
［問い合わせ先］ 早稲田大学 文化推進部 文化企画課　
Ｔｅｌ：03-5272-4783（月-金 9：00-17：00） Ｅmail：art-culture@list.waseda.jp　Webサイト：https://www.waseda.jp/culture/

主  催：早稲田大学文化推進部
協  力：早稲田大学生活協同組合、早稲田大学周辺商店連合会、ジモア編集部
後  援：新宿区

会  場：早稲田大学 早稲田キャンパス　新宿区戸塚町1-104
西早稲田キャンパス61号館1階ものづくり工房 新宿区大久保 3-4-1（文化推進学生アドバイザーpresentsサンドブラストでオリジナルグラス作り）他イベント会場

文化推進学生アドバイザーpresents

早稲田文化芸術週間プレゼント企画

ブックカバー

10/8（月・祝）～21（日）プレゼント配付10:00-16:30 ※17（水）除く
パズルシートは「早稲田大学文化資源データベース」トップページからダウンロード
「早稲田大学文化資源データベース」の様々な検索方法で、資料を楽しみながら
探してもらうため「データベースワードパズル」を作りました。答えを埋めていくと、
キーワードとなる資料にたどりつきます。答えを記入したパズルシートと資料の
画像情報を早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアで提示すると、
オリジナルマフラータオル（非売品）をプレゼント（先着1,000名）。

データベースワードパズル

マフラータオル

講義編 10/9（火）16:30-18:00（開場16:00） 小野講堂
東 優（油SOBA図星店舗統括） 、角幡 陽平（武蔵野アブラ學会代表） 、櫻井 良輔（東京麺珍亭本舗部長）
「油そばを喰わぬもの、早大生にあらず。」とも言われるようになった油そばの台頭により、学生の食文
化はここ数年で激変しました。大学周辺の油そば店のトップが早大生を魅了する味の魅力を熱く語り
ます。
実践編 10/9（火）油そば学概論・講義編後～21（日） プレゼント配付10:00-16:30 ※17（水）除く 
対象店舗 油SOBA図星（はなれ）/麺爺（西早稲田店）/武蔵野アブラ學会（早稲田総本店）/東京麺珍亭（西早稲田店）
学生アドバイザーがセレクトした油そばを食べつくし、早大生の食文化を体感しましょう。対象4店舗で
スタンプラリー用紙を配布しています。スタンプラリーを制覇すると、早稲田大学歴史館「聳ゆる甍
（そびゆるいらか）」エリアでオリジナル油そばTシャツ（非売品）をプレゼント（先着200名）。

油そば学概論

油そばTシャツ

10/8（月・祝）～21（日）プレゼント配付10:00-16:30 ※17（水）除く
大隈重信像ほか
早稲田大学は銅像の宝庫！実は教科書に載っているあの人と、日ごろ気になっていた
あの銅像と一緒に記念撮影してみませんか？
早稲田大学構内の3つ以上の銅像（どの銅像でも構いません！）と一緒に写真を撮って、
早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアで写真を見せると、オリジナル
シリコンカードケース（非売品）をプレゼント(先着1,000名)。

スマホスタンドにもなる
シリコンカードケース

銅像フォト 塩沢 昌貞像塩沢 昌貞像小野 梓像小野 梓像

10/8（月・祝）～21（日）プレゼント配付10:00-16:30 ※17（水）除く
パズルシートは早稲田大学歴史館、演劇博物館入口で配布
早稲田大学の文化にもっと親しんでもらうため、学生ボランティア組織「文化推進学生
アドバイザー」が知恵を絞って作った「わせだかるちゃーパズル」。銅像、絵画、博物館…。
「早稲田文化」にまつわるパズルを解いて、実り豊かな秋を満喫しましょう。 
全て解けたら早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアでオリジナルブック
カバー（非売品）をプレゼント（先着1,000名）。

わせだかるちゃーパズル
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10月8日
（月・祝）

早稲田文化芸術週間2018 オープニング記念
ミュージアムライブ・大隈講堂ライブ

10月8日（月・祝）

10月9日（火）

10月10日（水）

10月12日（金）

10月11日（木）

10月14日（日）

10月13日（土）

18:15-19:45（開場17:45） 大隈大講堂 12:20-12:50  會津八一記念博物館前 
※雨天9日（火）に順延

文化芸術週間1週目
12:20-12:50  
早稲田文化芸術週間2018
オープニング記念
ミュージアムライブ
會津八一記念博物館前
※雨天10/9（火）に順延

11:00-12:00/13:00-14:00
13:30-14:30（3回開催）
秋の早稲田フォトツアー
早稲田キャンパス正門前
（案内板前）集合

18:15-19:45
早稲田文化芸術週間2018
オープニング記念
大隈講堂ライブ
大隈大講堂（開場17:45）

18:30-20:30
一夜限りの野外上映会
エンパクシネマ
演劇博物館舞台前

14:30-16:30
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

16:30-18:00
文化推進学生アドバイザーpresents
油そば学概論・講義編
小野講堂（開場16:00）

11:00-11:45
大隈庭園de青空ヨガ
大隈庭園（受付10:45）

16:30-18:30
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

18:30-20:00
caravan
ピアノと三味線が織りなす
〇〇な世界
小野講堂（開場18:00）

19:00-20:30
文化推進学生アドバイザーpresents
早稲田×スポーツ×古代ギリシャ
～吼えろ早稲田の獅子 
　猛けれ古代ギリシャの獅子～
大隈大講堂（開場18:30） 

15:00-17:00
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

16:30-18:00
知らなかった、ぼくらの日本語
アメリカ生まれの詩人が
これからの列島の言葉を語る
大隈小講堂（開場16:00）

17:00-20:00
文化推進学生アドバイザーpresents
英語コミュニケーション能力を
高める！英語DEドラマ
小野講堂（開場16:30）

11:00-13:00
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

13:00-14:15
天気と将棋のスペシャルコラボ
森田正光×竹俣紅トークショー
大隈大講堂（開場12:30）

13:00-14:45
大隈重信
～民意と統治の相克～
大隈小講堂（開場12:30）

13:00-16:00
「書」を再視する
小野講堂（開場12:30）

10:00-12:15
みんなでつくろう！
リズムの世界、メロディの世界
小野講堂（開場9:30）

12:15-13:15
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

14:00-19:00
AUSCHWITZ-BAUHAUS
内海信彦サマーワークショップ2018
バウハウス・アウシュヴィッツ、
そして全体主義の現在。
大隈大講堂（開場13:30）

この出会い、

 とっておきの

創立記念日前 日々スペシャル
Anniversary Concert 2018

10月19日
（金）

10月21日（日）

10月20日（土）
10月17日（水）

10月15日（月）

10月16日（火）

10月18日（木）

10月19日（金）

文化芸術週間2週目

2018年10月8日（月・祝）-21日（日）

早稲田大学創立記念日

草間彌生
無限の彼方へかぼちゃは愛を叫んでゆく
2017/ミクストメディア/サイズ可変
©YAYOI KUSAMA

16:30-18:30
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

17:00-19:00
文化推進学生アドバイザーpresents
No Rice 農(No) Life!
大隈小講堂（開場16:30）

18:30-19:30
早稲田文化芸術週間2018
2週目突入とっておきライブ
小野講堂（開場18:00）

18:15-19:45
学生留学アドバイザーpresents
世界行ってみたらこんなところ！
大隈小講堂（開場17:45）

14:00-15:00
早稲田地域Museum企画
新宿と漱石
ー漱石山房記念館収蔵資料からー
大隈小講堂（開場13:30）

14:00-15:00/17:00-18:00
19:30-20:30（3回公演）
企画展「現代日本演劇のダイナミズム」記念イベント
ゲッコーパレード演劇公演
『リンドバークたちの飛行』
演劇博物館

16:30-18:30
文化推進学生アドバイザーpresents
サンドブラストでオリジナルグラス作り
西早稲田キャンパス
61号館1階ものづくり工房

16:30-17:30
早稲田地域Museum企画
草間彌生の世界
―草間彌生美術館の設立を記念して―
大隈小講堂(開場16:00)

12:15-13:00
創立記念日前々日スペシャル
早稲田スポーツ・アニバーサリーステージ
會津八一記念博物館前
※雨天中止

15:30-17:30
漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！
小野講堂ロビー

17：30-20：30
演技と歌と音楽の反応！
生演奏ミュージカル
ワークショップ
小野講堂（開場17:00）

13:00-15:00
文化推進学生アドバイザーpresents
サンドブラストでオリジナルグラス作り
西早稲田キャンパス
61号館1階ものづくり工房

14:00-15:20/19:00-20:20（2回公演）
システマアンジェリカ
×劇団くるめるシアター合同企画公演
『盲（もう）』
早稲田小劇場どらま館

15:00-18:00
第一次世界大戦後の
国際社会運動と早稲田大学
3号館10階第1会議室
（開場14:30）

11:45-17:00
2018稲門祭
（落語・音楽祭・合唱祭
パレード・模擬店など）
早稲田キャンパス・大隈庭園

13:30-14:00/15:00-15:30（2回開催）
早稲田大学歴史館
ギャラリートーク
歴史館内
「インフォメーション」集合

14:00-15:20/19:00-20:20（2回公演）
システマアンジェリカ
×劇団くるめるシアター合同企画公演
『盲（もう）』
早稲田小劇場どらま館

18:30-20:30（開場18:00）大隈大講堂

 秋になる
18:30-20:30
創立記念日前々日スペシャル
WASEDA
Anniversary Concert 2018
大隈大講堂（開場18:00） 



シンポジウム 講演会

後藤 理加（新宿区立漱石山房記念館学芸員）
10/17（水）14:00-15:00（開場13:30）大隈小講堂
開館1周年を迎えた漱石山房記念館の所蔵資料から、
新宿と夏目漱石の所縁について解説します。

問い合わせ先:新宿区立漱石山房記念館 03-3205-0209/soseki@regasu-shinjuku.or.jp

17日
wed.

早稲田地域Museum企画
新宿と漱石
―漱石山房記念館収蔵資料から―

田村 拓靖（アメリカ・ルイス・クラーク大学に留学）
藤村 なほ（イタリア・ボローニャ大学に留学）
岡﨑 有希奈（ノルウェー・トロムソ大学に留学）
10/16（火）18:15-19:45（開場17:45） 大隈小講堂

あらゆる分野でグローバル化が叫ばれる昨今。しかし、世界の人々は実際にどんな生活を
送っているのでしょう？留学経験者の早大生が、食べもの、気候など多角的に世界の
国 を々ご紹介します。

16日
tue.

学生留学アドバイザーpresents
世界行ってみたらこんなところ！

問い合わせ先:留学センター 03-3207-6427/cie-advisers-staff@list.waseda.jp

「書」を再視する
徳泉 さち（會津八一記念博物館助手）
橋本 栄一（東京学芸大学准教授）
丹尾 安典（早稲田大学教授） 
志邨 匠子（秋田公立美術大学教授）
10/13（土）13:00-16:00（開場12:30） 小野講堂
パソコンやEメール、インターネットの普及により、
人々が自らの手で文字を書く機会は急速に減りつつあ
ります。今、改めて「書」が辿ってきた歴史を振り返り、
これからの「書」の未来を考えます。

13日
sat.

問い合わせ先:會津八一記念博物館 03-5286-3835/aizu@list.waseda.jp

藤村 シシン（古代ギリシャ・ギリシャ神話研究家）
10/11（木）19:00-20:30（開場18:30）大隈大講堂
早慶戦や箱根駅伝をはじめスポーツ強豪校である早
稲田大学VS祭典競技の原点である古代ギリシャ。
数々のメダリストを輩出している早稲田大学で、東京
オリンピック・パラリンピックに向けて藤村シシン氏が
今宵熱く語ります。#早稲田オリンピア

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

11日
thu.

文化推進学生アドバイザーpresents
早稲田×スポーツ×古代ギリシャ
～吼えろ早稲田の獅子 猛けれ古代ギリシャの獅子～

溢れ出る向学心をおさえられないアナタに。
第一線で活躍する方々が最先端のアクティビティを披露！
 

問い合わせ先:文学学術院 03-3203-4381 

アーサー・ビナード（詩人・第6回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞受賞）
10/12（金）16:30-18:00（開場16:00）大隈小講堂
これまで知られなかった日本人、日系アメリカ人の戦争と
戦後の真実に光をあてた作品『知らなかった、ぼくらの
戦争』（アーサー・ビナード著）の内容に触れながら、
ビナード氏と共に戦争等歴史的背景によってゆがめ
られた日本語について考えます。

12日
fri.

森田 正光（気象予報士）
竹俣 紅（女流棋士・政治経済学部2年在学中）
10/13（土）13:00-14:15（開場12:30） 大隈大講堂
将棋アマチュア有段者として有名な「お天気キャスター」
森田正光氏と現役早大生棋士の竹俣紅さんによる
トークショーです。どんな話題になるのか、次の一手が
読めない予報不能の展開をお楽しみください。

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

13日
sat.

天気と将棋のスペシャルコラボ
森田正光×竹俣紅トークショー

知らなかった、ぼくらの日本語
アメリカ生まれの詩人がこれからの列島の言葉を語る

早稲田大学歴史館 ギャラリートーク

ギャラリートーク

10/21（日）13:30-14:00/15:00-15:30（2回開催）
歴史館内「インフォメーション」集合
早稲田大学歴史館では、本学の歴史（過去・現在・未来）
に関する資料や情報を、単なる通史の平板な陳列では
なく、来館者がそれぞれの関心に応じて新たな発見が
できるよう、多様な切り口で展示しています。その魅力を
30分でご紹介します。予約不要・各回先着20名 

21日
sun.

問い合わせ先:早稲田大学歴史館 03-6380-2891/art-culture@list.waseda.jp

大隈重信 ～民意と統治の相克～
真辺 将之（早稲田大学教授）
10/13（土）13:00-14:45（開場12:30）大隈小講堂
数々の挫折を経験しつつも政治的姿勢を変えながら、
常に理想を追求した大隈重信の素顔と近代日本の
基盤形成に貢献した足跡を、長い準備期間を費やして
第一級史料を調査して得た大隈研究の極致をお話し
します。

13日
sat.

問い合わせ先:早稲田大学春秋会 090-4396-1596/aloha.cpa.oshiumi@nifty.ne.jp

学 ぶ

この出会い、とっておきの秋になる

演劇

問い合わせ先:演劇博物館 03-5286-1829/enpaku@list.waseda.jp

作・ベルトルト・ブレヒト　訳・岩淵 達治
10/17（水）14:00-15:00/17:00-18:00/19:30-20:30（3回公演）
演劇博物館
鎌倉や山形の文化財で演劇作品を上演してきたゲッコー
パレードによる演劇公演。演劇博物館の部屋をめぐりな
がらブレヒト作『リンドバークたちの飛行』を上演します。

澤登 翠（活動写真弁士）、山城 秀之（活動写真弁士）
柳下 美恵（ピアノ）
10/8（月・祝）18:30-20:30 演劇博物館舞台前
演劇博物館前にスクリーンを設置し、フィルムでの
無声映画上映会を開催します。弁士と生演奏付き
の貴重な上映会をぜひお楽しみください。

加藤 露弥（ピアニスト）、津軽三味線愛好会 三津巴
10/10（水）18:30-20:00（開場18:00） 小野講堂
早稲田文化芸術週間恒例のピアニスト加藤露弥氏と
早大生のコラボレーション。三味線ならではの民謡や、
ピアノならではのクラシック～ポップスまで。生まれ
た国が違う楽器同士が、お互いの魅力を引き出し合い
ながら、未知で斬新な世界へと皆様をご招待します。

コンサート

映画

※雨天時は小野講堂にて開催します（定員200名、先着順）。詳しくは演劇博物館Web
　サイト（https://www.waseda.jp/enpaku/）をご覧ください。

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

問い合わせ先:演劇博物館 03-5286-1829/enpaku@list.waseda.jp

8日
mon.

8日
mon.

10日
wed.

caravan
ピアノと三味線が織りなす○○な世界

料金￥1,000 9/3（月）から早稲田文化Webサイト（https://www.waseda.jp/culture/events/week/）
より申込・先着200名※当日開演時間までにご入場いただけない場合、キャンセルとさせて
いただきます。チケット料金は当日、会場にてお支払いください。

ワセダでしか味わえない刺激を求めるアナタに。
大迫力のパフォーマンスを体感してください！

photo：瀬尾憲司photo：瀬尾憲司
17日
wed.

問い合わせ先:劇団くるめるシアター・石田 080-1675-4756/misils10@moegi.waseda.jp

緒方 美月（作・演出）
伊勢崎 綾香、穀野 夏奈子、根井 優華他　
10/20（土)・21（日）14:00-15:20/19:00-20:20（4回公演）
早稲田小劇場どらま館
「盲目」をテーマにした演劇公演です。単純に「目が
見えないこと」だけではなく、「恋は盲目」な男女や、
真実から「目をつぶる」人々に着目した物語。

システマアンジェリカ×劇団くるめるシアター合同企画公演
『盲（もう）』

一夜限りの野外上映会
エンパクシネマ

料金  大人￥1,000 学生￥500 Webサイト（https://ticket.corich.jp/apply/93265/）
より申込。当日券も若干枚発売。

21日
sun.

20日
sat.

定員15名※要事前予約・定員を超える場合は抽選。申込 9/19（水）10：00より演劇
博物館Webサイト（https://www.waseda.jp/enpaku/）にて受付開始。
応募締切：10/5（金）17：00、結果発表：10/10（水）

早稲田文化芸術週間2018スタートを記念して、早大生による大迫力の
パフォーマンスを披露します。（総合演出・ＭＣ 放送研究会）

応援部、SHOCKERS、ハワイ民族舞踊研究会、MYNX

応援部、Oasis、踊り侍、SHOCKERS、ハワイ民族舞踊研究会
Brilliant Pinks、MYNX

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp 問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

問い合わせ先：競技スポーツセンター 03-5286-3757

早稲田文化芸術週間2018オープニング記念
ミュージアムライブ・大隈講堂ライブ
早稲田文化芸術週間2018オープニング記念
ミュージアムライブ・大隈講堂ライブ

早稲田文化芸術週間2018
2週目突入とっておきライブ
早稲田文化芸術週間2018
2週目突入とっておきライブ

創立記念日前々日スペシャル 
WASEDA Anniversary Concert 2018
創立記念日前々日スペシャル 
WASEDA Anniversary Concert 2018

創立記念日前々日スペシャル 
早稲田スポーツ・アニバーサリーステージ
創立記念日前々日スペシャル 
早稲田スポーツ・アニバーサリーステージ

10/8（月・祝） 12:20-12:50 
會津八一記念博物館前  ※雨天9日（火）に順延

10/8（月・祝）18:15-19:45（開場17:45）
大隈大講堂 SARAHbelly、ニューオルリンズジャズクラブ

10/15（月）18:30-19:30（開場18:00） 小野講堂
早稲田文化芸術週間2018の2週目突入を盛り上げるために、とっておきライブを開催します。
秋の夜長にベリーダンスとジャズをお楽しみください。（総合演出・ＭＣ 放送研究会）

早稲田大学交響楽団
10/19（金）18:30-20:30（開場18:00） 大隈大講堂
サントリーホールなど国内最高峰のホールでの定期演奏会、ヘルベルト・フォン・カラヤンを
はじめとした一流の音楽家たちとの共演など、精力的に活動する早稲田大学公認
オーケストラサークルが10月21日の早稲田大学創立記念日を祝して演奏します。
問い合わせ先:早稲田大学交響楽団事務所 03-3204-3585/office@wso-tokyo.jp

体育各部全44部
10/19（金）12:15-13:00 會津八一記念博物館前 ※雨天中止
ユニフォームを身にまとった体育各部が勢ぞろいし、10月21日の早稲田大学創立
記念日を祝うとともに、複数の部が早慶戦など、秋シーズンの抱負を述べます。
紺碧の空、早稲田大学校歌を斉唱し、早稲田スポーツや早稲田文化を熱く感じる
ステージです。

観 る

中島 峰広（早稲田大学名誉教授・NPO法人棚田ネットワーク代表）
堀口 健治（早稲田大学名誉教授・日本農業経営大学校校長）
西原 是良（早稲田大学助教） 
朽木 新（学生NPO農楽塾初代代表）
冨樫 裕一（冨樫ぶどう園主）
10/15（月）17:00-19:00（開場16:30） 大隈小講堂
皆さんは大隈庭園に田んぼがあることを知っていますか？

その名も「わせでん」。なぜ都会のど真ん中に田んぼが?その答えを15年間「わせでん」で
お米を作り続ける学生NPO農楽塾と共に考えてみませんか。  

15日mon.

文化推進学生アドバイザーpresents
No Rice 農（No） Life！

李 成市（早稲田大学教授）、伊東 久智（早稲田大学講師）
裵 姈美（大阪大学准教授）、紀 旭峰（早稲田大学主任研究員）
10/20（土）15:00-18:00（開場14:30） 3号館10階第1会議室
今からちょうど百年前の1918年、第一次世界大戦後の
アジア各地で、反帝国主義、反植民地統治等の国際
社会運動が活発化しました。そこには、朝鮮人・台湾人・

中国人と日本人の運動との間で、時には相互矛盾する動きを含みつつも、互いに影響
関係がありました。本企画は具体的な事例を踏まえつつ、当時の早稲田大学がどのように
関わっていたかについて、複眼的に捉えることを目指します。

20日
sat.

第一次世界大戦後の
国際社会運動と早稲田大学

問い合わせ先:紀旭峰 080-3086-5199/rarachi18@yahoo.co.jp

内海 信彦（美術家・ペルー国立美術学校名誉教授・ハーヴァード大学客員芸術家）
東出 浩教（早稲田大学教授）
10/14（日）14:00-19:00（開場13:30） 大隈大講堂
画家・内海信彦が学生・社会人とオーストリア、ドイツ、
ポーランド、チェコを巡ったワークショップの報告会。
負の遺産であるアウシュヴィッツと近代デザインを産んだ
バウハウスの関係性を探ります。 料金￥1,000

14日
sun.

AUSCHWITZ-BAUHAUS 内海信彦サマーワークショップ2018
バウハウス・アウシュヴィッツ、そして全体主義の現在。

問い合わせ先:飯島千恵 090-4536-8218/t.rmt.199@gmail.com

SARAHbellySARAHbelly ニューオルリンズジャズクラブニューオルリンズジャズクラブ

15日mon.

19日
fri.

19日
fri.

総合演出・ＭＣ 放送研究会総合演出・ＭＣ 放送研究会

踊り侍（よさこい）踊り侍（よさこい）

SHOCKERS（チアリーディング）SHOCKERS（チアリーディング）

MYNX（チアダンス）MYNX（チアダンス） ハワイ民族舞踊研究会（フラダンス）　ハワイ民族舞踊研究会（フラダンス）　

応援部応援部

Oasis（ジャズダンス）Oasis（ジャズダンス）

Brilliant Pinks（ストリートダンス）Brilliant Pinks（ストリートダンス）

助成 平成30年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

企画展「現代日本演劇のダイナミズム」記念イベント
ゲッコーパレード演劇公演
『リンドバークたちの飛行』

助成 平成30年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

建畠 晢（草間彌生美術館館長）
10/18（木）16:30-17:30（開場16:00）大隈小講堂
ただひたすらな反復という草間彌生の一貫した方法が
生み出す豊穣な世界の軌跡を辿るとともに、89歳にして
なお制作に邁進し、個人美術館をも設立した彼女の
最近の旺盛な活動を紹介します。18日

thu.

早稲田地域Museum企画
草間彌生の世界
―草間彌生美術館の設立を記念して―

草間彌生ポートレート
©YAYOI KUSAMA
草間彌生ポートレート
©YAYOI KUSAMA

問い合わせ先:草間彌生美術館 03-5273-1778/info@yayoikusamamuseum.jp

！



10/1（月）～12（金）の平日
戸山カフェテリア（8:00-8:45）、所沢学生食堂（8：30-9：15）
10/15（月）～26（金）の平日
大隈ガーデンハウス（8:00-8:45）、理工カフェテリア（8:00-8:45）
食も文化。朝食をしっかり取ることで、健康的な食生
活への関心を持ってもらおうと、栄養バランスを考えた
「100円朝食」。今年も早稲田文化芸術週間に合わせて
実施します。

           問い合わせ先:生活協同組合 03-3207-8611

100円朝食
（早大生限定・1日100食限定）

※100円朝食の提供は、早稲田大学の学部・大学院生に限ります。（ただし科目等履修生は除く。）
　学生証の提示が必要です。

展示

これが連歌だ!
―伊地知鐵男文庫で学ぶ連歌の世界―
10/1（月）～31（水）10:00-18:00 ※21（日）10:00-17:00
※7（日）、14（日）、28（日）閉室　総合学術情報センター2階展示室
本年は連歌研究に大きな足跡を残した故伊地知鐵男先生の
没後20年に当たります。昨年末、『連歌大観』全3巻の
刊行も完結。連歌研究に新しい時代が始まろうとする
今、伊地知文庫の資料を改めて公開します。

問い合わせ先:早稲田大学図書館特別資料室 03-5286-1754/tks-info@list.waseda.jp

問い合わせ先:人間科学学術院 村上研究室 04-2947-6795/kimiko52@waseda.jp

ヒトラーに抗した学生たち
ミュンヒェン・白バラ
10/17（水）～11/13（火）10:00-18:00（初日12:00-最終日-16:00）
※日曜閉室　ワセダギャラリー 
1942/43年、ナチ政権への抵抗を呼びかけた大学生の
グループ「白バラ」がありました。彼らの行動と人生を
歴史的背景とともに明らかにしようとする、写真と解説文に
よるパネル展示です。

自分のペースで楽しみたい
アナタに。

腹が減っては戦はできぬ
アナタに。

10/11（木）～11/17（土）10:00-17:00※金曜10:00-18:00
※10/14（日）、28（日）、11/2（金）、11（日）閉室
大隈記念タワー10階125記念室
穴澤咊光氏からご寄贈いただいた学術的価値の高い
東洋考古学のコレクションを一挙に公開いたします。
時代によって表されるモチーフが移り変わる、古代
中国の鏡の世界をお楽しみください。

問い合わせ先:會津八一記念博物館 03-5286-3835/aizu@list.waseda.jp

穴澤コレクション
古代中国鏡の世界展

10/1（月）～12/31（月）高田馬場・早稲田界隈
早稲田大学周辺の高田馬場・早稲田エリアは、国内
屈指のラーメン激戦区。地元メディア「ジモア」編集部が
厳選した人気店18店舗でスタンプラリーと総選挙を
実施します！スタンプ収集または「#ジモアラーメン
ラリー」を付けてSNSに投稿した方にはラーメンパス
ポートやオリジナルグッズをプレゼント！

問い合わせ先:ジモア編集部 03-6427-4653/info@jimore.net/www.jimore.net

高田馬場・早稲田
ジモアラーメンラリー2018

キャンパスの記憶
10/1（月）～15（月）9:00-19:00 
ワセダギャラリー
思い出のキャンパス風景と、本学校友の絵本作家・青山
邦彦氏が描いたキャンパス鳥瞰図をご覧いただけます。
時代や空間を超えた、いつもと違うキャンパスを楽しんで
みませんか。

問い合わせ先:校友会事務局03-3202-8040/alumni@list.waseda.jp

大山郁夫と学生たち －時代の中の「早稲田精神」－
9/28（金）～11/4（日）10:00-17:00※10/3（水）、17（水）、11/2（金）閉室
早稲田大学歴史館 企画展示ルーム
2018年は、本学教授でもあった政治家・社会運動家の
大山郁夫が、16年におよぶ亡命生活を終えて復職して
から70年目にあたります。大山の早稲田での足跡を
通して、社会や大学・学生たちの動きを見ていきます。

問い合わせ先:大学史資料センター 042-451-1343/daigakushi-event@list.waseda.jp

10/6（土）～2019/1/20（日）10:00-17:00（火・金曜は19:00まで）
演劇博物館1階特別展示室
60年代のアングラ演劇から2000年代の若手まで、多くの
アーティストに寄り添い、劇評を執筆してきた扇田昭彦氏の
仕事を、原稿や収集した資料の展示を通して振り返ります。

特別展
「演劇評論家 扇田昭彦 ―舞台に寄り添う言葉―」

助成 芸術文化振興基金 問い合わせ先:演劇博物館 03-5286-1829/enpaku@list.waseda.jp

10/8（月・祝）～21（日）
早稲田大学歴史館内 Café Clio 営業時間内
食欲の秋に！そして文化芸術週間で盛り上がる秋に
合わせて、コラボメニューを販売します！イベントを
楽しんだ後は、店長イチオシの「季節のブレンド」を
飲んでほっと一息しませんか。

早稲田文化芸術週間限定 Café Clioコラボメニュー
季節のブレンド

10/8（月・祝）～21（日）
早稲田小劇場どらま館１階COPPE営業時間内
少し肌寒い季節にホットタピオカはいかがですか？
味は全部で6種類（抹茶、キャラメル、ライチ、紅茶、
マンゴー、ストロベリー）。早稲田文化芸術週間中は
オリジナルパッケージにてご提供します！

早稲田文化芸術週間限定 COPPEコラボメニュー
文化もHOT!心もHOT！ホットタピオカ

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

13日
sat.

10/9（火）14:30-16:30・10（水）16:30-18:30
　12（金）15:00-17:00・13（土）11:00-13:00
　14（日）12:15-13:15・15（月）16:30-18:30
　19（金）15:30-17:30（7回開催）小野講堂ロビー
あなたの似顔絵を早稲田大学漫画研究会が約5分で
おかきします。今日という素敵な思い出をぜひカタチに。
写真にはない、ひと味違った楽しさを満喫してください。

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

14日
sun.

15日
mon.

9日
tue.

10日
wed.

12日
fri.

19日
fri.

漫画研究会presents
早稲田の思い出を似顔絵に！

ワークショップ レクリエーション ひと休み

19日
fri.

中原 和樹（もんもちプロジェクト主宰・演出・脚本家）
山野 靖博（声楽家・ミュージカル俳優）
久保 奈津実（代々木アニメーション学院非常勤講師・ピアニスト）
10/19（金）17:30-20:30（開場17:00） 小野講堂
ピアノの生演奏と共に、ミュージカルを体験する
ワークショップです。音楽があるから歌うのがミュー
ジカルではありません。演技と歌と音楽が反応し合う
ことで生まれる、いきいきとした瞬間を一緒に味わい

ましょう！「美女と野獣」の曲「変わりものベル」を使用し、去年に引き続いて今年も
ここでしか出来ないミュージカル体験が待っています。
予約不要・先着50名
問い合わせ先:中原和樹 090-6001-8128/kazukikko0120@gmail.com

演技と歌と音楽の反応！
生演奏ミュージカルワークショップ

10/8（月・祝）～21（日）
早稲田大学周辺商店連合会各店舗
早稲田大学周辺商店連合会の皆様のご厚意で、早稲田
文化芸術週間中、早稲田スポーツ新聞会の写真や
新聞をたくさんの店舗で設置します。

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

早稲田スポーツ展

10/21（日）11:45-17:00　早稲田キャンパス・大隈庭園
校友会最大の祭典「稲門祭」を大学創立記念日の10月
21日（日）に開催。「WASEDA DNA　私たちには同
じ血が流れている。」をテーマに、子どもから大人ま
で楽しめるイベントが盛りだくさんです。どなたで
もご参加いただけます。
Webサイト(http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai)

問い合わせ先:校友会事務局 03-3202-8040/tomonsai-office@list.waseda.jp

21日
sun.

2018稲門祭
とうもんさい

最新の情報は「早稲田文化」Webサイト（https://www.waseda.jp/culture/）でご確認ください。

日頃の疲れをリフレッシュしたい
アナタに。

「わたしが主役！」じっとしていられない
アナタに。

20日
sat.

17日
wed.

10/17（水）16:30-18:30・20（土）13:00-15:00（2回開催）
西早稲田キャンパス 61号館1階ものづくり工房
早稲田大学オリジナルグラスにサンドブラストをし、
自分だけのグラスを作りましょう！細かい砂でガラスを
傷つけ、模様を描きます。グラスは非売品、WASEDAの
ロゴ入りです。誰でも簡単に作れます！

文化推進学生アドバイザーpresents
サンドブラストでオリジナルグラス作り

9/3（月）からWASEDAものづくり工房Webサイト（http://www.koubou.sci.waseda.ac.jp）より申込
各回先着10名（小学生以下は保護者同伴）※西早稲田キャンパスでの開催です。会場にご注意ください。

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

※会場混雑の場合、座席を指定またはご移動いただく場合がございます。
※内容・時間等は変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※イベント開催中に撮影を行い、広報・記録用に使用させていただく場合がございます。
　不都合がございましたらスタッフにお声掛けください。
※催し物にお申込み方法や先着人数が明記されていない場合は当日先着（大隈大講堂 1,000人、
　大隈小講堂 300人、小野講堂 200人)でのご案内をさせていただきます。
※有料表記があるイベント、飲食関係のイベントを除き、すべて入場無料です。

問い合わせ先:キャンパスツアーデスク 03-5286-1276/campustour@list.waseda.jp

10/8（月・祝）11:00-12:00/13:00-14:00/13:30-14:30（3回開催）
早稲田キャンパス正門前（案内板前）集合
早稲田キャンパスのフォトスポットを巡るツアーに参
加しませんか？ガイドによる大学の説明に加え、ご希
望に応じてお客様の写真を撮影しますので、カメラ等
を持参の上、ご参加ください。

秋の早稲田フォトツアー

9/3（月）からキャンパスツアーWebサイト「定期ツアーお申込み」
（https://www.waseda.jp/top/about/work/campus-tours）
より申込・各回先着20名

8日
mon.

問い合わせ先:人間科学学術院 村上研究室 

屈指のラーメン激戦区。地元メディア「ジモア」編集部が
厳選した人気店18店舗でスタンプラリーと総選挙を
実施します！スタンプ収集または「#ジモアラーメン
ラリー」を付けてSNSに投稿した方にはラーメンパス
ポートやオリジナルグッズをプレゼント！

問い合わせ先:ジモア編集部 03-6427-4653/info@jimore.net/www.jimore.net

中原 和樹（もんもちプロジェクト主宰・演出・脚本家）
山野 靖博（声楽家・ミュージカル俳優）

（代々木アニメーション学院非常勤講師・ピアニスト）
10/19（金）17:30-20:30（開場17:00）小野講堂
ピアノの生演奏と共に、ミュージカルを体験する

ショップです。音楽があるから歌うのがミュー
ません。演技と歌と音楽が反応し合う

生まれる、いきいきとした瞬間を一緒に味わい
曲「変わりものベル」を使用し、去年に引き続いて今年も

待っています。

kazukikko0120@gmail.com

演技と歌と音楽の反応！
生演奏ミュージカルワークショップ

で楽しめるイベントが盛りだくさんです。どなたで
もご参加いただけます。
Webサイト(http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai)

問い合わせ先:校友会事務局 03-3202-8040/tomonsai-office@list.waseda.jp

21日
sun.

（http://www.koubou.sci.waseda.ac.jp）より申込
西早稲田キャンパスでの開催です。会場にご注意ください。

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

歴史館検定
10/8（月・祝）～21（日） 10:00-17:00 ※17（水）除く
早稲田大学歴史館
「進取の精神」エリアに設置された「歴史館検定」端末を
タッチすると、本学に関するクイズが10問出題されます。
8問以上の正解で検定合格証を発行します。館内カフェ 
Café Clio（営業時間12:00-17:00 水曜日定休）にて
検定合格証を提示すると、飲食料金の割引が受けられます。

問い合わせ先:早稲田大学歴史館 03-6380-2891/art-culture@list.waseda.jp

体験する 楽しむ 食べる 知 る

　

10/8（月・祝）～20（土） 生協営業時間内
大隈ガーデンハウス、戸山カフェテリア
理工カフェテリア、所沢学生食堂
早稲田文化芸術週間限定メニュー。演劇博物館が
今年で開館90周年を迎えるのに合わせ、「90年
経ツタ丼」（チキンタツタ丼）を販売します！これを

食べればあなたの中で90年の歴史が甦る！？
※キャンパスによって提供期間が異なります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先:生活協同組合 03-3207-8611 

早稲田文化芸術週間限定 生協コラボメニュー
演劇博物館開館から90年経ツタ丼
～チキンタツタ丼～

10日
wed.

ケイコ（スタジオ・ヨギー講師）
10/10（水）11:00-11:45（受付10:45）大隈庭園
大隈庭園で秋の空を感じながら屋外ヨガを実施し
ます。開放的な空間で、日常生活をリセットしませんか？
※雨天の場合、大隈ガーデンホールで開催します。
　詳細は当日ご連絡いたします。
※着替室はありません。動きやすい服装でお越しください。
※ヨガマットまたは厚手のバスタオル、水をご持参ください。

大隈庭園de青空ヨガ

9/3（月）から早稲田文化Webサイト（https://www.waseda.jp/culture/events/week/）より申込・先着20名
問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

9/3（月）から早稲田文化Webサイト（https://www.waseda.jp/culture/events/week/）
より申込・先着20名（小学生）。詳細は上記Webへ。

sun.

音楽ワークショップ集団 ミュージクス
（第６回ワークショップコレクション審査員特別賞受賞）
10/14（日）10:00-12:15（開場9:30） 小野講堂
誰でも簡単に音を出すことのできる楽器を使い、
リズムの世界・メロディの世界を大冒険！ひとり1台
のアフリカンドラムを用いたリズムアンサンブルと、
様々な楽器を使った対話によるメロディ・作品づくりが
体験できます。学校の授業とは一味違う音楽体験を
通して、創造のトビラを開いてみよう！

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

みんなでつくろう！
リズムの世界、メロディの世界

14日

12日
fri.

小口 真澄（英語芸術学校マーブルズ代表・演出家）
10/12（金）17:00-20:00（開場16:30） 小野講堂
英語でミュージカルのOne Sceneを作りましょう！
グローバルリーダーの育成に力を入れる早稲田大学で、
演劇を通じた英語教育を行う小口真澄氏と一緒に
世界への第一歩を踏み出してみませんか？簡単な英語の
スキットを使うことで、今まで感じていた英語の壁を
取り払うことができます。大人気ミュージカルの歌を

歌って自分革命を！自分と向き合って少し前に進んでみましょう！
9/3（月）から早稲田文化Webサイト（https://www.waseda.jp/culture/events/week/）より申込・先着50名

文化推進学生アドバイザーpresents
英語コミュニケーション能力を高める！英語DEドラマ

問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

（https://www.waseda.jp/culture/）でご確認ください。 早稲田文化

ご注意

9/29（土）～2019/1/20（日）10:00-17:00（火・金曜は19:00まで）
演劇博物館2階企画展示室
多様な展開を見せる90年代以降の現代日本演劇。
チラシやポスター、舞台映像の展示を通して現代日本
演劇の「今」を捉えます。

問い合わせ先:演劇博物館 03-5286-1829/enpaku@list.waseda.jp

早稲田大学演劇博物館開館90周年記念
2018年度秋季企画展「現代日本演劇のダイナミズム」

助成 アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

「演劇クエスト」
photo：Christian Herrmann
「演劇クエスト」
photo：Christian Herrmann


