
〈ご注意〉
●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。
最新の情報は「早稲田文化」Webサイトでご確認ください。
●イベント開催中にスタッフが撮影を行い、広報・記録用に使用させていただく場合がございます。
　不都合がありましたらスタッフにお声掛けください。
●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。

秋10月7日（月） 21日（月）～

入場無料（一部有料イベントあり）
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CAMPUS MAP

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 〒169-8050　東京都新宿区戸塚町1-104
　　　　　　　　　　戸山キャンパス　　〒162-8644　東京都新宿区戸山1-24-1 ほか

アクセス：地下鉄東京メトロ東西線「早稲田」駅下車 ほか

問い合わせ：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

〈配慮が必要な方へ〉
文字通訳、手話通訳、場内誘導、お子様連れでの参加等について
配慮をご希望の方は、開催日の2週間前までに[問い合わせ]まで
ご希望の内容をお知らせください。
ご相談のうえ、できる限りの対応を検討させていただきます。

大隈記念タワー

36号館
681教室（6F）

　

大隈記念講堂

早稲田大学
歴史館Café Clio（1F）

Museum LIVE/
早稲田スポーツ・
アニバーサリーステージ会場

Museum LIVE/
早稲田スポーツ・
アニバーサリーステージ会場

イベント限定
オリジナルグッズをゲットしよう!

ワークシート配布場所
プレゼント配付場所

東京メトロ早稲田駅東京メトロ早稲田駅

早稲田小劇場
どらま館
COPPE（1F）

期間
主催

2019年10月7日（月）-21日（月）
早稲田大学文化推進部

早稲田文化芸術週間
はじける情熱　つながる感動



松本 峰明 （ピアノ演奏）

いとうせいこう ふなっしー竹俣 紅 菊地 浩平

佐野 史郎（トークゲスト）
中井 貴惠

ゲストが贈るスペシャルステージ

（ピアノ演奏）

（トークゲスト）

いとうせいこう
　竹俣 紅

音語り10周年記念公演 
小津安二郎映画を聞く『小津日和』

×
トークショー

いとうせいこう
　竹俣 紅

×
ふなっしーがやってくる

10/8（火）18:30-20:00 
小野講堂

人形メディア学特別講演
「ふな菊祭」 10/17（木）14:45-16:15 

小野講堂

似顔絵も!

10/10（木）～14（月・祝）小野講堂
中井貴惠が母校にて
音語り10周年記念公演を開催

 詳しくは中面をご覧ください。

ものづくりも!

ふなっしー竹俣 紅 

ファッションも!

14:45-16:15
人形メディア学特別講演
「ふな菊祭」
小野講堂（開場14:15）

14:00-15:00/19:00-20:00（2回公演）
劇団システマ・アンジェリカ
×自己破産したお母様は馬の
コンディションに目を光らせる
企画公演『Es,』
早稲田小劇場どらま館

11:45-17:00
稲門祭2019
早稲田キャンパス・
大隈庭園・
早稲田アリーナ10

　
20（
日
）

/

13:00-15:00
世界をつなぐやきもの
－早稲田大学の調査から－
戸山キャンパス
36号館681教室（開場12:30）

12:10-12:50
Museum LIVE
早稲田大学・立教大学応援部
合同応援デモンストレーション
會津八一記念博物館前
※雨天中止

17:30-20:30
生演奏ミュージカルワークショップ
小野講堂（開場17:00）

14:00-15:00/19:00-20:00（2回公演）
劇団システマ・アンジェリカ
×自己破産したお母様は馬の
コンディションに目を光らせる
企画公演『Es,』
早稲田小劇場どらま館

14:00-20:00

12:15-13:00
創立記念日スペシャル
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

17:00-18:00
劇団システマ・アンジェリカ
×自己破産したお母様は馬の
コンディションに目を光らせる
 企画公演『Es,』
早稲田小劇場どらま館

13:00-15:00
シルクスクリーン印刷で
オリジナルトートバッグ作り！
西早稲田キャンパス
61号館1階ものづくり工房

15:00-15:30
 ミュージアムカフェコンサート
早稲田大学歴史館 Café Clio

12:20-12:50
Museum LIVE
會津八一記念博物館前
※雨天時18日（金）順延

16:30-18:30
シルクスクリーン印刷で
オリジナルトートバッグ作り！
西早稲田キャンパス
61号館1階ものづくり工房

18:20-19:50
カフェ進化論
小野講堂（開場17:50）
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/ WAVOCappella
小野講堂
（開場13:30）

18:30-20:00
創立記念日スペシャルLIVE
小野講堂（開場18:00）

似顔絵似顔絵似顔絵もももも似顔絵も似顔絵似顔絵も似顔絵似顔絵も似顔絵 !
ファッションファッションファッションもも!

もももののののづづづくくくくくりりもも!
体験イベントも充実！

16:15-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
映画上映  「東京物語」
小野講堂（開場16:00）

10/7（月）～21（月） 會津八一記念博物館、早稲田大学歴史館、
早稲田スポーツミュージアム入口

10:00-16:30

10:00-16:30

10:00-16:30

ワークシート配布場所

早稲田大学オフィシャルグッズショップUni.Shop125プレゼント配布場所

早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアプレゼント配布場所

早稲田大学はキャンパスそのものがミュージアム！？指定されたフォトスポット
（5か所）での写真を提示した方には、広角で自撮りができるオリジナルセルフィーレンズ
（非売品・先着1,000名）をプレゼント。

キャンパスに隠れているワセダベアを見つけ、ワセダベアがもっている文字を
つなぎ合わせよう。答えが分かった方にはワセダベアマスキングテープ・
クリアファイルセット（先着1,000名）をプレゼント。

ワセダベアをさがせ！

1.1. 2.2.

2.2.

キャンパスはミュージアム！？フォトラリー3.3.

オリジナルプレゼントをゲットしよう!

11111111111....1.1
ミュージアムワードパズル ワセダベアをさがせ！

3.3.
キャンパスはミュージアム！？
フォトラリー

早稲田大学歴史館「聳ゆる甍（そびゆるいらか）」エリアプレゼント配布場所

ペンケース
学生ボランティア組織「文化推進学生アドバイザー」が、ミュージアムを
楽しく巡っていただくために作ったワードパズルです。
全て解けた方にはオリジナルペンケース（非売品・先着1,000名）をプレゼント。

ミュージアムワードパズル1.1. 便利な
ブックバンド付き

約40のイベントを一挙展開！

ミュージアムワードパズル、ワセダベアをさがせ！、キャンパスはミュージアム！？フォトラリー、昔の学生ファッション、歴史館検定は期間中毎日開催。

14:00-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
音語り  「麦秋」
小野講堂（開場13:30）

14:00-19:00
「時代を越える－堀 文子」関連企画
イタリア トスカーナへの旅
内海信彦サマーワークショップ2019
国際会議場（開場13:30）

　
13（
日
）

/10

16:15-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
映画上映  「秋刀魚の味」
小野講堂（開場16:00）

14:00-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
音語り  「秋刀魚の味」
小野講堂（開場13:30）

15:00-16:00
早稲田の思い出を似顔絵に！
會津八一記念博物館1階ホール

15:00-16:00
早稲田の思い出を似顔絵に！
會津八一記念博物館1階ホール

12:20-12:50
ミュージアムコンサート
會津八一記念博物館1階ホール

12:20-12:50
ミュージアムコンサート
會津八一記念博物館1階ホール

12:20-12:50
ミュージアムコンサート
會津八一記念博物館1階ホール

15:00-16:00
早稲田の思い出を似顔絵に！
會津八一記念博物館1階ホール

14:00-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
音語り  「東京物語」
小野講堂（開場13:30）

13:00-13:30
白隠と仙厓 ギャラリートーク
會津八一記念博物館
入口集合

15:00-16:00
早稲田の思い出を似顔絵に！
會津八一記念博物館1階ホール

12:20-12:50
Museum LIVE
會津八一記念博物館前
※雨天時11日（金）順延

14:00-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
特別企画 「小津映画と私」
小野講堂（開場13:30）

15:00-16:00
早稲田の思い出を似顔絵に！
會津八一記念博物館1階ホール

14:00-
小津安二郎映画を聞く
『小津日和』
音語り 「晩春」
小野講堂（開場13:30）

15:00-16:00
早稲田の思い出を似顔絵に！
會津八一記念博物館1階ホール

18:30-20:00
いとうせいこう×竹俣紅 トークショー
小野講堂（開場18:00）

12:20-12:50
Museum LIVE
會津八一記念博物館前
※雨天時15日（火）順延

11:00-12:15（1回目）
13:00-14:15（2回目）
戸山散策ツアー
戸山キャンパス正門集合
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イベントスケジュール

詳しくは中面をご覧ください。約約44400のののイベントイベントイベントを一挙展開を一挙展開を一挙展開！

フォトラリー

ブックバンド付きブックバンド付き

Museum LIVEミュージアムコンサ
ート

10
　
17（
木
）

/

圧巻のライブ ＆コンサート



は じ け る 情 熱 　 つ な が る 感 動

問い合わせ先：競技スポーツセンター 03-5286-3757

体育各部全44部
10/21（月）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」を一緒に斉唱し、早稲田
スポーツや早稲田文化を感じませんか。最後は全員で記念写真を撮影
します。

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！観 る

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

會津八一記念博物館
ミュージアムコンサート
早稲田大学交響楽団、早稲田大学混声合唱団、津軽三味線愛好会 三津巴
10/7（月）・8（火）・9（水） 12:20-12:50 會津八一記念博物館 1階ホール
横山大観と下村観山の合作による大作『明暗』がそびえる1階ホールにて、合唱や弦楽器、三味線の
コンサートを開催。芸術作品に囲まれた荘厳な空間で、心癒されるひとときをお過ごしください。

7日
mon.

早稲田大学交響楽団早稲田大学交響楽団

8日
tue.

早稲田大学混声合唱団早稲田大学混声合唱団

9日
 wed.

津軽三味線愛好会 三津巴津軽三味線愛好会 三津巴

溢れ出る向学心をおさえられない
アナタに。 学 ぶ

講演会

16日
wed.

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

田畑 幸嗣（早稲田大学文学学術院教授）
近藤 二郎（早稲田大学文学学術院教授）
10/19（土）13:00-15:00（開場12:30）
戸山キャンパス 36号館681教室
會津八一記念博物館企画展「世界をつなぐやきもの」の
展示内容と関連して、大量の中国陶磁器が発見された
エジプト・アル＝フスタート遺跡の調査や、近年研究の進展が
目覚ましい東南アジア陶磁器の調査について、解説いた
します。

19日
sat.

世界をつなぐやきもの
－早稲田大学の調査から－

菊地 浩平（早稲田大学非常勤講師・人形研究者）
ふなっしー（船橋市非公認キャラクター・梨の妖精）
10/17（木）14:45-16:15（開場14:15） 小野講堂
早稲田大学で人気の「人形メディア学」を展開する菊地浩
平氏と、千葉県船橋市の非公認キャラクター・ふなっしー
が奇跡のコラボレーション！ミニ講義と対談で構成された
90分間をお楽しみください。
9/2（月）から9/30（月）まで早稲田文化Webサイト

（https://www.waseda.jp/culture/events/week/）より申込（抽選200名・結果通知10/3（木））。
問い合わせ先:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp

17日
thu.

文化推進学生アドバイザーpresents
人形メディア学特別講演 「ふな菊祭」

シンポジウム

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

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（早稲田大学商学学術院教授）
10/13（日）14:00-19:00（開場13:30） 国際会議場
今年2月、百年の生涯を終えた画家・堀文子は、70歳の時に
バブル経済に狂奔する日本に嫌気をさし、単身イタリア
のトスカーナ、アレツォ近郊に移住し、古代エトルリア

時代から変わらない景色に出会いました。トスカーナで過ごした彼女の画風は新たな
美の世界を創造します。堀文子の軌跡を辿る旅に出たいと思います。 料金 ￥1,000 

13日sun.

「時代を越える－堀 文子」関連企画
イタリア トスカーナへの旅
内海信彦サマーワークショップ2019

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

ハワイ民族舞踊研究会、SARAHbelly
Oasis
10/21（月）18:30-20:00（開場18:00）
小野講堂
早稲田大学の創立記念日を祝して、学生
団体のスペシャルライブを開催します。
フラダンス、ベリーダンス、ジャズダンスを
お楽しみください。

Museum LIVE 総合演出・ＭＣ
放送研究会

Museum LIVE 総合演出・ＭＣ
放送研究会

魁響、Waseda International Festival（W.I.F.）、東京花火、SHOCKERS
12:20-12:50 會津八一記念博物館前  ※雨天11日（金）に順延

10日
thu.

TAP-LOVERS、ニューオルリンズジャズクラブ、Brilliant Pinks、下駄っぱーず
12:20-12:50 會津八一記念博物館前  ※雨天15日（火）に順延

14日
mon.

踊り侍、MYNX、バンカライズム
12:20-12:50 會津八一記念博物館前  ※雨天18日（金）に順延

17日
thu.

21日
mon.

18日
fri.

早稲田大学アカペラサークル
Choco Crunch/Street Corner Symphony
Always With Smile
10/18（金）14:00-20:00（開場13:30） 小野講堂
平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）の支援の
もと、宮城県気仙沼市や新潟県糸魚川市にて「ハーモニー
でつながろう！」という活動を行なっています。活動報告や
今後の展望を発表すると共に演奏も披露します。声だけで
奏でるアカペラを聴いてみませんか？

問い合わせ先:平山郁夫記念ボランティアセンター 03-3203-4192/wavoc@list.waseda.jp

WAVOCappella

問い合わせ先:システマ・アンジェリカ 080-1323-0535/systema.ag2015@gmail.com

齊藤 航希（作・演出）
ヨネモトマリノ、肴井 治樹、高橋 幹太、木村 智矩 ほか
10/19（土)・20（日）
14:00-15:00/19:00-20:00（2回公演・開場各回30分前）
21（月） 17:00-18:00（開場16:30）
早稲田小劇場どらま館
おはよう。僕の最良の友達。元気かい？気分は？君はいま
路上にいるんだぜ。何処とも見当つかない何処かの路上。
僕らそこを進み続けるのさ。さあ、一緒に唱えてみよう。
Turn on(目覚めよ) Tune in(調和せよ) Drop out(解脱せよ)
systema.ag2015@gmail.comまでメールにて申込。

21日
mon.

20日
sun.

19日
sat.

早稲田大学交響楽団
10/15（火）15:00-15:30
早稲田大学歴史館 Café Clio
館内にあるカフェCafé Clioにて早稲田大学交響楽団メン
バーによるコンサートを開催。気軽に楽しんでいただける
よう、親しみのあるプログラムを演奏します。

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

　

早稲田大学歴史館 Café Clio
ミュージアムカフェコンサート

15日
tue.

システマ・アンジェリカ×自己破産したお母様は馬のコンディションに目を光らせる
企画公演 『Es,』

音語り10周年記念公演
小津安二郎映画を聞く『小津日和』
中井 貴惠（女優・エッセイスト）、松本 峰明（ジャズピアニスト・作曲家・編曲家）
10/10（木）～14（月・祝） 小野講堂
中井貴惠が、音楽家とのコラボレーションで朗読する「音語り」。映画の出演者はもとより、
ナレーション・ト書きまでを一人で演じ分ける上演スタイルは、今までにない朗読公演とし
て高い評価を得ています。母校・早稲田にて、音語り10周年記念公演を開催します。

【特別企画・音語り】一般 ¥4,000、
特割 ¥2,000（学生・早稲田大学教職員） ※全席指定
【映画】一般 ¥1,000、当日 ¥1,300、
特割 ¥500（学生・早稲田大学教職員）
※全席自由・整理番号付き
オンザフィールドWebサイト
 （http://otf-webshop.com）
またはお電話（050-5525-1493 
平日11:00～18:00）より申込。

10日
thu.

いとうせいこう（作家・クリエイター）
竹俣 紅（タレント・政治経済学部3年生）
10/8（火）18:30-20:00（開場18:00） 小野講堂
様々なフィールドで活躍中のいとうせいこう氏と、現役早
大生タレントの竹俣紅さんによるスペシャルトークショーです。
テレビでは聞けないここだけの話題もお楽しみください。

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

8日
tue.

いとうせいこう×竹俣 紅 トークショー

9/2（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）。

問い合わせ先:オンザフィールド 050-5525-1493（平日11:00～18:00）

10月
10（木）
11（金）
12（土）
13（日）
14（月・祝）

特別企画 「小津映画と私」
トークゲスト 佐野 史郎

音語り  「晩春」

14：00 ～ （開場 13：30） 16：15 ～ （開場 16：00）

音語り  「秋刀魚の味」

音語り  「東京物語」

映画上映  「秋刀魚の味」

映画上映  「東京物語」

音語り  「麦秋」

トークゲスト 佐野 史郎

朗読 中井 貴惠

映画上映作品 「秋刀魚の味」

て高い評価を得ています。母校・早稲田にて、音語り10周年記念公演を開催します。

（開場 16：00）

トークゲスト 佐野 史郎

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）　

SARAHbelly
（ベリーダンス）
SARAHbelly
（ベリーダンス）

Oasis
（ジャズダンス）
Oasis
（ジャズダンス）

21日
mon.

10/16（水）12:10-12:50　會津八一記念博物館前
※雨天中止
絶対に負けられない戦いを前に、両校の応援部が
博物館の前に集います。
神宮球場での勝利と早稲田文化芸術週間の
盛況に、力強いエールを送ります。

早稲田の誇るミュージアムをバックに、早大生による大迫力のパフォーマンスを披露します。 Museum LIVEにワセダベアも登場

SHOCKERS（チアリーディング）SHOCKERS（チアリーディング）

魁響（和太鼓）魁響（和太鼓）
Waseda International Festival
（W.I.F.）（ダンス）
Waseda International Festival
（W.I.F.）（ダンス）

東京花火（よさこい）東京花火（よさこい）

TAP-LOVERS（タップダンス）TAP-LOVERS（タップダンス）

下駄っぱーず（ダンス）下駄っぱーず（ダンス）

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

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

踊り侍（よさこい）踊り侍（よさこい）

MYNX（チアダンス）MYNX（チアダンス） バンカライズム（ダンス）バンカライズム（ダンス）

Museum LIVE 総合演出・ＭＣ

Museum LIVEにワセダベアも登場Museum LIVE

創立記念日スペシャル 早稲田スポーツ・アニバーサリーステージ

早稲田大学・立教大学応援部合同応援デモンストレーション

創立記念日スペシャルLIVE

吉田 和生（Whistle CAFE オーナー）
10/16（水）18:20-19:50（開場17:50）小野講堂
早大生の要望に応え、オリジナルメニューを次々開発・提供
する「Whistle CAFE」。その経営理念やこだわりに迫ります。
第1部では歴代コラボサークル担当者とのトークセッション。
第2部では学生限定カフェ「知るカフェ」STAFFも加わり、
進化し続けるカフェの未来像を語り合います。

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

16日
wed.

文化推進学生アドバイザーpresents
カフェ進化論

ギャラリートーク

下野 玲子（會津八一記念博物館主任研究員）
10/12（土）13:00-13:30
會津八一記念博物館入口集合
會津八一記念博物館で開催中の展覧会「白隠と仙厓」の
魅力を詳しく解説します。

12日
sat.

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

會津八一記念博物館
白隠と仙厓 ギャラリートーク



早稲田文化ＳＮＳではイベントの模様や詳細を随時配信しています！
Twitter @waseda_univ_Cul  Facebook @WasedaCulture  Instagram @waseda_univ_cul

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

腹が減っては戦はできぬ
アナタに。食べる

10/7（月）～21（月） 生協営業時間内（日曜休み）
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
戸山キャンパスに「早稲田スポーツミュージアム」がタッタ！
食欲の秋とスポーツの秋にちなみ、スポーツミュージアム
タツタ丼（チキンタツタ丼）をご提供します。

問い合わせ先:生活協同組合 03-3207-8611 

生協コラボメニュー
スポーツミュージアムタツタ丼

10/7（月）～21（月）
早稲田小劇場どらま館１階COPPE営業時間内（土日休み）
注文から20秒で出来上がると噂のホットドッグ＆コッペ
パン。速さも美味しさも早稲田一！？イベント期間中は
店長の気まぐれトッピングをサービス。

COPPEコラボメニュー
小腹にぴったり！20秒ホットドッグ＆コッペパン

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

10/7（月）～21（月）
早稲田大学歴史館内 Café Clio 営業時間内（水曜休み）
文化芸術週間の開催に合わせて、秋をたっぷり感じる和栗や
チョコレートのスイーツをご用意。イベントを楽しんだ後は
Café Clioで一息つきませんか。

Café Clioコラボメニュー
秋を堪能！栗とチョコレートのスペシャルスイーツ

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

9/30（月）～10/14（月・祝）の平日（14日（月・祝）は営業）
戸山カフェテリア（8:00-8:45）、所沢学生食堂（8：30-9：15）
10/14（月・祝）～10/28（月）の平日（14日（月・祝）は営業）
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）
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」。
早稲田文化芸術週間の朝は100円朝食から！

           問い合わせ先:学生生活課 03-3203-4349

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。

10/8（火）～20（日）
ホイッスルカフェ（西早稲田2-10-18 1階）営業時間内（月曜休み）
戸山キャンパスの憩いのスペース「戸山の丘」をイメージした
「戸山の丘パスタ」。大好評につき、第2弾、特製ペペロン
チーノが登場！歴史館検定の「検定合格証」提示でデザート
ワッフルも無料サービス！

Whistle CAFEコラボメニュー
戸山の丘パスタ２（芽キャベツとベーコンのペペロンチーノ）

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

「わたしが主役！」じっとしていられない
アナタに。体験する

會津八一記念博物館　企画展
世界をつなぐやきもの
10/1（火）～11/10（日）10:00-17:00
※休館日10/2（水）、22（火）、23（水）、30（水）、11/1（金）、4（月）、6（水）
會津八一記念博物館 2階 グランド ギャラリー 
アル＝フスタート遺跡の出土品や會津八一記念博物館に
所蔵されているさまざまな陶磁器を展示し、やきものを
通じた世界各地の交流の様子がご覧いただけます。

會津八一記念博物館　特集展示
イメージの中の日本と中国の近代 
ーラップナウ・コレクションからー
10/1（火）～11/10（日）10:00-17:00
※休館日10/2（水）、22（火）、23（水）、30（水）、11/1（金）、4（月）、6（水）
會津八一記念博物館 2階 グランド ギャラリー
世界的な絵葉書コレクターであるドナルド・ラップナウ氏の
コレクションから、日清戦争から第二次世界大戦の終結
までのさまざまな出来事を描いた図像を用いたメディア
約200点を展示します。

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

會津八一記念博物館　富岡展
白隠と仙厓
10/4（金）～11/18（月）10:00-17:00
※休館日 10/22（火）、23（水）、30（水）、11/1（金）、4（月）、6（水）、13（水）
會津八一記念博物館 1階 富岡重憲コレクション展示室
近世に臨済禅を中興した白隠慧鶴と博多を拠点に活躍した
仙厓義梵。技法にこだわらない個性的な絵を描いた二人の
日本美術史上特筆すべき禅書画を展示します。

早稲田大学歴史館

ワセダギャラリー

會津八一記念博物館

125記念室

自分のペースで楽しみたい
アナタに。知 る

10/7（月）～12（土）15:00-16:00
會津八一記念博物館 1階ホール
あなたの似顔絵を早稲田大学漫画研究会がお描きします。
今日という素敵な思い出をカタチにしてみませんか。写真に
はない、ひと味違った楽しさを体験してください。

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

漫画研究会 presents
早稲田の思い出を似顔絵に！

レクリエーション

10/7（月）～21（月）
早稲田大学周辺商店連合会各店舗
イベント期間中、早稲田大学周辺商店連合会の皆様の
ご厚意で、早稲田スポーツ新聞会が撮影した写真の数々を
各店舗で展示します。早稲田スポーツの輝きをどうぞご覧
ください。

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

早稲田スポーツ展

日頃の疲れをリフレッシュしたい
アナタに。楽しむ

進取の精神の実践者
同志社出身の教員たち
9/27（金）～11/3（日）10:00-17:00 
早稲田大学歴史館 企画展示ルーム
東京専門学校の創立後10年ほどの間に相次いで着任した
大西祝、浮田和民、安部磯雄ら同志社出身の教員たちにスポットを
当て、国家主義に抗い精神の自由を擁護した彼らの活動から、
早稲田に「進取の精神」が育まれていった過程を辿ります。

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

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（木）～11/13（水）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」。彼らの行動と人生を歴史的背景と
ともに明らかにする、写真と解説文によるパネル展示です。

問い合わせ先:小森 宏美/komori@waseda.jp

祖父が語らなかったこと
ソ連強制収容所を経験したドイツ人の物語
10/3（木）～15（火）10:00-18:00 ワセダギャラリー 
スターリン時代のソ連では、多くの人々が強制収容所に
送られた。そこには共産主義を信じ、外国からやってきた
人すら含まれていた。本展示では、写真と解説で、ソ連
当局に不当に扱われたあるドイツ人の一生をたどり、20
世紀の歴史の一端を振り返ります。

自分のペースで楽しみたい
アナタに。知 る

レクリエーション

10/20（日）11:45-17:00
早稲田キャンパス・大隈庭園・早稲田アリーナ
校友会最大の祭典「稲門祭」を開催します。今年は「走れ！！
ＷＡＳＥＤＡ－世界へ 未来へ 襷（たすき）をつないで－」を
テーマに、多彩なイベント・模擬店を用意して、皆様のお越しを
お待ちしています！
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

20日
sun.

稲門祭2019
とうもんさい

日頃の疲れをリフレッシュしたい
アナタに。

問い合わせ先:中原和樹 090-6001-8128/kazukikko0120@gmail.com

中原 和樹（演出・脚本家・アクティングトレーナー）
山野 靖博（俳優・声楽家）
松園 さとし（パーカッショニスト）・森脇 涼（ピアニスト）
10/15（火）17:30-20:30（開場17:00）小野講堂
ピアノ、パーカッションの生演奏でミュージカルを体験する
ワークショップです。美女と野獣の曲「ビー・アワ・ゲスト」を
使用し、演技と歌と音楽が反応し合う、いきいきとした瞬間を
一緒に味わいましょう！
予約不要・先着50名

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

15日
tue.

歴史館検定
10/7（月）～21（月）10:00-17:00 
早稲田大学歴史館 「進取の精神」エリア
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
検定端末で、早稲田大学にまつわるクイズに挑戦しませんか。
10問中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

楽しむ

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

125記念室考古学民俗常設展示
9月21日（土）～ ※閉室日 會津八一記念博物館の休館日に準じる
26号館大隈タワー 10階 125記念室
早稲田大学では、世界各地のさまざまな時代の遺跡を対象に
発掘調査を行ってきました。コレクション資料として寄贈
されたアフリカやオセアニア地域の民族資料も多く所有し、
これらの考古学・民族資料を公開しています。

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

10/14（月・祝）11:00-12:15/13:00-14:15（2回開催）
戸山キャンパス正門集合
今年3月に竣工した早稲田アリーナ(外観)、戸山の丘、スポーツ
ミュージアムなど、戸山キャンパスの新施設を中心にご案内
します。
9/2（月）10:00からキャンパスツアーWebサイト
（https://www.waseda.jp/top/about/work/campus-tours）
より申込（各回先着20名）。

戸山散策ツアー

14日
mon.

19日
sat.

16日
wed.

10/16（水）16:30-18:30/19（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
トートバッグにシルクスクリーン印刷をし、オリジナルバッグ
を作りましょう！型を作り、インクをのせて模様をつけます。
普段手作りをしない方も、この機会に挑戦してみませんか？
初心者でも楽しく作れます！

文化推進学生アドバイザーpresents
シルクスクリーン印刷で
オリジナルトートバッグ作り！

9/2（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

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

お待ちしています！
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

sun.

早稲田大学歴史館撮影スポット
昔の学生ファッションで歩いてみよう！
10/7（月）～21（月） 10:00-16:30（1組20分程度） 
早稲田大学歴史館 「聳ゆる甍」エリア前
早稲田大学の角帽は明治期に大隈重信が一目で本学の
学生とわかるように考案した帽子と言われています。
角帽とマントを身に着けて、歴史館やキャンパス
内で記念撮影をしてみませんか。参加者には
歴史館オリジナル缶バッジ（非売品）を
プレゼント（先着500名）。

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

早稲田大学歴史館「聳ゆる甍」エリア テーマ展示
「早稲田の文学者たち（後期） ―令和から未来へ―」
9/19（木）～3/19（木）10:00-17:00
早稲田大学歴史館「聳ゆる甍」エリア
明治期に文学科が創設されて以来、学生時代から文筆活動に
精励し、文学史上傑出する作品を残した校友は数えきれま
せん。本展では、芥川賞、直木賞の受賞者ら、現在活躍する
文学者を幅広く取り上げ、その多彩な作品を紹介します。

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

朝井リョウ『チア男子！！』 集英社2010年

10/1（火）～12/30（月）高田馬場・早稲田界隈 各店舗営業時間内
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、
ラーメン店を巡るスタンプラリー&総選挙を実施します。 
ハッシュタグ「#ジモアラーメンラリー」を付けてSNSに
投稿した方に抽選で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

高田馬場・早稲田
ジモアラーメンラリー&総選挙2019 

高田馬場・早稲田
ジモアラーメンラリー＆
総選挙2019

高田馬場・早稲田
ジモアラーメンラリー＆
総選挙2019

マントを身に着けて、歴史館やキャンパス

バンドゥ―系民族の仮面


