
Waseda University International Community Center 4月 April
Language & Interest Lunchtime Event Series!

今 日 の お 昼 は 、ＩＣＣでランチ！

★ICCランチ企画とは？気軽に集まって新しい仲間との話
に花が咲くICCのランチシリーズ、人気で満席になることも！
ICCラウンジはイベント時以外の食事はご遠慮いただいていま
すが、ランチ・イベントの日はルール解禁！ランチを食べる場所
に困っている方、新しい友達を作りたいという方、外国語で話
したいという方、自分のランチを持って気軽にICCへどうぞ！

★ What’s an ICC Lunch event? Looking for a place to eat lunch?
Want to casually meet new friends during lunchtime?. While you're
welcome to come to the lounge anytime, usually eating is not allowed.
However, for the lunch events, you are welcome to bring your own food
and enjoy meeting new people! This is a great chance for casual

networking! Bring your own lunch and grab a seat!

12:15-12:55pm @ ICC Lounge (Bldg 7, 1F)12:15～12:55 ＠ ＩＣＣラウンジ （7号館1階）

Have lunch at the lounge to talk

about whatever you like in any

language you want. An easy way

to meet people and make new

friends, start expanding your

network at Waseda!

テーマや言語に指定はありません。ラン

チを食べながら、ＩＣＣの今後のイベ

ント情報を収集できる場でもあります。

雨の日はぬれない上に誰かと一緒にラ

ンチができるから、早めに席も埋まっちゃ

います。 ひとりで来る人も多いですよ！

ICC de ランチ Brown Bag Lunch

ICC de ランチ

Brown Bag
Lunch

4/7
4/8
4/9
4/11

お問合せ Inquiries : 国際コミュニティセンター(ICC) TEL: 03-5286-3990 E-mail: icc-cafe@list.waseda.jp

時間：12:15〜12:55 / 会場 ：ＩＣＣラウンジ（7号館1階） / 対象 ：早大生・教職員 / 事前登録 ：不要 / 参加費：無料 / 先着30名

Time: 12:15-12:55pm Place： ICC lounge (Bldg 7, 1F) / Eligibility: Waseda students, faculty, and staff

Registration： Not required so please come early for a seat! (lounge capacity is 30 people) / Fee: Free

お昼休みのプチ英会話ランチ。文法も

発音も気にしないで自分なりに英語で

話してみましょう。目的は自分の意思を

相手に伝えるリアルコミュニケーション。

Meet English speaking students

from all over campus! Learners of

all levels and native speakers are

welcome! Networking, friends,

and fun, all at the ICC.

イングリッシュ

ランチ

English Lunch

コリアン・ランチ

中国語を学習中！でもなかなか話す

機会が・・・。そんな人はぜひチャイニー

ズ・ランチへ。たまには⺟語で思い切り

話してみたいという中国語ネイティブの

⽅も熱烈歓迎。

Try practicing your Chinese or
chat with other native speakers
at the ICC's Chinese lunch. Come
with friends or by yourself, it's a
great chance to meet people.

イングリッシュ･ランチ

チャイニーズ

ランチ

Korean Lunch

チャイニーズ・ランチ

コリアンを使って交流したい⽅、まだ勉
強を始めたばかりだけど、韓流が⼤好
きな方！ぜひコリアン・ランチに参加し
ませんか。ネイティブ・スピーカーの方も
⺟語で盛り上がってください。

Whether you're studying Korean or

would just like the chance to talk

with native Korean speakers, come

swing by and use your Hangul at

the Korean Lunch!

コリアン

ランチ

한국어런치

4/14
(Mon)

(Wed)

4/16

4/21

4/23
(Wed)

&

(Mon)

中文午餐

Korean Lunch

Chinese Lunch

English Lunch

network at Waseda!います。 ひとりで来る人も多いですよ！

Lunch


