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Japan Quiz Cafe  Test your knowledge about Japan ! ｼﾞｬﾊﾟﾝ・クイズ・カフェ 

テレビ番組のようなクイズ大会を楽しみながら、 
新しい友達を作りませんか？日本には、留学生 
にも日本人学生にもあまり知られていない意外な 
魅力が溢れています。トレンド、食、観光・・・ 
様々なカテゴリーのクイズをグループで協力して 
解きながら、異文化交流を楽しみましょう！ 
当日は無料のお菓子とドリンクを用意して、 
ご来場をお待ちしています！ 
 
会場： ICCラウンジ（3号館1階） 

登録： 不要！    定員： 50名 

● 
Come along to the ICC and make new friends 
while trying your hand at a quiz game just like 
the ones on TV!  There are many unique and 
amazing things about Japan that international 
students and even Japanese students don't 
know. Have fun trying to answer questions 
about the trends, food, sights and more of 
Japan with your group members and enjoy 
mixing with the other fellow participants! There 
will be free drinks & snacks for all participants as 
well! 
 

Venue:        ICC Lounge  (1F Bldg. 3) 

Register:   Not required!    Capacity:   50 Students 

TOMODACHI Lunch ともだち ランチ 

お弁当を食べる場所探しに困っている方、新しい
友達をつくりたい方、外国語で話す場がほしい！と
いう方、ぜひICCともだちランチにお越しください！
テーマや言語に指定はありません。友達づくりには
もってこい！ 
 

会場： ICCラウンジ（３号館1階）12:15-12:55 

登録： 不要！    定員： 50名 

 

● 

Are you looking for a central location to eat your 
lunch? Want to casually meet new friends during 
your break time? Then bring along your lunch 
box to the ICC Lounge and chat with other 
Waseda students in any language you like! 
 

Venue:       ICC Lounge  (1F Bldg. 3)  @ 12:15-12:55pm 

Register:   Not required!   Capacity:   50 Students 

Photo Scavenger Hunt フォト・スカベンジャー・ハント ● 
Discover Waseda in teams of both Japanese and 
international students, going around the campus 
and completing various given missions. Make 
friends who you can hang out together with for 
a whole afternoon, or for the rest of your 
campus life! Prizes given to the winning team!  
 

Venue:       Starts at the ICC Lounge  (1F Bldg. 3) 

Register:   Not required!    Capacity:   50 Students 

世界中から集まった学生と一緒に早稲田のキャン
パスを探検しましょう！チームごとにキャンパスを回り
ながら、「大隈銅像と自撮り」や「早大正門で
Jump Shot」など様々なミッションをクリアしていた
だきます。優勝チームには賞品も用意しています！ 
 

 

集合場所： ICCラウンジ（３号館 1階 ） 

登録： 不要！    定員： 50名 

 

Ikebana 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! 
 
Venue:      1st  Fl., Okuma Garden House (Bldg.25) 

Capacity:   40 Students         Language: English 

Register via MyWaseda by Sep. 26 (Mon) 

「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！ 
 
会場： 大隈ガーデンハウス（25号館）1階  

定員： 40名       使用言語： 英語 

9/26(月)までにMyWasedaでご登録下さい 

※早大生限定 

 Casually meet new friends during your lunch break ! 

 Try the art of Japanese flower arrangement ! 

A fun new kind of campus tour ! 

Weekdays  
Sep.21-Sep.30 

Sep.28th  
16:30-18:00 

Sep.21st  
13:30-15:00 

Sep.26th  
13:30-15:00 

Sep.23rd  
13:30-15:00 

Sep.27th 

13:30-15:00 

※早大生限定 

※早大生限定 

※早大生限定 



ジャパニーズ・カルチャー・ウィーク ※早大生限定 

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 only the 
Ikebana (Sep.  28) events require advance online 
registration. Come on down and immerse yourself in 
Japanese culture! Everybody's welcome! 

ICCでは9月21日から10月3日まで、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。「Feel Japan!」なイベントが盛りだくさん！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。生け花体験教室（9月28日）のみ事前
のオンライン登録が必要です。外国人留学生も、日本人学
生も大歓迎！奮ってご参加ください。 

How to Register Online  
(For Ikebana only) 

DATE TIME EVENT 

SEP 21st  
(Wed) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

13:30-15:00 
Photo Scavenger Hunt 
フォト・スカベンジャー・ハント 

SEP 23rd  
(Fri) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

13:30-15:00 
 Japan Quiz Cafe 
ジャパン・クイズ・カフェ 

SEP 24th  
(Sat) 

13:00-16:00 
Circle Meet Up 
サークル・フェア 

SEP 26th  
(Mon) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

13:30-15:00 
Photo Scavenger Hunt 
フォト・スカベンジャー・ハント 

SEP 27th  
(Tue) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

13:30-15:00 
Japan Quiz Cafe 

ジャパン・クイズ・カフェ 

SEP 28th  
(Wed) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

16:30-18:00 
Ikebana Workshop 
生け花体験教室  
※事前登録必須 

SEP 29th  
(Thu) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

SEP 30th  
(Fri) 

12:15-12:55 
TOMODACHI Lunch 
ともだち ランチ 

Oct 3rd 
(Mon) 

16:30-18:00 
Iwami-Kagura  
石見神楽上演会 

EVENT VENUES  イベント会場 

1. Log in to MyWaseda.          

2. Select “Applications Forms and 

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」をクリック。 

4. 「ICCジャパニーズ・カルチャー・ウィーク登録」を探す。 

 

オンライン登録方法 
(生け花体験教室イベントのみ) 

FACEBOOK 
waseda.icc 

TWITTER 
@waseda_icc 

INSTAGRAM 
iccwaseda 

ICC WEBSITE 
www.waseda.jp/inst/icc/ WWW 

※早大生・一般・教職員参加可 
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