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Ikebana Demo & Workshop 生け花体験教室 
Ikebana is the traditional Japanese art of 
flower arrangement. For this  event, there will 
be a teacher from the Sogetsu School giving 
an demonstration followed  by a workshop 
where you can try it yourself! 
 

Capacity:   40 Students         Language: English 

「生け花」は、日本固有の発展をとげた伝統

文化です。その一流派である草月流いけ花

の師範をお招きし、生け花のデモンストレー

ションと体験教室を開催します！ 
 
定員： 40名       使用言語： 英語 

※早大生限定 

Japanese Dance & Yukata Wearing 日本舞踊・浴衣着付け 
Receive basic instruction in traditional Japanese 
dance from the famous performer and teacher, 
Ms. Kaari Koide from the Aoi School of dance in 
this one-time special workshop. You can also try 
wearing a traditional yukata with members 
from the Waseda Wakamono-kimono-kai.  
 

Capacity: 40 students  Language: Easy Japanese 

日本舞踊家、指導者としても活躍している
葵流の小出かあり氏の指導による日本舞踊
体験です。日本の盆踊り「東京音頭」も踊り
ます。また早稲田大学わかものきもの会の皆
さんと浴衣の着付けも体験できます。  
 
定員： 40名   使用言語： 簡単な日本語 

Come join the ICC Japanese Culture Week! We've got a 
variety of fun and interesting events to let you experience 
Japanese culture while meeting new friends on campus. All 
events are free of charge and you can register easily online 
via MyWaseda. Come immerse yourself in Japanese culture! 

ICCでは様々な角度から日本文化を紹介する企画「ジャパニー
ズ・カルチャー・ウィーク」を開催します。日本文化に触れながら
新しい友達を作るチャンスです。すべてのイベントは参加無料。事
前のオンライン登録も MyWaseda から簡単にできます。外国人

留学生も、日本人学生も大歓迎！是非奮ってご参加下さい！ 

Japanese Music & Tea Ceremony 邦楽演奏・茶道体験 
Members of the Waseda Chikuyukai will 
perform Japanese music on instruments like the 
Koto and Shamisen. You can also experience a 
traditional tea ceremony with the Waseda Sado-
kenkyu-kai.  
 

Capacity: 40 students  Language: Easy Japanese 

早稲田大学竹友会による日本の伝統的な
楽器、箏、三味線の演奏会と早稲田大学
茶道研究会の皆さんと一緒に茶道体験もで
きます。 
 
定員： 40名   使用言語： 簡単な日本語 

EVENT VENUE イベント会場 

1st  Fl., Okuma Garden House (Bldg.25) 

大隈ガーデンハウス（25号館）1階  

How to Register Online  
1. Log on to MyWaseda.          
2. Select “Applications & Questionnaires” on the left.        
3. Choose “Applications” from the menu.      
4. Scroll down and look for  the “ICC Japanese Culture 

Week Registration” form.  

1. MyWaseda にログイン。 
2. 左側の「申請フォーム・アンケート」を選択。 
3. 「申請フォーム入力」にクリック。 
4. 「ICCジャパニーズ・カルチャー・ウィーク」を探す。 

オンライン登録方法 

FACEBOOK 
waseda.icc 

TWITTER 
@waseda_icc 

INSTAGRAM 
iccwaseda 

Check out the ICC 
WEBSITE for more : WWW 

2016年６月27日 → 7月５日 

Register via MyWaseda by 
9:00 am, June 24th (Fri)! 

6月24日(金)午前9時まで
MyWasedaでご登録下さい！ 

www.waseda.jp/inst/icc/en/ 


