくさんです。SNS
（Twitter、Facebook、Instagram）でも学内外の有用な情報を発信して
いますので、ぜひフォローしてみてください。
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/weekly/

28．マナー

自転車通学
　構内の駐輪場には限りがあります。なるべく公共交通機関を利用し
通学してください。
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25. International Admissions Office
　International Admissions Office (IAO) accepts applications for international 
students and Japanese returnee students. Admissions information can be 
downloaded from IAO’s website. Please note that some undergraduate and 
graduate schools only accept applications directly, without going through 
IAO. You must check the website of the school that you wish to enter and 
confirm the application details. Admission officers are available for your 
inquiries in Japanese or English.

International Admissions Office (IAO)
Location: Bldg. 1, Waseda Campus
Office Hours: Mon – Fri, 9:00−17:00
｜ URL｜ https://www.waseda.jp/inst/admission/en
E-mail: admission@list.waseda.jp

26. On-campus Awards
Azusa Ono Memorial Award:
　This is the most prestigious award given by Waseda University. It is given to 
individual students and clubs with outstanding achievements in the realms of 
academics, art, or sports, and has been recognized as a model for other students.
Waseda Student Cultural Award:
　This award encourages students to involve themselves in a wide range 
of extracurricular activities, and is given to students who produce excellent 
results in extracurricular activities they undertake.
Physical Education Honorary Award:
　This award is given to sports clubs and individuals who accomplish 
excellence.

27. Waseda Weekly (Online Magazine)
　The Waseda Weekly is an online university bulletin issued by the 
Waseda University Student Affairs Division (updated every weekday during 
semesters). Contents include much information that cannot be missed; for 
example, interviews with celebrities, information on student activities, campus 
information, class/research highlights, and notices from the university.
　Useful information in- and outside of the campus can be found on SNS 
(Twitter, Facebook, Instagram). Please follow the accounts.
｜ URL ｜ https://www.waseda.jp/inst/weekly/en/

28. Conduct
BICYCLING TO SCHOOL

　Parking space is limited on campus. Please use public transit for 
transportation as much as possible. 
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　自転車で通学する場合は、必ず所定の場所にとめてください。詳細は、
所属事務所に問い合わせてください。ただし、駐輪台数には限りがあり、
駐輪できない場合もありますので、ご注意ください。また駐輪場での盗
難・トラブルについて大学は一切責任を負いません。 西早稲田キャン
パスに自転車駐輪を希望する人は、理工学術院統合事務所総務課（51
号館１階）で申請してください。
　　理工学術院統合事務所：03－5286－3000
　早稲田・戸山・西早稲田キャンパスでは、オートバイでの通学は禁
止です。

※自転車の防犯登録について
　自転車を購入した場合、また知人などから譲り受けた場合は「防犯
登録」をしなければなりません。登録をしていれば、盗難のリスクも
減り、万一盗難に遭った場合も自転車が戻りやすくなります。必ず防
犯登録手続きをするようにしてください。詳細についてはWebサイ
トで確認してください。

「防犯登録の方法」
｜URL｜ http://www.bouhan-net.com（日本語のみ）

　尚、東京都をはじめとする多くの都道府県で、自転車保険の加入が
義務付けられています。詳細は以下をご覧ください。
｜URL｜ https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html

分　　煙
　キャンパス内は指定喫煙所を除き、禁煙となっています。指定され
た喫煙所以外は禁煙ですので、歩きタバコなどは厳禁です。
　また、新宿区および所沢キャンパスがある所沢市では条例により路
上喫煙が禁止されています。

（喫煙所マップ）
｜URL｜ https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/
 general-affairs/environment/smoking-area（日本語のみ）

飲　　酒
　キャンパス内は飲酒禁止です。また、学外においても、未成年の飲
酒（日本での飲酒は20歳からと法律で定められています）、イッキ飲
みの強要、飲酒運転は絶対にしないでください。
■早稲田ウィークリー
「飲酒ルールを破った早大生には、ペナルティを科します」　
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　If you intend to commute to school by bicycle, please be sure to park in a 
designated area. For details, please contact your school office. However, as 
there are only a limited number of parking spaces, please note that you may 
not be able to park. We are not responsible for any trouble such as theft in 
the parking space. Any students who desire to park bicycles at the Nishi-
Waseda campus must first apply at the General Affairs Section of the Faculty 
of Science and Engineering office (Bldg. 51, 1F)
　Center for Science and Engineering: 03-5286-3000
　Commuting to Waseda, Nishi-Waseda or Toyama campus via motorcycle is 
prohibited. 

※Bicycle Registration
　If you purchase a bicycle or receive one from a friend, you must register 
it with the local authorities. Registration is necessary not only to lower the 
risk of your bicycle being stolen, but also it helps you get it back even if it 
is stolen. Please visit the following website for details about the registration 
process.
Procedures for Bicycle Registration
｜URL｜ http://www.bouhan-net.com (Japanese only)

　It is compulsory to take out bicycle liability insurance in most prefectures, 
including Tokyo. Please refer to the web site below for details.
｜URL｜https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html

SEPARATION OF SMOKING AREAS
　Smoking (including smoking while walking) is prohibited in all areas on 
campus except in specially designated smoking areas.
　Smoking on the street is prohibited by the ordinance in Shinjuku Ward 
and Tokorozawa city, where the Tokorozawa campus locates in.
(Campus map of smoking areas)
｜URL｜ http://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/general-affairs/

environment/smoking-area (Japanese only)

DRINKING ALCOHOL
　You are not allowed to drink alcohol on campus. Even when off-campus, 
please do not engage in underage drinking (Drinking under 20 years old in 
Japan is prohibited by law), binge drinking and driving under the influence.
(Waseda Weekly)

“Waseda students who break the drinking rule will be punished”
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2019/04/22/60627

 (Japanese only)
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｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2019/04/22/
           60627（日本語のみ）

違法薬物
　違法薬物・危険ドラッグの所持、使用は明確な法律違反です。絶対
に関与しないでください。

環　　境
　早稲田大学は、環境問題に積極的に取り組んでいます。学生の皆さ
んは、特に以下のことにご協力ください。
　①教室の室温が夏26℃、冬20℃になるようにエアコンの温度を設定
　②使っていない照明・電気製品はスイッチオフ
　③ゴミの分別、リサイクル

29．証明書・学割

　各種証明書は所属の学部・研究科事務所、またはキャンパス内の自
動証明書発行機にて発行ができます。来訪できない場合はオンライン
による申請も可能です（ただし、システム利用料が別途発生します）。
詳細はSupport Anywhere（学内情報をひとまとめに掲載した在学生向

注意！違法薬物・危険ドラッグ使用について

　日本国内では、マリファナ・麻薬および他の違法薬物・危険ドラッグの
所有や使用を禁止する法律が厳密に執行されています。いかなる麻薬・覚
せい剤・違法薬物も、各種犯罪を誘発し、生涯にわたる脳や心身への危害
は計り知れません。また、違法薬物を手にした時点で、厳しい社会的制裁
を受け、人生を棒に振ることになりかねません。
　留学生の皆さんも、問題の重要性をよく認識し、決して違法薬物には手
を出してはなりません。
　早稲田大学の学生としての本分を自覚し、良識ある行動をとるよう、強
く望むとともに、早稲田大学はこのような違法行為に対して厳罰をもって
臨みます。過去の事例においては、大麻等の違法薬物に関与した早稲田大
学の学生全員が、退学処分となっています。
　詳細については、下記のWaseda Moodle「違法ドラッグ使用防止講習」を
視聴してください。

　■講義はMyWasedaの以下の場所にあります。
　　MyWasedaにログイン→左のインデックスの「授業支援」をクリック
　　　→「Waseda Moodle」をクリック 
　　　　→左のインデックスの「ダッシュボード」から「学生生活課提供コンテンツ」をクリック
　　　　　→「学生生活について」から講義「違法ドラッグ使用防止講習」をクリック
　■早稲田ウィークリー「ダマされるな！近づくな !!違法ドラッグの実態」
　　｜ URL｜ https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2012/04/19/46879
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ILLEGAL DRUGS
　Possession and/or use of illegal drugs are clear violations of the law. 
Please do NOT become involved in illegal drugs!

ENVIRONMENT
　Waseda University works hard to counter environmental problems. Please 
cooperate with the university’s efforts on the following points:
・ Set air conditioners so that the room temperature will be 26 degrees 

Celsius in the summer and 20 degrees Celsius in the winter.
・Turn off all lights and appliances when not in use.
・Participate in separation and recycling of trash.

29. Certificates and Student Discount Cards (Gakuwari)
　Certificates can be obtained from each undergraduate/graduate school 
office or from the automated certificate-issuing machines located on 
campus. Online application is also available if you cannot come to the 
campus (system usage fee will incur). Please refer to the URL below for 
the details of Support Anywhere（the website to help students get the 
information they need online whenever possible).
https://wnpspt.waseda.jp/student/supportanywhere/2021/01/29/
certificate/

Note! Illegal Drug Use
　The possession and/or use of marijuana, narcotics, and other such illegal drugs 
are strictly prohibited in Japan, and such laws are stringently enforced. Narcotics, 
stimulants, and other such illegal drugs lead to crime and have long-lasting adverse 
affects on your mind and body. In Japan, possession alone is sufficient to lead to the 
direst of social punishments and could ruin your life. 
　International students must understand the seriousness of this issue and must 
never be involved with illegal drugs in any way. All students must be aware of their 
responsibilities as Waseda University students and act with good judgment. Waseda 
University has a policy of zero tolerance regarding illegal drug usage and will punish 
any involvement accordingly. In the past, any Waseda University students found to 
be involved in illegal drugs, such as marijuana, have all been expelled. 
　For details, please view “Preventing the Use of Illegal Drugs” through Waseda 
Moodle, as indicated below.
■This course can be accessed through the MyWaseda as follows. 
Log in to MyWaseda. 
　→From the left index, click on the “Learning Support” link
　　→Click on “Waseda Moodle”
　　　 →From the left index “Dashboard”, click on the “Student Life Contents”
　　　　 → From the left index“Student Life”, click on “Preventing the Use of Illegal 

Drugs”
■ Waseda Weekly “Don’t be Deceived! Don’t Get Close!! The Truth About Illegal Drags”
｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2012/04/19/46879

(Japanese only)
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けお役立ちWebサイト）の以下URLをご確認ください
https://wnpspt.waseda.jp/student/supportanywhere/2021/01/29/certificate/
学割についても、自動証明書発行機にて発行ができます（科目等履修
生は学割の対象外です）。

自動証明書発行機で発行できる証明書
　・在学証明書　　・成績証明書　　・GPA証明書
　・卒業（修了）見込証明書　　　　・成績・卒業（修了）見込証明書
　・教員免許状取得見込証明書（※）　・健康診断証明書
　・全学共通副専攻単位修得証明書　・全学共通副専攻修了証明書

事務所で発行する証明書
　・卒業（修了）証明書　　・成績・卒業（修了）証明書　　　
　・教員免許状取得証明書　・退学証明書
　・奨学金受給証明書（奨学課にて発行）
　・その他各学部・研究科で独自に発行している証明書（※）
　　※詳細については、所属の学部・研究科にお問い合せください。

　証明書料金は、在学生の証明書１通200円、卒業生・退学者の証明
書１通300円です。また、事務所での証明書の発行は原則的には即日
発行ですが、内容によっては数日かかる場合もありますので、日数に
余裕をもって願い出てください。
　在学生の場合、すべての証明書・学割の発行には学生証が必要にな
りますので、必ず持参してください。

『自動証明書発行機一覧』
早稲田キャンパス 戸山キャンパス

7号館１階
早稲田ポータル
オフィス付近

14号館１階
ロビー

25号館１階
ロビー

36号館２階
ラウンジ

西早稲田キャンパス 東伏見キャンパス 所沢キャンパス

63号館１階　ロビー 79号館２階
202事務室

100号館２階
Ａ棟Ａ211室付近

　卒業生の場合は、各学部・研究科事務所にお問い合わせください。
　※ 詳細については、ITサービスナビをご参照くだ

さい。
　　 http://www.waseda.jp/navi/services/opentime-certificates.

html
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　Student discount ticket (“Gakuwari”) can also be issued by the automated 
certificate-issuing machines (non-degree students are not eligible for student 
discounts). 

Certificates available from automated certificate-issuing machines:
・Certificate of Enrollment　・Academic Transcript　・Certificate of GPA
・Certificate of Expected Graduation
・Certificate of Academic Transcript and Expected Graduation
・Certificate of Expected Teaching License (*)　・Certificate of Health Check
・Transcript of Credits University-wide Minor Program
・Certificate of Completion University-wide Minor Program 

Certificates available from departmental offices:
・Certificate of Graduation
・Certificate of Academic Transcript and Graduation 
・Certificate of Teaching License
・Certificate of Withdrawal 
・Certificate of Scholarship (issued at Scholarships and Financial Assistance 

Section, Student Affairs Division)
・Other certificates issued by each undergraduate/graduate office (*)
*For more details, ask your undergraduate/graduate office.

　Fees for issuing certificates are priced at 200 yen per certificate for 
currently enrolled students and 300 yen per certificate for those who have 
already graduated or left the university. In principle, certificates are issued 
on the same day, but in some cases it may take up to 2–3 days, so please 
allow for sufficient processing time.
　Currently enrolled students must present their student ID card to obtain 
certificates/discount coupons.

Locations of automatic certificate issuance machines
Waseda Campus Toyama Campus

Bldg. 7-1F Bldg. 14-1F Bldg. 25-1F Bldg. 36-2F
Nishi-Waseda Campus Higashifushimi Campus Tokorozawa Campus

Bldg. 63-1F Bldg. 79-2F Bldg. 100-2F

　Please contact your undergraduate or graduate school office if you are a 
graduate.
　＊ Please check IT Service Navigation for detailed information
　　 http://www.waseda.jp/navi/e/services/opentime-

certificates.html
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30．大学の取り組み
学生生活110番
　悪質な署名活動などを行っている政治セクト、宗教団体、またマル
チ商法やキャッチ商法等の勧誘を目的とした団体が、学生の皆さんを
狙っています。
　あなたやあなたの友人がトラブル等に巻き込まれているようなことが
あれば、学生生活課に「学生生活110番」を開設していますので、いつ
でも相談してください。学生生活課に直接来ていただいても結構です。
　もちろん皆さんのプライバシーは必ず守りますので、安心して連絡
してください。
■相談窓口　　学生部学生生活課
　　　　　　　　【場所】　学生会館１階３番カウンター
　　　　　　　　【電話】　03－3202－0706
　　　　　　　　※ つながらない場合および夜間の連絡先
　　　　　　　　　03－3203－4300（通用門受付）
　　　　　　　　E-mail: student@list.waseda.jp

個人情報の保護
　早稲田大学では、「個人情報の保護に関する規則」を制定し、個人情
報の収集、管理および利用について責務を明らかにするとともに学生、
教職員等が自分の個人情報をチェックする権利を保証しています。
　学生のみなさんも個人情報保護の重要性を認識し、自己または他人
の個人情報の取扱については十分な注意を払うよう心掛けてください。
■個人情報に関する窓口：所属学部・研究科等の事務所
■個人情報保護委員会事務局（総務部法務課）
　E-mail: kojinjoho@list.waseda.jp

ハラスメントの防止
　本学では、「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」を制定し、相談を受け付け、その解決に取り組むだけでなく、
パンフレットやWebサイト等での広報や、研修等を通して、啓発・
防止活動を実施しています。
Q 　ハラスメントって何ですか？
A 　ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、
職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等に関す
る言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊
厳を損なうことをいいます。大学におけるハラスメントとしては、性
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30. University’s Measures
Emergency Contact Information “Gakusei Seikatsu 110”

　Please be aware of the existence of malicious political sects, occult 
religious cults, and sales people who use manipulative tactics to pressure 
students.
　If you or any of your friends encounter problems, there is an emergency 
number that you can use to contact the Student Affairs Section (“Gakusei 
Seikatsu-ka”) where assistance is available 24 hours a day. You can also 
visit the office directly.
　Please be assured that your privacy will be protected at all times.

■Consultation Desk
　Student Affairs Section (“Gakusei Seikatsu-ka”)
　Location: 1F, Counter 3, Waseda University Student Center
　Tel: 03-3202-0706 (Service entrance reception)
　＊ If the line is busy or if you are calling out of office hours, dial 03-3203-4300
　E-mail: student@list.waseda.jp

Privacy Protection Policy
　Waseda University has established a “Privacy Protection Policy” to 
clarify its responsibilities in the collection, management, and use of 
private information. This policy also guarantees students and staff the 
right to access documents pertaining to themselves. Please be aware of 
the importance of protecting an individual's right to privacy and take care 
in handling private information of yourself and your friends. 

■Consultation Desk
Affiliated undergraduage/graduate school office
Office of the Personal Information Protection Committee (General 
Affairs Division, Legal Affairs Section)
E-mail: kojinjoho@list.waseda.jp

Harassment Prevention
　The university has established the “Waseda University’s Guideline for 
Harassment Prevention” not only to provide advice and offer solutions but 
to also try to raise awareness of harassment and prevent it by distributing 
brochures, providing information on the web, holding training sessions, and 
conducting surveys.
Q 　What is Harassment?
A 　Harassment refers to remarks or actions that make the other party feel 

disadvanted or uncomfortable and/or violates one’s dignity based on sex, 
social status, race, nationality, beliefs, age, occupation, physical disabilties 
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的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、勉学・教育・研究に関
連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上
の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントなどがあります。

Q 　ハラスメントってどうして問題なのですか？
A 　ハラスメントをされた側にとっては、安心して学習・研究・労働
する環境が阻害され、悪影響が生じ、学習・研究・労働する権利の
侵害、つまり、人権侵害になるからです。ごく気軽な気持ちでの行
為や言動が相手にとっては耐えられない苦痛となっていることもあ
ります。結果として、日常生活に支障をきたすことも少なくありま
せん。

Q 　学生が加害者になることもありますか？
A 　はい、ありえます。たとえば、サークルのコンパで性的な言動を
繰り返したり、飲酒を強要したり、交際をしつこく迫った結果、相
手が不快感を持った場合には、セクシュアル・ハラスメント、パ
ワー・ハラスメントになりえます。

Q 　「ハラスメントかな」と思ったら？
A 　あなた自身が被害に遭った時、友人からの相談を受けた時、また
大学の取り組みについて質問や意見がある時には、気軽に相談窓口
に連絡してください。専門のスタッフが対応します。相談の流れなど、
詳しい内容につきましては、下記Webサイトも参照してください。

■相談窓口　
コンプライアンス推進室
　（相談しやすい方にご相談ください）
　 　初回相談は、申請フォーム・メール等、どちらの方法でも構い
ませんし、匿名でも結構です。あなたのプライバシーと意向を最
大限尊重します。来室希望の場合は、事前にメールで予約を入
れてください。

　【E-mail】　compliance@list.waseda.jp
　【 U R L 】　https://www.waseda.jp/inst/harassment/
　【開室時間】　月～金　9：30～17：00
　　　　　　　＊面談の場合は要予約
　●外部相談窓口
　【 T E L 】　0120−123−393

月～金　8：30～19：00
　土　　8：30～17：00（日祝日、年末年始を除く）
※英語・中国語対応可能

　【 U R L 】　https://koueki-tsuhou.com/WFcxVtaEFdCd/
　　　　　　※詳しくはWEBサイトをご覧ください。
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and other such attributes, or overall personal character. There are various 
forms of harassment in the university context: sexual harassment; academic 
harassment related to study, education, and/or research; and power 
harassment based on superior status or job-related positions. 

Q　Why is harassment an issue?
A 　Harassment constitutes a violation of human rights. It can make the 

victim feel uncomfortable in their learning environment and disrupt their 
studies and daily life.  
　What may seem like a casual act or remark may cause unbearable pain 
and suffering for the other person. It is not unusual for such incidents to 
disrupt a person’s daily life.

Q 　Can students be the perpetrator?
A 　Yes. Repeated sexual comments at student club parties, forcing 

others to drink, aggressively pursuing someone to the point that they feel 
uncomfortable and other such situations can be considered sexual or power 
harassment. 

Q 　What support do you offer victims?
A 　If you are a victim yourself, or a friend who has received harassment 

confides in you, or you have any enquires about Waseda’s initiative, 
please feel free to contact the consultation desk. Our specialists will offer 
their support. You can also find more information about the policies and 
procedures on our website.

■ Consultation Desk: 
Compliance Promotion Office (You can choose either desk)

　 　Contact us for initial advice and consultation either by application 
form or e-mail.
　Anonymous consultation is possible. We respect and value your 
privacy. Please book an appointment beforehand by e-mail when 
coming into the office. 

　[E-mail]　compliance@list.waseda.jp
　[URL]　https://www.waseda.jp/inst/harassment/en/counseling/desk
　[Hours]　Monday – Friday 9:30 – 17:00
　　　　　 *Please make an appointment for consultation
　
■Outside Waseda University
　[Tel]　 0120-123-393
　[Hours]　Monday – Friday 8:30 – 19:00
　 　　　　Saturday 8:30 – 17:00
　 　　　　(Closed on Sunday, Holidays, and New year holiday season)
　　　　　*English and Chinese are available
　[URL]　https://koueki-tsuhou.com/WFcxVtaEFdCd/en/
　　　　  *Please go to website for details.
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ダイバーシティの推進
　早稲田大学は「Waseda Vision 150」において、男女共同参画・ダイバー
シティを推進しています。早稲田大学に集う学生が、多様な人々と交流
し、お互いの個性を認め合う力を身に付けていくことは、国際化社会の
中で活躍するための重要な要件であるといえます。
　大学全体のダイバーシティ推進の施策を担う「ダイバーシティ推進
室」と、学生支援のための実行組織としての役割を果たす「スチューデ
ントダイバーシティセンター」が、互いに連携を図りながら早稲田大学
のダイバーシティに取り組んでいます。
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Promotion of Diversity
　Waseda University is promoting diversity as well as gender equity and 
equality under the concept of the “Waseda Vision 150.” In order for the 
students at Waseda to play active roles in the global community, it is an 
important requirement that the students experience exchanges with various 
people and acquire the ability to accept the individuality of others. 
　The Office for Promotion of Equality and Diversity, which is promoting the 
diversity policy within Waseda, and the Student Diversity Center, which is the 
acting organization to support students, are closely cooperating to enhance 
Waseda University’s diversity.
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学習の案内

　本大学の学部・研究科はそれぞれ特色をもった教育を行っており、そ
れに伴って学習の方法や手続も異なる場合があります。
　次に述べることは、基本的・共通的な事柄のみですので、詳細につい
ては所属の学部・研究科の要項をよく読み、わからない点についてはそ
れぞれの事務所に相談してください。

1．学　部

（１）授業科目
　学部の授業科目は、学部ごとに独自の分類にしたがって分けられて
います。各分類は、学部によって多少異なる名称がつけられています
が、基礎科目、外国語科目、専門科目といった分類が一般的です。学
生はこれらの科目を履修し、所定の単位を修得して卒業しますが、卒
業に必要な単位数は学部によって異なります。
　授業の履修にあたっては、学部要項、講義要項をよく読み、不明な
点は学部の事務所にて確認してください。

（２）科目の選択と登録
　授業を受講するためには、所定の日程で行われる科目登録を完了さ
せる必要があります。日程や方法については学部から通知があります。
　日本語教育研究センターの日本語授業を履修したい場合、日程や登
録方法など所属事務所にご確認ください。

（３）在学年数
　学部の在学期間は４年以上８年以内と決められています。ただし、
休学・留学の期間は算入されません。

（４）授業時間
　授業時間は１科目90分で、これを１コマと呼びます。学部・大学院
の授業は、月曜日から土曜日の９時から21時25分まで配分されます。

　授業時間は、次のとおりです。
第１時限　９時00分～10時30分（90分）
　　　　休み時間　10分
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STUDY GUIDE

　Since each of the undergraduate and graduate schools of the university has 
their own philosophy and aims of education, methods of study may vary by 
school.
　The following concerns only general matters common to students in all 
faculties. Further details are available on the syllabi for each school. If you 
have any concerns, please consult your school office.

1. Undergraduate Students
(1) Courses of Study

　Courses are separated into categories by each undergraduate school. 
Such categories may be named by undergraduate programs under differing 
conventions. Generally, these categories consist of: general education, 
foreign languages, and specialized subjects. Students must take such 
subjects and complete all required credits in order to graduate. Required 
credits for graduation differ by program. 
　For details regarding courses, please refer to syllabi and course guidelines. 
If you have any questions, please consult your undergraduate school office. 

(2) Course Registration
　Students are required to complete the registration for classes on the 
designated dates in order to enroll in a course. The school notifies students 
of the dates and methods. If you would like to enroll in Japanese language 
classes organized by the Center for Japanese language, please check with 
your affiliated school office about the dates and how to register.

(3) Duration of Enrollment
　You are required to complete a minimum of four years of study at 
the university in order to graduate, with a maximum of eight years for 
undergraduate studies.
　Temporary leaves of absence and time spent studying abroad, however, 
will not be counted towards the eight year enrollment limit.

(4) Class Hours
　One class period lasts 90 minutes. Classes for undergraduate and graduate 
programs are held between 9:00 and 21:25 from Monday to Saturday.

　
　Class periods are as follows:

Period Time
1st　　  9:00 – 10:30  (90 min)
　　　　　10 min break 
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第２時限　10時40分～12時10分（90分）
　　　　休み時間　50分
第３時限　13時00分～14時30分（90分）
　　　　休み時間　15分
第４時限　14時45分～16時15分（90分）
　　　　休み時間　15分 
第５時限　16時30分～18時00分（90分）
　　　　休み時間　15分
第６時限　18時15分～19時45分（90分）
　　　　休み時間　10分
第７時限　19時55分～21時25分（90分）

（５）試験と成績
　春学期の期末試験は７月下旬～８月上旬、秋学期の期末試験は１月
下旬～２月上旬にあります。評価は一般的には、半年または１年間の単
位で行われ、９月上旬または３月中旬に成績発表があります。成績は、
A+（100点－90点）、A（89点－80点）、B（79点－70点）、C（69点－60
点）、F（59点以下）で表示され、60点以上は合格、59点以下は不合格
となります。
※クォーター科目および集中科目等においては試験実施および成績発表
の時期が異なる場合がありますので、所属事務所に確認してください。

2．大学院

（１）修士課程
　修士の学位は、一般的には、修士課程に２年以上在学し、各研究科
の定めるところにより、所要の授業科目について所定の単位を修得
し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および試験に
合格した者に授与されます。学生は指導教員の指導に従って、履修科
目の登録をしなければなりません。

（２）博士後期課程
　博士の学位は、一般的には、博士後期課程に３年以上在学し、各研
究科の定めた所定の単位を修得し、所要の研究指導を受けた上、博士
論文の審査および試験に合格した者に授与されます。
　博士後期課程は、指導教員による研究指導と学生自身の自発的な研究
活動によって構成されている（研究科によってコースワークが必要な場合
もあります）ので、学生は所定の研究指導に出席しなければなりません。
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2nd　　10:40 – 12:10  (90 min)
　　　　　50 min break  
3rd　　13:00 – 14:30  (90 min)
　　　　　15 min break  
4th　　14:45 – 16:15  (90 min)
　　　　　15 min break  
5th　　16:30 – 18:00  (90 min)
　　　　　15 min break  
6th　　18:15 – 19:45  (90 min)
　　　　　10 min break  
7th　　19:55 – 21:25  (90 min)

(5) Examinations and Grading
　Term-end examinations for the Spring semester are held in late July 
to early August. Year-end examinations are held in late January to early 
February. Grades are usually given for half-year or year credits in early 
September or mid-March depending on classes. Grades are marked as: A+ 
(100–90 points), A (89–80 points), B (79–70 points), C (69–60 points), and 
F (59 points and under). Marks of over 60 points and above are passing 
grades. 59 points and under are failing grades. 
　The dates of exams and result announcements vary for the quarter-based 
courses and concentration programs. Please check with your affiliated 
school office.

2. Graduate Students
(1) Master’s program

　Usually, for the master’s degree, students must complete two years or 
more of full-time postgraduate study, earn the required number of credits 
for the classes they are required to take by their graduate school, receive 
necessary research supervision, write a thesis, and pass their thesis defense 
and final examinations.
　Students must register for classes at the graduate school office during 
the designated period. Classes must be selected after consultation with the 
academic supervisor.

(2) Ph.D. program
　Usually, for the doctorate degree, students must complete three years or 
more of full-time postgraduate study in a Ph.D. program. Students must earn 
the required number of credits for the classes they are required to take by 
their graduate school, receive necessary research supervision, write a thesis, 
and pass the doctoral dissertation screening and final examinations.
　The doctoral program is composed of supervision by a professor and the 
student’s own research activities (Some graduate schools may require course 
work). Thus, students must attend designated research supervision periods.
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3．その他

（１）科目等履修生
　科目等履修生は学部・研究科において、授業科目を履修する、また
は研究指導を受けることのできる学生ですが、所属学部・研究科に
よって取り扱いが異なるので自分で確かめてください。
　在留資格「留学」を取得するためには、学期ごとに１週間に10時間
以上の履修授業時間数が必要です。また、科目等履修生の在留資格は、
原則として１年までしか認められません。

（２）日本語補講
　学部・研究科に入学した正規学生・科目等履修生とも必要な場合は
必修科目以外に日本語科目の授業を履修することができます。履修を
希望する場合は、日本語教育研究センターにおいて実施されるプレイ
スメントテストを受験した上で、科目登録をしてください。

大学からのお知らせ
—  MyWaseda・Webサイト・掲示板  —

　大学からのお知らせはMyWaseda（https://my.waseda.jp/）・留学センター
Webサイト（https://www.waseda.jp/inst/cie/）・留学センター、または各学部
研究科掲示板にて連絡しますので、必ず確認してください。

住所変更をしたら必ず届けを！

　住所を変更した時には、忘れずに所属の学部・研究科事務所に届けてく
ださい。MyWasedaからも変更手続ができます。
　変更届が提出されていない場合は、大学から大切な連絡が届かなくな
り、あとで困ることになりますので、注意してください。
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3. Others
(1)  Non-degree/ Research students

　Non-degree/research students are able to take subjects and/or receive 
research supervision at undergraduate or graduate schools. Procedures differ 
from school to school. For details, please contact the office of the school 
you are interested in.
　Please note that to maintain a “Student” visa status, more than 10 hours 
a week of classes must be taken term by term. In principle, non-degree/
research students are only granted a visa status for up to one year.

(2) Supplementary study of Japanese
　International students who are admitted to undergraduate or graduate 
schools as regular or non-degree/research students can take Japanese 
classes in addition to required courses if necessary. If you wish to take 
such classes, please take the placement test at the Center for Japanese 
Language and register for their courses.

UNIVERSITY INFORMATION AND COMMUNICATION
—  MyWaseda・Website・Bulletin board  —

　Waseda University uses the MyWaseda system (https://my.waseda.
jp/), and the CIE website (https://www.waseda.jp/inst/cie/en) to inform 
students about course-related information. Please check both regularly.

REMEMBER TO REGISTER ANY CHANGES IN 
CONTACT INFORMATION

　Please do not forget to register any change of address, phone number, 
or email address with your undergraduate or graduate school office. 
You may register such changes using the MyWaseda. Please note 
that important information may not reach you if you do not register any 
changes in contact information promptly. 
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留学センター

　留学センターでは、留学生の受け入れや早大生の海外留学を実施して
います。
　留学センターは、大学にいる留学生等が、学問や文化の異なった環境
をよりよく理解し、勉強や生活がしやすいように援助するために活動し
ています。わからないことや困ったことがある時は、留学センターに来
て相談してください。
　留学センターの事務所は早稲田キャンパス22号館の４階にあります。
　留学センターの活動内容やお知らせはWebサイトで確認できます。
所在地：〒169-0051　東京都新宿区西早稲田１－７－14  ４階
　　　　（早稲田キャンパス22号館４階）
　　　　※北門近く、中央図書館前の黄色いビルです。
電　話：03－3207－1454
ＦＡＸ：03－3202－8638
事務取扱時間：月～土曜日　９：00～17：00
　　　　　　　日曜日・祝祭日は終日閉室
　　　　　　　※ 夏季・冬季休業期間中は、お昼の12：30～13：30の

間は閉室します（月～金曜日）。土曜日は終日閉室
になります。

｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/cie/

1．留学生の受け入れ
　留学センターでは、交換留学制度の拡大など留学生の受け入れを積
極的に推し進め、世界とのヒューマンネットワーク構築においてさま
ざまな取り組みを実施してきました。世界105ヶ国・地域／700以上の
大学と協定を結び、交換留学、国費留学、私費留学などをあわせて約
5,600名の外国人学生が、学部・大学院・日本語教育研究センターで
学んでいます（2021年５月１日現在）。

2．早大生の海外留学
　留学センターでは、①大学間協定による交換留学（EX）、②留学先
大学が早大生のために定めるカリキュラムに参加するCustomized Study 
Programs（CS）、③ダブルディグリープログラム（DD）、④夏季・春季
等の短期留学プログラムなどさまざまな留学プログラムを用意していま
す。長期・短期をあわせると、例年4,000名以上の学生を海外留学に派遣
しています。
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CENTER FOR INTERNATIONAL
EDUCATION

　The Center for International Education (CIE) supports incoming international 
students, as well as sends Waseda students abroad through various exchange 
programs based on agreements with universities around the world.
　The CIE helps international students studying at Waseda University 
understand education and culture in their new environment, and assists in 
improving studying and living conditions in Japan. Please feel free to contact 
the CIE office if you have questions or concerns. The office is located on the 
4th floor of building 22 on the main Waseda campus. 
　Announcements from the CIE are made on its website.
　Address: 1-7-14 4F Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051
　　　　　(4th floor of Bldg. No. 22, Waseda Campus)
 　* The yellow building in front of the Central Library near the north 

entrance.
　Tel: 03-3207-1454
　Fax: 03-3202-8638
　　Office Hours: Monday–Saturday, 9:00–17:00
　　　　　　　　The office is closed on Sundays and on national holidays
　　　　　　　　* The office is closed between 12:30-13:00 during the summer 

and winter breaks (Monday to Friday) and closed on Saturdays.
　｜URL｜ http://www.waseda.jp/inst/cie/en/

1. Incoming International Students
　The CIE has actively encouraged the admission of international students 
through expanding its exchange programs, and has implemented many 
programs to establish networks across the globe. Under arrangements with 
more than 700 University across 105 countries and regions around the 
world, around 5,600 international students—including exchange students and 
government or privately-financed students—are currently studying at the 
undergraduate and graduate levels, as well as at the Center for Japanese 
Language (As of May 1, 2021).

2. Outbound Study Abroad Students
　The CIE offers various programs such as ①Exchange programs among 
affiliated universities (EX), ② Customized Study Programs (CS), ③Double 
Degree Programs (DD), and ④ Short-term Study Abroad programs mainly in 
the summer and spring. Through its long and short-term programs, the CIE 
sends around 4,000 students abroad every year.
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3．チューター制度
　指導教員や所属学部／研究科に日本語や専門知識等の勉強にサポー
トが必要である、と認められた留学生は入学した年度の１年間のみ
チューター制度を利用することができます。
　チューターはゼミの発表や論文の作成補助、授業で理解が難しかっ
た点の説明等、留学生が日本でスムーズに勉強に打ち込めるようサ
ポートします。日本語能力に不安がある方はぜひ積極的にチューター
制度をご利用ください。
　チューター制度の利用手続きに関しましては、各学部／研究科事務
所にご相談ください。
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3. Tutorial System
　International students whose academic supervisor or affiliated school 
confirms that they need extra academic support for their Japanese language 
skills, field of specialty, etc. may use the tutorial system in their first year of 
enrollment only.
　Tutors will help students devote themselves to studying in Japan by 
offering support when making presentations in seminars, writing theses, 
giving further explanation on points that students had difficulty understanding 
during class, etc. If you are not confident in your Japanese language ability, 
please feel free to use this system.
　Consult your undergraduate/graduate school office on how to apply for 
this tutorial system.
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在留手続・安全保障輸出管理等
【重要：必ず熟読してください！】

　日本在留者の身分を保証する法律として、「出入国管理及び難民認定
法」や「住民基本台帳法」があります。日本に在留するための手続は、
これらの法律に従わなければなりません。

留学センター在留資格ウェブサイト
｜URL｜ http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/（日本語）

1．出入国在留管理局
　在留期間の更新、在留資格の変更、資格外活動許可申請、再入国許
可などは、最寄りの出入国在留管理局で行うことができます。手続に
時間がかかるので、余裕をもって行くことをおすすめします。
｜URL｜  https://www.moj.go.jp/isa/index.html

＊ 在留資格「留学」の期間更新、または、「留学」への在留資格変更
をする方はP.70、またはP.72を必ずご確認ください。
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RESIDENCE PROCEDURES・SECURITY TRADE CONTROL
［IMPORTANT: PLEASE BE SURE TO READ THROUGH CAREFULLY］

　The “Immigration Control and Refugee Recognition Act” and the “Basic 
Resident Registration Law” are two laws that guarantee the status of 
residents in Japan. It is essential to perform the procedures to stay in Japan in 
accordance with these laws.

　The corresponding CIE website is:
｜ URL｜  http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/

1. The Regional Immigration Services Bureau
　At your nearest Regional Immigration Services Bureau, you can: extend 
your period of stay, change your visa status, apply for a part-time work 
permit and a re-entry permit, etc.
　We advise that you apply with plenty of time for processing.
｜ URL｜ https://www.isa.go.jp/en/index.html

If you plan to extend your period of stay or to change your status of residence 
to “student”, please refer to page 71 and 73 respectively. 
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●東京出入国在留管理局
　場　　所／〒108-8255　東京都港区港南5-5-30
　電　　話／0570-034-259
　受付時間／９時～16時（土･日曜日、休日を除く）
　交通機関／A．JR品川駅港南口（東口）から都バス［品川埠頭（循環）］又は［東

京出入国在留管理局前］で「東京出入国在留管理局前」下車
　　　　　　B．東京モノレールまたはりんかい線（埼京線乗入）

「天王洲アイル」（南口またはＡ出口）から徒歩15分

●東京出入国在留管理局立川出張所
　場　　所／〒186-0001　東京都国立市北3-31-2　立川法務総合庁舎
　電　　話／042-528-7179
　交通機関／A．JR中央線「国立駅」徒歩25分　
　　　　　　B． JR中央線「立川駅」から北口12番バス停［北町行き］で「多

摩車検場前」下車
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●Tokyo Regional Immigration Services Bureau
　Address: 5-5-30, Kounan, Minato-ku, Tokyo, 108-8255
　Tel:  0570-034-259 (When the guidance in Japanese starts, 

press “1”for a foreign language operator.)
　Open: 9:00–16:00
 (except for Saturdays, Sundays and national holidays)
　Access: A. Take the train to Shinagawa Station on the JR Yamanote-

line, then take a bus to “Shinagawa Futo (Junkan)” or 
“Tokyo Syutsunyukoku Zairyu Kanrikyoku Mae”from 
Konan-guchi (the east exit), and get off at “Tokyo 
Syutsunyukoku Zairyu Kanrikyoku Mae.”

 B.   It is a 15-minute walk from “Tennouzu Isle” station (the 
south exit or exit A) on the Tokyo Monorail or Tokyo 
Rinkai Line (Saikyo line).

MAP   See page 64.

● Tokyo Regional Immigration Services Bureau – Tachikawa 
Branch Office

　Address:  Tachikawa Government Bldg., 3-31-2, Kita, Kunitachi-shi, 
Tokyo 186-0001

　Tel: 042-528-7179
　Access: A. It is a 25-minute walk from Kunitachi Station on the JR 

Chuo Line.
 B.  At Tachikawa Station on the JR Chuo Line, take bus 

no. 12 bound for “Kitamachi,” and get off at “Tama 
Shakenjo-mae.”

MAP   See page 64.
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●東京出入国在留管理局さいたま出張所
　場　　所／〒338-0002　埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1
　　　　　　　　　　　　さいたま第２法務総合庁舎1Ｆ
　電　　話／048-851-9671
　交通機関／JR埼京線「与野本町駅」徒歩10分

さいたま出張所

与野図書館

与野郵便局

下落合下落合

与野駅入口与野駅入口
215215

与野体育館

中央区役所

埼
京
線

〒

与
野
本
町
駅

1717

〜〜

〜〜

〜〜

〜〜

●福岡出入国在留管理局北九州出張所
　場　　所／〒803-0813　福岡県北九州市小倉北区城内5-1
　　　　　　　　　　　　小倉合同庁舎
　電　　話／093-582-6915
　交通機関／Ａ．JR「西小倉駅」から「小倉城」方面へ徒歩10分
　　　　　　Ｂ．小倉駅バスセンターから
　　　　　　　　【３番乗場】行先番号 45番　【４番乗場】行先番号 27番
　　　　　　　　【７番乗場】行先番号138番「新勝山公園」下車
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●Tokyo Regional Immigration Services Bureau – Saitama Branch
　Address:  Saitama Second Legal Affairs Joint Government Bldg. 1F, 

5-12-1 Shimo-ochiai, Chuo-Ku, Saitama-Shi, Saitama 338-
0002

　Tel: 048-851-9671
　Access:  It is a 10-minute walk from Yono Honmachi Station on the 

JR Saikyo Line.

MAP   See page 66.

●Fukuoka Regional Immigration Services Bureau - Kitakyushu Branch
　Address:  Kokura Government Joint Bldg., 5-1 Jounai, Kokurakita-ku,
 Kitakyusyu, Fukuoka 803-0813
　Tel: 093-582-6915
　Transportation:A. It is a 10-minute walk from Nishi Kokura Station on JR 

towards Kokurajo.
B. At Kokura Station Bus Terminal, take bus no. 45 from 

bus stop no. 3, bus no. 27 from bus stop no. 4, or bus no. 
138 from bus stop no. 7. Get off at “Shin Katsuyama 
Koen.”

MAP   See page 66.
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2．住民登録
　日本に中長期間在留する外国人の方は、市区町村の役所で住所登録
をする必要があります。
　出入国港において在留カードを交付された方は、住居地を定めてか
ら14日以内に、在留カードを持参の上で、住居地の市区町村の役所窓
口でその住居地を届け出てください。
　住居地の届出方法や必要書類は各市区町村によって異なることがあ
りますので、最寄りの役所にご確認ください。
　また、引越しなどで住居地を変更したときは、転出届と転入届の手
続きをそれぞれ行わなくてはなりません。引越しをするときは、現在
住んでいるところの市区町村窓口と転居先の市区町村窓口との両方に
忘れずに届け出をするようにしてください。

●東京都新宿区役所
　場　　所／〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
　電　　話／03-3209-1111
　交通機関／JR新宿駅、丸ノ内線新宿駅、西武新宿駅の各駅から徒歩約５分
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●埼玉県所沢市役所
　場　　所／〒359-8501 埼玉県所沢市並木1-1-1
　電　　話／04-2998-1111
　交通機関／西武新宿線「航空公園駅」徒歩６分

●北九州市若松区役所
　場　　所／〒808-8510 北九州市若松区浜町1-1-1
　電　　話／093-761-5321
　交通機関／JR鹿児島本線「若松駅」徒歩15分
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2. Resident Registration
　Foreigners planning to stay medium- to long-term are required to go to the 
municipal office and register their address.
  Those who were issued a residence card at the port of entry: please bring 
your residence card and register your Japanese address at the municipal 
office of your area within 14 days after your place of residence is confirmed. 
　The procedures of registration and necessary documents differ depending 
on the municipal office of your area. Please confirm with the nearest 
municipal office.
　If you change your address, you are required to submit the moving-out 
notification and the moving-in notification. When you move, please do not 
forget to hand in notifications at both municipal offices: the municipal office 
of the city where you are currently living and the municipal office of the city 
where you are moving to.

●Shinjuku City Office
　Location: 1-4-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8484
　Tel 03-3209-1111
　Access  About a five-minute walk from JR Shinjuku Station,  

Marunouchi Line Shinjuku Station, Seibu-Shinjuku Station
MAP   See page 68.

●Saitama Tokorozawa City Office
　Location:  1-1-1 Namiki, Tokorozawa, Saitama 359-8501
　Tel: 04-2998-1111
　Access:  About a six-minute walk from Kōkū-kōen Station on Seibu-

Shinjuku line 　

●Kitakyushu Wakamatsu Ward Office
　Location: 1-1-1 Hamamachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu 808-8510
　Tel: 093-761-5321
　Access:  About a fifteen-minute walk from Wakamatsu Station on JR 

Kagoshima Main Line
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3．在留期間の更新
　「留学」の在留期間を延長するためには、在留期間の満了する３ヵ
月前から当日までに出入国在留管理局において「在留期間の更新」を
しなくてはなりません。
　必要書類を準備のうえ、下表の受付事務所に提出し、「在留期間更
新許可申請書（所属機関等作成用２枚）」を受け取ってから、出入国
在留管理局へ申請に行ってください。

受 付 事 務 所 対 象 学 生
西早稲田キャンパス
理工学統合事務所

基幹理工学部（研究科）・創造理工学
部（研究科）・先進理工学部（研究科）

所沢総合事務センター 人間科学部（研究科）・スポーツ科学
部（研究科）

国際教養学部・国際コミュニケー
ション研究科事務所

国際教養学部・国際コミュニケー
ション研究科

日本語教育研究センター 日本語教育プログラム
本庄総合事務センター 環境・エネルギー研究科
情報生産システム研究科事務所 情報生産システム研究科
留学センター 全学生

　期間更新の申請に必要な書類や手続きの流れについては、以下の
ウェブサイトよりご確認ください。
http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/current/extvisastatus.html

〈注意！〉
・所属機関等作成用の書類は在留期間満了日の３か月前から発行が可
能です。

・所属機関等作成用の書類を受け取らずに申請した場合は、後日再度
すべての必要書類を準備していただくことになります。

・必要書類が全て揃っていないと所属機関等作成用はお渡しできません。
※ 在留期間を更新した時には、必ず所属の学部または研究科事務所

に「在留資格確認書類届出用紙」を提出してください（14日以内）。
「在留資格確認書類届出用紙」は、以下のURLよりダウンロードで
きます。

　｜URL｜ 
　http: //www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/current/extvisastatus.

html#notificationform
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3. Extension of Period of Stay
　In order to extend your period of residence with a “student”status, you 
will need to extend your period of stay at the Regional Immigration Services 
Bureau within three months prior to the date your residence card expires.
　Prepare required documents and submit them to the offices in the table 
below to receive the “Application for Extension of Stay (a two-sheet form for 
organization)” before going to the Regional Immigration Services Bureau to 
apply. 

Handling Office Applicable Students

School office of Science and Engineering 
on Nishi Waseda Campus

(Graduate) School of Fundamental/Cre-
ative/Advanced Science and Engineering

Administrative office on Tokorozawa
Campus

(Graduate) School of Human/Sport Sci-
ences

School for International Liberal Studies 
office・Graduate School of International 
Culture and Communication Studies office

School of International Liberal Studies, 
Graduate School of International Culture 
and Communication Studies

The Center for Japanese Language Japanese Language Program

School office on Honjo Campus Graduate School of Environment and En-
ergy Engineering

School office on Kitakyushu Campus Graduate School of Information, Produc-
tion and Systems

The Center for International Education All students

For information on necessary documents and procedures to apply for extension 
of period of stay, please refer to the website below. 
http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/current/extvisastatus.html

＜Attention!＞
・Forms for organization may be issued from 3 months prior to the expiration 

of your period of stay.
・If you fail to receive the form for organization and go to the Immigration 

Services Breau without it, you will need to prepare all the required 
documents again.

・If you fail to prepare all the required documents, the application form for 
organization cannot be issued.

※ When you are granted an extension of your period of stay, please make 
sure to notify your school office and submit a Status of Residence 
Notification form which notifies the University of your new Status of 
Residence validity period (within 14 days).

　 The Status of Residence Notification form can be downloaded from the 
URL below.
｜URL｜ http: //www.cie-waseda.jp/visastatus/en/current/extvisastatus.

html#notificationform
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4．在留資格変更
　「留学」への在留資格変更申請を希望する場合は、必要書類を準備
のうえ、下表の受付事務所に提出し、「在留資格変更許可申請書（所
属機関等作成用２枚）」を受け取ってから、出入国在留管理局へ申請
に行ってください。

受 付 事 務 所 対 象 学 生
西早稲田キャンパス
理工学統合事務所

基幹理工学部（研究科）・創造理工学
部（研究科）・先進理工学部（研究科）

所沢総合事務センター 人間科学部（研究科）・スポーツ科学
部（研究科）

国際教養学部・国際コミュニケー
ション研究科事務所

国際教養学部・国際コミュニケー
ション研究科

日本語教育研究センター 日本語教育プログラム
本庄総合事務センター 環境・エネルギー研究科
情報生産システム研究科事務所 情報生産システム研究科
留学センター 全学生

　資格変更の申請に必要な書類や手続きの流れおよび変更後の届出に
ついては、以下のウェブサイトよりご確認ください。
http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/current/changevisastatus.html

5．資格外活動（アルバイト活動の許可申請）

　在留資格「留学」は、日本で勉学をする目的で在留している人に与
えられる資格です。したがって、この他の目的の活動を同時に行う場
合には、自分で、出入国在留管理局に資格外活動の許可を申請し、許
可を得なければなりません。
　アルバイトは、正規生、交換留学生、科目等履修生などの区別に関
係なく、週28時間以内、夏期、冬期および春期休業期間中は、１日８
時間以内、週40時間以内の範囲で許可されます。

【資格外活動許可の取り扱い】
１ ．風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所に
おいて行うもの、又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗
特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介
営業に従事することは禁止されています。例えばそういった店舗で
皿洗いや掃除のアルバイトに従事することも違法となります。

２ ．「留学」の在留資格を持っている正規生が早稲田大学でティーチ
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4. Change of Status of Residence
　When you wish to change your status of residence to “Student”, please 
prepare required documents and submit them to the office in the table below 
to receive the “Application for Change of Status of Residence (a two-sheet 
form for organization)” before going to the Regional Immigration Services 
Bureau to apply.

Handling Office Applicable Students

School office Science and Engineering  
on Nishi Waseda Campus

(Graduate) School of Fundamental/Cre-
ative/Advanced Science and Engineering

Administrative office on Tokorozawa 
Campus

(Graduate) School of Human/Sport Sci-
ences

School for International Liberal Studies 
office・Graduate School of International 
Culture and Communication Studies office

School of International Liberal Studies, 
Graduate School of International Culture 
and Communication Studies

The Center for Japanese Language Japanese Language Program

School office on Honjo Campus Graduate School of Environment and En-
ergy Engineering

School office on Kitakyushu Campus Graduate School of Information, Produc-
tion and Systems

The Center for International Education All students

For information on necessary documents and procedures to apply for change 
of visa status and notification after the change, please refer to the website 
below. 
http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/current/changevisastatus.html

5.  Activities Not Permitted under the Student Residence 
Status (Part-Time Work Permit)

　The “student” residence status is granted to those who reside in Japan 
in order to study. As such, students must apply to the Regional Immigration 
Services Bureau for a part-time work permit in order to engage in activities 
not permitted by this status.
　Working hours are limited to a maximum of 28 hours per week under 
this permit (regardless of student status such as regular, exchange or non-
degree/research), except during summer, winter, and spring holidays, when 
up to 8 hours per day, 40 hours per week is permitted.

[Rules Regarding the part-time work permit]
1. It is strictly prohibited by law and regulations for foreign students to work 

in any kind of adult entertainment and amusement business. This includes 
washing dishes or cleaning in such settings.

2. Regular students with “student” residence status do not need a part-
time work permit to work as a Teaching Assistant (TA) and/or Research 
Assistant (RA) at Waseda University. However, there is a combined less - 
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ング・アシスタント（TA）およびリサーチ・アシスタント（RA）
をする場合、資格外活動許可は必要ありません。ただし、早稲田大
学でのTA、RAまたは、TAとRAを兼務している学生が勤務でき
る時間は週20時間未満です。※非正規生（交換留学生を含む）は原
則TA／RAとして勤務できませんが、事情により雇用されることに
なった場合には、資格外活動許可が必要となります。

　※ 正規生でも学内でTA・RA以外の業務を行う場合は、資格外活動
許可の申請が必要となります。

［資格外活動許可の申請方法］
　出入国在留管理局に申請に行く際には、以下の書類を忘れずにお持
ちください。
（1 ）資格外活動許可申請書（CIEウェブサイトからダウンロードまた
は留学センターカウンターにもあります）

（2）パスポート
（3）在留カード
（4）学生証
《注意事項》
　在留カード、学生証の情報（住所等）が最新であることを確認して
から申請してください。

6．休学・退学と在留資格
　休学・退学をする場合は、「留学」の在留資格で日本に滞在し続け
ることはできません。速やかに出国するか適切な在留資格への変更手
続きを行ってください。
　退学の場合は「活動機関に関する届出（離脱）」を14日以内に出入国在
留管理局に提出してください。
※出国の際は、空港にて在留カードを返納してください。
※ 「活動機関に関する届出（離脱）」の詳細については出入国在
留管理局ホームページをご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/
applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
※ 在留資格以外の諸手続きについては、所属の学部・研究科事務所
へご確認ください。

　復学・再入学に際しては改めて在留資格認定証明書（COE）と留
学ビザを取得する必要があります。詳しくは以下のウェブサイトをご
確認ください。http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/current/returnuniv.html
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than - 20-hour-per-week limit to the number of hours a student may work as 
a TA and/or RA at Waseda University.
*  As a general rule, non-regular students (including exchange students) 
are not allowed to work as a TA or RA. If, due to circumstances, a non-
regular student is hired as a TA or RA, then, that student will be required 
to obtain a part time work permit.

*  Regular students must obtain a part-time work permit in order to work at 
jobs other than a TA or RA inside Waseda University.

[How to Apply]
　Please make sure to bring the following when going to the Regional 
Immigration Services Bureau to apply for a part-time work permit:
(1)  Application for permission to engage in activity other than that permitted 

under the status of residence previously granted
　 (downloadable from the CIE website and also available at the CIE office)
(2) Passport
(3) Residence card
(4) Student ID

<<NOTE>>
　Please ensure that the information on your Residence Card and your 
Student ID (such as your address) is up-to-date before applying. 

6. Leave of Absence/Withdrawal and Status of Residence
　Students are not allowed to stay in Japan with the “Student” status 
of residence when they take a leave of absence or withdraw from the 
university. Please leave Japan swiftly or take a procedure to change the 
status of residence to an appropriate one as soon as possible. When 
withdrawing, you need to submit a “notification of the accepting organization 
(left the organization)” to the Regional Immigration Services Bureau within 
14 days. 
* Please return your residence card at the airport when leaving Japan.
* Please refer to the website of the Immigration Services Agency of Japan 
for more details of the “notification of the accepting organization (left the 
organization)”.
https://www.isa.go.jp/en/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

* For procedures other than status of residence, please check with your 
undergraduate/graduate school office.

 
　When reenrolling at/reentering Waseda, you will need to newly obtain a 
Certificate of Eligibility (COE) and a student visa. For details, refer to the  
website below:
　http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/current/returnuniv.html
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7．卒業と在留資格
　「留学」の在留資格は在学している状態でのみ有効です。卒業後は
「留学」の在留資格は失効しますので、「活動機関に関する届出（離
脱）」を14日以内に出入国在留管理局に提出し、速やかに出国するか
適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
　※出国の際は、空港にて在留カードを返納してください。
　※ 「活動機関に関する届出（離脱）」の詳細については出入国在留
管理局のホームページをご確認ください。https://www.moj.go.jp/isa/
applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

　卒業後も就職活動を続ける場合は、一定の条件を満たすことで「特
定活動」の在留資格を申請することができます。申請にはキャリアセ
ンターからの推薦状が必要です。詳しくはキャリアセンターのホーム
ページをご確認ください。
　https://www.waseda.jp/inst/career/students/overseas/

　推薦状の作成依頼やご質問につきましては、キャリアセンターにご
連絡ください。
問い合わせ先：career@list.waseda.jp

8．みなし再入国許可
　有効なパスポートおよび在留カードを所持する外国人が出国後１年
以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はあり
ません。出入国時には、EDカードの「一時的な出国であり、再入国
する予定です。」に必ずチェックし、審査官に在留カードを提示して
ください（みなし再入国許可）。
　また、みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外
で延長することはできません。出国後１年以内に再入国しないと在留
資格が失われることになりますので、注意してください。
※「在留カードを後日交付する」旨の記載がされた旅券を所持する場
合も、「みなし再入国許可」の対象となります。

※在留期限が出国後１年未満の場合は、その在留期限までに再入国し
なくてはなりません。
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7. Graduation and Status of Residence
　The “student” status of residence is valid only while you are enrolled 
in the university. As the status of residence will expire after you graduate, 
please submit a “notification of the accepting organization (left the 
organization)” to the Regional Immigration Services Bureau within 14 days, 
and swiftly leave Japan, or proceed with the procedures to change your 
status of residence to an appropriate one. 
*Please return your residence card at the airport when leaving Japan.
* Please refer to the website of the Immigration Services Agency of Japan 
for more details of the “notification of the accepting organization (left the 
organization)”. 
https://www.isa.go.jp/en/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

 
　If you intend to continue looking for a job after graduation, you will be 
able to apply for the residence status of “designated activities” if you satisfy 
certain conditions. You will need a letter of recommendation from the Career 
Center in order to apply. For details, refer to the Career Center website:
http://www.waseda.jp/inst/career/en/students/visachange/

　To request a letter of recommendation, or if you have any inquiries, please 
contact the Career Center.
Contact: career@list.waseda.jp

8. Special Re-Entry Permit
　Foreign nationals in possession of a valid passport and residence card 
who will be re-entering Japan within 1 year of their departure will, in 
principle, not be required to apply for a re-entry permit. Please be sure 
to tick the box labeled “I am leaving Japan temporarily and will return.”
on your “embarkation card” and present it along with your residence card 
to an immigration officer upon departure (special re-entry permit). Foreign 
nationals who have departed from Japan on a special re-entry permit will not 
be able to extend that permit while abroad. Please note that such foreign 
nationals will lose their residence status if they fail to re-enter Japan within 
1 year of their departure.
*The special re-entry permit system also applies to those in possession of a 
passport stating that “A residence card is to be issued later.”

*If your period of stay expires within 1 year after your departure, please 
ensure that you re-enter Japan before the expiration of your period of stay.
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9．在留資格に関する問い合わせ
　｜URL｜ http://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/（日本語）
　留学センター在留関連対応時間： ウェブサイトより最新の事務所開

室時間をご確認ください。
　E-mail: cie-zairyu@list.waseda.jp

　「留学」以外の在留資格に関しては、直接下記へお問い合わせくだ
さい。

東京出入国在留管理局
　住所：〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
　電話：0570-034-259
　窓口受付時間：9：00～16：00（土日祝は除く）

福岡出入国在留管理局北九州出張所
　住所：〒803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-1
　　　　　　　　　 小倉合同庁舎
　電話：093-582-6915
　窓口受付時間：9：00～12：00、13：00～16：00（土日祝は除く）

10．安全保障輸出管理について～理工系学生へ～

　安全保障輸出管理とは、世界各国が国際的な平和や安全の維持を目
的として、特定の貨物（＊1）および特定の技術（＊2）を規制するもので
あり、一人ひとりの意識と行動によって成立する取り組みです。日本
では「外国為替及び外国貿易法（外為法）」を根拠法としています。
　＊1：装置・試料・試作品・装置の特注部品等
　＊2：情報・データ・ノウハウ・マニュアル
　　例： HDD、フラッシュメモリー、ソフトウェアプログラム、品

質評価結果、青図、仕様、技術ガイダンス等
　大学においても、国際交流活動や研究活動を通じて、機微な貨物・
技術が大量破壊兵器の開発やテロリスト集団等の手に渡らないよう十
分に管理する必要があり、本学では、外為法に加えて「早稲田大学安
全保障輸出管理規程」と「同運用細則」に基づき対応しています。
　そもそも本学では「早稲田大学学術研究倫理憲章」で、軍事研究や
軍事関係機関との共同研究・受託研究を禁じています。しかし、武
器・兵器開発の研究等とは全く関係ないと思われるものでも、きわ
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9. Inquiries regarding Status of Residence
　｜URL｜ http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/
Hours when the CIE office handles residence-status-related procedures: 
Please check the latest opening hours on the website.
E-mail: cie-zairyu@list.waseda.jp

　For questions regarding any status of residence other than “student,” 
please contact the following offices directly.

●Tokyo Regional Immigration Services Bureau
　Address:  〒108-8255 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 
　Tel.:   0570-034-259 (When the guidance in Japanese starts, 

press “1” for a foreign language operator)
　Office hours:  9：00-16：00
 (except for Saturdays, Sundays and national holidays)

●Fukuoka Regional Immigration Services Bureau - Kitakyushu Branch Office
　Address:   Kokura Government Joint Bldg., 5-1 Jounai, Kokurakita-

ku, Kitakyusyu, Fukuoka 803-0813
　Tel.:  093-582-6915
　Office hours:  9：00-12：00, 13：00-16：00
 (except for Saturdays, Sundays and national holidays)

10. Security Trade Control - for Students Majoring in Science & Technology
　Security Trade Control regulates certain freight (*1) and technology (*2) in 
order for the countries around the world to internationally maintain peace 
and security, and is upheld by the awareness and action or involvement of 
each citizen. In Japan, the law which serves as the basis for the Security 
Trade Control is the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (foreign 
exchange law). 
*1 Equipment, samples, trial products, custom-made parts of equipment, etc.
*2 Information, data, know-how, manuals

Example: HDDs, flash memories, software, results of quality assessment, 
blueprints, specifications, technological guidance, etc.

　At universities, certain freight and technology must be handled with utmost 
care so that they will not be used to develop weapons of mass destruction 
or be in the hands of terrorist groups as a result of international exchanges 
and research activities. At Waseda, we have adopted the Waseda University 
Security Trade Control Regulations and the Detailed Regulations for 
Applying the Waseda University Security Trade Control Regulations in order 
to address this issue.
　At Waseda, we have adopted the Waseda University Research Ethics 
Charter which prohibits engagement in military research or joint/sponsored 
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めて広範囲にわたる物資・機材・技術が実のところ軍民両用（Dual 
Use）であり、意に反し、大量破壊兵器等に転用利用されてしまう危
険性をはらんでいます。
　こうした事態を招かないために、留学生の皆さんは、次の点に留意
してください。
１．日本から他国へ外為法で規制される貨物を絶対に輸出（送付・持
出）しないでください。

　　また、いかなる国においても、外為法で規制される技術を絶対に
提供（会話や電話での口頭伝達、E-mail・紙媒体・CD-ROM・記
憶媒体・ラボ見学や国際会議での会食時でのプライベートな伝達
等）しないでください。

２．貨物の輸出または技術の提供をする場合は、必ず事前に指導教員
に相談してください。

３．日本入国後、６ヶ月間は外為法上、非居住者扱いとなり、研究指
導・研究活動に一部制限がかかることがあります。

※ すべての案件に対して本学安全保障輸出管理チーム（STC）が全面
的にサポートします。

※ 「安全保障輸出管理パンフレット」をホームページに掲載していま
すのでご参照ください。

　｜URL｜ http://www.waseda.jp/stc/LOCAL/training/index.html

◆早稲田大学安全保障輸出管理チーム（STC）
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/stc/
　E-mail: stc@list.waseda.jp

11．学術研究倫理～研究者の責任ある行動とは～

　本学では、本学の研究活動に携わるすべての者に係る倫理的な態度と
行動規範を「早稲田大学学術研究倫理憲章」に唱え、同憲章の精神に則り、
「学術研究倫理に係るガイドライン」および各種規約を制定しています。
　以上のような学術研究倫理に係る事項について、Webサイト等での
広報、学生対象の研究倫理科目「学術・研究公正概論」の設置および
研究者等対象の研究倫理研修等をとおして、啓発活動を実施してい
ます。

◆学術研究倫理に関する憲章・行動規範等
　｜ URL｜ https://www.waseda.jp/inst/ore/rules/
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research with military-related organizations. However, even if your 
research may seem totally irrelevant to developing weapons, the materials/
equipment/technology you handle may be used quite extensively and could 
be of“dual-use”. As a result, there is a danger that your research could be 
used to create weapons of mass destruction against your will. 
　In order not to bring about such situations, please keep in mind the 
following points.
1.  Do not export, send, or carry to other countries freight which is prohibited 

by the foreign exchange law.
　In addition, do not provide (orally during conversations or phone calls, 
via emails, written documents, CD-ROMs, or storage media, through 
visits to laboratories, or during private conversations at formal dinners 
during international conferences), in any country, technologies which are 
restricted by the foreign exchange law to be communicated to others.

2.  When you wish to export freight or provide technical assistance, please 
be sure to consult your academic advisor beforehand

3.  Please be aware that until six months have passed after you have entered 
Japan, you will be classified as a non-resident. As a result, there may be 
times when there is a partial restriction on your reseach (guidance) activities.

※  In each case, the Waseda University Security Trade Control Team (STC) 
will be ready to fully support you.

※  Please refer to the “Security Export Control Phamphlet”which you can 
find on the STC website.
｜URL｜ http://www.waseda.jp/stc/LOCAL/training/index.html

◆Waseda University Security Trade Control Team (STC)
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/stc/
　E-mail: stc@list.waseda.jp

11. Academic Research Ethics-Responsible Conduct of Researchers
　Ethical principles and activity guidelines for all those involved in research 
activities at Waseda University are set forth in the “Waseda University 
Academic Research Ethics Charter.” In the spirit of this Charter, the University 
has established its “Guidelines Regarding Fairness in Academic Research.” 
Awareness of these issues is enhanced through publications on the school 
website, establishment of research ethics courses for students such as the 

“Guidelines Regarding Fairness in Academic Research” and research ethics 
training for researchers.

◆Charter/Code of Conduct
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/ore/en/rules/
・Waseda University Academic Research Ethics Charter
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・学術研究倫理憲章
・学術研究倫理に係るガイドライン
・研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程
・ 研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程施行
細則

　詳細につきましては、「早稲田大学研究倫理オフィス」を参照して
ください。
　｜ URL｜ https://www.waseda.jp/inst/ore/

◆人・遺伝子組換え・動物実験等に関する手続き
　人を対象とする研究、ヒトES細胞を使用する研究、遺伝子組換え
実験、動物実験、病原体等を取り扱う実験を実施する際には、次の規
程に定められた手続きを確認してください。

・人を対象とする研究に関する倫理規程
・ヒトES細胞の使用に関する規程
・生物実験安全管理規程
・病原体等の管理に関する規程
　
　詳細につきましては、「早稲田大学研究倫理オフィス」－「倫理審
査に関する手続き」を参照してください。
　｜ URL｜ https://www.waseda.jp/inst/ore/procedures/
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・Guidelines Regarding Academic Research Ethics 
・Rules for Preventive Measures against Research Misconduct and the 

Investigation Procedures.

　For details, please refer to section of the “Office of Research Ethics” page 
below (Japanese only).
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/ore/

◆ Ethics Review Procedures concerning Research with Human Subjects, 
Genetic Recombination Experimentation, Animal Experimentation.

　Prior procedures are required for research using: humans, human 
embryonic stem cells, genetic recombination, animal experimentation, and/
or experimentation handling pathogens,  and such.

・Ethical Regulations related to Research on Human Subjects
・Regulations related to the Use of Human ES Cells
・Safety Management Rules for Biological Experiment
・Regulations related to management of Pathogens and the like

　For details, please refer to the “Ethics Review Procedures” section of the 
“Office of Research Ethics” page below.  
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/ore/en/procedures/
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スチューデント・ジョブ・口座開設・奨学金

1．スチューデント・ジョブの紹介

　キャンパス内外のスチューデント・ジョブ情報は、MyWasedaに随時掲
載しますので、ご覧ください。（多くの求人は日本語能力が必須）
　また、スチューデント・ジョブを始める際には「資格外活動許可申請」
を必ず行ってください（P.70「３ .資格外活動」参照）。

●学生生活課（学生会館１階２番カウンター）
　電話：03－3203－4349
　E-mail: sjc@list.waseda.jp
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/sjc/

2．金融機関の口座開設
　奨学金などを受け取るために、また正規生は学費振替のために日本の
銀行等の金融機関で口座を開く必要があります。手続には、パスポート、
在留カード、日本国内の電話番号、学生証、印鑑（ゴム印不可）などが
必要です。
　お住まいの区または市役所にて、事前に住民登録を行ってから口座開
設の手続きを行ってください。
　口座を開設したあと、MyWaseda上に「本人名義口座」の登録をして
ください。
※ なお、日本での滞在が６ヶ月未満の場合口座が開けないことがありま
す。口座開設が困難なときは留学センターへ相談してください。

3．奨  学  金

　外国人留学生を対象とした奨学金には、次の３種類があります。
　⑴　学内奨学金…早稲田大学独自の奨学金制度です。（p.86～）
　⑵ 　学外奨学金・大学推薦（学内選考あり）…所属する学部・研究科
に掲示されている奨学金のみに申請できます。（p.94～）

　⑶ 　学外奨学金・公募（自由応募）…財団へ直接応募してください。
募集案内は各学部・研究科に掲示します。（p.132～）

　※ いずれの場合も、原則として、募集要項・申請書類は所属する学部・
研究科事務所で入手できます。
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STUDENT JOBS・OPENING ACCOUNTS・SCHOLARSHIPS

1. Student Jobs
　Information concerning tutoring jobs including at home and at one-on-one 
cram schools, and student jobs on campus will be available through MyWaseda. 
(Japanese language skill is often required)
　Please make sure that you have an “Activities Not Permitted under the 
student Residence Status (and obtained a Part-Time Work-Permit)” (see p.71) 
before starting any student jobs. 

　●Student Affairs Section
　Location: Counter No. 2, 1st floor, Waseda University Student Center.
　Tel: 03-3203-4349
　E-mail: sjc@list.waseda.jp
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/sjc/ (Japanese only)

2. Opening an Account at a Financial Institution
　In order to receive most scholarships, and in order for regular students to 
pay their tuition fees, it is necessary to open a regular account at a private 
Japanese financial institution (such as a bank). To open an account, you 
will need your passport, Residence Card, a telephone number within Japan, 
student ID, “inkan”seal (rubber-faced seals are not accepted), etc. Please 
go to a financial institution (such as a bank) after you have finished resident 
registration at your city or ward office.
　Once you have opened an account, you will need to access and register this 
financial institution information in the Student Financial Institution Information 
section on MyWaseda.
※ You may not be able to open an account if you have been in Japan for less 

than six months. Please consult with the CIE office if you have any difficulty 
opening an account.

3. Scholarships
　There are 3 categories of scholarships for international students: 

1. Waseda University Scholarships (Waseda University scholarship system), 
p.87

2. External Scholarships with University Recommendation (screening by 
Waseda University)—you may only apply for scholarships posted by your 
school/graduate school, p.95

3. Open External Scholarships (open application)—please apply directly to 
the organization. Application information is posted by each undergraduate/
graduate school, p.133

   * As a rule, application information and materials will be available at the 
school/graduate school office.
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　主な奨学金の一覧表を以下に記載しますが、所属する学部・研究科や
年度によって、募集する奨学金が異なりますので、ここに紹介する奨学
金全てに応募できるわけではありません。

●申請資格　
　これらの奨学金は、私費外国人留学生※・正規生を対象としたもので、
国費留学生や外国政府、奨学金団体等により学費が負担されている留学
生、交換留学生および科目等履修生は対象となりません。
　※ 原則として在留資格が「留学」であることが応募資格となっていま
す。ただし、⑴学内奨学金の一部に、　在留資格が「永住者」「定住
者」「日本人（永住者）の配偶者等」以外であれば対象となるもの
があります。

　※ 在留資格が「永住者」「定住者」「日本人（永住者）の配偶者等」の
外国籍学生は、日本人と同じ奨学金に申請してください。その場合
は別の手続が必要ですので、奨学課に相談してください。

●申請方法
　各奨学金の募集案内や推薦は、各学部・研究科の事務所を通じて、次
のいずれかの方法で行われます。
　Ａ．募集案内を学部・研究科の掲示板に掲示します。
　　　応募資格、申請方法が書かれているので、それに従ってください。
　Ｂ ．学部・研究科の事務所で留学生用の奨学金登録を行います。申請
者の中からふさわしい学生を選考します。

　Ｃ ．各団体の応募資格に最もふさわしい学生を選考した後、学部・研
究科から学生本人に対して直接連絡します。

　●奨学金の申請・手続に関する質問等
   所属する学部・研究科事務所によって異なりますので、各事務所に
お問い合わせください。

　●奨学金制度全般に関する質問等
　　学生部奨学課（戸山キャンパス学生会館１階）
　　開室時間：9：00～17：00（月～土曜日）
　　※開室時間は変更になる場合があります。
　　※夏季・冬季休業期間の土曜日は閉室になります。
　　※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開室日・開室時間が変

更となる場合があります。
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　The following is a list of major scholarships. However, please note that 
you may not be able to apply for all scholarships as eligibility and application 
requirements differ by school/graduate school and year of study. 

●Eligibility for application
　These scholarships target privately financed international students*. 
Consequently, recipients of the Japanese Government (Monbukagakusho) 
Scholarship, students supported by overseas governments, and those who 
receive scholarships from scholarship organizations toward their tuition, as 
well as non-degree research students are not eligible to apply.
　* Most scholarships require a “college student” or “student” visa status to 

apply. However, some type (1) scholarships only require that the applicant is 
NOT a “permanent resident” (eijusha), “long-term resident” (teijusha), or a 

“spouse of a Japanese resident (or permanent resident)”. 
※ Foreign nationals with a resident status of “permanent resident” (eijusha) 
“long-term resident” (teijusha), “spouse or child of a Japanese resident,” or 
“spouse or child of a permanent resident” can apply for scholarships in the 
same way as Japanese students. In this case, there are different application 
procedures so please check the details with the Scholarships and Financial 
Assistance Section.

●Application procedures
　Each scholarship’s announcement and selection will be conducted through 
the school/graduate school office in one of the following ways. 

A. Scholarship announcements are posted on the school/graduate school 
bulletin board. Please follow eligibility and application procedures as 
indicated.  

B. The school/graduate school office will have the applicants register for the 
scholarship for international students. The office will select the students 
who are worthy of the scholarship from the registered applicants.

C. After selection of suitable candidates for an organization’s application 
requirements, the school/graduate school will notify students directly.

●Specific inquiries about scholarship application and procedures
　Contact your respective undergraduate/graduate school office for any inquiries. 

●General inquiries about the scholarship system
　Student Affairs Division, Scholarships, and Financial Assistance Section
(Toyama Campus, Student Bldg., 1st Floor）
　　Office Hours: 9:00–17:00 (Monday–Saturday)
　　＊Office hours are subject to change.
　　＊The office is closed on Saturdays during summer and winter holidays.
　　＊ Opening dates and hours are subject to change in the prevention of the 

spread of the novel coronavirus.
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⑴　学内奨学金

　※�実施内容・募集時期が変更される可能性があります。各学部・研究科事務
所の提示等でご案内します。

●私費外国人留学生授業料減免奨学金
応 募 資 格 ●学部・修士

奨 学 金 額 等 年間授業料の最大半額を免除

募 集 人 数 250名程度（予定）

募 集 時 期 ５〜６月、９〜10月 支 給 期 間 秋学期授業料より減免

奨学金の趣旨 学業成績が優秀で経済的に修学困難な私費外国人留学生を対象に、年間
授業料を減免する制度です。

●大隈記念奨学金
応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 年額：400,000円

募 集 人 数 学部104名以内、大学院45名以内

募 集 時 期
５月、10月（予定）
※�所属学部・研究科によ
り異なる

支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 早稲田大学の創立者大隈重信を記念し、人材の育成に資することを目的に設置
された奨学金で、学業成績を重視し選考します。

●小野梓記念外国人留学生奨学金 ＊他の学内奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 年額：400,000円

募 集 人 数 学部26名、大学院41名

募 集 時 期 10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 早稲田大学の創立当初の功労者小野梓を記念し設置された奨学金で、修学上特
に経済的に困難な外国人留学生を援助することを目的とします。

●公認会計士稲門会奨学金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 年額：500,000円 募 集 人 数 ３名（予定）

募 集 時 期 10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
本学出身の公認会計士で組織する「公認会計士稲門会」からの寄付による奨学
金で、修学上特に経済的に困難な外国人留学生を援助することを目的としま
す。主に人物・家計困窮度を重視して選考します。
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(1) Waseda University Scholarships
　＊ Contents and application period are subject to change. Details 

will be notified through each undergraduate/graduate school 
office's bulletin boards and other means. 

● Waseda University Partial Tuition-Waiver Scholarship for Privately 
Financed International Students

Eligibility ●Undergraduate�students/Master�Course�students
Stipend Reduction�of�up�to�half�of�yearly�tuition
Number�of�Candidates About�250�(tentative)
Application�Period May�to�June;�September�to�October
Scholarship�Period Tuition�waived�from�fall�term

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship� is�designated� for�privately� financed�students�with�
excellent�academic�records�that�have�difficulty�receiving�education�for�
economic� reasons.�Students�are�awarded�a� reduction�of� their�yearly�
tuition.

●Okuma Memorial Scholarship
Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students
Stipend ￥400,000/year

Number�of�Candidates 104�undergraduate�students
45�graduate�students

Application�Period May,�October� (tentative)*depends� on�which� school� the�
student�belongs�to.

Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　This� scholarship�was�established� in�honor�of�Shigenobu�Okuma,�
founder� of�Waseda�University�with� the� aim�of� contributing� to� the�
development�of�human�resources.

●Azusa Ono Memorial Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students
Stipend ￥400,000/year�

Number�of�Candidates 26�undergraduate�students
41�graduate�students

Application�Period October
Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�commemorates�Azusa�Ono,�one�of� the�key� figures�
of�Waseda�University’s� founding.� Its�purpose� is� to�help� international�
students�facing�financial�difficulties�in�pursuing�their�studies.�

●Charted Accountant Tomonkai (Waseda Alumni) Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students　●Citizens�of�
Asian�countries

Stipend ￥500,000/year Number�of�recipients 3�(tentative)
Application�Period October Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　This� scholarship� is� offered� by�Waseda�University’s�Charted�
Accountant�Organization,� the�Charted�Accountant�Tomonkai� (Waseda�
Alumni).� Its�purpose� is� to�help� international�students� facing� financial�
difficulties� in�pursuing� their� studies.�Selection� is�primarily�based�on�
applicant’s�character�and�household�financial�hardship.�
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●松本馨国際奨学金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生

奨 学 金 額 等 年額：400,000円 募 集 人 数 ２名（予定）

募 集 時 期 10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 本学の国際化に多大な貢献をされた故松本馨政治経済学部教授の遺志により発
足した奨学金で、学業成績･人物･家計困窮度を総合的に勘案して選考します。

●井上宇市フェローシップ奨学金

応 募 資 格 ●創造理工学研究科に在籍し、建築に関係ある学問を専攻する者
●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 年額：1,000,000円（最大）募 集 人 数 ４名（予定）

募 集 時 期 ４月、10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 故井上宇市理工学部名誉教授に関係の深い方々からの寄付による奨学金で、ア
ジア諸国などからの留学生を対象とします。

●森正勝記念外国人留学生奨学金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 年額：330,000円 募 集 人 数 学部１名、大学院１名（予定）

募 集 時 期 10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
本学の発展に多大な貢献をされた名誉評議員故森正勝氏を顕彰し発足し
た奨学金で、学業成績・人物・家計困窮度を総合的に勘案して選考しま
す。

●安井孫助・たに記念外国人留学生奨学金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 年額：学部500,000円、大学院600,000円

募 集 人 数 学部１名、大学院１名

募 集 時 期 10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
安井孫助・たに両氏の遺志に基づきご子息の本大学名誉教授安井亮平氏
および安井八郎氏からの寄付による奨学金で、学業成績・人物・経済状
況等を総合的に勘案して選考します。

●早稲田韓国校友奨学金 ＊他の学内奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●韓国籍の者

奨 学 金 額 等 年額：400,000円 募 集 人 数 21名（2021年度実績）

募 集 時 期 ４月末〜５月（予定） 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

早稲田大学韓国校友会が出資する早稲田韓国校友奨学財団からの寄付に
より、本学に留学中の韓国人学生の教育機会の拡大及び教育環境の改善
を図り、もって社会一般の利益に供することを目的として設立した奨学
金制度です。
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●Matsumoto Kaoru International Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�students
Stipend ￥400,000/year Number�of�recipients 2�(tentative)
Application�Period October Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　The�Matsumoto� International�Scholarship�was�established�at� the�
bequest� of� the� late�Professor�Kaoru�Matsumoto� of� the�School� of�
Political�Science�and�Economics.�He�was�a�significant�contributor� to�
the�internationalization�of�Waseda�University.
　Its� purpose� is� to� help� international� students� facing� financial�
difficulties� in� pursuing� their� studies.� Selection� will� take� into�
consideration�an�overall� review�of�applicant’s�academic�performance,�
character�and�household�financial�hardship.

●Inoue Uichi Fellowship Scholarship
Eligibility ●Graduate�students�at� the�Graduate�School�of�Creative�Science�and�

Engineering�(Architecture-related�majors)　●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥1,000,000/year��
(maximum) Number�of�recipients 4�(tentative)

Application�Period April,�October Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship,�for�students�of�Asian�citizenship,�has�been�provided�
by�close�associates�of� the� late�Professor�Emeritus�of� the�Graduate�
School�of�Engineering,�Uichi�Inoue.

●Mori Masakatsu Memorial Foundation for Foreign Students 
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�

Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students

Stipend ￥330,000/year Number�of�recipients
Undergraduate�student:�1
Gradua te � s tuden t : � 1�
(tentative)

Application�Period October Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship.�

　This�scholarship�was�instituted�in�honor�of�the�late�Honorary�Board�of�
Trustees�member�Masakatsu�Mori,�who�made�significant�contributions�
to� the�university’s�development.�Selection�will� take� into�consideration�
an�overall� review�of�applicant’s�academic�performance,�character�and�
household�financial�hardship.

●Yasui Magosuke・Tani Memorial Foundation for Foreign Students
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students

Stipend Undergraduate�students:�￥500,000/year
Graduate�students:�￥600,000/year

Number�of�Candidates Undergraduate�student:�1����Graduate�student:�1�
Application�Period October Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　At� the�bequest� of�Magotsuke�Yasui� and�Tani�Yasui,� their� sons,�
Professor�Emeritus�Ryohei�Yasui�and�Hachiro�Yasii�instituted�the�Yasui�
Magotsuke/�Tani�Memorial�Foundation�for�Foreign�Students.�Selection�
will� take� into�consideration�an�overall� review�of�applicant’s�academic�
performance,�character�and�financial�circumstances.

●Waseda Korean Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�Waseda�University�scholarships

Eligibility ●Undergraduate� students/Graduate� students　●Korean�
nationals

Stipend ¥400,000/year Number�of�recipients 21�(in�2019)

Application�Period The�end�of�April�-�
May�(tentative) Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　The�Waseda�Korean�Alumni� Foundation�Scholarship� provides�
financial�assistance� to� international�students� from�Korea� in�order� to�
broaden� their�educational�opportunities.�Provided� through�donations�
by�Waseda�alumni� from�Korea,� this�scholarship�aims� to�contribute� to�
society�at�large.�
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●高麗大学校日本校友会奨学金
応 募 資 格 ●高麗大学校出身の学部・大学院生、または高麗大学校からの交換留学生

奨 学 金 額 等 年額：400,000円（半期：200,000円）

募 集 人 数 若干名

募 集 時 期 ５月・10月（予定） 支 給 期 間 １年間または半年

奨学金の趣旨

高麗大学校日本校友会の崔相英氏が代表取締役を務める貿易会社ヤング
スチール株式会社からの寄付により設置された奨学金です。韓国・高麗
大学校出身の私費外国人留学生を対象に、学業成績・家計困窮度を勘案
して選考します。

●創立125周年記念　田原総一朗外国人留学生奨学金　�＊他の学内奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 年額�：400,000円 募 集 人 数 学部１名、大学院１名（予定）

募 集 時 期 10月 支 給 期 間 １年

奨学金の趣旨 評論家で、本学校友の田原総一朗氏からの寄付により設置された奨学金
です。家計困窮度・学業成績・人物を総合的に勘案して選考します。

●陳維謙奨学金 ＊他の学内奨学金併給不可

応 募 資 格 ●商学部生

奨 学 金 額 等 年額：400,000円

募 集 時 期 10〜11月
募 集 人 数 １名

支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 本学校友である故陳維謙氏のご遺族よりいただいた寄附からなる奨学金
です。商学部に在籍する留学生の支援を目的としています。

●山田泰吉・あさ奨学金 ＊他の学内奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生

奨 学 金 額 等 年額：1,000,000円 募 集 人 数 １名

募 集 時 期 ５月（予定） 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 本学聴講生であった山田泰吉氏のご令閨あさ氏からいただいた寄附から
なる奨学金です。学業成績・家計困窮度を勘案して選考します。
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●Korea University Japan Alumni Society Scholarship
Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students� from�Korea�

University　●Exchange�students�from�Korea�university

Stipend ￥400,000/year
(￥200,000/term) Number�of�recipients a�few

Application�Period May,�October
(Tentative)� Scholarship�Period 1�year�or�6�months

Purpose�of�Scholarship

　This�scholarship�was�established�by�a�generous�donation�by�the�Young�
Steel�Co.,�Ltd�trading�company,�whose�president,�Mr.�Sang�Young�Choi,�
is�a�member�of�the�Korea�University�Japan�Alumni�Society.�Its�purpose�is�
to�provide�financial�assistance�to�privately�financed�students�from�Korea�
University.�Scholarship�selection�will�take�into�consideration�applicant’s�
academic�performance�and�household�financial�hardship.

● Waseda University’s 125th anniversary, Tahara Soichiro International Student Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�Waseda�University�Scholarships�

Eligibility ● Undergraduate/Graduate�students

Stipend ¥�400,000/year

Number�of�Candidates Undergraduate�Students:�1　Graduate�Students:�1

Application�Period October Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship�
　This� scholarship�was�set�up�using�contributions�by�Mr.�Soichiro�
Tahara,�a�critic�and�an�alumni�of�Waseda�University.�Selection�will�take�
into�consideration�an�overall� review�of�applicant’s�household�financial�
hardship,�academic�performance,�and�character.

●Chen Wei Qian Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�Waseda�University�scholarships

Eligibility ●Students�in�the�School�of�Commerce

Stipend ￥400,000/year

Number�of�Candidates 1

Application�Period October,�November

Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship 　A�scholarship�from�the�late�Chen�Wei�Qian�who�was�an�alumnus�of�Waseda�University.�
This�scholarship�serves�to�support�students�that�are�in�the�School�of�Commerce.

●Yamada Taikichi and Asa Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�Waseda�University�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�Students

Stipend ￥1,000,000/year

Number�of�Candidates 1

Application�Period May�(tentative)

Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship� is�a�donation� from�the�wife�of�Mr.�Yamada�Taikichi.�Mr.�
Yamada�was�an�auditor�of�Waseda�University.�Students�are�selected�based�
on�academic�achievements�and�the�degree�of�need�concerning�family�finance.
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●大学院博士後期課程若手研究者養成奨学金

応 募 資 格

●2009年度以降入学の在学生（再入学を除く）　●博士後期課程、一貫
制博士課程の正規学生で、標準修業年限内の者　●奨学金を受ける年度
の4月1日時点で満30歳未満の者
※１人の学生が受給できるのは、在籍中に合計３回までとします。
※�詳細は５月以降（９月入学者は10月以降）に各研究科で配布する募集
要項を参照。

※�次年度以降も出願資格を満たし本奨学金を希望する場合、毎年申請が
必要です。

（2021年度実績）

奨 学 金 額 等 奨学金額・募集期間・募集人数・支給対象等は、実施する研究科ごとに
異なります。

奨学金の趣旨 大学院博士後期課程の学生のうち、高度な研究能力と豊かな学識を有す
る優秀な若手研究者の入学を促進し、養成することを目的とします。

●早稲田大学緊急奨学金
応 募 資 格 ●学部・大学院生　●過去１年以内に家計急変の事由が発生した者

奨 学 金 額 等 年額：�400,000円

募 集 人 数 最大40名

募 集 時 期 ７月・12月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

申請時点で過去１年以内に家計急変の事由が生じ、修学継続が困難と認め
られる者を対象とします。募集時期に、所属学部・研究科の掲示板や奨学
課のホームページ等にて募集の案内をします。申請にあたっては、家計急
変の事由を証明する書類の提出が必要になります。（詳細は、案内掲示を
ご確認ください）
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● Scholarship for Young Doctoral Students

Eligibility

●�Students�enrolled�after�2009�(reenrollment�not�eligible)　●�Students�
that�are�in�the�Doctoral�program�within�the�standard�years�for�degree
●�Students� that�are�under�30�years�of�age� in�April� of� the�year�of�
scholarship�acceptance
※One�student�can�receive�up�to�3�scholarships
※�Details�will�be�given�out�May�(October� for� the�students�enrolling� in�
September)�by�graduate�school�offices

※Can�apply�every�year�if�eligible

Stipend depends�on�the�area�of�study

Number�of�Candidates depends�on�the�area�of�study�(in�2021)

Application�Period depends�on� the�
area�of�study Scholarship�Period depends�on�the�area�of�

study

Purpose�of�Scholarship� 　This�scholarship�intends�to�support�students�in�the�Doctoral�program�
with�superior�skills�in�research�to�enroll,�so�they�can�be�trained�well.

●Waseda University Emergency Scholarship 
Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students　●Students�who�have�

experienced�a�sudden�change�in�family�finances�within�the�past�year

Stipend ¥400,000/year�

Number�of�Candidates 40�maximum

Application�Period July,�December�

Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　This�scholarship�is�designated�for�students�who�have�had�a�sudden�
change� in� their� family’s� financial�circumstances�within� the�past�year�
and�are�experiencing�difficulties�in�continuing�their�studies.�During�the�
application�period,�notices�will�be�posted�on�undergraduate/graduate�
school�offices’�bulletin�boards�and�the�website�of�the�Scholarships�and�
Financial�Assistance�Section.�Applicants�must�submit�documents�that�
certify�the�reason�for�the�sudden�change�in�their�family’s�finances.�(For�
details,�please�refer�to�the�notices�that�will�be�posted).
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⑵　学外奨学金・大学推薦（学内選考あり）
※�申請書類は所属学部または研究科事務所に提出します。応募者は学内での選
考を経て、大学から奨学金団体等へ推薦されます。

※ほとんどの財団で、高い日本語能力が求められます。
※奨学金額・募集時期等はその年度によって異なる場合があります。

●文部科学省外国人留学生学習奨励費（大学推薦予約採用）
応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 月額：48,000円（予定）

2021年度実績 推薦：318名　採用：318名

募 集 時 期 ５月、10月 支 給 期 間 １年間もしくは半年

奨学金の趣旨
日本学生支援機構による奨学金で、学業成績・人物ともに優秀で、経済
的に修学が困難であると認められる私費外国人留学生を支援することを
目的とします｡※別途予約採用枠が設けられています。

●中国国家建設高水準大学公費派遣研究生奨学金

応 募 資 格
●博士後期課程１年生　●中国国籍　●在留資格が「留学」　●CSC申
請時点で35歳未満　●博士後期課程修了後、中国国内で２年間以上就業
予定

奨 学 金 額 等 月額170,000円

募 集 時 期 毎年12月〜１月 支 給 期 間 正規課程の最短修業年限
まで

奨学金の趣旨
次代の中国を担う優秀な若手研究者を積極的に諸外国高等教育機関に派
遣する国家プロジェクトで国家留学基金（CSC）が運営する奨学金プロ
グラム。奨学金に加えて早稲田大学の学費が免除される。

●旭硝子奨学会� ＊月額120,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士１年生、博士１年生　●タイ、インドネシア、韓国、中国
国籍の者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：４名　採用：１名

募 集 時 期 ２月 支 給 期 間 正規課程の修学期間

奨学金の趣旨
旭硝子株式会社の創立50周年を記念して設立され、経済的援助を必要と
する優れた人材に対して奨学金を支給することにより、国内外の社会に
有用な人材を育成することを目的とします。

●アジア教育文化交流協会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●社会科学系の大学院修士　●中国籍の者　●35歳未満

奨 学 金 額 等 月額120,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 １月 支 給 期 間 正規課程の修学期間
（２年限度）

奨学金の趣旨
財団法人アジア教育文化交流協会が、日本と中国との友好交流に十分な
理解と関心をもつ中国からの留学生に対して、将来、両国の親善に積極
的に貢献する人材を育成することを目的として奨学金を給付します。
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(2)  External Scholarships with University Recommendation 
(Internal Screening by Waseda University)

*�Application�documents�are� submitted� to� the�undergraduate/graduate� school�office.�After� internal�
screening,� the�university�will� recommend� selected�candidate(s)� to� the�organization� offering� the�
scholarship.
*Most�organizations�require�the�candidates�to�have�a�strong�command�of�the�Japanese�language.
*�The�below�scholarship�information,�such�as�the�stipend�and�application�period,�is�subject�to�change.

● Honors Scholarship for Privately Financed International Students 
(Pre-enrollment Reserved Scholarship with University Recommendation)

Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students
Stipend ￥48,000/month�(Tentative)
Scholarships�awarded�in�2021 318�selected�out�of�318�candidates�
Application�Period May,�October
Scholarship�Period 1�year�or�6�months

Purpose�of�Scholarship
　This� scholarship� is� provided� by� JASSO� to� privately� financed�
international� students�with� excellent� academic� performance� and�
character�who�are�experiencing� financial�difficulties� in�pursuing� their�
studies.�

●China Scholarship Council

Eligibility
●Graduate� students� (Ph.D.1)�Citizens� of�China　●Holding�“College�
Student”�status　●Under�the�age�of�35�in�time�of�application�to�CSC
●Those�who�plan�to� return� to�China�and�work� for�at� least� two�years�
after�obtaining�a�Ph.D.

Stipend Approximately�￥170,000/month
Application�Period December�or�January
Scholarship�Period Until�the�end�of�the�minimum�standard�years�for�degree

Purpose�of�Scholarship

　This�scholarship�administered�by�China�Scholarship�Council� is�a�
national�project�of� the�Chinese�government,�designed� to�send�young�
and�prospective� researchers� to�higher�education� institutions�overseas.�
In�addition� to� the�scholarship,� tuition� fees�of�Waseda�University�will�
also�be�exampted.

●The Asahi Glass Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�¥120,000/month

Eligibility ●Graduate�students�(M1�or�Ph.D.1)��
●Citizens�of�Thailand,�Indonesia,�Korea�or�China

Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�4�candidates
Application�Period February
Scholarship�Period Regular�course�duration

Purpose�of�Scholarship
　Established�by�the�ASAHI�Glass�Company�for�the�50th�anniversary�of�
its�founding,�this�scholarship�provides�financial�assistance�to�students�
with�outstanding�achievements.�The�scholarship�endeavors�to�cultivate�
human�resources�both�domestically�and�internationally.

●Asian Educational Exchange Association
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Master’s�students�majoring�in�the�social�sciences�or�related�fields
●Citizens�of�China　●Under�35�years�of�age

Stipend ￥120,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate
Application�Period January
Scholarship�Period Regular�course�duration�(2�years�maximum)

Purpose�of�Scholarship

　Asian�Educational�Exchange�Association�scholarship� is� targeted�at�
students�from�China�who�have�a�strong�interest�in�strengthening�mutual�
understanding�between�Japan�and�China�through�friendly�relations.�The�
scholarship�aims�to�foster�individuals�who�will�actively�contribute�to�the�
goodwill�between�these�two�countries�in�the�future.�
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●アジア留学生奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●文科系の学部３年生　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額：50,000円

2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
株式会社松井製作所により、学術優秀・人格高潔・心身健全なアジア地
域からの文科系留学生で、将来母国で研究者を目指す者に対し奨学金を
給付して、その修学を助けることを目的として設立されました。

●味の素奨学会

応 募 資 格 ●「食・栄養・保健」を研究する大学院生　●アジア、アフリカ、南米
地域の者　●30歳未満

奨 学 金 額 等 月額150,000円

2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

故鈴木三郎助（味の素㈱創業者）と味の素株式会社により設立されまし
た。アジア・南米地域を中心とした国々の「食・栄養・保健」分野の留
学生の学業を助け、その国に住む人々の生活の質向上を目指す人材の育
成に寄与することを目的とします。

●アシュラン国際奨学財団� ＊月額48,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●アジア諸国籍の者　●35歳以下の者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 ７月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

株式会社アシュランにより、アジア諸国からの留学生のうち、志操堅固、
学力優秀でありながら、経済的理由から学業の継続が困難な者に対して
「奨学援助」を行い、もって日本を含むアジア諸国間の友好親善及び人材
育成に寄与することを目的として設立されました。

●イオン・スカラシップ� ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格
●学部・大学院修士　●中国（香港含む）、韓国、マレーシア、タイ、台
湾、インドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャ
ンマー、バングラデシュ出身の者　●学部30歳以下、修士35歳以下

奨 学 金 額 等 月額100,000円および学費 2021年度実績 推薦：３名　採用：２名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年間（標準修業年限内）

奨学金の趣旨
イオングループが設立したイオン１％クラブの「国際的な文化・人材交
流人材育成」事業の一環として、次世代を担う優秀な留学生に対し、奨
学金を付与し、経済的援助を行います。
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●Asian Students Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�students�(3rd�year)�majoring�in�Arts�and�Humanities
●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥50,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period March
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　Provided�by� the�Matsui�Electronics�Corporation,� this�scholarship� is�
targeted�at�students� from�neighboring�Asian�countries�with�majors� in�
the�arts�and�humanities�who�have�exceptional�academic�skills�and�
outstanding�personal�character�and�who�wish�to�be�researchers�in�their�
own�countries� in� future.� Its�purpose� is� to�help�students�pursue� their�
studies.

●Ajinomoto Scholarship Foundation

Eligibility
●Graduate�students�studying�diet,�nutrition,�or�healthcare���
●Students�from�Asian,�African�or�South�American�regions　
●Under�30�years�of�age

Stipend ￥150,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate
Application�Period April
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　Established�by� the� late�Suzuki�Saburosuke,� the� founder� of� the�
Ajinomoto�Company,�this�scholarship�is�aimed�at�foreign�students�from�
Asia�and�South�America�studying� in� the� fields�of�diet,�nutrition,�and/
or�healthcare.�Its�purpose�is�to�foster�professionals�in�the�above�fields�
to� improve�the�quality�of� life� for�people� in�Asian�and�South�American�
nations.

●Assuran International Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarship�exceeding�¥48,000/month

Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate� students　●Citizens�of�Asian�
countries　●35�years�of�age�or�under

Stipend ¥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 No�new�applications�accepted
Application�Period July
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　This� scholarship� is� funded� by� Assuran�Co.,� Ltd.,� to� provide�
financial�aid� to�privately� financed�Asian� international� students�with�
firm�principles�and�superior�academic�performance�who�are� facing�
difficulties�pursuing�their�studies�due�to�financial�hardship.�Its�purpose�is�
to�promote�international�friendship�and�goodwill�and�to�develop�human�
resources�in�Asia,�including�Japan.

●Aeon Scholarship
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility

●Undergraduate�students/Graduate�students　●Citizens�of�China�
(including�Hong�Kong),�South�Korea,�Malaysia,�Thailand,�Taiwan,�
Indonesia,� the�Philippines,�Vietnam,�Cambodia,�Laos,�Myanmar,� or�
Bangladesh　●Undergraduates�30�years�of�age�or�under,�Graduates�
35�years�of�age�or�under

Stipend ￥100,000/month,�tuition
Scholarships�awarded�in�2021 2�selected�out�of�3�candidates
Application�Period March
Scholarship�Period 2�years�(within�the�minimum�standard�years�for�degree)

Purpose�of�Scholarship

　The�aim�of� this� scholarship� is� to�provide� financial�assistance� to�
international� students�with�outstanding�academic�performance�who�
are�expected�to�play�key�roles�in�the�next�generation.�This�scholarship�
is�awarded�as�a�part�of� the�projects� implemented�by�Aeon�1%�Club,�
an�organization�established�by� the�Aeon�Group,� to�nurture� human�
resources�who�will�contribute� to� international�cultural�and�personnel�
exchanges.
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●岩城留学生奨学会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院で医学・薬学・化学等を専攻する者　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

イワキ株式会社創業70周年を記念して、同社前社長岩城謙太郎氏の寄付
により設立されました。医学･薬学･有機化学等を学ぶ留学生に対し奨学
援助を行い、我が国とアジア諸国との友好親善に寄与することを目的と
します。

●インナートリップ国際交流協会 ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３・４年生、大学院生　●東南アジア・中南米諸国籍の者
●学部30歳以下、大学院35歳以下

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 正規課程の修学期間
（22ヶ月限度）

奨学金の趣旨

我が国と東南アジア及び中南米諸国等との相互理解を深め、国際交流の
発展のため優秀な留学生に対して奨学援助を行い、それら諸国との掛け
橋となる人材を育成し、友好親善と国際交流の促進を図ることを目的と
します。

●SGH財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院博士２年生　●東南アジア諸国籍の者　●大学院35歳未満

奨 学 金 額 等 月額180,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ２月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
佐川急便グループ創業30周年の記念事業として、東南アジア諸国からの
留学生に対して奨学援助を行い、我が国と東南アジア諸国との友好親善
に寄与することを目的として設立されました。

●井内アジア留学生記念財団
応 募 資 格 ●ミャンマー国籍　●学部生27歳未満　●大学院生35歳未満

奨 学 金 額 等 月額30,000円 2021年度実績 推薦：３名　採用：０名

募 集 時 期 ６月

支 給 期 間 正規課程の修学期間

奨学金の趣旨 日本とミャンマーの架け橋になる人材育成を通じて経済・社会の発展と
環境問題に貢献することを目的としています。
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●Iwaki Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Graduate�students�majoring� in�Medical�Science,�Pharmaceutical�
Science,�Chemistry�or�related�fields　●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�November
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　This�scholarship�was�established�to�commemorate�the�70th�anniversary�
of� the� founding� of� Iwaki� Company� by� former� company� president,�
Iwaki�Kentarou.�Aimed� at� international� students� studying�medicine,�
pharmaceuticals,� biotechnology,� and� related� fields,� its� purpose� is� to�
promote� friendly� relations� between� Japan�and� its� neighboring�Asian�
countries.�

●Inner Trip Foundation 
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�¥50,000/month

Eligibility
●Undergraduate�students�(3rd�or�4th�year)�/�Graduate�students��
●Citizens�of�Southeast-Asian�or�Central/South�American�countries��
●Undergraduates�30�years�of�age�or�under.�Graduates�35�years�of�age�or�
under.

Stipend ￥50,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period March
Scholarship�Period Regular�course�duration�(22�months�maximum)

Purpose�of�Scholarship

　This� scholarship� is� for�Southeast-Asian�or�Central/South�American�
students�with� exceptional� academic� performance.� Its� purpose� is� to�
promote�mutual�understanding�and�development�of�international�exchange.�
Furthermore,� the�scholarship�aims� to�nurture� individuals�who�will�build�
a�bridge�between� these�countries� through� friendship�and� international�
exchange.

●SGH Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Graduate�students� (M1�or�Ph.D.2)　●Citizens�of�Southeast�Asian�
countries　●Graduate�students�under�35�years�of�age

Stipend ￥180,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate
Application�Period February
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　This� scholarship�was� established� in� commemoration� of� the� 30th�
anniversary�of�the�founding�of�the�Sagawa�Kyubin�Group�with�the�aim�of�
contributing�to�the�goodwill�between�the�countries�in�Southeast�Asia�and�
Japan�by�providing� financial�assistance� to� international� students� from�
Southeast�Asian�countries.

●IUCHI Foundation (IUCHI Asia Students Memorial Foundation)
Eligibility ●Citizens�of�Myanmar　 ●Undergraduate�students�26�years�of�age�

under/Graduate�students�34�years�of�age�or�under�
Stipend ￥30,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�3�candidates
Application�Period June
Scholarship�Period Regular�student�course�duration

Purpose�of�Scholarship
　This� scholarship�aims� to�develop�human� resources� that� serve�as�a�
bridge�between�Myanmar�and�Japan�and�contribute� to�economic�and�
social�development�and�the�solving�of�environmental�issues.
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●エプソン国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●工学系大学院生　●35歳未満

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年11月

支 給 期 間 正規課程の修学期間（２年限度）

奨学金の趣旨

セイコーエプソン株式会社の創立55周年記念事業の一環として設立され
ました｡アジア諸国からの留学生に対する奨学援助及び教育・学術・文
化交流事業への助成を通じて、アジア諸国の健全なる発展と我が国との
友好親善に寄与することを目的とします。

●大塚敏美育英奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●公募枠もあり　●38歳以下

奨 学 金 額 等 年額2,000,000円、1,500,000円、1,000,000円のいずれか

2021年度実績 推薦：４名　採用：３名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

大塚敏美氏の私財提供により、2007年にアジア、アラブ、アフリカの留
学生を支援するプログラムを立ち上げました。大塚グループは1973年に
海外でのビジネスをスタートさせてから、とりわけアジア、アラブ、ア
フリカ地域において10ヵ国、45社の規模にまで発展し、それぞれの国の
健康と医療に貢献しています。これらの地域の優れた人材の育成をお手
伝いし、地域発展に役立つことを目指しています。

●鹿島育英会
応 募 資 格 ●大学院修士１年生又は博士１年生　●土木・建築を専攻する者

奨 学 金 額 等 年額1,200,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
鹿島建設株式会社の元会長故鹿島守之助氏により、心身健全、学力優秀
でありながら経済的理由により修学が困難な学生に対して育英事業を行
い、もって社会有用な人材を育成することを目的として設立されました。

●樫山奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士１年生又は博士１・２年生　●アジア・太平洋地域諸国籍の者
●修士30歳未満、博士35歳未満

奨 学 金 額 等 月額120,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨
株式会社オンワード樫山の創業者である故樫山純三氏の寄付により設立
され、社会に有用な人材を育成し、留学生との密接な交流を通じて、我
が国と諸外国との国際理解と親善に寄与することを目的とします。
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●EPSON International Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�

Eligibility ●Graduate�students�majoring� in� the�sciences,�engineering�or� related�
fields　●�Students�under�35�years�of�age

Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�November
Scholarship�Period Regular�course�duration�(2�years�maximum)

Purpose�of�Scholarship

　This� scholarship�was� founded� by� the� Seiko-Epson�Corporation� in�
commemoration�of�its�55th�anniversary.�Designated�for�students�from�East�or�
South�East�Asia,� this�scholarship�aims�to�promote�development�and�friendly�
relationships�between�Japan�and�its�neighboring�Asian�countries�by�providing�
assistance�for�educational,�technological�and�cultural�exchange.

●Otsuka Toshimi Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Graduate�students　●General�application�also�accepted.
●38�years�of�age�or�under

Stipend Either ￥2,000,000,�￥1,500,000,�or�￥1,000,000/year
Scholarships�awarded�in�2021 3�selected�out�of�4�candidates
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　This�program�was�established� in�2007�with�private� funding�by�Otsuka�
Toshimi�to�support�students�from�Asian,�Arabian,�and�African�countries.�After�
starting�to�do�business�in�foreign�countries�in�1973,�Otsuka�Group�expanded�
overseas,�to�over�45�locations�in�10�countries�within�Asia,�Arab,�and�Africa,�
and�contributes� to� the�health�and�medical� treatment�of�each�country.�The�
scholarship�aims�to�support�and�nurture�excellent�human�resources�from�these�
regions,�as�well�as�the�overall�development�of�the�regions.

●Kajima Ikueikai Scholarship
Eligibility ●Graduate� students� (M1�or�Ph.D.1)　●Students�majoring� in�civil�

engineering�or�architecture
Stipend ￥1,200,000/year
Scholarships�awarded�in�2021 2�selected�out�of�2�candidates
Application�Period April
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship
　Established�by� the� last�Morinosuke�Kajima�of�Kajima�Corporation,� this�
scholarship�aims� to�nurture�human�resources� that�can�contribute� to�society�
by�educating�students�who�are�physically�and�mentally�fit,�and�are�excellent�
academic�achievers�but�have�difficulty�studying�due�to�economic�reasons.

●Kashiyama Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility
●Graduate� students� (M1�or�Ph.D.1・2)　●Citizens� of�Asian� and�
Pacific�Rim�countries　●Master’s�students�under�30�years�of�age;�
Ph.D.�students�under�35�years�of�age

Stipend ￥120,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period April
Scholarship�Period Up�to�2�years

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�was�established�by� the� late�Junzo�Kashiyama,� founder�of�
Onward�Corporation.�Its�objective�is�to�promote�and�contribute�to�friendship�and�
international�understanding�through�close�exchanges�with�international�students.�
It�also�aims�to�nurture�individuals�who�will�contribute�to�society�at�large.
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●金子国際文化交流財団 ＊月額50,000円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額60,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
故金子泰蔵氏の基金拠出により設立され、国際間、特に環太平洋諸国間
において現存する異文化の相互理解を、国際交流を推進することにより
促進し、友好親善関係の維持振興に資することを目的とします。

●かめのり財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●アジア諸国籍の者　

奨 学 金 額 等 月額200,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 正規課程の修学期間

奨学金の趣旨
日本とアジア・オセアニア諸国の若い世代の交流を通じ、日本と各国の
友好関係と相互理解の促進およびグローバルリーダーの育成をはかるこ
とを目的とします。

●神林留学生奨学会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生で本学に１年以上在籍する者　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額130,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 １月 支 給 期 間 １年間（継続申請可）

奨学金の趣旨 アジア諸国及び地域の出身で、留学生活上援助を必要とすると認められ、
学業成績が優秀な留学生に対し、奨学金を支給します。

●冠留学生奨学金（石橋財団奨学金） ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●美術史を専攻する者

奨 学 金 額 等 月額150,000円 2021年度実績 推薦者なし

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨
公益財団法人日本国際教育支援協会が、公益財団法人石橋財団からの寄
付金により、奨学金を支給しています。美術史の分野でグローバルに活
躍できる人材を育成することを趣旨としています。

●冠奨学金（JEES・青木建設国際奨学金）� ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
日本で学ぶ外国人留学生に対して経済的支援を行うことにより、学術の
振興に寄与する国際的な教育・芸術・文化等の交流を促し、日本と諸外
国との国際理解と友好親善に寄与することを目的としています。
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●Kaneko Foundation for International Cultural Communication
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000�yen/month

Eligibility ●Graduate�students　●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥60,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period April
Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�was�founded�by�the�late�Kaneko�Taizo�through�a�contribution�
made�by�his�foundation.�Its�objective�is�to�promote�and�sustain�friendly�relations�
through� international� exchanges.� It� also� aims� to�promote�mutual� cultural�
understanding�between�countries,�especially�in�the�Pacific�Rim�region.

●The Kamenori Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�

Eligibility ●Graduate�students　●Citizens�of�Asian�countries
Stipend ￥200,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�December�
Scholarship�Period Minimum�standard�years�for�degree

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�serves�to� raise�global� leaders� that�can�help� relationships�
between�Japan�and�other�countries,�by�being�exposed�to�other�young�people�
from�Asia�and�Oceania.

●Kambayashi Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Graduate�students�enrolled�at�Waseda�University�for�1�year�or�more　
●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥130,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate
Application�Period January
Scholarship�Period 1�year�(may�apply�for�extension)

Purpose�of�Scholarship 　This�scholarship�provides�assistance�to�international�students�from�Asian�countries�
with�outstanding�academic�performance�and�financial�need.�

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students, Ishibashi 
Foundation Scholarship

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships
Eligibility ●Graduate�students　●Students�majoring�in�art�history

Stipend ￥150,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 No�candidates
Application�Period March

Scholarship�Period Up�to�2�years

Purpose�of�Scholarship
　The� fund� for� this� scholarship� is� provided� to� the� Japan�Educational�
Exchanges�and�Services�by�the�Ishibashi�Foundation.�Its�purpose�is�to�nurture�
human�resources�who�can�play�an�active�role�in�the�international�community�
in�the�field�of�art�history.

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students (JEES 
Aoki Corporation International Scholarship)

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000/month
Eligibility ●Graduate�students

Stipend ￥100,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�October

Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　By�providing� financial�support� to� foreign�students�studying� in�Japan,� this�
scholarship�promotes�exchanges� in� international� education,� art,� culture,�
etc.� that�contribute� to�academic�advancement,�and�aims� to�contribute� to�
international�understanding�and�friendship�between�Japan�and�other�countries.
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●冠奨学金（JEES・神内国際理解奨学金）� ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部、大学院生

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
国際理解教育活動への参加の意思がある学生を経済的に支援することに
より、自身が日本のかけ橋となるとともに、世界の人々と共生する子供
たちの教育に寄与する人材を育成することを目的とする。

●冠奨学金（JEES/JX石油開発インドネシア留学生奨学金）
応 募 資 格 ●理学系または工学系の修士　●インドネシア国籍の者

奨 学 金 額 等 月額60,000円　
一時金200,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 正規の標準修業年限内

奨学金の趣旨
インドネシアからの優秀な留学生に対して奨学金を支給することにより、
経済的不安を緩和し学習効果を高め、有用な人材の育成に寄与すること
を目的として設立されました。

●冠奨学金（生命保険協会留学生奨学金）� ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３年生または修士１年生　●アジア諸国籍の者　●金融業界・生
命保険に関心がある者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：１名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨

公益財団法人日本国際教育支援協会が、一般社団法人保険協会からの寄
付金により、奨学金を支給しています。アジアからの留学生に対して奨
学金を支給し、日本での勉学への支援を通じて、日本と出身国との相互
理解と友好・親善の増進に寄与することを目的とする。

●冠奨学金（大成建設外国人留学生奨学金）

応 募 資 格 ●学部・大学院修士　●建築・土木・機械・電気を専攻する者　●アジ
ア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額150,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 正規の標準修業年限内

奨学金の趣旨
大成建設株式会社からの寄付により、日本との懸け橋として活躍する次
世代建設技術者の人材育成をより一層強化することを目的として設立さ
れました。

●冠奨学金（T.バナージインド留学生奨学金）� ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●インド国籍の者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：０名　採用：０名

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 正規の標準修業年限内

奨学金の趣旨
故タンモイ・バナージ氏の日印間の交流促進における貢献を顕彰すると
同時に、インドと日本の懸け橋になることを志すインドからの留学生を
経済面で支援することを目的としています。
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● Sponsor-crowned Scholarship for International Students (JEES 
Jinnai International Understanding Student Scholarship)

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000/month
Eligibility ●Undergraduate/graduate�students
Stipend ￥50,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 2�selected�out�of�2�candidates
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship

　By� financially� suporting� students�who� are�willing� to� participate� in�
international� understanding� education� activities,� this� scholarship� aims�
for� those�students� to�nurture�human� resources� that�will� contribute� to� the�
education�of�children�who�will�coexist�with�the�people�of�the�world,�as�well�as�
becoming�a�bridge�between�Japan�and�other�countries.

● Sponsor-crowned Scholarships for International Students, JEES/
JX Nippon International Scholarship (Indonesia)

Eligibility ●Students�majoring�in�science�or�engineering　●Citizens�of�Indonesia
Stipend ￥60,000/month,�a�grant�of�￥200,000
Scholarships�awarded�in�2021 No�candidates
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period Minimum�standard�years�of�degree

Purpose�of�Scholarship
　By� providing� assistance� to� outstanding� international� students� from�
Indonesia,� this�scholarship�aims� to�mitigate� financial�concerns�so� that� they�
may�concentrate�on� their�studies�and� to�contribute� to� the�development�of�
valuable�human�resources.

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students, Seiho 
Scholarship

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000/month

Eligibility
●Undergraduate�students� (3rd�year)�/�Graduate�students　●Citizens�
of�Asian�countries　●Students�interested�in�the�financial�industry/life�
insurance

Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�2�candidates
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period Up�to�2�years

Purpose�of�Scholarship

　The� fund� for� this�scholarship� is�provided� to� the�Japan�Educational�
Exchanges�and�Services�by�the�Life�Insurance�Association�of�Japan.
　Its� purpose� is� to� promote�mutual� understanding� and� friendship�
between� Japan�and� the� students’�home�country� in�Asia� � through�
providing� financial�assistance�so� that� they�may�concentrate�on� their�
studies.

● Sponsor-crowned Scholarships for International Students, TAISEI 
Scholarships for International Students

Eligibility ●Undergraduate/Master’s�students　●Students�majoring�in�architecture,�
civil�engineering,�mechanics,�or�electricity　●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥150,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period Minimum�standard�years�of�degree

Purpose�of�Scholarship
　It� was� established� with� the� aim� to� enforce� human� resource�
development�of�architect-engineers�of� the�next�generation�who�will�
actively�play�a�role�as�a�bridge�between�their�home�country�and�Japan,�
with�the�donation�from�Taisei�Corporation.

● Sponsor-crowned Scholarships for International Students, T.Banaji 
Indian Students Scholarship

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000/month
Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students　●Citizens�of�India
Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�0�candidate
Application�Period Prior�year�in�September
Scholarship�Period Minimum�standard�years�of�degree

Purpose�of�Scholarship
　Commemorating�the�late�T.Banaji,�who�had�contributed�to�promoting�
the� exchange�between� Japan�and� India,� this� scholarship� aims� to�
financially� support� Indian�students�who�aspire� to�serve�as�a�bridge�
between�Japan�and�India.
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●冠留学生奨学金（藤光樹脂留学生奨学金） ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●帰国後起業を志す者　●アメリカ、メキシコ、韓国、台湾国籍の者　

奨 学 金 額 等 月額80,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 １年間（延長可）

奨学金の趣旨

公益財団法人日本国際教育支援協会が、藤光樹脂株式会社からの寄付金
により奨学金を支給しています。アジア地域からの優秀な留学生に対し
て、奨学金を支給することにより、経済的不安を緩和し、学習効果を高
めることに寄与することを目的とします。

●冠留学生奨学金（ドコモ留学生奨学金） ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士１年生　●通信技術、情報処理技術及びこれに関連する部
門を専攻する者　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額120,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

公益財団法人日本国際教育支援協会が、NPO法人モバイル･コミュニケー
ション・ファンドからの寄付金により奨学金を支給しています。アジア
地域からの優秀な留学生に対して、奨学金を支給することにより、経済
的不安を緩和し、学習効果を高めることに寄与することを目的とします。

●冠留学生奨学金（豊田通商留学生奨学金）� ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３年生、大学院生

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

公益財団法人日本国際教育支援協会が、豊田通商株式会社からの寄付金
により奨学金を支給しています。優秀な留学生に対して奨学金を支給す
ることにより、在学中の経済的不安を緩和し学習効果を高め、国際交流
の促進に寄与することを目的とします。

●冠奨学金（三菱商事外国人留学生奨学金） ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生（３〜４年生）、大学院生

奨 学 金 額 等 月額学部120,000円／大学院150,000円

2021年度実績 推薦：５名　採用：１名

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 正規課程の修学期間

奨学金の趣旨

公益財団法人日本国際教育支援協会が、三菱商事株式会社からの寄付金
により奨学金を支給しています。優秀な留学生に対して、奨学金を支給
することにより、経済的不安を緩和し、学習効果を高めることに寄与す
ることを目的とします。



109

▍
S

tudent Jobs

・O
pening A

ccounts

・S
cholarships

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students, Tohkoh 
Jushi International Student Scholarship

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Those�who�wish�to�start�a�business�in�their�own�countries　●Citizens�
of�the�United�States,�Mexico,�Korea,�and�Taiwan

Stipend ￥80,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidates
Application�Period March
Scholarship�Period 1�year�(Extension�possible.)

Purpose�of�Scholarship

　The� fund� for� this�scholarship� is�provided� to� the�Japan�Educational�
Exchanges�and�Services�by�Tohkoh�Jushi�Corporation.
　Its�purpose� is� to�provide�assistance� to�outstanding� international�
students� from�Asia� to�mitigate� financial�concerns�so� that� they�may�
concentrate�on�their�studies.�

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students, Docomo 
International Student Scholarship

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Graduate�students�(M1)　●Students�majoring�in�information�technology,�
communication�technology�or�related�fields　●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥120,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period April
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　The� fund� for� this�scholarship� is�provided� to� the�Japan�Educational�
Exchanges�and�Services�by�the�NPO�Mobile�Communication�Fund.
　Its�purpose� is� to�provide�assistance� to�outstanding� international�
students� from�Asia� to�mitigate� financial�concerns�so� that� they�may�
concentrate�on�their�studies.

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students (Toyota 
Tsusho International Student Scholarship)

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships
Eligibility ●Undergraduate�students�(3rd�year)�/�Graduate�students
Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�candidate
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship

　The� fund� for� this�scholarship� is�provided� to� the�Japan�Educational�
Exchanges�and�Services�by�Toyota�Tsusho�Corporation.
　By�providing�assistance� to�outstanding� international�students� from�
Asia,� this�scholarship�aims� to�mitigate�financial�concerns�so� that� they�
may�concentrate�on�their�studies,�and�to�promote�international�exchange.

● Sponsor-crowned Scholarship for International Students, Mitsubishi 
Corporation International Student Scholarship

＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships
Eligibility ●Undergraduate�students�(3rd�or�4th�year)�/�Graduate�students
Stipend ￥120,000/month�for�undergraduates,�￥150,000/month�for�graduates
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�5�candidates
Application�Period Prior�year�in�November
Scholarship�Period Regular�course�duration

Purpose�of�Scholarship

　The� fund� for� this�scholarship� is�provided� to� the�Japan�Educational�
Exchanges�and�Services�by�Mitsubishi�Corporation.
　Its�purpose� is� to�provide�assistance� to�outstanding� international�
students� to�mitigate� financial�concerns�so� that� they�may�concentrate�
on�their�studies.
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●冠奨学金（JEES・三井不動産奨学金）

応 募 資 格
●学部（３〜４年生）、大学院生　●中国、台湾、シンガポール、タイ、
マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、ネパール
国籍の者

奨 学 金 額 等 月額150,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：０名

募 集 時 期 ５月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
三井不動産株式会社の支援により、アジア地域の更なる発展、日本やア
ジア諸国の都市開発事業や不動産業の将来を担う人材の育成を目的とし
ます。

●共立国際交流奨学財団 ＊原則他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部１〜３年生、大学院修士１年生、大学院博士１･２年生　●アジア
諸国籍の者

奨 学 金 額 等 学部60,000円か100,000円／
大学院100,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：０名

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 ２年間（または１年間）

奨学金の趣旨
株式会社共立メンテナンスにより、アジア諸国からの留学生に対し奨学
援助及びその他国際交流活動への支援を行い、我が国と諸外国との友好
親善に寄与することを目的として設立されました。

●KDDI財団

応 募 資 格 ●大学院生　●法律・政治・経済・社会・文化・技術の各分野で、情報
通信関連の研究を行う者　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：０名　採用：０名

募 集 時 期 前年６月 支 給 期 間 ６ヶ月又は１年間

奨学金の趣旨
国際電信電話株式会社（現KDDI㈱）からの基金拠出により、国際電気通
信の普及・発展と国際間のコミュニケーションの促進を図り、世界の調
和ある健全な発展に寄与することを目的として設立されました。

●公益信託川嶋章司記念スカラーシップ基金� ＊月額50,000円を超える他奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３・４年生、大学院生　●人文・社会・自然科学を専攻する者

奨 学 金 額 等 月額120,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年間（継続審査あり）

奨学金の趣旨 留学生で、学業・人物ともに優れ、かつ留学生活を続けていくために経
済的な援助を必要とする者への助成を目的とします。

●公益信託前田増三記念奨学基金 ＊月額100,000円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士１年生　●人文及び社会に関する諸分野を研究中の者　
●30歳未満

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 正規課程の修学期間
（２年以内）

奨学金の趣旨
故前田増三氏のご遺族野口泰生氏の拠出金により発足した公益信託で、
奨学事業を通して、我が国と諸外国との相互理解と友好親善の促進に寄
与することを目的とします。
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● Sponsor-crowned Scholarships for International Students, JEES/
Mitsui Fudosan International Scholarship

Eligibility
●Undergraduate� students� (3rd� or� 4th� year)� /�Graduate� students　�
●Citizens�of�China,�Taiwan,�Singapore,�Thailand,�Malaysia,�Vietnam,�
the�Philippines,�Indonesia,�India,�or�Nepal

Stipend ￥150,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�2�candidate
Application�Period May
Scholarship�Period Up�to�2�years

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship� is�offered�by�Mitsui�Fudosan�Co.,�Ltd.� to�support�
future� leaders�of�urban�development�and� real�estate�businesses� in�
Japan�and�othere�Asian�countries�for�further�growth�in�the�Asian�region.

●Kyoritsu International Foundation 
＊In�principle,�cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Undergraduate�students� (1st� to�3rd�year)/Graduate�students� (M1,�
Ph.D.1,�or�Ph.D.2)　●Citizens�of�Asian�countries

Stipend ￥60,000�or�￥100,000/month�for�undergraduates,�￥100,000/month�
for�graduates

Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�2�candidates
Application�Period Prior�year�in�November
Scholarship�Period 2�years�(OR�1�year)

Purpose�of�Scholarship

　This� scholarship�was� established� by� the�Kyoritsu�Maintenance�
Corporation� to�provide� financial�assistance� to� international�students�
from�Asia,�as�well�as� to�support� international�exchange�activities.� Its�
purpose� is� to�contribute� to� the�promotion�of�goodwill�between�Japan�
and�other�countries.

●KDDI Foundation

Eligibility
●Graduate�students　●Students� researching� information� technology�
in� the� fields�of� law,�political�science,�economics,�society,�culture�or�
technology�fields.　●�35�years�of�age�or�under

Stipend ￥100,000�yen/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�0�candidate
Application�Period Prior�year�in�June
Scholarship�Period 6�months�or�1�year

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�is�provided�by�the�International�Telecommunications�
Corporation� (currently�known�as�KDDI)� in�order� to�promote�diffusion�
and�development�of�international�telecommunications�and�to�contribute�
to�global�harmony�and�sound�development.

●Kawashima Shoji Memorial Scholarship 
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000�yen/month

Eligibility ●Undergraduate�students� (3rd�or�4th�students)�/Graduate�students　
●Students�majoring�in�humanities,�social�and�natural�sciences

Stipend ￥120,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�October
Scholarship�Period 2�years�(evaluation�necessary�for�extension)�

Purpose�of�Scholarship
　The�objective�of�this�scholarship�is�to�provide�assistance�to�students�
with�outstanding�academic�performance�and�character�who�are� in�
financial�need.

●Maeda Masuzo Memorial Trust Fund
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥100,000/month

Eligibility ●Graduate� students� (M1)　 ●Students�majoring� in� the� fields�of�
humanities�and�social�sciences　●Under�30�years�of�age

Stipend ￥50,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate

Application�Period April

Scholarship�Period Regular�course�duration�(2�years�maximum)

Purpose�of�Scholarship
　Yasuo�Noguchi�established�this�charitable� trust� in�memory�of�his� relative,�
the�late�Masuzo�Maeda.�The�objective�of�this�scholarship�is�to�contribute�to�
the�promotion�of�mutual�understanding�and�goodwill�between�Japan�and�other�
countries.�
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●公益信託ヤマハ発動機国際友好基金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●工学系大学院修士　●30歳未満

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
ヤマハ発動機株式会社からの出捐により発足した公益信託で、奨学事業
を通して、我が国と諸外国との国際理解と友好親善の促進に寄与するこ
とを目的とします。

●国際協和奨学会� ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部２年生以上・大学院生

奨 学 金 額 等 月額120,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨 協和の心をもった国際人の育成を通じて、世界の友好親善を増進するこ
とを目的とします。

●国土育英会�
応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 標準修業年限内

奨学金の趣旨 経済的な理由で修学の希望を遂げられない学生に対し、大学教育を与え、
人材を育成することを目的に設立されました。

●小林国際奨学財団� ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３年生以上、大学院生　●アジア諸国籍の者　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額：学部150,000円／大学院180,000円

2021年度実績 推薦：２名　採用：１名 募 集 時 期 ２月

支 給 期 間 標準修業年限内

奨学金の趣旨
小林製薬株式会社により、留学生の奨学援助を通して、アジアにおける
国際友好親善並びに人材の育成に寄与することを目的として設立されま
した。

●ジャパンマテリアル国際奨学財団 ＊�月額 48,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●ベトナム国籍の者　●30歳以下の者

奨 学 金 額 等 年額100,000円以内 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
21世紀の日本とベトナムの友好親善関係の一層の増進に貢献し、さらに
はベトナムの国造りを支える人材の育成を支援することを目的として設
立されました。

奨学金の趣旨
小林製薬株式会社により、留学生の奨学援助を通して、アジアにおける
国際友好親善並びに人材の育成に寄与することを目的として設立されま
した。
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●Yamaha Motor Co. International Friendship Trust 
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ●Graduate�students　●Students�majoring�in�engineering�or�related�fields　
●Students�under�30�years�of�age

Stipend ￥100,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidates

Application�Period Prior�year�in�October

Scholarship�Period 2�years

Purpose�of�Scholarship
　This� scholarship� is�made�available� through�a� trust� established�by� the�
Yamaha�Motors�Co.� Its�objective� is� to�contribute�to� the�promotion�of�mutual�
understanding�and�goodwill�between�Japan�and�other�countries.

●International Kyowa Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships

Eligibility ● Undergraduate�students�(2nd�year�or�above)/Graduate�students

Stipend ￥120,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 0�selected�out�of�1�candidate

Application�Period Prior�year�in�November

Scholarship�Period Up�to�2�years

Purpose�of�Scholarship 　To�help�raise�global�leaders�that�have�hearts�of�consonance�(“kyowa”)�and�
help�with�world�relations.

●Kokudo Scholarship Foundation
Eligibility ●Undergraduate�students/Graduate�students　
Stipend ￥100,000/month

Scholarships�awarded�in�2021 No�new�recruitment

Application�Period April

Scholarship�Period Minimum�standard�years�of�degree

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�was�established�with�the�purpose�of�providing�a�university�
education�to�students�who�are�unable�to�realize�their�aspirations�of�pursuing�
studies� due� to�economic�circumstamces,� thus�nurturing� talented�human�
resources.

●Kobayashi International Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥50,000/month

Eligibility ●Undergraduate�students�(3rd�year�or�above)/Graduate�students　
●Citizens�of�Asian�countries　●35�years�of�age�or�under

Stipend ￥150,000/month�for�undergraduates
￥180,000/month�for�graduates

Scholarships�awarded�in�2021 1�seclected�out�of�2�candidates

Application�Period February

Scholarship�Period minimum�standard�years�of�degree

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�has�been�provided�by�Kobayashi�Pharmaceuticals.� Its�
objective� is� to�contribute� to� international� friendship� in�Asia�and� to�cultivate�
individuals.

●Japan Material International Scholarship Foundation
＊Cannot�be�combined�with�other�scholarships�exceeding�￥48,000/month

Eligibility ●Undergraduate/graduate�students　●Citizens�of�Vietnam　 ●30�
years�of�age�or�under

Stipend ￥100,000/month
Scholarships�awarded�in�2021 1�selected�out�of�1�candidate
Application�Period Prior�year�in�December
Scholarship�Period 1�year

Purpose�of�Scholarship
　This�scholarship�was�established�with�the�aim�of�contributing�to�the�further�
promotion�of� friendly� relations�between� Japan�and�Vietnam� in� the�21st�
century,�as�well�as�encouraging� the�development�of�human� resources� that�
support�the�nation-building�of�Vietnam.
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●食生活研究会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●日本の食文化に関心がある者

奨 学 金 額 等 年額1,000,000円以内 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 前年８月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

日清製粉株式会社の創始者正田貞一郎により設立された財団法人農産化
学研究会を母体としています。広く日本の食文化に触れて、日本の理解
者となり、母国とのかけ橋となる有為な人材を支援することを目的とし
ています。

●春秋育英会
応 募 資 格 ●学部３、４年生、大学院２年生以上　●学部30歳以下、大学院35歳以下

奨 学 金 額 等 月額30,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 標準修業年限内

奨学金の趣旨

日本火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）の
支援により、心身健全・学力優秀でありながら、経済的理由により修学
困難な学生に対して奨学金を支給し、社会有用の人材を育成することを
目的として設立されました。

●新宿区外国人留学生学習奨励費

応 募 資 格 ●新宿区に外国人登録し、居住する者　●学部２～４年生、大学院修士
２年生、大学院博士２・３年生

奨 学 金 額 等 月額20,000円 2021年度実績 推薦：13名　採用：７名

募 集 時 期 ５月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 新宿区役所が、経済的な援助を必要とする新宿区在住の留学生を対象に、
学習を奨励することを目的として奨学金を給付します。

●末延財団

応 募 資 格 ●法学研究科　博士課程　●自国法と日本法の比較に関する研究をして
いる者

奨 学 金 額 等 年額2,400,000円 2021年度実績 推薦：２名

募 集 時 期 ５月、９月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨 英米法等を学ぶ者に対する奨学・育英を促進することを目的とし、故東
京大学教授末延三次氏により設立されました。

●住友電工グループ社会貢献基金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●基幹・創造・先進理工学研究科に所属する修士1年生　●電気系、機械
系、化学系、物理系専攻　●26歳以下

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
本財団は住友電気工業株式会社の創立110周年を記念して設立され、国
内外の様々な分野における人材育成を行うことによる社会貢献を目的と
して、日本への外国人留学生に対して奨学金を支給するものです。
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●The Foundation for Dietary Scientific Research
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students　●Students interested 
in Japanese food culture

Stipend ￥1,000,000/year (maximum)
Scholarships awarded in 2021 No new recruitment
Application Period Prior year in August
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship

　The fund for this scholarship is provided by the Foundation for Chemurgical 
Research established by the founder of Nisshin Seifun, Teiichiro Shoda. Its 
purpose is to support promising students who will act as a bridge between 
Japan and their home countries by extensively familiarizing them with 
Japanese food culture and helping them understand Japan.

●Shunju Foundation 

Eligibility
●Undergradute students (3rd and 4th years)/Graduate Students (2nd 
year and above).　 ●Undergraduate students aged 30 or younger, 
Graduate students aged 35 or younger

Stipend ￥30,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate
Application Period April
Scholarship Period Minimum standard years for degree

Purpose of Scholarship
　This scholarship is provided by The Sompo Japan Nipponkoa Insurance 
Company with the aim of raising useful members of society by supporting 
students of sound health and excellent academic abilities who find 
themselves unable to complete their studies due to financial difficulties.

●Shinjuku City Scholarship for Foreign Students

Eligibility
●International students registered and living in Shinjuku
●Undergraduate students (2nd to 4th year)/Graduate students (M2, 
Ph.D.2, or Ph.D.3)

Stipend ￥20,000/month
Scholarships awarded in 2021 7 selected out of 13 candidates
Application Period May
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship 　Shinjuku City has established this scholarship to provide financial assistance 
to international students residing in Shinjuku with financial need. 

●Suenobu Foundation
Eligibility ● Doctorate students in Law　●Students majoring in comparative 

study of Japanese law and law in their home countries
Stipend ￥2,400,000/year
Scholarships awarded in 2021 2 candidates
Application Period May and September
Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship 　This Scholarship was founded by the late professor of the University of Tokyo, 
Suenobu Sanji, to support students that who study American and British Law.

● Sumitomo Electric Industries Group Social Action Foundation
＊ Cannot be combined with other scholarships

Eligibility
● M1 students of the Graduate Schools of Fundamental, Creative and 
Advanced Science and Engineering　●Students majoring in electrics, 
chemistry, physics or machinery related fields　● 26 years of age or under

Stipend ￥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate

Application Period March
Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established to commemorate Sumitomo Electric 
Industries' 110th anniversary and aims to promote domestic and international 
human resource development through providing scholarships to international 
students in Japan. 



ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
・
ジ
ョ
ブ
・
口
座
開
設
・
奨
学
金

▍116

●双日国際交流財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３・４年生、大学院生　●学部30歳未満、大学院35歳未満の者

奨 学 金 額 等 月額：学部70,000円／大学院100,000円

2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨

母体企業である日商岩井株式会社（現 双日株式会社）により、社会貢献
活動の一環として1988年に設立されました。学術研究、人材育成及び国
際交流促進等の助成を行うことにより国際的な相互理解の深化に寄与す
ることを目的としています。

●高澤三次郎国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士　●アジア諸国籍の者　●35歳未満

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 推薦：３名　採用：１名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 １年間または２年間

奨学金の趣旨

三高商事株式会社代表取締役高澤三次郎氏の厚意による基金により、ア
ジア諸国から我が国の大学院に留学する者に対し、奨学援助を行い、もっ
て我が国とアジア諸国との友好親善に寄与することを目的として設立さ
れました。

●タカセ国際奨学財団 ＊月額30,000円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●「国際協力に関する研究を行う大学院留学生」又は「英語による学位取
得プログラムに在籍する私費留学生」又は「短期留学生」

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：１名

募 集 時 期 ７月 支 給 期 間 １年以内

奨学金の趣旨

タカセ株式会社名誉会長高瀬秀太郎氏により、留学生のうち、成績優秀、
志操堅固であるが、経済的理由で円滑な留学生活を送ることが困難な者
に対し奨学援助を行い、もって諸外国との国際友好、親善並びに人材育
成に貢献することを目的とします。

●髙山国際教育財団 ＊月額5万円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部１年生　●アジア諸国籍の者　●30歳未満

奨 学 金 額 等 月額130,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年間（再応募可）

奨学金の趣旨 日本に対する関心の高い留学生を支援し、国際人の育成およびわが国とア
ジアを中心とする諸外国との国際調和をはかることを目的としています。

●竜の子財団� ＊学部生月額48,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部２～４年生、大学院生　●アジア諸国の者　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：１名

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
志操堅固、学力優秀でありながら、経済的理由により学業の継続が困難
な者に対して奨学金を支給することで、アジア諸国間の国際友好親善お
よび人材の育成に寄与することを目的としています。
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● Sojitz Foundation
＊ Cannot be combined with other scholarships

Eligibility
● Undergraduate students (3rd or 4th year)/Graduate students
● Undergraduate students under 30 years of age, Graduate students under 
35 years of age

Stipend Undergraduate: ￥70,000/month / Graduate: ￥100,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidates
Application Period March
Scholarship Period Up to 2 years

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established in 1988 by parent company Nissho Iwai 
Co., Ltd., (currently Sojitz Co., Ltd.) as part of its social contribution activities. 
The foundation aims to improve international mutual understanding by 
assisting academic research, human resource development, and international 
exchange promotion. 

●Takazawa Sanjiro International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Master’s students　●Citizens of Asian countries 
●Students under 35 years of age

Stipend ￥50,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 3 candidates
Application Period March
Scholarship Period 1 year or 2 years

Purpose of Scholarship
　This foundation was established by the President of Sanko Corporation, 
Sanjiro Takazawa, for international students from Asia studying in Japan to 
promote goodwill between Japan and Asian nations. 

●Takase Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ¥30,000/month

Eligibility
●“Graduate students researching International Cooperation” OR “International 
students enrolled in English-based degree programs” OR“ Short-term 
exchange students”

Stipend ￥100,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 2 candidates
Application Period July
Scholarship Period Up to 1 year

Purpose of Scholarship

　This scholarship is provided by Takase Corporation’s honorary chairman 
Shutaro Takase for international students with outstanding academic 
performance and good character who are experiencing difficulties pursuing 
their studies due to financial hardship. The objective of this scholarship is to 
promote goodwill between Japan and its neighbors in Asia.

●Takayama International Education Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships of over 50,000/month

Eligibility ● Undergraduate students (1st year)　●Students from Asia under　
●30 years of age

Stipend ￥130,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidates
Application Period March
Scholarship Period 2 years (can reapply)

Purpose of Scholarship
　To support international students that are interested in Japan and to help 
raise global leaders and help in the relationship between Japan and other 
Asian countries.

●Tatsunoko Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships of over ￥48,000/month (Undergraduate))

Eligibility ●Undergraduate students (2nd to 4th year)/Graduate students　●Students 
from Asia●students 35 years of age or younger

Stipend ￥100,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 2 candidate
Application Period Prior year in December
Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship
　The aim of this scholarship is to contribute to the friendship and goodwill 
between Asian countries and foster human resources by supporting students 
of firm commitment and excellent academic ability who are having difficulty 
continuing their studies for financial reasons.
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●朝鮮奨学会 ＊同額以上の他団体の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●韓国籍・朝鮮籍の者　●学部30歳未満、大学院40
歳未満

奨 学 金 額 等 月額：学部25,000円／大学院修士40,000円／大学院博士70,000円

2021年度実績 推薦：６名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 成績優秀でありながら学費の支弁に困っている韓国籍・朝鮮籍の学生
（在日及び本国からの留学生）に対し奨学金を給付します。

●辻国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３・４年生、大学院生　●アジア諸国籍の者　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額150,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：１名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨

株式会社サンリオ創業者辻信太郎氏より、アジア諸国からの留学生で、
思想堅実・学力優秀で経済的理由により学業の継続が困難な者に奨学援
助を行い、相互理解･国際友好親善並びに人材の育成に寄与することを目
的として設立されました｡

●都築国際育英財団 ＊月額50,000円以上の他の給付奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生　●30歳未満

奨 学 金 額 等 月額60,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ２月 支 給 期 間 １年間（再応募可）

奨学金の趣旨
日本と世界各国との教育・文化・芸術・の交流を図り、相互理解と親善
の促進、国際平和及び国際社会の発展に寄与することを目的として設立
されました。

●東京海上各務記念財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●ASEAN諸国籍の者　●修士30歳以下、博士35歳以下

奨 学 金 額 等 月額180,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 正規課程の最短修業年限まで

奨学金の趣旨
東京海上火災保険株式会社元会長故各務鎌吉氏を記念し、広く社会に貢
献する人材の養成及び学術研究の振興を図ることを事業目的として設立
されました。

●東燃国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士１年生、博士１・２年生　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額140,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年間（再応募可）

奨学金の趣旨

東燃株式会社（現：東燃ゼネラル石油株式会社）の創立50周年を記念し
て設立されました。留学生に対する奨学援助を行い、もって国際社会に
有為な人材を育成し、我が国と諸外国との友好親善に寄与することを目
的とします。
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●The Korean Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships of the same value or more

Eligibility ● Undergraduate students under 30 years of age / Graduate students under 
40 years of age　● North and South Korean nationals

Stipend ￥25,000/month for undergraduate students, ￥40,000/month for Master’s 
students, ￥70,000/month for Ph.D. students 

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 6 candidates

Application Period April

Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　This scholarship is provided to North and South Korean citizens (resident 
Koreans in Japan and international students) to provide financial assistance 
to students with outstanding academic performance who are in financial need.

●Tsuji International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate students (3rd or 4th year)/Graduate students　●Citizens of 
Asian countries　●35 years of age or under

Stipend ￥150,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 2 candidates
Application Period Prior year in October
Scholarship Period Up to 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established by Shintarou Tsuji, the founder of Sanrio 
Corporation, with the objective of promoting international friendship and mutual 
understanding. The scholarship is awarded to Asian students with outstanding 
academic performance and character who are in financial need. 

●Tsuzuki International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships of over ￥50,000/month

Eligibility ● Undergraduate students　●under 30 years of age
Stipend ￥60,000/month
Scholarships awarded in 2021 0 selected out of 1 candidate
Application Period February
Scholarship Period 1 year (re-application possible)

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established for the exchange of education, culture, 
and art between Japan and other countries, and to contribute to the promotion 
of mutual understanding and goodwill; and development of international peace 
and international society.

●Tokio Marine Kagami Memorial Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ● Graduate students　●Citizens from ASEAN countries　●Master’s 
students 30 years of age or under, Ph.D. students 35 years of age or under

Stipend ￥180,000/month

Scholarships awarded in 2021 0 selected out of 1 candidate

Application Period Prior year in December

Scholarship Period Minimum standard years for degree 

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established in memory of the late president of Tokio 
Fine Insurance, Kenkichi Kagami, with the objective of fostering individuals 
who can contribute to academic research and society at large. 

●Tonen International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Graduate students (M1 or Ph.D.1, 2.)　●35 years of age or under

Stipend ￥140,000/month

Scholarships awarded in 2021 2 selected out of 2 candidates

Application Period Prior year in October

Scholarship Period 1 year (may reapply)

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established in commemoration of the 50th anniversary 
of the founding of the Tonen Corporation (currently Tonen General Sekiyu 
Corporation). By providing financial assistance to international students, 
this scholarship aims to nurture human resources and to promote goodwill 
between Japan and other countries.  
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●トラスト未来フォーラム� ＊他の奨学金との併給不可

応 募 資 格 ●法学研究科博士後期課程に標準修業年限を超えて在籍する者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 法学分野の博士の学位を取得する意志があるものの、諸般の事情により
標準修業年限を超えて学ぶ留学生を支援することを目的としています。

●長坂国際奨学財団�
応 募 資 格 ●学部２～４年生

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 推薦：３名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 １年間（再応募可）

奨学金の趣旨

公益財団法人長坂国際奨学財団は、東南アジア出身で首都圏内の大学等
に通う、品行方正、成績優秀でありながら、厳しい経済状況である留学
生に対する奨学金給付事業を通じて、グローバル社会で活躍できる人材
の育成に寄与することを目的としています。

●日揮・実吉奨学会
応 募 資 格 ●理工系学部・大学院生

奨 学 金 額 等 年額300,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
日揮株式会社の創立者故實吉雅郎氏の遺志により、奨学援助を行い、将
来社会に貢献する有為な人材を育成することを目的として設立されまし
た。

●JEES日本語教育普及奨学金（検定） ＊JEESが実施する他の奨学金との併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●前年度に実施した日本語教育能力検定試験に合格し
た者

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最長２年

奨学金の趣旨
日本語教育普及を図るため、日本語指導者の養成に資することを目的と
する。このため、日本の大学・大学院に在籍する学生で、本協会実施の
日本語教育能力検定試験（検定）に合格し、日本語指導者を目指す者に
対して、奨学金を支給する。
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●Trust Forum Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Students enrolled in the Ph.D program in Law exceeding the minimum standard 
years for degree

Stipend ￥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate

Application Period Prior year in December

Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　This scholarship provides financial assistance to students who wish to 
obtain a doctorate degree in law but must study exceeding the minimum 
standard years for degree due to certain circumstances.

●NAGASAKA International Scholarship Foundation
Eligibility ●Undergraduate students (2nd to 4th year)

Stipend ￥50,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 3 candidate

Application Period April

Scholarship Period 1 year (may reapply)

Purpose of Scholarship

　By providing grant scholarship to international students from Southeast 
Asia who display exemplary conduct and have exceptional academic skills at 
universities in the Tokyo metropolitan area, and is in harsh financial situation, 
Nagasaka International Scholarship Foundation aims to contribute to develop 
human resources who will actively work in the global society.

●JGC-S Scholarship Foundation
Eligibility ●Undergraduate and Graduate students majoring in the sciences, engineering 

or related fields

Stipend ￥300,000/year

Scholarships awarded in 2021 2 selected out of 2 candidates

Application Period April

Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　Established at the bequest of the late founder of JCG Corporation, Masao 
Saneyoshi, this scholarship aims to nurture skilled human resources who will 
contribute to societal well-being in the future.

●JEES Scholarship for the Promotion of Japanese Language Learning (JLTCT)  
＊Cannot be combined with other scholarships founded by JEES

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students　●Those who have passed the 
Japanese Language Teaching Competency Test in the previous academic year

Stipend ￥50,000/month

Scholarship awarded in 2021 No new recruitment

Application Period April

Scholarship Period Up to 2 years

Purpose of Scholarship

　The scholarship aims to promote Japanese language education and to 
contribute to the training of Japanese language educators. For this reason, 
stipend will be given to Japanese undergraduate/graduate students who have 
passed the Japanese-Language Proficiency Test and are planning to become 
Japanese language educators.
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●JEE日本語教育普及奨学金（日能）���＊JEESが実施する他の奨学金との併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●前年度に日本国内で実施した日本語能力試験N1を
受験し、定められた基準以上の成績を修めた者

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
国外における日本語普及を図るため、日本語指導者の養成に資することを
目的とする。このため、日本国内で実施する日本語能力試験１級で優秀な
成績を修め、日本の大学、大学院において、日本語指導者養成に密接な分
野を専攻する私費外国人留学生に対して、奨学金を支給する。

●JEES留学生奨学金（修学） ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部２～４年生、大学院生　●ボランティア活動や国際交流活動等の
実績がある者

奨 学 金 額 等 月額40,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
公益財団法人日本国際教育支援協会が、学業、人物ともに優秀な留学生
に対して、奨学金を支給することにより、経済的不安を緩和し、学習効
果を高めることに寄与することを目的とします。

●JEES留学生奨学金（少数受入国）＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●ボランティア活動や国際交流活動等の実績がある
者

奨 学 金 額 等 月額50,000円 2021年度実績 推薦者なし

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
公益財団法人日本国際教育支援協会が、学業、人物ともに優秀な留学生
に対して、奨学金を支給することにより、経済的不安を緩和し、学習効
果を高めることに寄与することを目的とします。

●橋谷奨学会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●インドネシア国籍の者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 正規課程の最短修業期間

奨学金の趣旨

月島食品工業株式会社創業者・橋谷亮助氏の遺志に基づき、日本の文化・
芸術・技術等の修得を目指し、日本の大学等に在学しているインドネシ
ア共和国の私費留学生に対し、1982年設立以来学資金を支給、友好親善
の増進に努めています。
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●JEES Scholarship for the Promotion of Japanese Language Learning  (JLPT)
＊Cannot be combined with other scholarships founded by JEES

Eligibility
●Undergraduate students/Graduate students　●Students who have passed 
N1 of the Japanese-Language Proficiency Test taken in Japan the previous 
year and who have obtained a score above the required minimum

Stipend ￥50,000/month

Scholarship awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate

Application Period April

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship

　This scholarship aims to promote the spread of the Japanese language 
overseas and to nurture foreign Japanese language instructors.
　As such, scholarships are awarded to privately funded international 
students who are specializing in areas of Japanese language instruction at a 
Japanese university and who scored well on the Level 1 Japanese Language 
Proficiency Test taken domestically.

●JEES International Scholarship (Study Support)
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥50,000/month

Eligibility
● Undergraduate students (2nd to 4th year)/ Graduate students
●Students who have achievements in volunteer activities and/or international 
exchange activities

Stipend ¥40,000/month

Scholarships awarded in 2021 0 selected out of 1 candidate

Application Period March

Scholarship Period Up to 2 years

Purpose of Scholarship
　The Japan Educational Exchanges and Services aims to provide assistance 
to international students with outstanding academic performance and 
character in order to mitigate financial concerns so that they may concentrate 
on their studies.

●JEES International Scholarship (Priority Countries) 
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥50,000/month

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students　●Those who have experience 
in volunteer work, international exchange activities

Stipend ￥50,000/month

Scholarships awarded in 2021 No candidates

Application Period April

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship
　The Japan Educational Exchanges and Services aims to provide assistance 
to international students with outstanding academic performance and 
character in order to mitigate financial concerns so that they may concentrate 
on their studies.

●Hashiya Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students　●Citizens of Indonesia

Stipend ¥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 0 selected out of 1 candidates

Application Period Prior year in December

Scholarship Period Minimum standard years for degree 

Purpose of Scholarship

　According to the desire of the late Mr. Ryosuke Hashiya, the founder of Tsukishima 
Foods Industry Co. Ltd., this scholarship has been provided since 1982 in order 
to promote friendships by supporting privately financed international students from 
Indonesia who enroll in Japanese universities to learn about Japanese culture, art, 
and skills. 
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●長谷川留学生奨学財団

応 募 資 格 ●学部２～４年生、大学院生　●アジア諸国籍の者　●東京都内に在学、
居住する者

奨 学 金 額 等 学　部：月額90,000円
大学院：月額110,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：１名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

長谷川香料株式会社代表取締役会長・長谷川正三氏の遺志を継ぎ、平成
15年の香料事業創業100年周年を記念して、留学生援助のための財団が
設立されました。この奨学金により、一人でも多くの留学生の経済的負
担を軽減し、日本での勉学に専念し、アジア地域、広くは国際社会の発
展に寄与することを目指しています。

●服部国際奨学財団� ＊月額10万円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●学部24歳未満、修士28歳未満、博士35歳未満　
●日本語能力検定２級以上の日本語能力を有すると認められる者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 ２月 支 給 期 間 最大２年間

奨学金の趣旨 アジア諸国出身の優秀な学生に対する奨学、援助を行い、わが国と諸外
国との友好親善に寄与することを目的として設立されました。

●フジシールパッケージング教育振興財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３年生　●応用化学（プラスティック製品）、機械工学、電気電子
工学、高分子工学等の工学系およびデザイン関係の学部に学ぶ者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：０名　採用：０名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨

株式会社フジシールインターナショナルの創業者である藤尾正明氏と藤
尾弘子氏の出捐により設立されました。パッケージを通じて社会貢献を
はかるために学業優秀でパッケージに興味・関心がある工学系およびデ
ザイン系に学ぶ大学生ならびに外国人留学生を対象に奨学金を支給し人
材育成を助成します。将来社会に貢献し得る人材を育成し、産業の発展
に寄与することを目的とします。

●Bridge�Asia�Foundation
応 募 資 格 ●学部生　●アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額80,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

NPO法人Bridge Asia Foundation（旧アジアの架け橋）は、武本孝俊理
事長が、自らの留学経験を踏まえて、日本に留学しているアジアからの
留学生が、より快適な日本での留学生活が送れるように、また彼らに日
本をよりよく知ってもらえるようにと願って、1988年、草の根レベルで
サポートを開始しました。それ以来、様々な国際的な文化的・社会的活
動への支援を行っており、2009年度から当奨学金制度を実施しています。
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● Hasegawa International Scholarship Foundation

Eligibility
●Undergraduate students (2nd to 3rd year)/Graduate students　
●Citizens of Asian countries　●Those living and studying in the Tokyo 
metropolitan area

Stipend Undergraduates: ￥90,000/month
Graduates: ￥110,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate

Application Period Prior year in October

Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship

　In memory of Hasegawa Shouzou, former chairman of T. Hasegawa Co. Ltd., and 
to commemorate the 150th anniversary of its founding, the Hasegawa International 
Foundation was founded in 2003 to aid international students. This scholarship 
aims to lighten the financial burden of international students so that they may 
concentrate on their studies, and contribute to the development of the Asian region 
and the world.

● Hattori International Scholarship Foundation
＊ Cannot be combined with other scholarships of over ￥100,000/month

Eligibility
● Undergraduate students/Graduate students　● Under 24 years of age for 
undergraduate students, under 28 years of age for graduate students, under 
35 for doctorate students　 ● Students verified to have Japanese language 
proficiency of Level N2 or higher in the Japanese-Language Proficiency Test

Stipend ￥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 2 selected out of 2 candidates

Application Period February

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship 　This scholarship was founded to help Asian students that are superior, who 
can help the relationships between Japan and the surrounding countries.

●Fuji Seal Packaging Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility
●Undergraduate students (3rd year)　 ●Students enrolled in engineering or 
design related schools such as Applied Chemistry (Plastic Goods), Mechanical 
Engineering, Electrical and Electronic Engineering, and Macromolecular 
Engineering 

Stipend ¥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate

Application Period April

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship

　Funded through a donation from Fuji Seal International Co., Ltd., by founder 
Mr. Masaaki Fujio and Ms. Hiroko Fujio as part of their social contribution 
activities, this scholarship aims to promote human resource development 
among industrial or design studies undergraduates and international students 
who have shown outstanding academic performance and an interest in 
packaging. Its purpose is to nurture human resources that will contribute to 
society in the future and promote industrial development.

● Bridge Asia Foundation
Eligibility ● Undergraduate students　● Citizens of Asian countries

Stipend ¥80,000/month

Scholarships awarded in 2021 No new recruitment

Application Period Prior year in November

Scholarship Period 1 year 

Purpose of Scholarship

　Based on Chairperson Takatoshi Takemoto’s own study abroad experience, 
the nonprofit Bridge Asia Foundation has been supporting Asian international 
students at the grassroots level since 1988 with the hope that they would 
have a more comfortable life in Japan and get to know Japan better. Since 
then, the foundation has supported international cultural and social activities 
and established this scholarship in 2009.
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●古河記念基金
応 募 資 格 ●学部３・４年生、大学院　●理工系

奨 学 金 額 等 月額80,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 ２月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨

古河グループ各社からの寄付金を基本財産として、育英事業等のために
設立されました。社会の有用な人材を育成するために、主として理工科
系で経済的に恵まれていない学生に対する援助金支給、成績優秀な学生
への奨励金授与、理工科系の研究機関等への研究費や賞金の授与を目的
とします。

●平和中島財団 ＊月額30,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：１名

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
株式会社平和代表取締役会長中島健吉氏の「世界の恒久的平和維持のた
めには､教育をもって貢献することが最良の道である」とする強い理念の
もとに設立されました。

●堀田育英財団� ＊日本学生支援機構の奨学金以外の他の奨学金との併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院　●デザイン、建築、美術、芸術史等を専攻する者

奨 学 金 額 等 月額80,000円 2021年度実績 推薦：０名　採用：０名

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 最大２年間

奨学金の趣旨
欧州の文化と産業の発展に貢献しようとする留学生を支援し、長期的な
視野に立った人材育成を目的に、三喜商事株式会社代表取締役堀田一に
より設立されました。

●みずほ国際交流奨学財団 ＊他機関の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 推薦：３名　採用：２名

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨 旧富士銀行創業110周年の記念事業として、国際分野においてより積極
的な社会貢献を行うことを目的として設立されました。

●三井住友銀行国際協力財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●東南アジアの開発途上国籍の者

奨 学 金 額 等 月額150,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 ３月（2020年度は10月） 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
国際交流を促進し、国際社会の平和と繁栄に寄与することを目的として、
開発途上国の経済発展に資する前途有為な留学生に対し、奨学金の供与
を行っています。
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●Furukawa Memorial Fund
Eligibility ●Undergraduate students (3rd or 4th year)/Graduate students

●Students majoring in science, engineering, and related fields

Stipend ￥80,000/month

Scholarships awarded in 2021 2 selected out of 2 candidate

Application Period February

Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship

　This foundation was established for education-related projects through 
a donation made by the Furukawa Group. In order to nurture skilled human 
resources, this foundation provides: aid money to sciences and engineering 
students in financial need, grant money to students with outstanding 
academic performance, and research funding to engineering and sciences 
research institutes.

●Heiwa Nakajima Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥30,000/month

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students

Stipend ￥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 2 candidates

Application Period Prior year in September

Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established under the firm belief of Mr. Kenkichi 
Nakajima, the president of Heiwa Corporation, that “the best path to 
permanent global peace is to contribute through education.” 

●Horita Ikuei Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships except for scholarships by JASSO

Eligibility ● Undergraduate students/Graduate students　●Students studying design, 
architecture, art, and art history.

Stipend ￥80,000/month

Scholarships awarded in 2021 0 selected out of 0 candidate

Application Period Prior year in October

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship was founded by the CEO of Sanki Co. Horita Hajime who 
is the CEO of Sanki Co., to help international students that will contribute to  
the development of European culture and economy and to raise great leaders 
in the long run.

●Mizuho International Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students　●35 years of age or under

Stipend ￥100,000/month

Scholarships awarded in 2021 2 selected out of 3 candidates

Application Period March

Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established to commemorate the 110th anniversary of 
the former Fuji Bank. Its purpose is to stimulate further social contribution in 
international fields. 

● Sumitomo Mitsui Banking Corporation Foundation for International Cooperartion
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Graduate students　●Citizens from developing countries in Southeast Asia
Stipend ￥150,000/month
Scholarships awarded in 2021 No new recruitment
Application Period March (October for 2020)
Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship provides financial assistance to promising international 
students who will likely contribute to the economic development of developing 
nations. Its purpose is to promote international exchange and to contribute to 
peace and prosperity in the global community. 
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●三井物産貿易奨励会
応 募 資 格 ●学部生・大学院生　●貿易及び国際経済の研究を行う者

奨 学 金 額 等 月額100,000円 2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 １月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
貿易及び国際経済の健全な発展、国際理解及び国際交流の促進に寄与し、
もって国際社会の繁栄に貢献することを目的とし、貿易及び国際経済の
研究を行う留学生を支援します。

●三菱ガス化学記念財団

応 募 資 格 ●学部生・大学院生　●化学、化学工学等を専攻する者　●ASEAN諸国
籍の者

奨 学 金 額 等 月額150,000円 2021年度実績 推薦：０名

募 集 時 期 前年４月 支 給 期 間 正規の標準修業年限内

奨学金の趣旨
化学、化学工学分野を目指す優位な人材の支援と同分野の研究に対する
助成を通じて、直面する社会問題を解決し、持続可能な社会を実現する
ための一助となることを目的に設立されました。

●三菱UFJ信託奨学財団

応 募 資 格 ●学部２年生・大学院生（社会科学系又は理工系、年度により指定あり）
●学部31歳以下・大学院38歳以下

奨 学 金 額 等 月額：100,000円

2021年度実績 推薦：４名　採用：４名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 正規課程の最短修業年限まで

奨学金の趣旨
三菱信託銀行株式会社前社長、故山室宗文氏の功績を記念して、我が国
における信託、銀行、証券等の金融部門その他一般産業の進展による社
会文化の向上発展に寄与するため、人材の育成及び学術研究の発展を図
ることを目的として設立されました。

●三菱UFJ国際財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●社会科学系・理工系・医学系の大学院生　●アジア諸国籍の者　●30
歳以下

奨 学 金 額 等 月額130,000円 2021年度実績 推薦：３名　採用：３名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 アジア諸国との相互理解、友好親善を促進し、国際交流を担うべき優秀
な人材の育成に寄与することを目的として奨学金を給付します。

●村田海外留学奨学会

応 募 資 格 ●経済学・法学・工学系を専攻している学部・大学院生で、正規生とし
て１年以上在学している者

奨 学 金 額 等 年額150,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：２名

募 集 時 期 ５月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨 村田機械株式会社の創設者である故・村田禎介氏の偉業を記念し、「向学
の徒に広く海外雄飛の機会を与えたい」との遺志を尊重して設立された。



129

▍
S

tudent Jobs

・O
pening A

ccounts

・S
cholarships

● Mitsui Bussan Trade Promotion Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships of more than ￥100,000/month

Eligibility ●Undergraduate Students/Graduate Students　●Students involved in the 
the study of trade or global economy

Stipend ￥100,000/month
Scholarships awarded in 2021 No new recruitment
Application Period January
Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship

　By supporting international students conducting research on international 
trade and the gobal economy, this scholarship aims to promote the 
healthy development of trade and global markets, to increase international 
understanding and exchange, and to contribute to the prosperity of the global 
community at large. 

● Mitsubishi Gas Chemical Memorial Foundation
Eligibility ●Undergraduate/graduate students　●Those majoring in fields such as 

chemistry and chemical engineering　●Citizens of ASEAN countires
Stipend ￥150,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 0 candidate
Application Period Prior year in April
Scholarship Period Minimum standard years of degree

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established with the aim of helping to solve social 
problems and realize a sustainable society through support for leading human 
resources aspiring in the fields of chemistry and chemical engineering and 
research in the fields of chemistry and chemical engineering.

●The Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation

Eligibility
●Undergraduate students (2nd year) and graduate students　●Students 
majoring in the social sciences or science and engineering (subject to change 
by year)　 ●Undergraduate students 31 years of age or under　●Graduate 
students 38 years of age or under

Stipend ￥70,000/month for undergraduate students
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 1 candidate
Application Period April
Scholarship Period Minimum standard years for degree

Purpose of Scholarship

　Established in recognition of the achievements of the late former 
president of Mitsubishi Trust Bank Corporation, Mr. Munefumi Yamamura, 
this scholarship’s objective is to contribute to the development of human 
resources and technical research, with the aim of contributing to socio-
cultural development through the development of banks, trust banks, 
securities, and other industries.

●Mitsubishi UFJ Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ● Graduate students majoring in the Social Sciences,Science and 
Engineering, Medical Science or related fields

Stipend ￥130,000/month
Scholarships awarded in 2021 3 selected out of 3 candidates
Application Period April
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　The objective of this scholarship is to contribute to the education of 
outstanding students while promoting mutual understanding and friendship 
with students from Asia through international exchange.

●Murata Overseas Scholarship Foundation

Eligibility
●Undergraduate students / Graduate students who have completed 1 
academic year or more and are majoring in economics, law, engineering and 
other related areas of study

Stipend ￥150,000/year
Scholarships awarded in 2021 2 selected out of 2 candidates
Application Period May
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　According to the desires of the late Mr. Murata Keisuke, the founder of 
Murata Machinery Ltd., this scholarship has been provided to “give opportunity 
for those students with a desire for learning to go overseas”.
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●守谷育英会
応 募 資 格 ●学部・大学院生

奨 学 金 額 等 月額120,000円 2021年度実績 推薦：２名　採用：１名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最短修業期間

奨学金の趣旨 株式会社守谷商会の創業70周年記念事業の一環として発足しました。学
術・芸術の振興を目的としています。

●守屋留学生交流協会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●修士１年生又は博士　●地理学・歴史学・教育学および関連のある諸
社会科学を専攻する者　●アジア諸国籍の者　●35歳未満

奨 学 金 額 等 月額70,000円 2021年度実績 推薦：１名　採用：０名

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
アジア諸国からの学業成績優秀な留学生に対して奨学金を支給すること
により､その学習効果を一層高め、もって我が国とアジア諸国との教育、
学術、文化の発展及び相互理解の促進に寄与することを目的とします。

●安田奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部新２年生（法学部、政治経済学部経済学科、商学部：年度により
指定あり）

奨 学 金 額 等 月額100,000円

2021年度実績 推薦：５名　採用：１名

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 最長３年間

奨学金の趣旨
学業優秀である私費留学生のうち、経済学、法学、商学の学部に学ぶ大
学生に対して、奨学金を給与することにより、有為な人材を育成するこ
とを目的とします。

●吉田育英会［YKKリーダー21］ ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格
●渡日前の大学院入学予定者　●東南・南・西・中央アジア、アフリカ
諸国、モンゴル国籍　●自然科学系の研究分野　●修士は30歳未満、博
士は35歳未満の者

奨 学 金 額 等 月額200,000円、学費実費全額（250万円以内）、母国との往復交通費 他

2021年度実績 2021年度募集なし（2022年度　推薦：１名）

募 集 時 期 前年10月頃（4月入学者）
または4月頃（9月入学者） 支 給 期 間 正規課程の最短修業期間

奨学金の趣旨
ＹＫＫグループの創設者吉田忠雄氏の提唱により設立され、資質優秀な
方に財政的支援を行い、教育の機会均等の場を提供することにより、国
家、社会に有能な人材を育成することを目的としています。
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●The Moritani Scholarship Foundation 
Eligibility ●Undergraduate students/Graduate Students
Stipend ￥120,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 2 candidates
Application Period April
Scholarship Period Minimum course duration

Purpose of Scholarship
　MORITANI & CO., LTD started this program, with the purpose of promoting 
the arts and sciences, as part of its project to commemorate the 70th 
anniversary of the company’s foundation.

●Moriya Foundation 
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Graduate students (M1 or Ph.D.) majoring in geography, history, education 
and related fields　●Citizens of Asian countries　●Under 35 years of age

Stipend ￥70.000/month
Scholarships awarded in 2021 0 selected out of 1 candidate
Application Period April
Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship is for students from Asian nations with outstanding academic 
performance to improve their ability to learn. Its objective is to deepen educational, 
academic, and cultural development between Japan and its neighboring Asian 
countries, as well as to promote mutual understanding.

●Yasuda Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility
●Undergraduate students (2nd year) (School of Law; School of Political 
Science and Economics, Department of Economics; School of Commerce; * 
Qualified departments are subject to change every year)

Stipend ￥100,000/month
Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 5 candidates
Application Period Prior year in November
Scholarship Period Up to 3 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship is awarded to privately financed students from the Schools 
of Economics, Law, and Commerce with outstanding academic records to 
nurture human resource development. 

● Yoshida Scholarship Foundation［Asia 100］ [YKK Leader 21]
＊ Cannot be combined with other scholarships

Eligibility
● Students prior to arriving in Japan who will enroll in a graduate school　
● Citizens of Southeast, South, West, Central Asian countries and citizens of 
Mongolia　 ● Research in the natural sciences field　 ● Master's students 
under 30 years of age, and Ph.D. students under 35 years of age

Stipend ￥200,000/month, full tuition amount (within ￥2,500,000), return airfare between 
home country and Japan, etc.

Scholarships awarded in 2021 No recruitment in 2021. (1 candidate in 2022)

Application Period Prior year around October (April entrants) OR around April (September 
entrants)

Scholarship Period Minimum standard years for degree

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established to commemorate the achievements of Mr. 
Tadao Yoshida, founder of the YKK Group. It provides financial assistance 
to distinguished students and aims to nurture capable human resources by 
providing a place of equal opportunity for education. 
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●ロータリー米山記念奨学会 ＊他機関の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部３・４年生、大学院生修士１・２年生、大学院博士２・３年生　
●45歳未満

奨 学 金 額 等 月額：学部100,000円／大学院140,000円

2021年度実績 推薦：15名　採用：６名

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
ロータリー・クラブの創立に貢献した実業家、米山梅吉氏の功績を記念
して設立され、留学生に奨学金を支給し、ロータリーの理想とする国際
理解と親善に寄与することを目的とします。

●ロッテ財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●アジア諸国籍の者　●35歳以下の者

奨 学 金 額 等 月額180,000円 2021年度実績 推薦：４名　採用：１名

募 集 時 期 ６月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨

株式会社ロッテにより、アジア諸国からの留学生のうち、志操堅固、学
力優秀でありながら、経済的理由から学業の継続が困難な者に対して「奨
学援助」を行い、もって日本を含むアジア諸国間の友好親善及び人材育
成に寄与することを目的として設立されました。

●綿貫国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●アジア太平洋地域諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額150,000円

2021年度実績 新規募集なし

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 １年間
（継続申請、再応募可）

奨学金の趣旨

旧千葉相互銀行が普通銀行に転換し、京葉銀行が誕生したのを記念して、
綿貫専太郎氏により設立されました。アジア太平洋地域諸国からの留学
生に対し奨学援助を行い、もって我が国とアジア太平洋地域諸国との友
好親善に寄与することを目的とします。
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●Rotary Yoneyama Memorial Foundation
＊Cannot be combined with scholarships of other organizations

Eligibility ●Undergraduate students (3rd or 4th year)/Graduate students (M.1, M.2, 
Ph.D.2, or Ph.D.3)　●Under 45 years of age

Stipend ￥100,000/month for undergraduate students, ￥140,000/month for graduate 
students

Scholarships awarded in 2021 6 selected out of 15 candidates

Application Period Prior year in September

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established to commemorate the achievements of 
businessman and one of the founders of the Rotary Club, Mr. Umekichi 
Yoneyama. Its purpose is to provide assistance to international students and 
to contribute to international understanding and goodwill following the Rotary 
Club’s ideals. 

●Lotte Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarship

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students　●Citizens of Asian countries
●35 years of age or under

Stipend ¥180,000/month

Scholarships awarded in 2021 1 selected out of 4 candidates

Application Period Prior year in June

Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship

　This scholarship is funded by Lotte Co., Ltd., to provide financial aid to 
privately funded Asian international students with firm principles and superior 
academic performance who are facing difficulties continuing their studies due 
to financial hardship. It aims to promote international friendship and goodwill 
and to develop human resources in Asia, including Japan. 

●Watanuki International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Graduate students　●Citizens of Asia-Pacific Region countries

Stipend ￥150,000 yen/month for graduate students

Scholarships awarded in 2021 No new recruitment

Application Period Prior year in September

Scholarship Period 1 year (may apply for renewal; may reapply)

Purpose of Scholarship

　This scholarships aims to promote friendly relations between Japan and 
its neighboring countries in the Asia-Pacific area by providing scholarships 
to international students from countries in the Asia-Pacific Region. The 
scholarship was established by Mr. Sentarou Watanuki in commemoration of 
the conversion of the former Chiba Mutual Bank into the newly founded Keiyo 
Bank. 
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⑶　学外奨学金・公募（自由応募）
＊奨学団体等に直接応募して下さい。
＊ほとんどの財団で、高い日本語能力が求められます。
＊奨学金額・募集時期等は年度によって異なる場合があります。

●アジア国際交流奨学財団� ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●アジア諸国籍の者　●学部は30歳未満、大学院は
35歳未満

奨 学 金 額 等 博士　月額70,000円   修士・学部　月額60,000円

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

アジア各国から日本への留学生及び日本からのアジア各国への留学生に
対し、奨学援助を行い、アジア各国で活躍する人材を養成し、もって、
我が国とアジア各 国との国際交流、友好親善に寄与することを目的とし
ています。

●渥美国際交流奨学財団� �＊月額100,000円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院博士（オーバードクター可）　●所属する研究科及び居住地が関
東地方にある者　●日本語が堪能な者

奨 学 金 額 等 月額250,000円

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
故渥美健夫、鹿島建設株式会社名誉会長の遺志により、諸外国からの優
秀な留学生に奨学援助を行い、国際理解の増進および国際親善に寄与す
ることを目的として設立されました。

●イノアック国際教育振興財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生・大学院生

奨 学 金 額 等 月額50,000円

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年以上２年以内

奨学金の趣旨
株式会社イノアックコーポレーションにより設立され、優秀な留学生の
経済的支援を行うことで、グローバルに活躍する人材育成を目的として
います。

●伊藤国際教育交流財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院修士課程入学予定者または前年秋学期入学の者

奨 学 金 額 等 月額180,000円

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨
宗教法人真如苑開祖・故伊藤真乗大僧正の遺志により設立され、奨学金
援助を行い、我が国と諸外国との相互理解の促進に寄与するとともに、
世界に貢献できる人材の育成を目的とします。
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(3) Open External Scholarships
*Please apply directly to the organization offering the scholarship.
*Most organizations require the candidates to have a strong command of the Japanese language.
*The scholarship information below, such as stipend and application period, is subject to change.

● The Asian Foundation for International Scholarship Interchange
*Cannot be combined with other scholarships  

Eligibility ● Undergraduate Students under 30 years of age /Graduate students 
under 35 years of age　●Citizens of Asian countries 

Stipend ￥70,000/month for Ph.D. students, ￥60,000/month for Master’s students 
and undergraduates

Application Period Prior year in December
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship

　This scholarship aims to financially support students from each Asian 
country studying in Japan and Japanese students studying in Asian 
countries; Develop human resources that will play an active role in 
Asian countries; Contribute to the international exchange and friendship 
between Japan and other Asian countries.

●Atsumi International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥100,000/month

Eligibility
●Ph.D. students including 4+ years Ph.D. students　●Students residing 
and conducting research in the Kanto region　●Students Proficient in 
Japanese

Stipend: ￥250,000/month
Application Period Prior year in September
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship

　This scholarship was founded by the bequest of the late Takeo 
Atsumi, honorary chairman of the Kajima Construction Corporation. 
Through providing assistance to outstanding international students, the 
foundation aims to promote international understanding and friendship.

●INOAC International Education and Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate Students/Graduate Students
Stipend: ￥50,000/month
Application Period Prior year in October
Scholarship Period Between 1 and 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship was founded by the INOAC corporation to provide 
financial support to foreign students of outstanding ability and develop 
human resources capable of flourishing on the global stage.

●Ito Foundation for International Education Exchange
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Students scheduled to enter Master’s programs or enrolled in previous 
year’s Fall semester

Stipends ￥180,000/month
Application Period Prior year in October
Scholarship Period Up to 2 years

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established at the bequest of the late high 
priest Shinjo Ito and founder of the Shinyoen religious organization. By 
providing financial aid, the Ito Foundation hopes to contribute to mutual 
understanding between Japan and other countries and foster individuals 
that can contribute to the world.
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●岩谷直治記念財団

応 募 資 格 ●大学院生（オーバードクター可）　●自然科学系を専攻する者　●東・
東南アジア諸国籍の者　●修士30歳未満、博士35歳未満

奨 学 金 額 等 月額150,000円

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨

岩谷産業株式会社からの寄付金を基に設立され、留学生で、将来我が国
と親密な関係を保ち、親善、交流の実を期待しうる人材にその機会を提
供し、研究を援助することにより国際間の相互協力と理解を深め、双方
の国民生活向上に寄与することを目的とします。

●ウシオ財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●中国籍の者

奨 学 金 額 等 月額120,000円 支 給 期 間 最短修業年限内

募 集 時 期 ４月

奨学金の趣旨
ウシオ電機創立30周年を記念して設立され、経済的に修学困難な学生に
奨学金を給付し、また学術研究や文化活動の資金助成事業等を行い、人
材育成と学術･文化の発展に寄与することを目的とします。

●大塚敏美育英奨学財団�

応 募 資 格
●学部３・４年生、大学院生　●医学、薬学、生物学、栄養学、体育学、
工学、経営学の分野を専攻する者（工学は医学・薬学に関連の深い分野
に限る）

奨 学 金 額 等 年額1,000,000円、1,500,000円または2,000,000円
（併給の場合は500,000円）

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 １年間（再応募可）

奨学金の趣旨

大塚敏美氏の私財提供により、2007年にアジア、アラブ、アフリカの留
学生を支援するプログラムを立ち上げました。大塚グループは1973年に
海外でのビジネスをスタートさせてから、とりわけアジア、アラブ、ア
フリカ地域において10カ国、45社の規模にまで発展し、それぞれの国の
健康と医療に貢献しています。これらの地域の優れた人材の育成をお手
伝いし、地域発展に役立つことを目指しています。

●岡本国際奨学交流財団� ＊月額50,000円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部４年生、大学院生　●千葉県在住者

奨 学 金 額 等 月額80,000円

募 集 時 期 前年11月 支 給 期 間 １年間（継続申請可）

奨学金の趣旨 千葉県内大学キャンパスに在籍又は千葉県内在住の留学生に対して、奨
学金支給、宿舎提供等の経済的援助を行っています。
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●Iwatani Naoji Foundation 

Eligibility

●Graduate students including 4+ years Ph.D. students　●Students 
majoring in the natural sciences　●Citizens of East and Southeast 
Asian countries　
●Master’s students under 30 years of age, Ph.D. students under 35 
years of age

Stipend ￥150,000/month
Application Period Prior year in November
Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established with a donation from Iwatani Corporation 
to promote human resource development of international students who are 
expected to have close relations to Japan and promote goodwill in the future. 
Also, the scholarship aims to contribute to the improvement of people’s lives 
by providing support for research and pushing forward deeper international 
understanding and goodwill. 

●The Ushio Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Graduate students　● Citizens of China
Stipend ￥120,000/month
Application Period April
Scholarship Period Minimum standard years for degree

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established to commemorate the 30th 
anniversary of the founding of Usio Electric Corporation. Its purpose is 
to provide financial aid to students facing financial difficulty in pursuing 
their studies, to provide support for academic research and cultural 
activities, and to contribute to academic and cultural human resource 
development. 

● Otsuka Toshimi Scholarship Foundation

Eligibility

●Undergraduate students (3rd or 4th year)/Graduate students　●
Students majoring in medical science, pharmaceutical science, biology, 
nutritional science, physical education, engineering, and management 
(engineering majors must have a deep relation with medical science 
and pharmaceutical science)

Stipend ￥1,000,000/year, ￥1,500,000/year or ￥2,000,000/year  
( ￥500,000 if combined with other scholarships)

Application Period April
Scholarship Period 1 year (re-applying is possible)

Purpose of Scholarship

　In 2007, this program supporting international students from 
Asia, Africa, and the Middle East was established with the financial 
assistance of Mr. Toshimi Otsuka. The Otsuka Group began its 
overseas business in 1973 and has currently expanded to 45 
subsidiaries in 10 countries, located in the abovementioned regions. 
This scholarship supports these countries in the health and medical 
industries, and is aimed at nurturing talented people and assisting in 
the development of these regions.

●Okamoto Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥50,000 per month  

Eligibility ●Undergraduate students (4th year)/Graduate students　●Residents 
of the Chiba Prefecture

Stipend ￥80,000/month
Application Period Prior year in November
Scholarship Period 1 year (continuous application possible)

Purpose of Scholarship
　This foundation provides financial aid and housing support for 
international students studying at a university campus in Chiba or 
residing in Chiba. 
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●College�Women's�Association�of�Japan� ＊年額150万円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院博士課程/女性　●日本語・英語ともに十分な能力を有するもの

奨 学 金 額 等 年額2,000,000円

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
1949年に日本人留学生への渡航費援助を目的に発足したCWAJは、様々な国か
ら集まった女性たちが幅広い交流の中で教育、文化活動を行っているボランティ
ア団体で、Graduate Scholarship for Non-Japanese women to study in Japan
は、日本の大学院に在籍する外国籍女性を支援する奨学金プログラムです。

●日本台湾交流協会 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●台湾籍を有する者　●35歳未満

奨 学 金 額 等 月額144,000～148,000円、授業料（一定額を上限とする）、帰国旅費

募 集 時 期 前年８月 支 給 期 間 正規課程の最短修業年限
まで

奨学金の趣旨 財団法人交流協会は、我が国と台湾との間の民間レベルでの各分野にお
ける交流の維持、促進を目的として、設立されました。

●佐藤陽国際奨学財団 ＊貸与以外の他の奨学金との併給不可

応 募 資 格 ●学部・大学院生　●ASEAN・南西アジア諸国籍の者

奨 学 金 額 等 月額：学部150,000円／大学院180,000円

募 集 時 期 前年６月 支 給 期 間 正規課程の修学期間
（２年限度）

奨学金の趣旨
株式会社サトー代表取締役会長佐藤陽氏の出捐により設立され、ASEAN
諸国及び南西アジアからの留学生に奨学金を支給し、グローバルな視野
を持った人材の育成を支援します。

●実践桜会国際交流基金 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生・大学院生（オーバードクター可）　●女性　

奨 学 金 額 等 月額50,000円

募 集 時 期 ３月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

当基金は実践桜会（実践女子学園同窓会組織）会員 故・西山美穂子氏 の
ご芳志に基づいて設立されました。学園創立者・下田歌子氏が明治時代
に早くも中国から女子留学生を多数受け入れられましたが、その先見性
に倣い 諸外国からの留学生ならびに学園から海外に留学を希望する学生
のための奨学資金を助成することを目的としています。
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●College Women’s Association of Japan
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥1,500,000/year

Eligibility ●Ph.D. Graduate Students/Females　●Students proficient in both English 
and Japanese

Stipend ￥2,000,000/year
Application Period Prior year in October
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship

　CWAJ was established in 1949 to provide assistance, in terms of 
travel expenses, to Japanese students studying abroad. CWAJ is a 
volunteer group that assembles women from countries around the world 
for exchanges and cultural activities. The Graduate Scholarship for non-
Japanese women to study in Japan is for female international students 
enrolled in a Japanese graduate school.

●Japan-Taiwan Exchange Association
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Graduate students　●Citizens of Taiwan　●Under 35 years of age

Stipend ￥144,000～¥148,000/month, Tuition (fixed amount with a maximum 
limit), Return flight

Application Period Prior year in August
Scholarship Period Minimum standard years for degree

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established by the Japan Interchange 
Association to promote exchanges between Japan and Taiwan at the 
private sector level in various fields. 

●Sato Yo International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships excluding educational loans

Eligibility ●Undergraduate students/Graduate students
●Citizens of ASEAN and Southwest Asian countries

Stipend ￥150,000/month for undergraduates, ￥180,000/month for graduates
Application Period Prior year in June
Scholarship Period Minimum standard years for degree (2 years maximum)

Purpose of Scholarship

　Set up through a contribution by the president of Sato Corporation, 
Mr. Yo Sato, this scholarship was established to provide assistance to 
international students from ASEAN and Southwest Asian countries in 
order to foster individuals with global vision. 

● Jissen Women’s Educational Institute Alumunae Group 
　International Foundation

＊ Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ● Undergraduate students/ Graduate students (including 4 years Ph.D. 
students)　● Female students

Stipend ￥50,000/month
Application Period March
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established in commemoration of the late 
Ms. Mihoko Nishiyama, a member of the Jissen Alumnae. Ms. Utako 
Shimoda, the founder of the Institute began accepting students from 
China during the Meiji Period. This scholarship is provided to overseas 
students and to local students who wish to study abroad.
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●青峰奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部２年生以上・大学院生　●韓国籍の者

奨 学 金 額 等 月額：学部50,000円／大学院70,000円

募 集 時 期 ４月 支 給 期 間 最長２年間

奨学金の趣旨
韓国籍を有する成績優秀な留学生に対し、奨学援助を行い社会に有用な
人材を育成して、日本と韓国の相互理解と親善、国際社会の安定と繁栄
に寄与することを目的とします。

●高久国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院博士（オーバードクター可）　●東京・神奈川・埼玉・千葉・茨
城の大学に在籍する学生

奨 学 金 額 等 月額70,000円 支 給 期 間 １年間

募 集 時 期 前年11月

奨学金の趣旨
株式会社タカキューの創業者夫妻の寄附により設立され、学業人物とも
に優秀で、かつ経済的援助が必要と認められる留学生に対して、奨学支
援を行っています。

●東亜留学生育友会� ＊月額150,000円以上の他の奨学金との併給不可

応 募 資 格 ●大学院生（オーバードクター可）　●アジア諸国・地域出身者

奨 学 金 額 等 月額30,000円

募 集 時 期 前年12月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨
故星野浩氏により、主として東アジアからの留学生に宿泊施設や奨学金
を提供することを通して、日本と東アジアとの相互理解と友好親善に寄
与することを目的として設立されました。

●東急財団 ＊年額360,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●修士29歳以下、博士34歳以下　●アジア・太平洋地域諸
国籍の者

奨 学 金 額 等 月額180,000円

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 ２年以内

奨学金の趣旨
東急グループ各社の基金拠出により設立され、アジア・太平洋地域諸国か
らの留学生に対して奨学援助を行うとともに、留学生との密接な交流を通
じて我が国と諸外国との国際理解と親善に寄与することを目的とします。

●似鳥国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●学部生、大学院修士

奨 学 金 額 等 月額：50,000円

募 集 時 期 前年５月～10月 支 給 期 間 １年間
（一部成績優秀者は更新可）

奨学金の趣旨
株式会社ニトリ代表取締役社長似鳥昭雄氏の寄附により、アジア諸国の
若者達の勉学上の夢が叶うことを願い、アジア諸国との友好親善、人材
育成を目的として設立されました。優秀な大学生・大学院生に対する奨
学援助、留学生との交流などを行っています。
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●Foundation of Seiho Scholarship
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate students (2nd year or above)/ Graduate students   
●Citizens of Korea

Stipend ￥50,000/month for undergraduates, ￥70,000/month for graduates
Application Period April
Scholarship Period Maximum of 2 years

Purpose of Scholarship
　This scholarship is intended for Korean students with outstanding 
academic records. Its purpose is to cultivate talented individuals, 
promote mutual understanding between Japan and Korea, and to 
contribute to the stability and prosperity of the international society. 

●Takaku Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Ph.D. students (including 4+ years Ph.D. students)　
●Residents of Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba or Ibaraki

Stipend ￥70,000/month
Application Period Prior year in November
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　This scholarship was established by a donation from the husband 
and wife founders of Taka-Q Corporation. It is targeted to students with 
outstanding academic performance and character who are in need of 
economic assistance. 

●EACAT: East Asian Circle of Applied Technology (Foundation)
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥150,000 yen/month

Eligibility ●Graduate students (including 4+ years Ph.D students)　●Citizens of 
Asian region countries

Stipend ￥30,000/month
Application Period Prior year in December
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship
　Provided by a donation by the late Hiroshi Hoshino, this scholarship 
was established to promote mutual understanding and international 
friendship between Japan and its East Asian neighbors by providing 
financial assistance and housing support to international students. 

●The Tokyu Foundation 
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥360,000/year

Eligibility
●Graduate students　●Master’s students 29 years of age or under, 
Ph.D. students 34 years of age or under　●Citizens of Asian and Asia-
Pacific region countries 

Stipend ￥180,000/month
Application Period Prior year in September
Scholarship Period Up to 2 years

Purpose of Scholarship

　This foundation was established by the Tokyu Group for international 
students from Asia and the Asia -Pacific Region. By providing 
assistance, the foundation aims to contribute to international 
understanding and friendship with Japan and other countries through 
exchanges with international students.

●Nitori International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility ●Undergraduate  students/Master’s students  
Stipend ￥50,000/month
Application Period Prior year in May-October

Scholarship Period 1year (renewal allowed for some students with outstanding academic 
performance)

Purpose of Scholarship

　This scholarship is funded by Nitori CEO, Mr. Akio Nitori, to assist 
Asian youth in realizing their educational dreams in order to promote 
better relations with Asian nations, to develop human resources, and to 
aid exchanges among international students by supporting exceptional 
undergraduate and graduate students.
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●日本中国友好協会　アリアケジャパン奨学金
＊月額100,000円以上の他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●法学・政治学、商学・経済学関係分野を専攻する者
●中国国籍　●30歳以下

奨 学 金 額 等 月額70,000円

募 集 時 期 前年10月 支 給 期 間 １年間

奨学金の趣旨

初の民間出身の駐中国大使を務められた丹羽宇一郎氏の寄附により、勉
学に意欲的でかつ経済的に困難な中国人私費留学生に対し、経済的不安
の緩和・学習効果の向上および日本と中国のかけ橋となる人材育成を目
的に設立されました。

●野村財団 ＊月額50,000円を超える他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●社会科学・人文科学を専攻する者　●35歳以下

奨 学 金 額 等 月額200,000円

募 集 時 期 前年８月 支 給 期 間 ２年間

奨学金の趣旨
野村證券株式会社の基金拠出により設立され、国際社会における真の相
互理解の実現のために、日本と諸外国との架け橋となる人材として期待
される留学生に対して奨学金を給付します。

●本庄国際奨学財団 ＊他の奨学金併給不可

応 募 資 格 ●大学院生　●修士30歳までに、博士35歳までに入学した、又は入学予
定の者

奨 学 金 額 等

月額200,000円→１～２年間
月額180,000円→３年間
月額150,000円→４～５年間
いずれかを選択

募 集 時 期 前年９月 支 給 期 間 月額によって異なる

奨学金の趣旨

株式会社伊藤園の代表取締役会長本庄正則氏からの寄附により、発展途
上国で恵まれない環境にありながら、向上心に燃える優秀な学生に対し
て奨学援助し､日本と諸外国との心と文化の架け橋になることを希望し
設立されました。
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●Japan-China Friendship Association Ariake Japan Scholarship
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥100,000 per month

Eligibility ● Graduate students　● Students majoring in social sciences
● Citizens of China　● 30 years of age or under

Stipend ￥70,000/month
Application Period Prior year in October
Scholarship Period 1 year

Purpose of Scholarship

　The fund for this scholarship is provided by Niwa Uichiro, the first 
Japanese ambassador to China from the private sector.
　Its purpose is to provide assistance to hard-working, privately 
funded students from China in financial need to mitigate their financial 
concerns so that they may concentrate on their studies and become a 
bridge between the two countries.

●Nomura Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships exceeding ￥50,000/month

Eligibility ●Graduate students　●Majoring in the humanities and social sciences
●35 years of age or under

Stipend ￥200,000/month
Application Period Prior year in August
Scholarship Period 2 years

Purpose of Scholarship

　This foundation was established by Nomura Holdings to realize 
true mutual understanding in international society. The scholarship is 
provided to international students with the expectation that they will 
contribute to building a bridge between Japan and other countries. 

●Honjo International Scholarship Foundation
＊Cannot be combined with other scholarships

Eligibility
●Graduate students　●Master’s students under 30 years of age 
or Ph.D. students under 35 years of age, who have enrolled or are 
planning to enroll

Stipend Select from: ￥200,000/month for 1-2 years; ￥180,000/month for 3 
years; OR ￥150,000/month for 4 to 5 years

Application Period Prior year in September
Scholarship Period Depends on monthly stipend

Purpose of Scholarship

　This scholarship was established by a donation from Masanori Honjo, 
the president of the Itoen Corporation. Its purpose is to provide financial 
aid to outstanding international students from developing nations who 
are motivated to succeed and who will act as a cultural bridge between 
Japan and other countries in the future. 
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〈医療費に￥10,000かかった場合〉
（１）正規生の場合（ダブルディグリー学生、大学院研究生含む）

国民健康保険
（70％）

¥7,000

早稲田大学
学生健康増進互助会

¥2,000
※ １医療機関につき1,000円
自己負担あり。（年度給付
上限額は６万円です。）

自己負担
¥1,000

（２）�非正規生の場合（科目等履修生、交流学生、日本語教育研究センター
所属学生、国際教養学部SP3の学生、委託学生等）

国民健康保険
（70％）

¥7,000

自己負担
（30％）

¥3,000

医療・国民年金

1．国民健康保険
　必ず加入してください。ご家族も日本に滞在する場合は、一緒に加
入することをおすすめします。加入の手続きは、転入手続を行った区
役所（市役所）の窓口で行います。国民健康保険への加入により、治
療費は３割の負担で済むことになります。ただし、保険の対象外の医
療（健康診断・美容整形・正常な出産・交通事故等）もあります。日
本国内において健康保険を取り扱う医療機関で診断を受ける際に、こ
の「保険証」を持参すれば、診療機関受付において医療費の７割が免
除されます。詳しくはあなたが住んでいる市・区役所の窓口に問い合
わせてください。

2．早稲田大学学生健康増進互助会

　学部・大学院の正規生、大学院の研究生が対象の制度で、会費は半
期ごと1,500円徴収されます。
　この制度では原則として国民健康保険が適用された医療費の一部が
上限額（年度６万円）まで補助されます（１医療機関につき月額1,000
円の自己負担あり）。
　病院（医科・歯科）で治療を受ける時は、国民健康保険証および学
生証（契約病院、契約歯科、契約薬局の場合）を提示します。給付の
申請には、申請用紙に領収書（コピー）を添付し、治療を受けた月の
翌月から３ヶ月目の10日までに事務所（学生会館１階）に提出します。
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MEDICAL MATTERS・NATIONAL PENSION

1. National Health Insurance Scheme

　All international students must register for the National Health Insurance 
or Kokumin Kenkou Hoken at the municipal office where they submit a 

“moving-in notification” (Tennnyū todoke). We recommend that your family 
members also register for the insurance if they intend to stay in Japan with 
you. If you are registered under this insurance, the insurance will cover 70% 
of your medical bills. However, please note that certain medical treatments 
are not covered (Example: medical checkups, cosmetic surgery, childbirth, 
and traffic accidents). If you intend to receive treatment from medical 
establishments that accept National Health Insurance, please be sure to 
take your National Health Insurance Card with you. If you need further 
information or assistance, please contact the person in charge at the ward 
or city office of your residence.

2. Waseda University Student Health Promotion Mutual Aid Association
　This association provides support to regular full-time undergraduate and 
graduate students, as well as graduate research students. Every 6 months, 
students are required to pay a membership fee of 1,500 yen. As a rule, 
medical expenses that are covered under the National Health Insurance can 
be subsidized under this system. The maximum annual amount that can be 
subsidized is 60,000 yen per fiscal year. (Note that there is a 1,000 yen fee 
per medical facility claim).  
　When receiving treatment (medical/dentistry), please present your 
National Health Insurance card and student ID card (in cases of hospitals, 
dental clinics, and pharmacies under contract with Waseda) to the medical 

〈If�¥10,000�in�medical�expenses�is�incurred〉
⑴  Regular students (including Double Degree, and graduate school research 

students)

National Health Insurance
（70％）
¥7,000

Waseda University Student Health Promotion 
Mutual Aid Association

¥2,000
※There is a ¥1,000 fee per　

healthcare facility claim
 (¥60,000 maximum coverage per fiscal year)

Self-pay
¥1,000

⑵  Non-regular students (research students, exchange students, SP3 
students of SILS, sponsored students, etc.)

National Health Insurance
（70％）
¥7,000

Self-pay
（30％）
¥3,000
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給付金はMyWasedaの「本人名義口座」に登録した各人の金融機関の
口座に振り込まれることになります。
※科目等履修生、交流学生、日本語教育センター所属学生、国際教養
学部１年プログラム（SP3）の学生および委託学生等はこの制度を
利用できません。

※ 診療月の翌月から３ヶ月目の10日を超過した領収書は無効となりま
すので注意してください。

　（例：４月に受診→７月10日が締め切りです。）
※日本国内の病院での保険診療に限ります。

●学生健康増進互助会（学生会館１階、学生生活課内）
　電　話：03-3203-4349　E-mail：gakusei-kenko@list.waseda.jp
　｜URL｜�https://www.waseda.jp/inst/student/support/studenthealth

「健康診断補助費給付制度」

　所定の期間内に、学生健康増進互助会の契約医院で健康診断を受診した
場合、申請に基づき１年度に１回最大3,000円までを補助する「健康診断補
助費給付制度」があります（学部・大学院の正規生、大学院の研究生のみ
対象）。詳細については、学生健康増進互助会のWebサイトを参照にしてく
ださい。
｜URL｜�https://www.waseda.jp/inst/student/support/healthcheckup

領収書について

　病院（医科・歯科・薬局）で発行してもらう領収書は、患者の氏名や、
国民健康保険で何割の医療費が負担されたかの詳細が、電算処理により打
ち出されているものでなければなりません。

医療費が高額になった場合

　入院など、医療費が高額になってしまった場合には、治療を受けた約３ヶ
月後に、自分の住んでいる市役所または区役所から通知が届きますので、
案内に従って手続をしてください。詳しくは市役所または区役所の窓口に
問い合わせてください。
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institution. In order to apply for a refund, you must submit the designated 
form with a copy of the receipt attached. Applications must be submitted by 
the 10th day of the third month after the month you received the treatment, 
to the office located at the Waseda University Student Center (1st floor). 
Reimbursements will be credited to a financial account registered on 
MyWaseda in your name. 
※Non-degree/research students, exchange students, CJL students, SILS 

1-year program students (SP3) and sponsored students cannot apply to 
this association.

※Receipts submitted after the 10th day of the third month after the month 
you received the treatment will not be accepted. (Example: If you received 
treatment in April, the deadline will be July 10th.)

※Applicable only for insured medical treatment at hospitals in Japan.

● The Waseda University Student Health Promotion Mutual Aid Association 
(Waseda University Student Center 1F, Student Affairs Section)

　Tel: 03-3203-4349　E-mail: gakusei-kenko@list.waseda.jp
　｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/support/studenthealth

Information Regarding Receipts
　Receipts issued by the medical institution (medical/dentistry/
pharmacist) must be electronically processed and include details such as 
patient name and portion of cost that was covered by the National Health 
Insurance. 

For High Medical Treatment Costs
　If you incur very high medical costs, such as extended hospitalization, a 
notification from your local city office will be delivered three months after 
you have received treatment. Please fill out the relevant forms according 
to instructions provided. For more information, please contact the person 
in charge at your city office.

Health Check Assistance
　There is a health check assistance payment of up to 3,000 yen per 
fiscal year for those individuals who receive a health check from off-
campus contracted medical institutions affiliated with the Waseda 
University Student Health Promotion Mutual Aid Association during 
designated periods (only for regular undergraduate and graduate students). 
For more information, please see the Waseda University Student Health 
Promotion Mutual Aid Association’s website listed below.

—URL — https://www.waseda.jp/inst/student/support/healthcheckup
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その他の学生補償制度

　学生早健会が実施している医療給付制度の他に、本学における学生の事
故に対する補償制度には、次のものがあります。（病気は対象外です。）
※学外での活動については事前に申請が必要です。
■ 早稲田大学学生補償制度（傷害補償）
　大学で認められている教育研究活動中［正課中、学校行事中、学校施設
内にいる間、課外活動中（体育各部・公認サークルのみ）、通学中、施設間
移動中］に万が一の事故に遭い、ケガをしてしまった際にみなさんが利用
できる制度です。
｜URL｜�https://www.waseda.jp/inst/student/support/injury/
� （日本語のみ）
■ 早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）
　大学が認めたインターンシップ・教育実習・ボランティア活動中等に、
他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損
害賠償責任を補償する制度です。
｜URL｜�https://www.waseda.jp/inst/student/support/liabilitycoverage/
� （日本語のみ）
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Other Forms of Compensation for Students
　Apart from the health benefit plan that is already set in place, students 
at Waseda University who become involved in an accident may be able to 
receive the following compensation. (This does not include illness.)
＊For activities outside of campus, you will need to apply beforehand.
■ Waseda University student compensation system (Compensation for 

Disability)
　If you’re involved in an accident during activities that are affiliated 
with Waseda University (i.e. in regular curriculum, in school activities, 
extracurricular activities (such as authorized Student Clubs/Circles 
related to Physical Education), in transit to or from school, or in transit 
between facilities), then there is a compensation system which you may 
apply for. 

｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/support/injury/
  (Japanese only)
■ Waseda student compensation system (Liability Coverage) 
　There is a compensation system which students may apply for in case 
of any legal liability incurred due to the damage to people, or to property 
of others whilst on an internship, practicum and/or volunteer work 
approved by the University.

｜URL｜ https://www.waseda.jp/inst/student/support/liabilitycoverage/
  (Japanese only)
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3．早稲田大学保健センター（早稲田キャンパス25-2号館）

　当センターでは、学生の皆さんが心身共に健康な状態で大学生活を
送れるとともに、その期間を活用して健康の基礎作りと、生涯を通じ
て健康の自己管理能力を身につけられるよう支援しています。詳細
は、次のWebサイトを参照してください。
　｜URL｜�http://www.waseda.jp/hoken/
１．学生相談室（６階）　電話：03－3203－4449
①学生相談〈予約制〉
　開室時間：９時00分～12時00分　13時00分～17時00分（月～金曜日）
②法律相談 〈要予約〉
２．保健管理室（25号館１階）　電話：03－5286－9800
①健康相談
　（内科医師）
　受付時間：13時30分～15時40分（月～金曜日）
　（保健師）
　受付時間：９時00分～12時30分　13時30分～17時00分（月～金曜日）
②女性健康相談（女性へルスケア専門医）〈要予約〉
　受付時間：12時30分～14時45分（毎月第３火曜日）
③栄養相談（管理栄養士）〈要予約〉
　受付時間：10時00分～13時00分（水曜日）

３．こころの診療室（５階）　電話：03－5286－8743
【精神科】〈要予約〉
　受付時間：９時30分～11時00分　13時30分～15時30分（月～金曜日）

「学生定期健康診断」
　毎年４月に定期健康診断を実施しています。正規学生は、必ず受けるよ
うにしてください（９月入学者は入学年度のみ10月に受診）。高石記念プー
ルやトレーニングセンターを利用する際には健康診断の受診が必要となり
ます。詳細については、保健センターのWebサイトを参照してください。
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3.  Waseda University Health Support Center (Back of 
Okuma Garden House, Bldg. No. 25-2, Waseda Campus)

　The Health Support Center provides support services so that all students 
can lead a healthy and active student life. Please utilize this center to build 
a foundation for a healthy lifestyle and to gain health management skills. 
For details, please visit the website below:
｜URL｜  http://www.waseda.jp/hoken
a.�Counseling�Room�(6F)��TEL:�03-3203-4449
①Student Consultation (By appointment only)
Office�Hours:
9:00–12:00, 13:00–17:00 (Monday–Friday)
*English counseling is available.

② Legal Consultation <By appointment only>
b.�Health�Care�Room�(Bldg.�25,�1F)��TEL:�03-5286-9800
①Health Consultation

(Physician / Internist)
Office�Hours:�13:30–15:40 (Monday–Friday)
(Health Nurse)
Office�Hours: 9:00–12:30, 13:30–17:00 (Monday–Friday)

② Women’s health consultation (Women’s health care specialist) <By 
appointment only>
Office�Hours: 12:30–14:45 (Every third Tuesday of each month）

③Consultation on nutrition 
(Registered Nutritionist) <By appointment only>
Office�Hours:�10:00–13:00 (Wednesday)

c.�Mental�Health�Consultation�(5F)  TEL:�03-5286-8743
　(Psychiatrist) *By appointment only
　Office�Hours: 9:30–11:00, 13:30–15:30 (Monday–Friday)

Regular Health Checks
　Regular health checkups are offered in April every year. All regular 
students are required to receive the checkup service. (Checkups for new 
students enrolled in September take place in October only for the first 
year.) Students are required to receive checkups to use the Takaishi 
Memorial Pool and/or the Training Center. Please refer to the Health 
Support Center website for more details. 
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４．診療室（３階）　電話：03－5286－3984
①診療科目・受付時間

【内科】【心療内科〈要予約〉】
　受付時間：10時00分～12時40分　14時30分～17時10分（月～金曜日）
　　　　　　10時00分～12時10分（土曜日）
②救急応急処置−急病やケガをした時−
　受付時間：９時00分～17時00分（月～土曜日）

各キャンパス分室
　応急処置や健康相談、病院案内などを行っています。詳細は各分室
にお問い合わせください。
●早稲田分室
　電話：03－5286－2185　　場所：３号館１階
●戸山分室 
　電話：03－3203－3519　　場所：33号館地下１階
●西早稲田分室 
　電話：03－5286－3021　　場所：51号館１階
●所沢分室 
　電話：04－2947－6706　　場所：100号館３階
●本庄分室 
　電話：0495－24－6244　　場所：93号館１階

4．大学周辺の医療機関（P.156 地図参照）

（１）西北診療所（内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科）
https://www.seihoku-clinic.com/
　住　　所：東京都新宿区西早稲田３－12－４
　電　　話：03－3203－5660

（２）ゆみのハートクリニック（内科・循環器科・呼吸器科）
https://www.yumino-clinic.com/
　住　　所：東京都豊島区高田３－14－29　KDX高田馬場ビル１Ｆ
　電　　話：03－5956－8010

（３）山西クリニック（耳鼻科）
http://www.yamanishiclinic.jp/
　住　　所：東京都新宿区早稲田鶴巻町518　第一石川ビル２Ｆ
　電　　話：03－5155－0822
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d.�Clinic�(3rd�Floor)��TEL:�03-5286-3984�
①Types�of�Treatment�&�Clinic�Hours:
[Internal Medicine][Psychosomatic Medicine <By appointment only>]

10:00–12:40, 14:30–17:10 (Monday–Friday)
10:00–12:10 (Saturday)
②Emergency�Treatment�-sudden�illness�or�injury�

Clinic Hours: 9:00–17:00 (Monday–Saturday)

Campus�Branches
　Each branch provides first aid, health consultation, and hospital 
information. For more information, please contact the branch.
●Waseda Branch
　Tel: 03-5286-2185 
　Location: Bldg. 3, 1F 
●Toyama Branch
　Tel: 03-3203-3519 
　Location: Bldg. 33, basement 1F
●Nishi-Waseda Branch
　Tel: 03-5286-3021
　Location: Bldg. 51, 1F
●Tokorozawa Branch
　Tel: 04-2947-6706
　Location: Bldg. 100, 3F
●Honjo Branch 
　Tel: 0495-24-6244
　Location: Bldg. 93, 1F

4. Medical Facilities Near Waseda *Refer to map on page 156
(1)  Seihoku Internal & Surgical Clinic (internal medicine, surgery, 

orthopedics, dermatology, urology)
Address: 3-12-4, Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-3203-5660

(2) Yumino Heart Clinic (internal medicine, cardiology, pulmonology)
Address: 3-14-29, Takada, Toshima-ku, Tokyo, KDX Takadanobaba Building 
1F
Tel: 03-5956-8010

(3) ENT Yamanishi Clinic (ear, nose, and throat)
Address: 2F, 518, Waseda-tsurumakicho, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-5155-0822



医
療
・
国
民
年
金

▍154

（４）尾城眼科医院（眼科）
https://www.oshiro-eye.com/
　住　　所：東京都新宿区西早稲田１－２－３
　電　　話：03－3202－3998

（５）しおのや歯科（歯科）
http://www7b.biglobe.ne.jp/~sdc/waseda.html
　住　　所：東京都新宿区西早稲田１－１－７
　電　　話：03－3232－7935

（６）国立国際医療研究センター病院（総合病院）
http://hosp.ncgm.go.jp/en/index.html
　住　　所：東京都新宿区戸山１－21－１
　電　　話：03－3202－7181

　日本には総合病院や専門病院、個人医院などがあります。どの病院を
受診するかは、病気やけがの種類、程度によります。近隣の医療機関に
ついて、普段から診療科目、診療時間、休診日等チェックしておきま
しょう。
　また、総合病院や大学病院を受診する場合は、診療所などの医療機関
からの紹介状が必要です。紹介状がない場合は選定療養費（初診にかか
る特別な料金）が必要となります。（選定療養費は国民健康保険の対象
にはなりません。）
　受診可能な医療機関を検索する場合は下記のサービスをご利用くださ
い。
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(4) Oshiro Eye Clinic
Address: 1-2-3, Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-3202-3998

(5) Shionoya Dental Clinic (dentistry)
Address: 1-1-7, Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-3232-7935

(6) Center Hospital of the National Center for Global Health and  Medicine
Address: 1-21-1, Toyama, Shinjuku-ku, Tokyo
Tel: 03-3202-7181

　In Japan, there are general hospitals, specialized hospitals, private hospitals, 
and others. The hospital suitable for you will depend on the type and degree 
of your illness or injury. You should make it a habit to check the clinical 
departments, open hours, closed days etc. of the medical institutions in your 
vicinity. 
　It is also important to note that when you visit a general hospital or 
university hospital for the first time, you need to take a referral letter (patient 
referral document) from another medical institution such as a clinic. Patients 
without a referral will be required to pay a “sentei ryoyohi” (an additional fee 
for a first visit without a referral letter). (The “sentei ryoyohi”is not covered by 
the National Health Insurance.)
　The below service offers help in searching a medical institution that you can 
visit.
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東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
　外国語で対応可能な病院の紹介や、緊急時の電話による通訳サービスを行っ
ています。また、ウェブサイトで医療機関を検索できます。
　（http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp）
●東京都保健医療情報センター
　電　　話：03－5285－8181
　受付時間：午前９時00分～午後８時00分（毎日）
　言　　語：英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語
　　＊外国語で診療できる医療機関案内
　　＊日本の医療制度案内
　◆救急通訳サービス
　　電　　話：03－5285－8185
　　受付時間：午後５時00分～午後８時00分（月～金）
　　　　　　　午前９時00分～午後８時00分（土・日・祝日）
　　言　　語：英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語
　 　　医療機関で言葉の問題があるとき、電話による通訳サービスを行います。

5．国民年金
　留学生を含む、日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国
民年金に加入する義務があります。
　詳細につきましてはお住まいの市区町村の役所の窓口でご確認くだ
さい。
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5. English-Speaking Hospitals
(1) Tokyo Adventist Clinic, Tokyo Eisei Byoin

Address:   3-17-3 Amanuma, Suginami-ku, Tokyo.
Phone:   03-3392-6151
Access:   A 10-minute walk from Ogikubo station on the JR Chuo Line.

(2) International Catholic Hospital, Seibo Byoin
Address:   2-5-1 Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo.
Phone:   03-3951-1111
Access:   A 5- minute walk from Shimo-Ochiai station on the Seibu-Shinjuku Line.

(3) St. Luke’s International Hospital, Seiroka Kokusai Byoin
Address:   9-1 Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo.
Phone:   03-3541-5151
Access:   A 5-minute walk from Tsukiji station on the Hibiya Line.

6. Dentists
Tokyo Medical and Dental University Hospital Faculty of Medicine, 
Tokyo Ika Shika Daigaku Igakubu Fuzoku Byoin

Address:   1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo.
Phone:   03-3813-6111
Access:  Ochanomizu station on the JR Chuo Line or Marunouchi 

Subway Line.

7. National Pension
　All people including international students who are living in Japan are 
required to join the Japanese national pension once they become 20 years 
old. For details, please  contact your local municipal office.

Tokyo Metropolitan Medical Institution Information (Himawari)
　Himawari offers information about medical institutions that provide 
treatment in foreign languages. Translation service by phone is also provided 
in case of emergencies. 
　You can search hospitals/clinics in Tokyo using the following website.
｜URL｜ http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp
●Tokyo Metropolitan Health and Medical Information Center

Phone: 03-5285-8181
Hours: 9:00 am–8:00 pm (daily)
Language: English/Chinese/Korean/Thai/Spanish
　Information regarding medical institutions with foreign language services 
　Information regarding the Japanese medical system 

　◆Emergency Translation Service
　Phone: 03-5285-8185
　Hours: 5:00 pm–8:00 pm (Mon-Fri)
　　　　 9:00 am–8:00 pm (Sat, Sun, Holidays)
Languages: English/Chinese/Korean/Thai/Spanish

　If you have language difficulties at a medical institution, translation can be 
provided over the phone.
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住　　　居

　早稲田大学には、留学生・日本人学生の正規生を対象とする学生寮
と、大学間協定に基づいた交換留学生を対象とする学生寮があります
（全てレジデンスセンター所管）。学生寮以外では民間のアパートやマン
ションに入居する学生も数多くいます。これらに入居・引越しをする際
には、P.164の「不動産業者一例」を参考にすることをお勧めします。
※ 「国際学生寮WISH・東伏見学生寮」の入寮申込は入学前の新入生
（正規生）に限られており、途中入寮はできません。
※ 「早稲田大学留学生寮・早稲田奉仕園・西早稲田留学生寮」の入寮
申込は渡日前の大学間協定に基づいた交換留学生に限られており、
途中入寮はできません。

1．早稲田大学学生寮について

　留学生・日本人の在学生を対象とする学生寮として、早稲田大学と協
力関係にある企業等が運営する「早稲田大学提携寮」があります。
　

早稲田大学提携寮

●早稲田大学国際学生寮（W
ウ ィ ド

ID）
　WIDは、本学と提携する㈱共立メンテナンスが運営する早大生専用
寮で、留学生と日本人学生が共に生活しています。RA（レジデント・
アシスタント）が配置され、住み込みの管理人もいるので安心して寮生
活を送ることができます。朝夕の食事付きを選択することもできます。
 
　【問い合わせ先・各寮の詳細情報】
　　　（株）共立メンテナンス
　　　☎0120-88-1030／03-5295-7889
［URL］http://wasedalife.com/

●和敬塾（男子のみ）※推薦学生寮
　公益財団法人和敬塾が管理・運営する男子学生寮です。他大学の学生
も入居しており、大学の枠を超えた交流を図ることができます。RA（レ
ジデント・アシスタント）は配置されていません。
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HOUSING

　At Waseda University, there are student dormitories for regular International 
and Japanese students, and dormitories for exchange students (All the 
dormitories are managed by the Residence Life Center). Of course, there are 
also many students who choose to live in private accommodations as well (e.g. 
apartments). Please refer to the “Real Estate Offices” on pg.165.)
*  Waseda International Student House WISH and Higashi-Fushimi Student 

Dormitory, are exclusively for incoming students (regular students), and do 
not accept applications after enrollment.

*  Applications for Waseda University International Students House, Waseda 
Hoshien, and Waseda University Nishi Waseda International Students House 
are accepted exclusively for exchange students prior to coming to Japan on 
programs with partner universities, and do not permit entry after enrollment.

1. Waseda University Student Dormitories
　“University affiliated dormitories” are for international students and 
Japanese students, and are operated by companies, etc. that are in a 
cooperative relationship with the university.

Waseda University Affiliate Dormitories
 
●Waseda University International Dormitories (WID) 

　 WID, managed by Waseda’s affiliate Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. are 
dormitories exclusively for Waseda University students. Both international 
and Japanese students live in WID. RAs (Resident Assistants) and the 
manager live in the same building, providing a sense of security and relief 
for your life in the dormitory. There is also an option to include breakfast and 
dinner. 

 　[Contact] Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.
 Tel: 0120-88-1030 / 03-5295-7889
 　[URL]  http://wasedalife.com/?lang=en

●Wakeijuku Dormitory (Male-only Dormitory)
　※Recommended Dormitory
　Wakeijuku Dormitory is operated by Wakeijuku Foundation. It is home not 
only to Waseda University students but also to students of other universities. 
Thanks to this, there is a greater chance of experiencing broader exchanges 
with various people. No RA (Resident Assistant) is provided. 
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　【問い合わせ先・寮の詳細情報】
　　　（公財）和敬塾
　　　☎03-3941-7446
［URL］http://www.wakei.org/

●ドーミー　※推薦学生寮
　ドーミーは、㈱共立メンテナンスが管理・運営し、早稲田大学が推薦
する学生寮として、全10棟が用意されています。
　他大学の学生も入居しており、大学の枠を超えた交流を図ることがで
きます。RA（レジデント・アシスタント）は配置されていません。

　【問い合わせ先・寮の詳細情報】
　　　（株）共立メンテナンス
　　　☎0120-88-1030／03-5295-7889
［URL］http://wasedalife.com/

●クレヴィアウィル早稲田　※推薦学生寮
　伊藤忠アーバンコミュニティ㈱が管理運営する学生寮です。他大学
の学生も入居しており、大学の枠を超えた交流を図ることができます。
RA（レジデント・アシスタント）が配置され、住み込みの管理人もい
ます。朝食が提供されます。

　【問い合わせ先・寮の詳細情報】
　　　伊藤忠アーバンコミュニティ（株）
　　　☎0120-558-098／03-3662-5805
［URL］https://cvw-waseda.jp（日本語のみ）

●学生会館　Campus�terrace　Waseda　※推薦学生寮
　㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワークが管理運営する学生寮です。他
大学の学生も入居しており、大学の枠を超えた交流を図ることができま
す。RA（レジデント・アシスタント）が配置され、住み込みの管理人
もいます。朝夕の食事が提供されます（食事無しの契約は不可）。

　【問い合わせ先・寮の詳細情報】
　　　（株）ジェイ・エス・ビー・ネットワーク
　　　☎0120-298-182／03-3200-1030
［URL］https://unilife.co.jp（日本語のみ）
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 　[Contact] Wakeijuku Foundation
 Tel: 03-3941-7446
 　[URL]  http://www.wakei.org/english/index.html

●“Dormy”※Recommended Dormitory
　There are 10 “Dormy” Dormitories, which are operated by Kyoritsu Maintenance 
Co., Ltd. and recommended by Waseda University. They are home not only 
to Waseda University students but also to students of other universities as 
well. Thanks to this, there is a greater chance of having wide exchanges with 
various people. 
　No RA (Resident Assistant) is provided. 

 　[Contact] Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.
 Tel: 0120-88-1030/03-5295-7889
 　[URL]  http://wasedalife.com/?lang=en

●CREVIA WILL Waseda　※Recommended Dormitory
　This is a student dormitory operated by Itochu Urban Community. Since 
students from other universities reside here as well, you will have a chance to 
experience exchanges with people beyond the framework of the university. RA 
(Resident Assistant) is provided, and the manager lives in the same building. 
Breakfast is provided.

 　[Contact] Itochu Urban Community
 Tel: 0120-558-098/03-3662-5805
 　[URL]  https://cvw-waseda.jp (Japanese only)

●Campus terrace　Waseda　※Recommended Dormitory
　This is a student dormitory operated by JSB Network Corporation. Since 
students from other universities reside here as well, you will have a chance to 
experience exchanges with people beyond the framework of the university. RA 
(Resident Assistant) is provided, and the manager lives in the same building. 
Breakfast and dinner is provided (you cannnot sign up for a no meal plan).

 　[Contact] JSB Network Corporation
 Tel: 0120-298-182/03-3200-1030
 　[URL]  https://unilife.co.jp/ (Japanese only)
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2．民間住居の種類
（１）アパート
　集合住宅のうち、木造のものまたは軽量鉄骨造のものをいいます。
室内に台所・風呂・トイレがあるものが多いですが、風呂がないもの
やトイレが共同のものもあります。

（２）マンション
　集合住宅のうち、鉄筋コンクリート造や鉄骨造のものをいいます。ア
パートよりも丈夫で高級なものが多い反面、家賃もアパートより高額です。

（３）シェアハウス
　専用スペースは居室部分のみで、シャワー・トイレ・リビング・ダ
イニング・キッチン等は他の住人と共同で使用します。家具付きのた
め、初期費用が抑えられます。

（４）ホームステイ
　日本人の家庭で、家族の一員として一緒に生活する形態を指します。
　一般的には短期ですが、長期間で受け入れてくれる家庭もあります。

3．住居費の概要

　住居費は、大都市と地方都市では、大きく差が出ます。また大都市に
おいても都心までの距離・交通の便などによっても住居費に差が出ます。
もちろん部屋の広さ、設備、建物の新・旧によっても違いがあります。
　一般的に日本の習慣として、入居するときには、部屋代のほかに、
礼金（権利金）、敷金（保証金）を支払わなければなりません。

●礼金（権利金）
　家屋や部屋を借りるとき、これを利用する利益の対価として、家主
に支払う一時金のこと。金額は、通常、部屋代の１～２ヶ月分くらい
です。返金はされません。

●敷金（保証金）
　家屋や部屋を借りるとき、家主に対して、部屋代（家賃）を滞納し
たときや、部屋や備品を損傷したときのための担保として預けておく
保証金。金額は一般的に部屋代の１～２ヶ月分くらいです。
　敷金は、部屋を出るときに部屋代の未払いがないかどうか、部屋に
損傷がないかどうかを確かめた上で、返金されます。

●共益費
　部屋代に含まれる場合もありますが、別に、共用部分（階段やトイ
レなど）電気代・水道料金・ゴミ処理の費用・清掃の費用として請求
される場合もあります。
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2. Types of Private Accommodation
(1) Apartments

　This type of housing complex is built of wood or light-gauge steel. Many 
rooms include a kitchen, bath and toilet, but some come without a bath, or 
with a shared toilet. 　

(2) Condominiums
　This type of housing complex is built of reinforced concrete or steel. 
Many are built stronger and higher quality than apartments, but the rent is 
more expensive.  　

(3) House Sharing
　When a house is shared, the only private room is the bedroom. The 
shower, toilet, living room, dining room, kitchen, etc. are shared with other 
occupants. Furniture is included, allowing you to cut down on initial costs.  

(4) Homestay
　Homestay students live as a member of a Japanese family. These are 
usually short-term, but some families may accept long-term homestay 
students.  

3. Accommodation Charges
　There is a substantial difference in rent between big cities and rural areas. 
Even within a big city, the rent depends on access or distance from the city 
center. It also goes without saying that charges vary according to the size 
and appearance of the room, and the facilities provided.
　In Japan, it is customary to pay a lump-sum amount before taking up 
residence, in the form of key money (reikin , non-refundable) and deposit 
(shikikin), in addition to one month’s rent in advance.

KEY MONEY (reikin)
　A person renting a house or room in Japan generally pays the owner a 
certain amount as a gratuity. The amount of money is equivalent to about 
one to two months of rent. Please note that this money is non-refundable.

DEPOSIT (shikikin)
　A deposit is paid to the owner as security for any failure to pay rent and 
for any damages to the room or equipment. This is refunded when a tenant 
leaves the house, unless there is any previous neglect in paying rent or 
damage to the room. The amount is equivalent to approximately 1 to 2 
months of rent.

PUBLIC AMENITIES CHARGE
　The Public Amenities Charge is sometimes included in the rent. If not, you 
may be billed separately for electricity and water supply charges for areas in 
common use, garbage fees, and a charge for cleaning the apartment.
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4．住居を探すときに
（１）不動産業者一例
●（株）早稲田大学プロパティマネジメント　学生住宅センター
　早稲田大学が100%出資する関連会社です。学生向きの物件を多く
扱い、一般の賃貸物件仲介業者と比べて手数料が安く、安心して紹介
を受けることができます。
　〒169-0071　新宿区戸塚町１－103　99号館１階　早稲田STEP21
　☎03-5285-3016　［URL］http://waseda-housing.com/fp-9907/
　E-mail: housing@waseda-pm.com（英語・中国語対応可）
●早稲田大学生活協同組合（生協）
　早稲田大学の学生、教職員が出資する生活協同組合です。
　〒169-0051　新宿区西早稲田１－６－１　17号館２階トラベルサービスセンター内
　☎0120-023-931　（携帯電話からは☎03-3207-8613）
　［URL］http://www.wcoop.ne.jp

（２）不動産業者に行くとき
ａ．アパートを探しに行くときには、保証人や日本人の友人・先輩な

ど、日本の事情をよくわかっている人と一緒に行くことをおすす
めします。

ｂ．不動産業者を利用するときは、まず自分の希望条件（部屋代、部
屋の広さなど）をはっきり伝えることです。その条件にしたがっ
て部屋を見せてくれます。気に入らなくて断った場合でも、案内
料はとられません。気に入って入居しようと思った場合、不動産
業者に仲介手数料として部屋代１ヶ月分を支払うのが一般的です。

ｃ．その場で決心がつかないが、その部屋を借りる権利を確保してお
きたい場合は「手付金」を要求されることがあります。このお金は、
あとで契約が成立したとき、家主に支払う代金の一部になります
が、契約しない場合でも、返金されませんので注意してください。

5．住居を借りるときの注意

　気に入った住居が見つかったら、いよいよ契約になります。その際
の注意点をいくつか述べておきます。
ａ．契約のとき、通常日本人の連帯保証人が必要となります。契約の内

容については、十分に説明をしてもらってから契約しましょう。原
則として、自分で連帯保証人を見つけなくてはなりません。連帯保
証人については「 6．連帯保証人について」をご参照ください。
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4. On Looking for Housing
(1) Real Estate Offices

　◦ Waseda University Property Management Corp., Student Housing Center 
(Gakusei Jutaku Center)

　This company is a wholly owned subsidiary of Waseda University. It 
handles many properties suitable for students, its handling fee is cheaper 
than other ordinary housing intermediaries, and is safe to deal with.
　　Address: WASEDA STEP21
　　 Bldg. no. 99, 1F, 1-103 Totsuka-cho,
　　 Shinjuku-ku, 169-0071
　　Tel : 03-5285-3016
　　[URL]  http://waseda-housing.com/fp-9907/
　　E-mail: housing@waseda-pm.com (English/Chinese available)
　◦Waseda University Cooperative Union (Sei-kyo)
　This is a Cooperative Union funded by the students, professors, and staff 
members of Waseda University.
　　Address: Travel Service Center 2F Bldg. 17, Waseda Campus, 
　　　　　　　1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, 169-0051
　　Tel: 0120-023-931 (from cell phones: 03-3207-8613)
　　[URL]  http://www.wcoop.ne.jp/

(2) When Going to a Real Estate Agent
a. When looking for an apartment, we recommend that you be accompanied by 

your guarantor or a Japanese friend who understands Japanese customs well.
b. When using a real estate agent, you must clearly state your preferences 

(location, rent, room size, etc.). They will then show you rooms that 
match these preferences. They will not charge a fee for showing you 
around, regardless of whether you sign a contract or not. If you are 
shown a room you would like to rent, however, you are generally required 
to pay a commission to the real estate agent when signing the contract 
(usually equivalent to about one month’s rent).

c. You will be asked to pay your agent a deposit known as Tetsuke-kin, if you see 
a room you like but cannot decide at once and want to make sure that you 
are given first priority over the room. This sum of money will be used as part 
of the money paid to the owner when the contract is signed. However, please 
note that the Tetsuke-kin will not be refunded even if no contract is signed.

5. Contract Precautions
　Once you find a room you like, a contract is signed. Below are some 
points of caution for signing a contract. 
a . A Japanese guarantor will usually be required to co-sign the 
contract.

　 　Make sure that you understand and agree to all details of the contract 
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ｂ．部屋を借りるときの契約期間は、通常２年間です。もし、はじめ
から半年間や１年間等、居住期間の短いことが分かっていたら、
契約前に不動産業者に伝えましょう。

ｃ．契約時に契約書を渡されますが、この際特別な事項が付け加えら
れていることがあります。このことは口頭でも説明されることに
なっていますが、自分に不利な条件でないかどうかを確認してか
ら署名・捺印するようにしてください。

ｄ．一度賃貸契約書にサインすると、たとえ翌日に解約したとしても
支払った礼金や家賃は返却してもらえません。賃貸契約書には十
分に検討し納得した上でサインをしてください。

ｅ．部屋に住めるのは賃貸契約書に契約者として記載がある人のみです。
契約者以外が一緒に住む場合には、必ず家主の許可を取りましょう。

ｆ．日本の習慣では、部屋代は月払い前納（毎月末日までに翌月分を
支払う）です。

ｇ．住んでいた部屋から出るときには、１ヶ月か２ヶ月前までに、そ
のことを家主に伝えなければなりません（契約内容を各自確認す
ること）。もし予告なしに突然部屋を出ると、１～２ヶ月分の部
屋代を余分に支払うことになります。この分は通常敷金から差し
引かれます。

ｈ．部屋を出るときは、入居したときと同じ状態であることが要求され
ます。壁に釘を打ったり、部屋を汚したまま出ると、原状回復費
用を要求されることがあるので、注意しましょう。そうした問題
にならないように、部屋をよく掃除し、最後に部屋を出るときに
は、家主に部屋を点検してもらった上でお金を精算し、鍵を返し、
あいさつをして、お互いに気持ちよく出るようにしましょう。

6．連帯保証人について

　部屋を借りる際、連帯保証人が必要となりますが、原則は自身の責
任で連帯保証人をたてる必要があります。しかし、日本に来たばかり
で、どうしても日本で連帯保証人を見つけることができない場合は、
本学の関連会社である株式会社早稲田大学プロパティマネジメントを
窓口とした賃貸保証サービスを利用することも可能です。

（株）早稲田大学プロパティマネジメント　学生住宅センター
〒169-0071　新宿区戸塚町１－103　99号館１階　早稲田STEP21
　　　　　　☎03-5285-3016
　　　　　　E-mail: housing@waseda-pm.com（英語・中国語対応可）
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before signing it. As a rule, students must find their own guarantor. For 
more information, please refer to Section 6 “Guarantor”.

b. Most rental agreements are 2 year contracts.
　If you want to rent a room for only several months or one year, you 
should specify this to your real estate agent beforehand.

c. Special clauses may be added to your contract. 
　These details should be explained to you in person while referring to the 
written contract. Please confirm that you fully understand these clauses 
and that they are not unfavorable to you before signing.

d. Once you sign the contract, a refund of the key money and rent 
is not possible, even if you cancel the contract the next day. 

　　Sign the contract after careful consideration and understanding thoroughly. 
e. The only person that can live in the rented room is the 

contractor whose name is written on the contract. 
　　Be sure to get permission from the landlord when someone besides the 

contractor will be living with you.
f. Monthly rent is pre-paid.

　According to Japanese custom, rent is pre-paid on a monthly basis (next 
month’s rent is due by the end of the previous month).

g. You must inform the owner one or two months in advance if 
you intend to leave the room (Make sure to check your contract 
agreement regarding this).
　If you leave the room without any advance notice, an additional 1 to 2 
months of rent may be charged by the owner. This sum of money is usually 
deducted from the deposit money.

h. You must leave the room in the same condition as when you 
moved in.
　If you have put nails in the wall, or left any stains in the room, you 
will have to compensate for the damage. To avoid any issues, clean the 
room thoroughly and have the landlord inspect the rooms. After clarifying 
deposit issues, return the keys to the landlord. 
　The deposit money will later be refunded after subtracting cleaning fees.

6. Guarantor
　In order to sign a housing rental agreement, you will need a guarantor. In 
general, you are responsible for finding a guarantor on your own. However, 
if you have just arrived in Japan and are unable to find a guarantor, you may 
utilize guarantor services introduced by the Waseda University affiliated 
Waseda University Property Management Corp.  

Waseda University Property Management Corp., Student Housing Center 
　WASEDA STEP 21
　Bldg. no. 99, 1F, 1-103 Totsuka-cho, Shinjuku, Tokyo, 169-0071
　Tel: 03-5285-3016
　E-mail: housing@waseda-pm.com (English/Chinese available)
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7．その他

【重要！！】
　留学生のための住居に関するサポートには以下のものがあります。
① 早稲田大学国際学生寮（WID）・ドーミーにおける「留学生特別料金」
　早稲田大学国際学生寮（WID）のＡタイプの寮室、ドーミーに留学生
特別料金で入居可能です。日本国籍以外の国籍を有する方に、自動的に
適用されます。

②社員寮への入寮推薦
③東京国際交流館（TIEC）への入館推薦
④その他の奨学生会館への入館推薦
・①～④のサポートについては、在学中、いずれか１つのサポートのみ受
けることが可能です（ただし①に関しては、留学等による理由により一
度退寮した後、同じ学生寮へ再入寮する場合については再度留学生特別
料金の適用が可能）。

・2014年４月以降、「③東京国際交流館への入館推薦」については、①・②・
④のサポートを受けた場合であっても、申込み可能です（ただし、東京
国際交流館の空室状況によります）。

社員寮について
　日本の民間企業のご厚意により、留学生の皆さんのために社員寮を提供
いただいています。社員寮は全て個室で、寮費や朝夕の食事代も他と比べ
て好条件です。ただ、募集はほとんどが独身・男子に限られること、寮に
は門限等の規則があり、それらを守れることが入寮の第一条件といえるで
しょう。日本語でのコミュニケーション能力も必須です。
●申込み方法
　 申込みはレジデンスセンターを通して行われます。
　空き部屋が出次第、MyWasedaに公募のお知らせを掲載します（随時）。

東京国際交流館について
　東京国際交流館は、各国の優秀な大学院生や研究者が、生活や様々な国
際事業・文化的事業を通じて、居住者相互や外部の人々との交流を行う、
質の高い生活・交流空間を提供する施設です。
単身者・夫婦・家族用の部屋があります。
●申込み方法
　 申込みはレジデンスセンターを通して行われます。
　空き部屋が出次第、MyWasedaに公募のお知らせを掲載します（毎月）。

その他の奨学生会館について
【磯野育英奨学会シェアハウス型学生寮】
　東京都内の大学に学ぶ、学力優秀かつ経済的困難を有する学生に、健康
で文化的な勉学生活の環境を提供し、共同生活を通じて社会性を身に付け
る等、有意な人材を養成することを目的とした学生寮です。
●申込み方法
　 申込みはレジデンスセンターを通して行われます。
　空き部屋が出次第、MyWasedaに公募のお知らせを掲載します（随時）。
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7. Others

Tokyo�International�Exchange�Center
　The Tokyo International Exchange Center is a center which provides high quality 
living and exchange for top-class graduate students and researchers. Exchanges 
between residents and with external parties are facilitated through daily interactions and 
various international/cultural projects. There are rooms for singles, couples, and families.
● How to apply:
　Applications are handled through the Residence Life Center. Room openings will 
be announced on MyWaseda as they become available. (every month)

Other�Scholarship�Student�Houses
【Isono Education and Scholarship Foundation Share House-style Student Dormitory】
　This student dormitory offers enrollees of universities located within Tokyo 
Metropolis who excel academically and face economic difficulties a wholesome and 
culturally rich environment for living and studying. The purpose of the dormitory is 
to nurture talent in promising students, such as by providing a shared living space 
in which they can hone the finesse with which they interact with other people and 
contribute to their communities.
● How to apply:
　Recruitment is conducted through MyWaseda as rooms become available. 
Applications are handled through the Residence Life Center. 

[NOTE!!]
　The following housing support services are available to international students of 
Waseda University.
1. “International Student Special Rate” for Waseda International Dormitories (WID) 

and “Dormy”.
“International Student Special Rate” is available for international students at WID 
(only for rooms type-A) and “Dormy”.
*The Special Rate will automatically be applied to non-Japanese nationalities.

2. Recommendation and application for Company Housing.
3. Recommendation and application for Tokyo International Exchange Center (TIEC)
4. Recommendation and application for Assuran Scholarship Student House etc.
[Important!!]
　Students are eligible to receive only one of the above 4 services while enrolled. 
*Regarding 1, in case a student moves out the dormitory due to studying abroad 
etc., it is still possible to move back in the same dormitory again with “International 
Student Special Rate.”

*Regarding 3, you will be able to apply for TIEC after April 2014 even you have 
already received one of other three services above (1, 2, 4). Please be aware that 
application acceptance depends also on vacancies.

Company�Housing
　Owing to the goodwill of Japanese companies, we are able to offer company housing 
to international students. All company housing units consist of single rooms. Compared 
to other places, dormitory fees and meal (breakfast and dinner) fees are very reasonable. 
However, there are some conditions for entry, for instance, most applications are only 
open to singles or men and there are curfews which must be abided by. 
●How to apply:
　 　Recruitment is conducted through MyWaseda as rooms become available. 

Applications are handled through the Residence Life Center.  



日
本
で
の
就
職

▍170

日本での就職

　日本への留学生の絶対数が増えたことと、企業活動のグローバル化が
進んだことにより、国籍を問わず優秀な人材を確保したいと考える企業
が増え、外国人留学生の採用は確実に増加しています。
　しかし、日本企業の社員採用は、国際的に見ればかなり特殊な形で行
われており、そうした状況を知らない留学生にとっては厳しい環境で
す。日本での就職を考えている方は、状況を十分に把握して、早めの準
備と行動を心がけてください。

1．日本企業の雇用状況

　日本企業による大学卒業者の採用は、基本的には３月卒業、４月入
社を前提とした一括定期採用であり、９月卒業者であっても４月まで
入社を待つ場合がほとんどです。
　雇用形態としては、終身雇用が前提の正社員採用が基本であり、３
年や５年などと期間を限定した雇用は一部に過ぎません。現在、大卒
社員ひとりの生涯賃金は３億円とも言われており、それだけの賃金を
払うに値する人物か否か、企業側は真剣に学生の質を見極めようとし
ています。そのため、志望理由書であるエントリーシートによる書類
選考や、数次にわたる面接、グループディスカッション、筆記試験等、
多くの選考を行います。比較的簡単に採用が決まるアルバイトとは全
く別であると考えてください。

2．採用選考の時期

　日本で就職をするためには、就職活動の流れと時期を把握すること
が重要です。就職活動は４月入学者は学部３年・修士１年、９月入学
者は学部４年・修士２年の冬頃から始まり、半年以上かかります。日
本企業の多くは一斉に募集を開始し、ほとんどの企業が同じ時期に採
用選考を行うため学業との両立のためには計画性が必要です。
　2022年４月入社予定の就職活動をする場合には、2021年３月１日に
就職サイト等でのウェブエントリーが可能になり、会社説明会が始ま
ります（注①）。その後、面接選考を経て採用が決定し、10月１日以降
に開催される内定式で正式な内定が通知されるのが主流です（注②）。
これらの選考の準備として、キャリアセンターではガイダンス、各種
セミナーなどに加え、外国人留学生のためのイベントや個別相談を日・
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JOB-HUNTING IN JAPAN

　Due to an increase in the number of foreign students and the globalization 
of corporate activity, more firms are looking to secure high-quality human 
resources regardless of nationality. Due to this, employment of international 
students in Japan is steadily increasing. 
　The recruitment and selection strategy of Japanese corporations are quite 
distinct as compared to other countries. Thus, it can be a great liability if 
international students do not understand the unique aspects of Japanese 
recruitment. Students interested in working in Japan should ensure that they 
clearly understand such conditions and make early preparations.

1. Employment Situation in Japanese Companies
　In general, most Japanese companies hire “March graduates” as a large 
group of new employees in April on an annual basis. Outside this period, 
recruitment opportunities are fewer. Most September graduates will have to 
wait until the following April to start work.
　The employment structure is based on regular, full-time employment for 
life. Currently, lifetime wages of an average university graduate employee 
equal approximately 300 million yen. Companies will evaluate carefully the 
applicant’s qualities to determine whether they are suitable. Thus, the selection 
process has multiple steps: entry sheets (resumes), rounds of interviews, group 
discussions and written examinations. Please note that the employment process 
is completely different from the relatively easy hiring process of part-time jobs.

2. Recruitment Schedule
　It is very important to have a clear understanding of the flow and timing of 
job-hunting in Japan. Job-hunting for students who have entered university 
in April begins in the winter of the undergraduates’ third year (first year for 
masters students). For students who have entered university in September, 
job-hunting will begin in the winter of the undergraduates’ fourth year (second 
year of masters). It can span over at least six months. Most companies 
begin their recruitment campaigns and conduct employment screening at the 
same time, so careful planning is necessary in order to balance schoolwork 
with job-hunting.
　For students preparing to start work from April 2022, online entries 
through websites will begin on March 1, 2021*1. Company information 
sessions and interviews will follow. A ceremony to officially confirm 
candidates’ employment will be held after October 1. This is the general 
flow for job-hunting in Japan*2.
　To prepare for this shift, the Career Center conducts career guidance, in 
addition to various support seminars and events, and individual consultation 
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英両言語で実施しています。
注①　 政府主導の就活ルール。多くの日系企業がこのルールに則って

採用活動を行いますが、外資系企業など、このスケジュールよ
り早く採用活動を行う場合もあります。

注②　 2020年９月時点の想定であり、実際のスケジュールは変更にな
る可能性があります。

3．選考方法

　企業の志望者リストに登録するエントリーに始まり、会社説明会、
エントリーシート（または履歴書）等の書類提出、面接数回、その間
に筆記試験（言語的能力、非言語分野、論理的思考力、数的処理能力
などをみる適性検査、時事問題、一般常識、作文等）、そして内定と
いうのが代表的な選考過程です。一方で、具体的な選者のプロセスや
試験の形式などは企業や業界によって異なりますので、自分の応募す
る企業の選考方法につき、よく確認してください。
　正社員採用の場合、留学生も日本人と同じ選考を受けることがほと
んどであり、選考基準も同じレベルを要求されます。
　なお、エントリーやエントリーシート提出、筆記試験の実施をイン
ターネット上で行う企業も多くなっています。

4．選考を突破するために

①準備は早めにはじめましょう。
 　日本国内で就職を希望する場合には、キャリアセンターホーム
ページまたはWaseda Moodleで御覧頂ける「就職活動ガイドブッ
ク」及び「Job Hunting Handbook (in English)」を熟読し、スケジュー
ルに乗り遅れないように就職活動を開始しましょう。選考では、（1）
自己PR（2）学生時代に何をどう考え行動し、その経験から何を学
んだのか、（3）志望する企業でどのような仕事をしたいのか、それ
はなぜか、など、みなさんの価値観について深く聞かれることが多
いでしょう。なぜ日本に来たのか、何を学んでどのように職業につ
なげたいのかを明確にして大学生活を送るとよいでしょう。

②日本国内で就職を希望するのであれば、日本語能力が必要です。
 　日本国内にある企業は、外資系企業でも取引先企業や顧客が日本
人の場合がほとんどのため、日本語能力を重視します。まずは日本
語能力試験（JLPT）N1級を目標として言語能力の向上に努めましょ
う。選考では日本人学生と同様に選考に参加することになります。
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for our international students in both Japanese and English. 
*1  Job-hunting rules are promoted by the Japanese government. Many 

Japanese firms carry out recruitment following these rules, but other firms 
such as foreign-owned corporations recruit students earlier.

*2 Assumed as of September 2020. The schedule is subject to change.

3. Selection Procedures
　Common employment procedures are as follows. It will start with “pre-
entry” where students register themselves on the company’s application list. 
Participation in corporate information sessions, recruitment talks, submission 
of documents including entry sheets (or personal resumes), multiple 
interviews and written examinations will follow. Written examinations may 
include tests on language ability, non-verbal skills, logical thinking skills, 
aptitude tests on numerical data processing, current affairs & general 
knowledge, and essays. After all these steps are taken, an applicant may be 
offered a position. But on the other hand, specific selection processes and 
exam formats vary by company and industry, so please make sure to confirm 
the screening methods of the particular company you wish to apply for.
　For regular, full-time employment positions, international students usually 
undergo the same procedure as Japanese students and similar selection 
criteria are applied. 
　It is very common now for companies to require applicants to complete 
entry sheets and take examinations online.

4. Successfully Completing the Selection Procedure
１．If you wish to be employed in Japan, you need to read carefully and 

thoroughly the “Job Hunting Guidebook” and “Job Hunting Handbook (in 
English)” available on the Career Center website and Waseda Moodle, 
and make sure to start job hunting well on time. During the selection 
procedures,
ⅰ．Self-Analysis
ⅱ．Thoughts and actions while in university and what you had learnt 

from those experiences
ⅲ．Job preference within the company and the reasons behind this choice
Do clearly identify your goals for coming to Japan and how you plan to 
achieve them, what you plan to learn in general and your preferred job 
types. Understanding your career goals can help to enhance your time 
at university as well!

２．To be hired by a Japanese corporation, command of the Japanese 
language is essential. For companies in Japan, including Multi-National 
Corporations (MNCs) and locally incorporated companies abroad, 
Japanese language proficiency is highly regarded, as most clients 
are Japanese. It is recommended that students aim to pass Japanese 
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外国人留学生を企業が採用する目的を理解したうえで、早めに行動
を開始しましょう。
【外国人留学生を企業が採用する目的】（1）国籍にかかわらず、優秀
な人材を採用するため、（2）日本と海外現地法人などの橋渡し役を
期待しているため、（3）社内活性化および国際化を目的として採用
するため、等があげられます。なお、日本企業の現地法人の社員と
して就職する場合でも、日本との橋渡し役を期待されているため日
本語能力は必須です。
③日本の社会や企業について、見聞を広げましょう。

 　日本には約382万社の企業があり、早大生はそのうちの約2,800社
に内定を得ています。海外に進出している有名企業以外にも優良な
企業は数多くありますので、日本にどのような業界・企業があるの
か普段から意識しているとよいでしょう。アルバイトやインターン
シップ体験、新聞の経済欄やビジネスに関する書籍・雑誌・テレビ
番組などを視聴することも、日本企業やそのビジネススタイル、社
員の働き方について知る良い機会になるでしょう。

5．キャリアセンター

　就職ガイダンス、業界研究講座をはじめとする各種イベントの開
催、個別相談（日英）、求人情報・インターンシップ情報の提供等を
通し、学生のキャリア形成や就職を支援しています。
所在地　戸山キャンパス30号館学生会館３階
通常開室時間　平日10：00～16：00
　　　　　　　土曜閉室
★C Space（早稲田キャンパス６号館１階南側）
資料閲覧、セミナーイベント開催（不定期）
開室時間　平日10：00～18：00
＊祝日（授業を行う休業日を除く）は閉室となります。
｜URL｜�https://www.waseda.jp/inst/career/
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Language Proficiency Test (JLPT) N1. Please do note that the selection 
procedure will be similar to that of a Japanese applicant. You will gain a 
competitive advantage if you can learn more about why corporations are 
eager to recruit international students.
Objectives behind recruiting international students are as follows:
a ．Corporations are employing talented workers, regardless of nationality.
b ．To act as a bridge between Japan and overseas operations.
c ．Energizing the working environment and providing an international 

perspective to the workforce.
３．Deepening your understanding of Japan as a society and her corporate 

culture is important. There are about 3,820,000 corporations in Japan 
and some 2,800 companies have employed graduates from WASEDA 
University. There are many outstanding companies in the Japanese 
market. International students may only be aware of the large and famous 
companies that have an established presence in their home countries. 
Paying attention to the various kinds of industries and companies in your 
daily life can help you make a more informed choice. Through part-time jobs 
and internships, financial sections of newspapers, TV programs, magazine 
and books on businesses can inform you about Japanese companies, their 
business style, and what it means to be an employee in Japan.

5. Waseda University Career Center
　The Waseda University Career Center is dedicated to assisting you in 
identifying and developing your career goals through various career advancement 
and development programs, such as job-hunting guidance, seminars on various 
industries and companies, and entry-sheet writing. An understanding of your 
career ambitions, skills and core work values will enhance your chance 
of making a better and sound career choice. We also provide individual 
consultation in Japanese and English. If you have any questions regarding the 
employment market in Japan, please do not hesitate to visit the Career Center.
[Location]  3F, Student Union Building 30, Toyama Campus
[Office�Hours] 
　Weekdays 10:00 – 16:00
　Saturday closed
★C Space (On the south side, 1F, Building No. 6, Waseda Campus) 
View materials; events and seminars held irregularly.
Opening Hours: Weekdays 9:00 – 18:00
※Closed on public holidays (except holidays with classes).
｜URL｜https://www.waseda.jp/inst/career/en/
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キャリアセンター留学生メールマガジンに登録しよう

　主に外国人留学生を対象とした求人・インターンシップ・就職支援行事
開催等の情報を盛り込んだ「キャリアセンター留学生メールマガジン」を
月２回日本語と英語で配信しています（夏季休暇・冬季休暇を除く）。バイ
リンガル人材や海外現地採用の情報も含まれます。希望者は氏名・学籍番
号を記載し、「留学生メールマガジン希望」と表題に明記の上、career@list.
waseda.jpにメールでお申込みください。メールマガジンは皆さんの早稲田
のアドレスに配信します。

卒業・修了後に就職活動を継続する場合の在留資格について

　正規課程に在籍する留学生が卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場
合に「特定活動」への在留資格変更を許可し、さらに１回の期間更新を認
めることにより、最長360日間滞在が可能となりました。また、個別申請に
より週28時間以内の資格外活動の許可が与えられます。
　入国管理局への申請には、大学の推薦状をはじめとする数種類の立証資
料が必要です。推薦状についてはキャリアセンターで発行します。
　推薦状発行手続に関しまして、キャリアセンターのwebサイトをよく確認
してください。
　（卒業・修了後に就職活動を続ける場合）
　  https://www.waseda.jp/inst/career/students/overseas/
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E-Newsletter�for�International�Students
　Available in Japanese and English, this service aims to provide our international 
students and bilingual career seekers with information and schedules of recruitment 
exercises and talks, development workshops, career fairs and recruitment/
internship information. It is issued twice a month (excluding summer and winter 
recesses). Interested students, please email us at career@list.waseda.jp with your 
name and student ID number. Please indicate clearly in the topic, “Subscription 
to E-Newsletter for International Students”. All messages will be directed to your 
Waseda email account.

Visa�status�while�job�hunting�following�graduation�or
�completion�of�your�program

　International students who graduate from a regular full-time program are allowed to 
change their visa status to “Designated Activities” if they wish to continue their job-
seeking activities after graduation. Students can apply for an Extension of Period of 
stay which will allow them to extend their stay in Japan, up to 360 days beyond the 
expiration date of their original visa. Students can also apply for a permit to engage in 
up to 28 hours of activity outside of the designated visa. When applying for a change 
of Status of Residence or an Extension of Period of Stay, you will need to obtain an 
official university recommendation letter. For more information about procedures related 
to the university recommendation letter, please refer to the Career Center’s website.
<Visa Matters>
https://www.waseda.jp/inst/career/students/overseas/ (Japanese)
https://www.waseda.jp/inst/career/en/students/visa/ (English)
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生活情報

1．総　合

●東京都生活文化局広報広聴部「都民の声課（外国人相談）」
　住所：新宿区西新宿２－８－１　東京都庁第一本庁舎３階南側
　｜URL｜��http://www.metro.tokyo.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/

madoguchi/koe/tominnokoe/index.html
使 用 言 語 電　　　話 相 談 日 相　談　時　間
英　　　　語 03－5320－7744 月～金

９：30～12：00

13：00～17：00
中　 国　 語 03－5320－7766 火・金

韓 国 語 03－5320－7700 水
（2021年10月現在）

　内容： 東京で暮らしている外国人の方々のために、入国関係、婚姻、
国籍、しごとなど、日常生活における相談に応じます。ご来
訪の場合は、事前にご連絡ください。

2．人権問題

●外国語人権相談ダイヤル（東京法務局）
　日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じるた
め、専用の相談電話（ナビダイヤル）を設置しています。全国どこか
らでもこの電話番号にかけていただくことにより人権相談をお受けし
ます。
電 話 番 号 0570－09－0911
対 応 時 間 平日（年末年始を除く）９：00～17：00

対 応 言 語
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガ
ル語、インドネシア語、ベトナム語、ネパール語
及びスペイン語

※ この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、
管轄の法務局・地方法務局につながります。

　電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
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DAILY-LIFE INFORMATION

1. General Matters
● Tokyo Metropolitan Government Consultation Service for 

Foreigners
Address:“Consultation for Foreigners”

Resident Voice Section, Public Relations and Hearings Division, 
Bureau of Citizens and Cultural Affairs, Foreign Residents’ 
Advisory Center (First Main Building of the Tokyo Metropolitan 
Government)
2-8-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-8001

　｜URL｜  http://www.metro.tokyo.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/
madoguchi/koe/tominnokoe/index.html

Language Date�of�consultation* Time Telephone�number
English Monday–Friday 9:30–12:00

13:00–17:00

03-5320-7744
Chinese Tuesday & Friday 03-5320-7766
Korean Wednesday 03-5320-7700

*Consultations are not available during national holidays. (As of October 2021)

　The Tokyo Metropolitan Government offers consultation for foreign people 
living in Tokyo about daily life including immigration, marriage, citizenship 
and employment. If you would like to visit our office, please call us in 
advance. 

2. Human Rights
●Counseling for Foreign nationals (Tokyo Legal Affairs Bureau)
　The phone number (Navi Dial) below is available for human rights 
counseling for those who are unable to speak Japanese fluently.  Feel free 
to consult with us by telephone from anywhere in Japan.
Phone 0570-09-0911

Days�and�Hours Weekdays 9:00 through 17:00 (Closed on public holidays and 
December 29th through January 3rd)

Languages English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Indonesian, 
Vietnamese, Nepali, and Spanish

　Your call will be directed to the nearest Bureau to you via a multilingual  
interpretation service company.
　Please be careful not to dial a wrong number.



生
活
情
報

▍180

3．アルバイトに関するトラブル
●東京都労働相談情報センター・外国人労働相談
　アルバイトしたのに賃金を払ってくれない、仕事中にけがをしたの
で労災保険の適用を受けたい…など、労働問題について相談を受け付
けます。

東京都労働相談情報センター（労働相談はろうどう110番へ）

｜URL｜�https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/consult/guide.html#non-jap

来所には事前予約が必要です。

●センターの担当地域、夜間・土曜相談担当曜日一覧

（昼間）
相談曜日

センター
事務所 住　　所 来所予約電話 担当地域

（お勤め先の地域）

（夜間）相談
担当曜日*

【～20時】

月曜日
～

金曜日

【９時
～

17時】

飯田橋 千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター9階 03-3265-6110 千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、

中野区、杉並区、島しょ 月・金

池　袋 豊島区東池袋4-23-9 03-5954-6110 文京区、豊島区、北区、荒川区、
板橋区、練馬区 木曜日

亀　戸 江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ7F 03-3637-6110 台東区、墨田区、江東区、足立区、

葛飾区、江戸川区 火曜日

大　崎 
品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎
ウエストタワー2F

03-3495-6110 港区、品川区、目黒区、大田区、
世田谷区 火曜日

国分寺 国分寺市南町3-22-
10 042-321-6110

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
昭島市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、国立市、
福生市、東大和市、清瀬市、
東久留米市、西東京市、武蔵村山市、
羽村市、あきる野市、西多摩郡

月曜日

八王子 八王子市明神町
3-5-1 042-645-6110 八王子市、府中市、調布市、町田市、

日野市、狛江市、多摩市、稲城市 水曜日

●外国人労働相談
英語・中国語での労働相談
 ※面談でのご相談は、事前に予約が必要です。

言語 センター・事務所 相談日 相談時間 電話番号

英語

飯田橋 月～金曜日 14：00 ～ 16：00 03-3265-6110

大　崎 火曜日 14：00 ～ 16：00 03-3495-6110

国分寺 木曜日 14：00 ～ 16：00 042-321-6110 

中国語 飯田橋 火・水・木曜日 14：00 ～ 16：00 03-3265-6110
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3. Disputes at Part-time Jobs
●Tokyo Metropolitan Labor Consultation Center
　Consultation services are provided regarding work related issues. For 
example:
・About labor contract, labor conditions
・About paid holidays, working hours
・About dismissal, nonpayment of wages
・About compensation for injury at workplace or medical expenses
・About Labor Union Law

Tokyo Metropolitan Labor Consultation Center Offices
｜URL｜�https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/e/index.html#non-jap

Reservations�are�required�before�visitation�

● List�of�contact�information�by�region�and�nighttime/Saturday

（Daytime）
Advisory

days
Office Address Tel. Areas in charge

（Nighttime）
Advisory 

days
【～20:00】

Monday
～

Friday
【9:00

～
17:00】

Iidabashi Tokyo Shigoto Center 9F, 
3-10-3, Iidabashi, Chiyoda-ku 03-3265-6110

Chiyoda-ku,  Chuo-ku, Shinjuku-ku, 
Shibuya-ku, Nakano-ku, Suginami-ku,
Tokyo Island Area

Monday, 
Friday

Ikebukuro 4-23-9, Higashi-Ikebukuro, 
Toshima-ku 03-5954-6110 Bunkyo-ku, Toshima-ku, Kita-ku, 

Arakawa-ku, Itabashi-ku, Nerima-ku Thursday

Kameido Kameria Plaza 7F, 2-19-1, 
Kameido, Koutou-ku 03-3637-6110 Taito-ku, Sumida-ku, Koutou-ku, Adachi-ku, 

Katsushika-ku, Edogawa-ku Tuesday

Osaki
Gate City Osaki West 

Tower 2F, 1-11-1, Osaki, 
Shinagawa-ku

03-3495-6110 Minato-ku, Shinagawa-ku, Meguro-ku, 
Ota-ku, Setagaya-ku Tuesday

Kokubunji 3-22-10, Minami-cho, 
Kokubunji-shi 042-321-6110

Tachikawa-shi, Musashino-shi, Mitaka-shi, 
Oume-shi, Akishima-shi, Koganei-shi, 
Kodaira-shi, Higashi-Murayama-shi, 
Kokubunji-shi, Kunitachi-shi, Fussa-shi, 
Higashi-Yamato-shi, Kiyose-shi, 
Higashi-Kurume-shi, Nishi-Tokyo-shi, 
Musashimurayama-shi, Hamura-shi, 
Akiruno-shi, Nishi-Tama-gun

Monday 

Hachioji 3-5-1, Myojin-cho, 
Hachiouji-shi 042-645-6110

Hachiouji-shi, Fuchu-shi, Chofu-shi, 
Machida-shi, Hino-shi, Komae-shi, 
Tama-shi, Inagi-shi

Wednesday

●Consultation�in�foreign�languages
Language Office Consultation Days Consultation 

Hours Tel.

English
Iidabashi

Osaki
Kokubunji 

Monday～Friday
Tuesday
Thursday

14:00 – 16:00
03-3265-6110
03-3495-6110
042-321-6110

Chinese Iidabashi 
Tuesday

Wednesday
Thursday

14:00 – 16:00 03-3265-6110

  Those who would like assistance in Spanish, Portuguese, Korean, Thai or Vietnamese must book these 
services in advance. An interpreter will be contracted.
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4．交通事故の相談
　弁護士に相談できる窓口を紹介します。相談は、東京都の「都民の
声課」を除けば日本語だけですので、日本語に不安のある人は、日本
語の上手な友人・先輩などに手伝ってもらってください。

面接相談 
１．東京都交通事故相談所 ※来訪は事前連絡をしてください。

名　称 住　所 電　話 受付時間 備　考

都民の声課

新宿区西新宿
　　　　２－８－１
東京都庁第一本庁舎
　　　　３F南側

03－5320－7733 月～金
９：00～17：00

外国語での対応は「都
民の声課（外国人相
談）」P.178を参照。

２．公益財団法人交通事故紛争処理センター（全国11箇所）
　｜URL｜�http://www.jcstad.or.jp/map/
　交通事故関係者の利益の公正妥当な保護を図るため、嘱託弁護士が
中立的な立場で相談に応じ、また和解のあっせん等を行っています。
　センターの利用には、事前の電話予約が必要です。

東京本部
〒163-0925
東京都新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリスビル25階
03－3346－1756

福岡支部
〒810-0001
福岡市中央区天神１－９－17　福岡天神フコク生命ビル10階
092－721－0881

さいたま相談室
〒330-0844
さいたま市大宮区下町１－８－１　大宮下町１丁目ビル７階
048－650－5271

（2021年10月現在）

３．日弁連交通事故相談センター
　｜URL｜�http://www.n-tacc.or.jp/
　全国各地に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談
や示談のあっせんを無料で行っています。設置場所および連絡先は、
次のとおりです。

本部（東京）
〒100-0013
東京都千代田区霞が関１－１－３　弁護士会館14階
03－3581－4724

埼玉

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂４－２－１　浦和高砂パークハウス１階
埼玉弁護士会法律相談センター内
048－710－5666　月～金13：00～16：10

福岡
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通５－14－12　南天神ビル２階　天神弁護士センター内
092－741－3208　月～金10：00～12：30

（2021年10月現在）

※ 相談日、相談時間をあらかじめお問い合わせのうえお出かけください。
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4. Traffic Accident Consultations
　Referrals for consultations with lawyers are provided. Other than the Tokyo 
Metropolitan’s “Government Consultation Service for Foreigners,” advice is 
given in Japanese only. If you are not confident in your ability to communicate 
in Japanese, ask a Japanese friend or a fellow student who speaks Japanese 
well to telephone on your behalf or accompany you to the office.

For consultation at the office  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Metropolitan Government office Traffic Accident Consultation Center
※Reservations are required in advance.

Name Address Tel Office�Hours Notes
Tokyo 
Metropolitan 
Government 
Consultation 
Service for 
Foreigners

3rd Floor, 1st 
Bldg., Tokyo 
Metropolitan 
Government 
Office, 2-8-1 
Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku

03-5320
    -7733

Friday 
9:00 – 17:00

For consultation availability 
in foreign languages, see 
the “Tokyo Metropolitan 
Government Consultation 
Service for Foreigners”
(p.179). 

(2) Japan Center for Settlement of Traffic Accident Disputes (11 branches nationwide)
｜URL｜http://www.jcstad.or.jp/map/
　Contract lawyers will provide impartial advice and mediation services to 
provide fair protection of interests to parties involved in traffic accidents.
　Reservations are required.

Office�Name Address Phone

Tokyo Head Office 25F Shinjuku Monolith Bldg.,
2-3-1 Nishishinjuku, Tokyo

03-3346-1756
09-3346-8714

 (Fax)

Fukuoka Branch 10F Fukuoka Tenjin Fukoku Seimei Bldg., 
1-9-17 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 092-721-0881

Saitama Branch 7F Omiya shimocho 1 chome Bldg., 1-8-1, shimocho, 
Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 048-650-5271

(As of October 2021)
(3) NICHIBENREN Traffic Accident Consultation Center

｜URL｜http://www.n-tacc.or.jp/
　(*Japan Federation of Bar Association)
　Established in various locations around Japan, this center provides free 
consultation and mediation services by lawyers specializing in traffic accidents. 

Office�Name Address Phone

Tokyo Head 14F Bengoshi Kaikan 1-1-3 Kasumigaseki
Chiyoda-ku, Tokyo-to 100-0013

03-3581-4724
03-3580-1875

(Fax)

Saitama Branch
Urawa Takasago Park House 1F 
Saitama Bengoshikai Houritsu Soudan Center 
4-2-1 Takasuna, Urawa-ku, Saitama-shi 330-0063
Monday-Friday13:00-16:10

048-710-5666

Fukuoka Branch
Tenjin Bengoshi Center　2F Minami Tenjin Bldg. 
5-14-12 Watanabe-Dori, Chuou-ku, Fukuoka-shi
810-0004　Monday-Friday10:00-12:30

092-741-3208

(As of October 2021)
*Please call beforehand to confirm available hours and days.
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5．弁護士による法律相談
　契約をめぐるトラブル、在留資格、損害賠償など、日本の法律に関
する相談を受けつけています。
　電話で予約を入れてからお出かけください。

●弁護士会法律相談センター
　｜URL｜�http://www.horitsu-sodan.jp

予約・問合電話番号 03－6205－9531

予約・問合時間 月曜～土曜日／９：30～16：30
（祝日を除く）

場　　所 東京都新宿区歌舞伎町２－44－１　東京都健康プラザハイ
ジア８階

相談料金 30分…5,500円（消費税込）

延長料金 15分につき…2,750円（消費税込）

（2021年10月現在）

6．心の悩みごと相談

　生まれ育った母国を離れ、長い間日本で生活していると、きっとい
ろいろな悩みにぶつかることも避けられないと思います。そんな時に
は、気軽に相談してみてください。専門の相談員が対応します。
１．東京いのちの電話（日本語による相談）
　［電　　話］03－3264－4343
　［受付時間］年中無休、24時間受付
２．東京英語いのちの電話（英語による相談）
　［電　　話］03－5774－0992
　［受付時間］９：00～23：00
３．埼玉いのちの電話（日本語による相談）
　［電　　話］048－645－4343
　［受付時間］年中無休、24時間受付
４．福岡いのちの電話（日本語による相談）
　［電　　話］092－741－4343
　［受付時間］年中無休、24時間受付
５．インターネット相談
　http://www.inochinodenwa-net.jp/
　概ね１週間程度で返信します。
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5. Legal Advice
　Consultation services are provided regarding issues with Japanese law, 
such as contract issues, residence status, and damage payments.
　Please make an appointment by phone before visiting.

Advice at office  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　｜URL｜  http://www.horitsu-sodan.jp

Name Address Tel Office�Hours,�etc.

The Legal 
Counseling 
Center

Tokyo Health 
Plaza Hygeia
2-44-1-8F 
Kabukicho, 
Shinjuku-ku, 
Tokyo

03-6205-9531
(Japanese only)

Monday–Saturday 9:30–16:30 (except 
holidays) 
The standard counseling fee is 5,500 
yen (including tax) for up to 30 minutes, 
and an additional 2,750 yen (including 
tax) for every 15 minutes thereafter. 

(As of October 2019)

6. Personal Problems
　Leaving behind your home country and living in a foreign land for a long 
period of time can cause stress and worries. If you have any concerns or 
personal problems, you can phone one of the numbers below and discuss 
them with a specially trained counselor.
1. Tokyo Lifeline (counseling in Japanese)
　[Phone] 03-3264-4343
　　　　　24-hour services available throughout the year
2. Tokyo English Lifeline (counseling in English)
　[Phone] 03-5774-0992
　　　　　9:00-23:00 (everyday)
3. Saitama Lifeline (counseling in Japanese)
　[Phone] 048-645-4343
　　　　　24-hour services available throughout the year
4. Fukuoka Lifeline (counseling in Japanese)
　[Phone] 092-741-4343
　　　　　24-hour services available throughout the year

5. Online Consultations
　http://www.inochinodenwa-net.jp/
　You will hear from them in about a week.
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7．民間相談機関
１．（独）日本学生支援機構（東京）
　｜URL｜�http://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.html
市谷事務所
〒162-8412  東京都新宿区市谷本村町10－７
青海事務所
〒135-8630  東京都江東区青海２－２－１

２．テレビ電話通訳制度
　上記１の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話
通訳制度を用意しています。利用可能な言語は以下の通りです。

対応言語：英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、
ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネ
シア語、フィリピン（タガログ語）、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
（簡単な日本語が必要です。）

事務所名 問合わせ時間 電話番号

労働相談情報センター（飯田橋） 午前９時～12時

午後１時～５時

03-3265-6110

国分寺事務所 042-321-6110
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7. Private Counseling Organizations
1. Japan Student Services Organization
　 (Counseling in Japanese & English)

　｜URL｜  http://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.html
Ichigaya Office
10-7 Ichigaya Honmura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8412
Aomi Office
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630  
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緊急時には

1．事　故

　外国人学生にもっとも起こる可能性があると予測される事故は、お
そらく交通事故でしょう。町中を一目見てわかるように東京には車や
オートバイがあふれています。そして日に百件近い数の交通事故がこ
の都会のどこかで起こっています。日本の交通規則に不慣れな外国人
にとっては、車やオートバイを運転するときはもちろん、町の中を歩
くときでさえ少なからず危険がともないます。ですから、車やオート
バイには十分注意してください。交通事故の場合、治療のために医療
保険がききませんので、通常は加害者が治療代その他すべてに責任を
負うことになります。万一、交通事故にあったときには、すぐに警察
に連絡してください。また、保証人や留学センター事務所に知らせる
ようにして、責任の所在を明確にすることが重要です。
　交通事故のほか、事故や病気のため緊急に病院に行かなければなら
ないときは、消防署に連絡して救急車を呼ぶことができます。ただし、
救急車は本当に急を要するときにだけ呼ぶようにしてください。
●110番と119番
　犯罪、事故は・・・110番
　 　警察に通報するときは、局番なしの110番にかければ24時間体制
で連絡できます。電話するときは

　　①まず事故か犯罪かといった状況を
　　②起きた場所または住所
　　③自分の氏名̶の順で伝えます。
　火事、病気は・・・119番
　 　消防署も、24時間体制で通報を受け付けています。消防署は消防
車と救急車の両方があるので電話をする際は̶

　　①まず火事か救急か
　　②場所はどこか
　　③自分の氏名̶の順で伝えます。
●交番
　 　交番は、地域のパトロールの拠点として、また犯罪、家出人、落
し物などの届け出先や道案内など様々な業務を取り扱い、ミニ警察
署として役割を果たしています。
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IN CASE OF EMERGENCY

1. Accidents
　Of all accidents that international students may be involved in, traffic 
accidents are the most likely. Tokyo has a high volume of traffic, with 
many cars and motorcycles. Around one hundred traffic accidents occur 
somewhere in this city every day. Foreign residents who are not familiar with 
Japanese traffic rules may encounter dangerous situations when walking 
along the street, driving a car or riding a motorcycle. Please be aware of 
traffic at all times.
　In principle, health insurance does not cover medical treatment for injuries 
resulting from traffic accidents. The person who is responsible for causing 
the accident will usually be liable for all medical treatment expenses 
involved and all other damages. If you are involved in a traffic accident, 
please be sure to contact the police at once, as well as your guarantor 
and the CIE immediately. It is important to verify who is responsible for the 
accident.
　If you need to go to a hospital due to an emergency (e.g., a traffic 
accident, sudden illness, etc.), you can call an ambulance by contacting 
the fire department. However, please do not call an ambulance unless you 
urgently need emergency assistance.

 ●Dial 110 for 24-hour police services
　When you call this number, provide the following information to the police 
officer on the line:
　① The reason for the call, for example, to report an accident or crime
　② Where it happened or the address
　③ Your name
●Call 119 for Fire Trucks and Ambulances
　Tell the operator on the line:
　① Whether the reason for your call is a fire or ambulance
　② Your location
　③ Your name
●Police Boxes: A Unique Japanese Police System
　Police boxes, called koban, are places where policemen conduct a wide 
range of activities including patrolling neighborhoods and filing reports for 
crimes, missing persons, and lost and found items. In other words, these 
function as “mini” police stations.
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2．地　震
　日本は地震の多い国です。2011年３月11日に発生した東北地方太平
洋沖地震（東日本大震災）はマグニチュード9.0という非常に大きな
地震であり、甚大な被害を与えました。首都圏においても直下型地震
がいつ発生してもおかしくないと言われており、被害を最小限に抑え
るためには日ごろの心構えが不可欠であると言えます。特に、新宿区
などの大都市圏内においては、交通機関がストップし、自宅への帰還
が困難となる帰宅困難者が続出するなど、大混乱になることが予想さ
れます。
　そのため、地震発生の際は、以下を参考に自分の身の安全確保を最
優先し、対応をとってください。

●地震発生時に大学にいたら
ケース１　教室・研究室・食堂などの建物の中にいたとしたら…
・机の下にもぐるか、バッグ・衣類などで頭を覆い、ガラス・黒板・
蛍光灯などの落下物から身を守る。

・窓や棚のように、ガラスが割れたり中のものが飛び出しそうな場所
から離れる。

・余裕があれば、ドア付近にいる人は、ドアを開け出口の確保をする。
・実験中など化学薬品使用時は、化学薬品などから離れる。
ケース２　エレベーターに乗っていたとしたら…
　大学のすべてのエレベーターには、最寄り階で停止し、自動的にド
アが開く機能が備わっているので、エレベーターから降り、安全な場
所（火災が起きていない、落下物がない）で余震が起きても身を守る
ことができるように待機する。
ケース３　廊下や階段にいたとしたら…
　窓、照明などの落下物から離れ、頭や体をバッグや衣類などで覆い、
その場に座り込み揺れがおさまるのを待つ。
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2. Earthquakes
　Japan has very frequent earthquakes. The Great East Japan Earthquake 
which occurred on March 11th, 2011, was a major earthquake of magnitude 
9.0 and caused serious damage to the country. It is still said that an inland 
earthquake may occur at any time in the Tokyo Metropolitan area and to 
keep damages to a minimum, preparations and precautions are said to be a 
necessity. In particular, around a metropolitan area like Shinjuku, it is 
expected that there will be a chaos especially because transportation will be 
paralyzed with the influx of people who cannot go home by train or bus. 
Therefore, if an earthquake occurs, the first priority is to make sure that you 
are safe, then to consider the best way to evacuate the area.

●How to respond if you are on-campus. 
i.  If you are in a building where there are classrooms, seminar 

rooms, or cafeterias…
　*  Hide under a desk or cover your head with your bags or clothes so that 

you can avoid falling glass, blackboards, light bulbs, etc.  
　*  Move away from windows or bookshelves to prevent injury from broken 

glass or falling shelves.
　*  Open the room’s door to secure an exit if you are nearby and it is safe to 

do so.   
　*  If you are handling any flammables or chemicals for experiments, turn off 

all sources of fire as soon as possible and keep away from chemicals.  
ii. If you are in an elevator…  
　All elevators in the University are programmed to stop at the nearest floor 
and open automatically in an emergency. Get off of the elevator, and find a 
place safe from fires and falling debris. Wait there and take precautions for 
your safety against any aftershocks. 
iii. If you are in the hallway or the stairwells…  
　Move away from falling items such as windows and lights, sit down where 
you are and wait until the quake stops. Make sure to cover your head and 
body with your belongings.
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揺れがいったんおさまった後は？
①慌てない！
　 　火気を使用している場合は火を消す。また、建物の安全、火災発
生、負傷者がいるかなどの確認を行い、火災の場合、負傷者がいる
場合は、最寄りの事務所に連絡をし、自分の身が安全な範囲で初期
消火、応急手当を行う。

②自分が負傷した場合は？
　 　大声をあげて助けを求める。声が出ない状態であれば、何らかの
手段で大きな音を出し、周囲の人に自分の存在を明らかにする。

③避難するかどうかの判断と行動
　・室内、建物、火災の状況を確認
　　→ 「安全」確認ができた→指示があるまで、その場を動かないよ

うにする。
　　→安全が確認できない→避難する。
※避難する際の注意点
　・ 火災が起きている場合、避難する前に、タオルやハンカチで口を

覆う。
　・どのルートで避難すれば安全かを確認する。
　・エレベーターは使わず、階段を使用する。
　・押し合うなど周囲の人の安全を脅かさないように注意する。

【防災e-learningプログラムの紹介】
　2011年３月11日の東日本大震災を受け、学生向けの防火・防災教育を
目的として、防災e-learningプログラム（日本語版、英語版）を作成し
ました。本プログラムは「大地震発生編」および「火災発生・救命編」
の２編から構成され、前者は約13分、後者は約８分で構成されています。
　本プログラムは※Support Anywhere上で全ての学生・教職員に公開
しています。

※Support Anywhere　防災e-ラーニングへのアクセス方法
「MyWaseda」⇒「ホーム」⇒「Support Anywhere サポエニ」⇒「学
生生活」⇒「09_防災マニュアル」

3．救急病院

　日曜や祝日、また平日でも夜間は病院が休みですが、救急病院では
受診することができます。急病やけがをした場合は、利用してくださ
い。ただし、救急病院では最低限の当番医しかいないため、応急処置
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After the quake quiets down, the following steps should be taken: 
1. Don’t panic. 
　 　Before you move, confirm that the building you are in is safe and that there 

are no fires or injured people in the area. In case of any fires or injuries, call 
the nearest University office for help. Then, maintaining your own safety first 
and foremost, extinguish the fire or provide first aid to the injured.

2. What if I’m injured?
　Shout loudly for help. If you can’t say anything because of your injuries, 
make loud noises using any method you can to attract the attention of 
people nearby to notice your presence.

3. Decide whether you should evacuate.
　Make sure you know what is going on around you (inside the room you 
are in and the building more generally) and whether or not there is a fire. 
If you are sure you are safe, don’t move until you are told to evacuate 
somewhere else. If you find anything that endangers you, leave as soon as 
possible.

※An important reminder: 
　1.  If there is a fire in the vicinity, cover your mouth with a towel, handkerchief, 

or whatever material you can find.
　2. Decide what route you will take before you start moving.　
　3. Use the stairs, not the elevators. 
　4.  Please do not crowd or push others, as this will contribute to creating a 

panic.
　　(Extracts from the Earthquake Pamphlet)

[Introducing: “e-learning” disaster prevention program]
　In response to the Great East Japan Earthquake of March 11, 2011, 
the “e-learning” disaster prevention program (Japanese version / English 
version) was created to educate students about fire/disaster prevention. 
　This program is made up of two sections: “In the event of a large 
earthquake…” and “In Case of Fire / Lifesaving,” the former being about 13 
minutes, and the latter about 8 minutes.
　This program is made public to all students and faculty via Course N@vi* 
and DVD. 
　*How to access “e-learning” disaster prevention program on Support  
Anywhere (Japanese only):
　“menu on the left side on MyWaseda” → “Home”→ “Course N@vi” → 

“「新入生スタートアップ講座」” → “「わせだライフABC」” → “「早稲田大学で
の様々な取組」”

3. Emergency Hospitals
　While hospitals are generally closed on Sundays, public holidays, and 
at night, you can receive treatment for sudden illnesses or injuries at an 
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しかできません。どの地域にどんな救急病院があるかなどを知りたい
時は、下記の消防テレホンサービスを利用してください。

●消防テレホンサービス（医療機関案内）（24時間受付）
　電　　話：東京23区内　03－3212－2323
　　　　　　多摩地区　　042－521－2323
　　　　　　＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線から）
　※日本語以外に英語で対応できる時もあります。

救急車を呼ぶには
●携帯電話から救急の電話をかける場合
　※車に乗っている場合は、必ず停車してから電話してください。
　１．救急ダイヤル（119）にかけてください。
　２ .「救急車をお願いします」といいます。
　３． あなたの名前、携帯電話番号、現在の場所、まわりに見えるものを

詳しくはっきりと話してください。
　４．携帯電話の電源はONにして待機してください。

留学生データ

　2021年度　留学生データについては、以下のURLをご参照ください。
　https://www.waseda.jp/inst/cie/center/data 
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emergency hospital. However, please note that these hospitals only provide 
first-aid treatment, due to limited staffing. Information regarding emergency 
hospitals in your area is available from the telephone service below.

〈Fire Department Telephone Service for emergency hospital and 
emergency medical service advice (24-hour service)〉

Tel: 03-3212-2323
       (within the 23 Tokyo Metropolitan wards)
Tel: 042-521-2323
       (Tama area)

#7119 (from cell phones, PHS, push-button telephones)
※  Information may be available in English at certain times.

Calling an Ambulance (Kyukyusha)
●Emergency dialing from cell phones

※Be sure to stop your car before calling if you are driving.
1. Dial the emergency number (119).
2.  Tell the operator “Kyukyusha wo onegai shimasu” (Please send an 

ambulance).
3.  Tell them your name, cell phone number, address or present 

location, and any landmarks near the location. Speak clearly and 
give as many details as possible.

4. Keep the cell phone switched on while waiting.

DATA of INTERNATIONAL STUDENTS

　Please refer to the following URL for the data of international students in the 
academic year 2021.
　https://www.waseda.jp/inst/cie/center/data
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問い合わせ先・キャンパス案内図
FOR INQUIRIES・CAMPUS MAP

◆ 組織・問い合わせ一覧 ／ For Inquiries ◆
箇所名／Name of the organization Phone E-mail

大
　
　
学
　
　
院  
／  G

raduate School

政治学研究科
Graduate School of Political Science

03-3208-8534 政治経済学術院ホームページ
よりお問い合わせフォーム
Contact form available on 

faculty homepage
経済学研究科
Graduate School of Economics

03-3208-8560

法学研究科
Graduate School of Law

03-3232-3924 gradlaw@list.waseda.jp

文学研究科
Graduate School of Letters, Arts 
and Sciences

03-3203-4381
文学学術院ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
faculty homepage

商学研究科
Graduate School of Commerce

03-3202-4369 commerce35@list.waseda.jp
お問い合わせフォーム

基幹理工学研究科
Graduate School of Fundamental 
Science and Engineering

理工学術院ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
faculty homepage

創造理工学研究科
Graduate School of Creative 
Science and Engineering

03-5286-3000

先進理工学研究科
Graduate School of Advanced 
Science and Engineering

教育学研究科
Graduate School of Education

03-3202-2379 kyouken@list.waseda.jp

社会科学研究科
Graduate School of Social Sciences

03-3204-8952 gsss-office@list.waseda.jp
お問い合わせフォーム

人間科学研究科
Graduate School of Human 
Sciences

04-2947-6848 human-enter@list.waseda.jp

スポーツ科学研究科
Graduate School of Sport Sciences

04-2947-6848 supoken@list.waseda.jp

アジア太平洋研究科（GSAPS）
Graduate School of Asia-Pacific Studies

03-5286-3877 gsaps-ac@list.waseda.jp

国際コミュニケーション研究科
Graduate School of International 
Culture and Communication Studies

03-3208-0467 gsiccs-ac@list.waseda.jp

日本語教育研究科（GSJAL）
Graduate School of Japanese 
Applied Linguistics

03-5286-2750 gsjal@list.waseda.jp
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箇所名／Name of the organization Phone E-mail

大
学
院  

／  G
raduate School

情報生産システム研究科（IPS）
Graduate School of Information, 
Production and Systems

093-692-5017 gsips@list.waseda.jp

環境・エネルギー研究科
Graduate School of Environment 
and Energy Engineering

0495-24-6480 weee@list.waseda.jp

法務研究科（法科大学院）
Waseda Law School

03-5286-1678 law-school@list.waseda.jp

会計研究科
Graduate School of Accountancy

03-3208-8540 accounting@list.waseda.jp

経営管理研究科
Waseda Business School

03-5286-8719 wbs@list.waseda.jp

箇所名／Name of the organization Phone E-mail

学
　
　
部  

／  U
ndergraduate School

政治経済学部
School of Political Science and 
Economics

03-3207-5617

学部ホームページより
お問い合わせフォーム
Contact form available 

on undergraduate school 
homepage

法学部
School of Law

03-3232-4534 law-students@list.waseda.jp

文化構想学部
School of Culture, Media and 
Society 

03-3203-4381
文学学術院ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
faculty homepage

文学部
School of Humanities and Social 
Sciences

03-3203-4381
文学学術院ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
faculty homepage

教育学部
School of Education

03-3202-2379 school-of-education@list.waseda.jp

商学部
School of Commerce

03-5286-1821 commerce16@list.waseda.jp

基幹理工学部
School of Fundamental Science 
and Engineering

理工学術院ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
faculty homepage

創造理工学部
School of Creative Science and 
Engineering

03-5286-3000

先進理工学部
School of Advanced Science and 
Engineering

社会科学部
School of Social Sciences

03-3204-8952 socs-inq@list.waseda.jp
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箇所名／Name of the organization Phone E-mail

学
部  

／  Undergraduate School

人間科学部
School of Human Sciences

04-2947-6848 human-enter@list.waseda.jp

人間科学部通信教育課程
School of Human Sciences 
(E-School)

04-2947-6709 e-school@list.waseda.jp

スポーツ科学部
School of Sport Sciences

04-2947-6848 sport-public@list.waseda.jp

国際教養学部
School of International Liberal Studies

03-5286-1727 Contact form available on 
faculty homepage

箇所名／Name of the organization Phone E-mail
日
本
語
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

日本語教育研究センター
Center for Japanese Language

03-5273-3142 cjl@list.waseda.jp

箇所名／Name of the organization Phone E-mail

付
属
機
関
・
そ
の
他  

／  Affiliated Centers

中央図書館
Central Library

03-3203-5581 info-wul@list.waseda.jp
Contact form

留学センター
Center for International Education

03-3207-1454 cie@list.waseda.jp

グローバルエデュケーションセンター
Global Education Center (GEC)

 ̶

gec-help@list.waseda.jp
ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
homepage

競技スポーツセンター
Athletic Center

03-5286-3757 waseda-sports@list.waseda.jp

エクステンションセンター
Extension Center

03-3208-2248
ホームページより
お問い合わせフォーム

Contact form available on 
homepage

保健センター
Health Support Center

03-3202-0580  ̶

平山郁夫記念ボランティアセンター
The Hirayama Ikuo Volunteer 
Center (WAVOC)

03-3203-4192 wavoc@list.waseda.jp

ハラスメント防止室
Harassment Prevention Committee 03-5286-9824 stop@list.waseda.jp
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箇所名／Name of the organization Phone E-mail

付
属
機
関
・
そ
の
他  

／  Affiliated Centers

国際部 国際課 
International Office, International 
Affairs Division

03-6380-2874 intl-ac@list.waseda.jp

入学センター
Admissions Center

03-3203-4331 nyusi@list.waseda.jp

国際アドミッションズ・オフィス
International Admissions office

03-3204-9073 admission@list.waseda.jp
（日本語・英語）

早稲田ポータルオフィス
Waseda Academic Advising Office

03-5286-9845

MyWaseda「IT ヘルプデスク」
の各問合せ画面から
Make an inquiry from the 
appropriate inquiry window of 
the “IT Center Help Desk” on 
the Waseda-net Portal

学生部 学生生活課
Student Affairs Division, Student 
Affairs Section

03-3202-0706 students@list.waseda.jp

奨学課 
Student Affairs Division, 
Scholarships and Financial 
Assistance Section

03-3203-9701 syogakukin@list.waseda.jp

キャリアセンター 
Career Center

03-3203-4332 career@list.waseda.jp

ＩＣＣ（異文化交流センター）
Intercultural Communication
Center（ICC）

03-5286-3990 icc@list.waseda.jp

障がい学生支援室
Office for Students with Disabilities

03-5286-3747 shienshitsu@list.waseda.jp

ダイバーシティ推進室
Office for Promotion of Equality and
Diversity

03-5286-9871 diversitye@list.waseda.jp

GSセンター
Gender and Sexuality Center

 ̶ gscenter@list.waseda.jp

レジデンスセンター
Residence Life Center

03-3203-2634 Contact form available on  
homepage
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西武池袋線 上石神井駅
上井草駅

上井草　
グラウンド

本庄
キャンパス

早稲田・
戸山・
西早稲田
キャンパス

本庄早稲田駅

←高崎

本庄駅

上越新幹線

JR高崎線

東伏見駅 高等学院

JR中央線 新宿駅 JR山手線
東京駅
日本橋
●

●

日本橋キャンパス

上野駅

西早稲田駅

池袋駅

高田馬場駅

東伏見キャンパス

北九州キャンパス

西武新宿線

所沢駅狭山湖

小手指駅
こ  て さし

　　↑
本川越
←飯能

所沢
キャンパス

キャンパス所在地
早稲田キャンパス 〒169-8050　東京都新宿区西早稲田1－6－１
戸山キャンパス 〒162-8644　東京都新宿区戸山1－24－1
西早稲田キャンパス 〒169-8555　東京都新宿区大久保3－4－1
日本橋キャンパス 〒103-0027　東京都中央区日本橋1－4－1
所沢キャンパス 〒359-1192　埼玉県所沢市三ケ島2－579－15
本庄キャンパス 〒367-0035　埼玉県本庄市西富田1011
北九州キャンパス 〒808-0135　福岡県北九州市若松区ひびきの2－7
東伏見キャンパス 〒202-0021　東京都西東京市東伏見2－7－5

　
　
　

　
　
　

　

　

Ｊ　　　Ｒ
東京メトロ

東京駅新幹線口（徒歩5分）
日本橋駅から直結

キ
ャ
ン
パ
ス

所   

沢

キ
ャ
ン
パ
ス

北
九
州

キ
ャ
ン
パ
ス

本   

庄

キ
ャ
ン
パ
ス

日
本
橋

西武新宿線

バ　　　ス 折尾駅西口 学研都市ひびきの

小手指駅（スクールバス15分）

上越新幹線
ＪＲ高崎線
東武東上線

本庄早稲田駅（徒歩3分）
本庄駅（スクールバス10分）
寄居駅（スクールバス10分）

交  通  案  内

15

東京メトロ
東　西　線 早 稲 田 駅（徒歩５分）

西
早
稲
田

東京メトロ

東京メトロ 西早稲田駅（直結）副 都 心 線

早稲田駅
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Campus Locations
Waseda Campus 1-6-1, Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8050, Japan
Toyama Campus 1-24-1, Toyama, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8644, Japan
Nishi-Waseda Campus 3-4-1, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8555, Japan
Nihonbashi Campus 1-4-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan
Tokorozawa Campus 2-579-15, Mikashima, Tokorozawa-shi, Saitama-ken 359-1192, Japan
Honjo Campus 1011, Nishitomita, Honjo-shi, Saitama-ken 367-0035, Japan
Kitakyusyu Campus 2-7, Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken 808-0135, Japan
Higashifushimi Campus 2-7-5, Higashifushimi, Nishitokyou-shi, Tokyo 202-0021, Japan

Transportation Guide

Campus Locations & Transportation Guide

Waseda Campus

Toyama Campus Nishi-Waseda Campus

Takadanobaba Station (approx. 20-min. walk)

Waseda Station (approx. 5-min. walk)

Routes: Shinjuku Station (West Exit) to Waseda/RIHGA Royal Hotel
(Bus Stop: Sodai Seimon/approx. 1-min. walk)
Shibuya Station to Sodai Seimon or Ueno Matsuzakaya to Waseda/RIHGA Royal Hotel
 (approx. 2-min. walk)

Route: Minowabashi to Waseda (approx. 5 min. walk)

By JR Yamanote Line
      or Seibu-Shinjuku Line
By Tokyo-Metro Tozai Line

By Tokyo City Bus

By Toden Arakawa Line (Tram) 

Takadanobaba Station
 (approx. 20-min. walk)

Waseda Station 
(approx. 3-min. walk)

Route: Takadanobaba Station
to Sodai Seimon

By JR Yamanote Line 
  or Seibu-Shinjuku Line

By Tokyo-Metro 
  Tozai Line

By Tokyo City Bus
           (School Bus)

Takadanobaba Station
 (approx. 15-min. walk)

Nishi-Waseda Station
 (direct)

Route: Takadanobaba Station 
to Kudanshita

By JR Yamanote Line 
  or Seibu-Shinjuku Line

By Tokyo City Bus 
            (School Bus)

By Tokyo  Metro
  Fukkutoshin Line

Nihonbashi Campus

Tokorozawa Campus

Kitakyushu Campus

Tokyo Station 
(approx. 5-min. walk)
Nihonbashi Station
 (approx. 1-min. walk)

By JR Line 

By Tokyo-Metro 
  Tozai Line

Kotesashi Station 
(approx.15-min. by Bus)

By Seibu-Shinjuku Line

Nishiguchi bus stop to Gakkentoshi-HibikinoBy Kitakyushu City Bus

Route: Takadanobaba Station to Sodai Seimon

Route: Uenohirokoji to Waseda

Route: Shinjuku Station 
        (West Exit) to Waseda

Honjo Station
 (approx. 10-min. by Bus)
Yorii Station
 (approx. 10-min. by Bus)

By JR Takasaki Line 

By Tobu Tojo Line 

By Tokyo City Bus (School Bus) 

Honjo Campus
Honjo Waseda Station
 (approx. 3-min. by Walk)

By Joetsu Shinkansen Line

Seibu-Ikebukuro Line Kamishakujii

Kamiigusa

Kamiigusa Ground

Honjo Campus

Waseda, 
Toyama, 
Nishi-Waseda Campus

Honjo-Waseda

←
Takasaki

Honjo

JR Joetsu 

Shinkansen

Higashifushimi

Senior High School

JR Chuo Line Shinjuku

JR Yamanote Line

Tokyo

Nihonbashi
●

Nihonbashi 
Campus

UenoWaseda

Nishi-
Waseda

Ikebukuro

Takadanobaba

Higashifushimi Campus

Seibu-Shinjuku Line

Tokorozawa

Sayama Lake

Kotesashi

　　↑
Honkawagoe

←Hannou

Tokorozawa Campus

Kitakyusyu Campus

JR Takasaki Line

JR Takasaki Line



早稲田大学留学センター
Center for International Education

Waseda University

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14  4F
1-7-14 4F, Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051

Phone 03  (3203)  9806
Fax 03  (3202)  8638

E-mail: cie@list.waseda.jp



 

　在留資格に関する非常に重要なお知らせです。

在留資格「留学」の期間更新手続きについて

・在留カードは常に携帯してください！
・入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提
示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円
以下の罰金、提示に応じなかった場合は１年以下の懲役又は20万円以下
の罰金に処せられることがあります。 
・期間更新手続きは在留期間の満了する３か月前から受け付けますので可
能なかぎり早めに行ってください。
・万が一、更新手続きを怠り在留期間が過ぎると、不法滞在となり出国命
令または退去強制により出国せざるをえません。再入国は一定期間認め
られず、早稲田大学での留学が継続できなくなってしまいますので十分
にご注意ください。実際に近年このようなケースが本学で数件発生して
います。

在留資格「留学」の期間更新手続きと大学への届出について（重要）



　This is a very important notice regarding your Status of Residence. 

Extending Period of Stay of Your “Student” Status of Residence

・Please carry your Residence Card at all times!
・You will need to show your Residence Card when asked to do so by an 

Immigration Officer, an Immigration Guard, a policeman, or other officials 
concerned. If you are found not carrying your Residence Card, you may be 
required to pay a fine of up to 200,000 yen; if you refuse to show the Card, 
you may be sentenced to up to one year’s imprisonment or required to pay a 
fine of up to 200,000 yen. 

・We will start accepting your application for extension of period of stay three 
months prior to the expiration date of your period of stay. Please apply for  
extension of period of stay as early as possible.

・In the event you fail to apply for extension of period of stay and your Status of 
Residence expires, you will be considered to be staying in Japan illegally and 
will be forced to leave Japan under the departure order system or via forced 
deportation from Japan. Please be very careful as you will not be able to 
reenter Japan for a certain period, and will be unable to continue your studies 
at Waseda. Such cases have actually taken place at Waseda in recent years.

【Important!】
Regarding Extension of Period of stay of Your “Student”Status of Residence and 
Submission of Notification Form to Waseda University



諏訪通り
正門

受付

屋上ひろば
「戸山の丘」

27 法務研究科 小野記念講堂
 Waseda Law School Ono Auditorium
27 法務研究科 小野記念講堂
 Waseda Law School Ono Auditorium

18 総合学術情報センター
 Center for Scholarly Information
 中央図書館
 Waseda University Library

19 アジア太平洋研究科
 Graduate School of Asia Pacific Studies
 日本語教育研究科
 Graduate School of Japanese Applied Linguistics 

19-3 アントレプレナーシップセンター
    Center for Entreprenership

16 教育学部
 School of Education
 教育学研究科
 Graduate School of Education
 教職大学院
 Graduate School of Education

14 社会科学部
 School of Social Sciences
 社会科学研究科
 Graduate School of Social Sciences  

8 法学部・法学研究科
 School of Law ・Graduate School of Law
8 法学部・法学研究科
 School of Law ・Graduate School of Law

11 商学部
 School of Commerce
 国際教養学部
 School of International Liberal Studies
 商学研究科
 Graduate School of Commerce
 会計研究科
 Graduate School of Accountancy
 経営管理研究科
 Graduate School of Business and Finance
 国際コミュニケーション研究科
 Graduate School of International Culture and 
 Communication Studies

10

28
12

29－2

29

29－7

17－3

17

17－2

29－4

29－6

1 早稲田大学歴史館
 Waseda University History Museum
 入学センター
 Admissions Center

99　STEP21
　　平山郁夫記念ボランティアセンター
   Hirayama Ikuo Memorial Volunteer Center

5 演劇博物館
 Tsubouchi Memorial 
 Theatre Museum

6 C Space
　  （キャリアセンター分室）

2 會津八一記念博物館
 Aizu MuseumExit 3a, 3b

Exit 2

Waseda Station

(Tokyo Metro Tozai Line)

27－8

30 学生会館
 Waseda University Student Union Building
 学生生活課
 Student Affairs Section
 レジデンスセンター
 Residence Life Center
 奨学課
 Scholarships and Financial 
       Assistance Section
 キャリアセンター
 Career Center

30 学生会館
 Waseda University Student Union Building
 学生生活課
 Student Affairs Section
 レジデンスセンター
 Residence Life Center
 奨学課
 Scholarships and Financial 
       Assistance Section
 キャリアセンター
 Career Center

37 早稲田アリーナ
 Waseda Arena
 競技スポーツセンター
 Athletic Center
 早稲田
 スポーツミュージアム
 Waseda Sports Museum
 W Space

7 早稲田ポータルオフィス
 Academic Advising Office
 W Space

34 文化構想学部
 School of Culture, Media & Society
 文学部
 School of Humanities & Social Sciences
 文学研究科
 Graduate School of Letters, Arts & Sciences

学
生
会
館
入
口

31

37－21　受付

33 高層棟

33 低層棟

32

39

36

38 戸山図書館
 Toyama Library

東京メトロ東西線早稲田駅

東京メトロ東西線早稲田駅

25－2 保健センター
 Health Support Center

25 大隈ガーデンハウス
 Okuma Garden House

21 大隈記念講堂
 Okuma Auditorium

26 大隈記念タワー
 Okuma Tower

23 エクステンションセンター
 Extension Center

2022年９月～2023年３月の間で29-7移転予定
29-7 will be relocated betweek Sep. 2022 to 
Mar. 2023

3a, 3b出口

2出口

24－8

27－9

27－10

120－5　研究開発センター
 　    Research and Development Center 

121　研究開発センター
 　Research and Development Center 

23－5　Uni．Shop & Cafe125

15

6

20 大隈会館
 Okuma Kaikan

24

9

3 政治経済学部
 School of Political Science and Economics
 経済学研究科 
 Graduate School of Economics
 政治学研究科
 Graduate School of Political Science
 公共経営大学院
 Graduate School of Public Management
 ICC（異文化交流センター）
 Intercultural Communication Center (ICC)
 ライティングセンター
 Writing Center

120　スマートエナジーシステム・イノベーションセンター
     Smart Energy System Innovation Center

4 国際文学館（村上春樹ライブラリー）
　　The Waseda Internatinal 
　　House of Literature
　　(The Haruki Murakami Library)

1F/3F～8F

B1F

1F

B2F～1F/3F～12FB2F～1F/3F～12FB2F～1F/3F～12F

1F

1F

B1F～2F/5F～14F

1F～3F

1F

1F
1F

1F・3F

1F B2F

B2F～3FB2F～3F

1F～3F1F～3F

1F～3F

1F～2F/4F～5F

1F～16F

1F～３F

2F

B2F～B1F

8F

B1F～3F

2F/3F/5F/6F
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※27-11号館は号館番号変更後、28号館になりました。
※Building #27-11 has been changed to Building #28.
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     Northwest of City great and fair, In the wood of Waseda,

　Rise proudly high up in the air, Our old college dome and tower.

　Our high-aspiring, cherished plan, Fond ambitions, know ye not?

　The torch of Progress in the van, Glaring fire of freest thought;

　The infinite Eternal Aim, Careful, too, of present need.

　How brightly onward, at its name, See our steady ranks proceed!

　Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda!

　From east and west, from age to age, All tides of civilization

　In one huge whirlpool ever surge Round this great island Nation.

　Whose lofty mission are we not Carrying on our shoulders strong,

　Through hardships of the vast untrod, Endless as we march along?

　Yet soon our hoped Eternal Goal May its gleaming shadow cast

　And with its all-embracing soul Illumine the World at last!

　Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda!

　And look on yonder wooded hill Decked with evergreen, for there

　We have our home for heart and will, School, with kind maternal care!

　Her students change from year to year, Meet and part with youth's delight,

　Yet all alike we seek to share These ideals and their light.

　Come, let us sing in all accord, And with raptures ring the air,

　To praise the honored name aloud of our Alma Mater dear!

　Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda, Waseda!

早稲田大学校歌
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Revised by Shoyo TSUBOUCHI/ Lyrics by Gyofu SOMA/ Music by Tetteki TOGI坪内逍遙／校閲　相馬御風／作詞　東儀鉄笛／作曲

Alma Mater

　都の西北　早稲田の森に　聳ゆる甍は　われらが母校

　われらが日ごろの　抱負を知るや　進取の精神　学の独立

　現世を忘れぬ　久遠の理想　かがやくわれらが　行手を見よや

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　東西古今の　文化のうしほ　一つに渦巻く　大島国の　

　大なる使命を　担ひて立てる　われらが行手は　窮り知らず

　やがても久遠の　理想の影は　あまねく天下に　輝き布かん

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　あれ見よかしこの　常盤の森は　心のふるさと　われらが母校

　集り散じて　人は変れど　仰ぐは同じき　理想の光

　いざ声そろへて　空もとどろに　われらが母校の　名をばたたへん

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　都の西北　早稲田の森に　聳ゆる甍は　われらが母校

　われらが日ごろの　抱負を知るや　進取の精神　学の独立

　現世を忘れぬ　久遠の理想　かがやくわれらが　行手を見よや

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　東西古今の　文化のうしほ　一つに渦巻く　大島国の　

　大なる使命を　担ひて立てる　われらが行手は　窮り知らず

　やがても久遠の　理想の影は　あまねく天下に　輝き布かん

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

　あれ見よかしこの　常盤の森は　心のふるさと　われらが母校

　集り散じて　人は変れど　仰ぐは同じき　理想の光

　いざ声そろへて　空もとどろに　われらが母校の　名をばたたへん

　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ　わせだ

みやこ　せいほく       わ  せ   だ　   もり　         そび　　  いらか　　　　　　　           ぼこう

    　　　　　    　ひ　　　　　　    ほうふ　     し　　　　     しんしゅ   せいしん      がく    どくりつ

   げんせ 　   わす                     く おん　   りそう　　　　　　　　　　　　　 　           ゆくて　     み

   とうざいここん　　    ぶん か　　　　　　          ひと　　     うずま　　     だいとうこく

   だい　　      しめい　　     にな　　      た　　　　　　　　　　        ゆくて　　    きわま      し

 　　　　　　　  く おん　　      り そう　 かげ　　　　　　　　       てん か　　    かがや      し

　　　　  み　　　　　　　　           ときわ　  もり　　  こころ　　　　　　　　　　　　                  ぼこう

 あつま   さん　　　       ひと      かわ　　　       あお　　    おな　　　　    りそう     ひかり

　　　　こえ　　　　　　        そら　　　　　　　　　　　　　                ぼこう　　        な

　miyako no seihoku  waseda no mori ni  sobiyuru iraka wa  warera ga bokou

　warera ga higoro no  houfu wo shiruya  shinshu no seishin  gaku no dokuritsu

　gense wo wasurenu  kuon no risou  kagayaku warera ga  yukute wo miyoya

　waseda waseda waseda waseda waseda waseda waseda

　touzaikokon no bunka no ushio  hitotsu ni uzumaku daitoukoku no

　dainaru shimei wo  ninaite tateru  warera ga yukute wa kiwamari shirazu

　yagate mo kuon no  risou no kage wa  amaneku tenka ni kagayaki shikan

　waseda waseda waseda waseda waseda waseda waseda

　are miyo kashiko no  tokiwa no mori wa  kokoro no furusato  warera ga bokou

　atsumari sanjite  hito wa kawaredo  aogu wa onajiki  risou no hikari

　iza koe soroete  sora mo todoro ni  warera ga bokou no  naoba tataen

　waseda waseda waseda waseda waseda waseda waseda






