
新型コロナウイルスの感染状況によりイベントの延期や内容を変更する場合があります。最新情報は「早稲田文化」WEBサイトでご確認ください。

会場
早稲田キャンパス
東京都新宿区西早稲田1-6-1
戸山キャンパス
東京都新宿区戸山1-24-1
本庄キャンパス
埼玉県本庄市西富田1011

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

Twitter：@waseda_univ_Cul
Facebook：@WasedaCulture
Instagram：＠waseda_univ_cul

早稲田文化WEBサイト
https://www.waseda.jp/culture/
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10/1（金）～12/31（金）
高田馬場・早稲田の参加各店舗
※店舗営業時間に準じる
毎年恒例のラーメンラリーがリニューアル。
ラーメン激戦区高田馬場・早稲田の
ラーメン店をめぐりをしながら、オリジナル
グッズや豪華賞品を手に入れよう。ラーメン
総選挙も同時開催！

問い合わせ:高田馬場・早稲田ラーメンラリー実行委員会（ジモア編集部内）
event_ramen@jimore.net

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

高田馬場・早稲田ラーメンラリー2021

早稲田スポーツ新聞会が撮影した数々の写真を大学周辺店舗
で展示します。ワセメシスタンプラリーを楽しみながら、早稲田
スポーツの輝きをご覧ください！

10/11（月）～21（木）10/11（月）～21（木）
早稲田大学周辺店舗

早稲田スポーツ展早稲田スポーツ新聞会presents

スタンプ3個でマスキングテープ＆ワセダベアクリアファイル、
5個でオリジナルワイヤレス充電器（非売品）をプレゼント。 
※応募多数の場合は抽選

黙食・手指衛生・少人数での飲食にご協力ください。
新型コロナウイルス感染症対策を徹底して安全・安心で楽しい飲食を！

マスキングテープ＆ワセダベアクリアファイル
プレゼント。 

マスキングテープ＆ワセダベアクリアファイル、
プレゼント。 

ワセダベア
マスキングテープ

オリジナルワイヤレス充電器

スタンプカードは歴史館、會津八一記念博物館、スポーツミュージアム、参加各店舗で配布!スタンプカードは歴史館、會津八一記念博物館、スポーツミュージアム、参加各店舗で配布!10/4（月）～24（日）10/4（月）～24（日）

早稲田の街を満喫しよう!早稲田の街を満喫しよう!
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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

2021年
10月11日（月）

－

10月21日（木）
詳細はこちら！

早稲田大学周辺飲食店 応援企画！文化推進学生アドバイザーpresents

ワセ メシスタンプ ラリー

スタンプカードは歴史館、會津八一記念博物館、スポーツミュージアム、参加各店舗で配布!スタンプカードは歴史館、會津八一記念博物館、スポーツミュージアム、参加各店舗で配布!

スタンプを集めて、オリジナルグッズをゲットしよう！スタンプを集めて、オリジナルグッズをゲットしよう！

ワセダベア
クリアファイル
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最新の情報は「早稲田文化」WEBサイト（https://www.waseda.jp/culture/events/week/）でご確認ください。早稲田文化

10/11（月）9: 30-17:00（開場9:15） 小野講堂
中村 五郎（元福島県文化財保護審議委員・日本考古学協会会員）
岡本 東三（千葉大学名誉教授）
戸田 哲也（玉川文化財研究所所長・日本考古学協会会員）
大村 裕（元中央大学兼任講師・日本考古学協会会員）
高橋 龍三郎（早稲田大学教授・日本考古学協会会員）
會津八一記念博物館で開催する企画展『山内清男コレクション
受贈記念 山内清男の考古学』の関連企画です。故山内清男氏
が確立した縄紋時代研究の今後について、著名な研究者と
ともに模索します。※事前申込制・詳細はWEBで。

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

11日
mon.

山内清男コレクション受贈記念シンポジウム
山内清男と縄紋文化

10/12（火）13：00-14：30（開場12:30）小野講堂
鞍馬 みしろ（少女歌劇・雪月花歌劇団トップ男役）
橘 大五郎（大衆演劇・橘菊太郎劇団三代目座長・九州演劇協会会長）
葛西 周（早稲田大学高等研究所講師・音楽学）
温泉地の芸能をテーマにしたミニ講義＆トークショー。ゲストは
温泉地の舞台で活躍している鞍馬みしろ氏と橘大五郎氏。少女
歌劇の男役と大衆演劇の女形のめったにない対談です！知ってい
るようで知らない温泉エンタメの魅力を再発見してみませんか？
※事前申込制・詳細はWEBで。

早稲田大学高等研究所 若手研究者企画2021
温泉音楽学入門 旅先のエンタテイナーたち

10/15（金） 13:00-17:30　シンポジウム、詩の朗読会
10/17（日） 15:30-17:00　詩の翻訳ワークショップ成果発表
オンライン
伊藤 比呂美（詩人） 四元 康祐（詩人） 大崎 清夏（詩人） 新井 高子（詩人） 
蜂飼 耳（詩人） 川口 晴美（詩人） マーサ・ナカムラ（詩人）
藤井 一乃（編集者） ジョーダン・スミス（城西大学准教授）
スティーブン・カール（詩人） 小磯 洋光（翻訳家） 
柴田元幸（翻訳家・東京大学名誉教授） 菊地利奈（滋賀大学教授・翻訳家）、ほか
日本の詩、海外の詩は、どのように翻訳され、紹介されているのだ
ろう？このイベントでは国内外の詩人、編集者、翻訳者を招き、
シンポジウムや朗読会を行います。詩とそれを紡ぐ言葉の、豊か
な世界に触れてみませんか。※事前申込制・詳細はWEBで。

問い合わせ:スーパーグローバル大学創成支援事業　早稲田大学国際日本学拠点
gjs-event@list.waseda.jp

15日
fri.

17日
sun.

詩の翻訳、詩になる翻訳

日時は決まり次第WEBサイトで発表
早稲田小劇場どらま館
2021年度どらま館招聘公演「『ウォーターフォールを追い
かけて』リクリエイション」の開幕直前イベントです。
「危機の処方箋としてのドラマ」をテーマとした本公演
の挑戦をゲストを交えて紹介します。

問い合わせ：どらま館 waseda.dramakan.group@gmail.com　事前予約制・詳細はWEBで。

どらま館招聘公演 円盤に乗る派
「『ウォーターフォールを追いかけて』
リクリエイション」トークイベント

10/11（月）～21（木）10/11（月）～21（木）

早稲田のミュージアムをバーチャル探検。
ワードパズルの答えを見つけながら、
早稲田文化にまつわる知識を深めよう！

問い合わせ:競技スポーツセンター 03-5286-3757

※ステッカーの配布場所は、早稲田スポーツミュージアム、アシックスキャンパスストア、学部掲示板など。
※抽選でプレゼントします。詳しくはWEBをご覧ください。

STEP1STEP1
STEP2STEP2
STEP3STEP3

17日
sun.

10/17（日）14:00-20:00（開場13:30） 小野講堂
早稲田大学アカペラサークル
Choco Crunch・Street Corner Symphony・
Always With Smile
早稲田大学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？※詳細はWEBで。

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

WAVOCappella

10/14（木）15:30-17:00（受付15:20）
　　20（水）15:30-17:00（受付15:20）
西早稲田キャンパス 61号館1階ものづくり工房
レジンを使って、透明感のあるオリジナルストラップを作ろう！
色や装飾も自由に、アレンジは無限大。初心者でも簡単に作れ
ます。ぜひ「自分だけのものづくり」をしてみませんか？
※事前申込制・詳細はWEBで。各回先着10人

問い合わせ:文化企画課 03-5272-4783/art-culture@list.waseda.jp 問い合わせ:中原和樹 090-6001-8128/kazukikko0120@gmail.com

10/21（木）17:00-19：30 オンライン
中原 和樹（演出家・脚本家・アクティングトレーナー）
大塚 由祈子（俳優・ダンサー）
長谷川 ひかり（俳優）
画面を一杯に使い、バーチャル背景を使用して、オンラインなら
ではのどういった表現が出来るのか、試行錯誤しながらトライ
してみましょう！ミュージカル解説や分析も行います。
※事前申込制・詳細はWEBで。

ミュージカルの1シーンをオンラインで！
ZOOMusicalを創ってみるワークショップ

文化推進学生アドバイザーpresents
UVレジンでオリジナルキーホルダー作り！

20日
wed.

14日
thu.

問い合わせ:早稲田大学交響楽団事務所 office@wso-tokyo.jp

10/16（土）17:00-19:00（開場16:30） 大隈大講堂
早稲田大学交響楽団
日本有数の学生オーケストラ「早稲田大学交響楽団（通称：
ワセオケ）」。10月21日の早稲田大学創立記念日を祝して、クラ
シック初心者からどなたでもお楽しみいただけるプログラムを
お届けします。歴史ある大隈講堂でクラシックの響きをご堪能
ください。※事前申込制・詳細はWEBで。

WASEDA Anniversary Concert 2021

10/13（水）16:00-18:00、16（土）12:00-14:00、
　  19（火）16:00-18:00
オンライン
早稲田大学漫画研究会がデジタルデータであなたの似顔絵を
お描きします。SNSのアイコンにもぴったり、是非ご参加ください。
※事前申込制・詳細はWEBで。

漫画研究会 presents
オンラインde似顔絵体験

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

16日16日
sat.sat.

10/13（水）よりオンライン配信
東京六大学秋季リーグ戦。絶対に負けられない戦いを前に
ワセダ・メイジ両校の応援部がオンラインで戦います！
神宮球場での勝利に、「紺碧の空」、「早稲田必勝応援曲メド
レー」にのせて、力強いエールを送ります。

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

早稲田大学・明治大学
合同応援デモンストレーション

10/21（木）よりオンライン配信
10月21日は早稲田大学創立記念日。早稲田の誇りを胸に早
稲田大学を代表して戦う複数の体育各部が登場。創立139
年を祝うとともに、早慶戦、秋のリーグ戦、大学選手権への
抱負や日頃の応援への感謝を述べます。
「紺碧の空」、「早稲田大学校歌」。早稲田スポーツや早稲田
文化を熱く感じるオンラインのステージです。

問い合わせ:競技スポーツセンター 03-5286-3757

早稲田スポーツ・アニバーサリーステージ

2021年度秋季企画展
新派 SHIMPA ――アヴァンギャルド演劇の水脈
10/11（月）～2022/1/23（日）10:00-17:00
（火・金は19：00まで）  休館日はWEBで。
2階企画展示室
明治期に生まれた新しい演劇である「新派」の歴史をひも
ときながら、演劇が同時代の社会や文化といかに切り結ん
できたかを紹介します。

特別展
家族の肖像――石井ふく子のホームドラマ

10/11（月）～2022/1/23（日）10:00-17:00
（火・金は19：00まで）  休館日はWEBで。
１階特別展示室
テレビ草創期から日本のホームドラマの歴史を創ってきた
プロデューサー・石井ふく子氏の仕事を振り返ります。

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

演劇博物館

企画展
山内清男コレクション受贈記念　山内清男の考古学
9/27（月）～11/14（日）10:00-17:00  休館日はWEBで。
2階 グランド ギャラリー
山内清男博士は「日本先史考古学の父」と称されるほどに、
研究業績と教育に圧倒的な評価をもつ考古学者です。
山内の研究の歩みをたどり、その教えを受けた者たちの
業績も振り返ります。

富岡展
近世の禅書画 －東嶺・遂翁と春叢－
10/11（月）～11/22（月）10:00-17:00  休館日はWEBで。
1階 富岡重憲コレクション展示室
東嶺圓慈と遂翁元盧は、「鵠林二大神足」と並び称され、
師の白隠慧鶴に倣って禅画を多数描いています。ユーモ
ラスな絵と、時に深く考えさせられる賛による、禅の世界を
お楽しみください。

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

問い合わせ: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
10/12（火）～11/8（月）10:00-18:00
（初日12:00- 最終日-16:00）※17（日）、31（日）、11/7（日）閉室
27号館地下1階
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。

2021年度秋季企画展
新派 SHIMP
10/11（月）
（火・金は19：00まで）  休館日はWEBで。
2階企画展示室
明治期に生まれた新しい演劇である「新派」の歴史をひも
ときながら、演劇が同時代の社会や文化といかに切り結ん

問い合わせ:本庄早稲田の杜ミュージアム 0495-71-6878/hwmm@city.honjo.lg.jp

本庄早稲田の杜ミュージアム開館1周年記念
大隈重信と渋沢栄一展
9/11（土）～11/14（日）9:00-16:30※月曜休館（休日の場合は翌日）
早稲田大学展示室
「できるだけ多くの人にできるだけ多くの幸福を」。 「最大
多数の最大幸福」実現のため、 資本主義を支える産業
育成と、議会制民主主義を支える国民の教育にかけた、
大隈重信と渋沢栄一の熱き思いを錦絵や書翰、文書で
紹介します。

企画展
建築のなかの文学、文学のなかの建築
10/1（金）～2022/2/4（金）10:00-15:30
展示室※要事前申込・詳細は9月公開のHPから
2021年10月1日開館の国際文学館（村上春樹ライブ
ラリー）。本展では旧4号館から国際文学館へ生まれ
変わっていく過程に迫り、異なるジャンルである「建築と
文学」のなかで交錯する部分の提示を目指します。

問い合わせ:国際文学館 03-5273-5054/wihl@list.waseda.jp

問い合わせ:早稲田スポーツミュージアム 03-5286-9079/art-culture@list.waseda.jp

体育各部セレクション 第8期展示
10/7（木）～2022/2/1（火）10:00-17:00
休館日はWEBで。
歴史を彩る栄光のシーンやエピソードを、ユニフォームや
道具、写真等を交えて紹介。「野球部」「競走部」「ア式蹴球
部」「自動車部」「ゴルフ部」「少林寺拳法部」の6部を取り
上げます。

早稲田大学歴史館

會津八一記念博物館

本庄早稲田の杜ミュージアム

ワセダギャラリー

早稲田スポーツミュージアム

国際文学館（村上春樹ライブラリー）

テーマ展示
ワセダの漫画家たち
9/18（土）～2022年8月初旬（予定）
10:00-17:00  休館日はWEBで。
「聳ゆる甍」エリア
早稲田の誇る傑出した校友や関係者の多彩な人物像を
幅広く紹介しているテーマ展示。今期は「漫画」をテーマ
に早稲田大学出身の漫画家を取り上げ、作品イラストや
書籍などを展示します。また、貴重な原画などもお披露目
する予定です。

文化推進学生アドバイザーpresents
みんなでつくるフォト・ミュージアム
9/18（土）～2022年5月下旬（予定） 10:00-17:00
休館日はWEBで。　館内廊下
5月のMuseum Weekで開催した企画「みんなでつくる
フォト・ミュージアム」。
皆さんから投稿いただいた、早稲田の魅力が溢れる写真
約600枚をパネル展示しています。自分の写真を探して
みよう！

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

※17（日）、31（日）、11/7（日）閉室

1942/43年、ナチ政権への抵抗を呼びかけた大学生のグ
歴史的背景とと

本庄早稲田の杜ミュージアム 0495-71-6878/hwmm@city.honjo.lg.jp

16:30※月曜休館（休日の場合は翌日）

「最大
多数の最大幸福」実現のため、 資本主義を支える産業
育成と、議会制民主主義を支える国民の教育にかけた、
大隈重信と渋沢栄一の熱き思いを錦絵や書翰、文書で

問い合わせ:国際文学館 03-5273-5054/wihl@list.waseda.jp

オリジナルプレゼントをゲットしよう! 111オリジナルプレゼントをゲットしようオリジナルプレゼントをゲットしよう!オリジナルプレゼントをゲットしよう!
ミュージアムワードパズルミュージアムワードパズル
文化推進学生アドバイザーpresents文化推進学生アドバイザーpresents

ライブ&コンサートライブ&コンサート

展示・ミュージアムを楽しむ展示・ミュージアムを楽しむ

花柳章太郎衣裳『日本橋』
植芝理一『謎の彼女X』＠植芝理一/講談社

『渡る世間は鬼ばかり』台本（TBS 2011年）

※新型コロナウイルスの感染状況により展示内容や開館日程を変更する場合があります。
　ご来館の際は各ミュージアムのWEBサイトにて最新の開館日・時間をご確認ください。

12日
tue.

新型コロナウイルスの感染状況により
イベントの中止・延期・内容を変更する
場合があります。
最新情報をご確認ください。

体験イベント体験イベント

文化・芸術を楽しむ文化・芸術を楽しむ

21日
thu.

全イベントの詳細・申込は
こちら https://www.waseda.jp/culture/events/week/

ワセダベアをさがせ！ワセダベアをさがせ！
文化推進学生アドバイザーpresents文化推進学生アドバイザーpresents

正解者にはオリジナルマフラータオル（非売品）を
プレゼント。※先着500人、要申込

バーチャル空間でミュージアムに隠れている
ワセダベアを探し出そう。
ワセダベアが持っている文字をつなげて
キーワードを完成させよう！

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

参加はこちら
ワークシートのダウンロード、
プレゼントの申込

演劇博物館 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 本庄早稲田の杜ミュージアム 国際文学館

13日13日
wed.wed.

21日21日
thu.thu.

早稲田スポーツは2022年に125周年を迎えます。これを記念して体育各部を象徴する
新しい共通シンボル「早稲田大学44体育各部共通ロゴ」を発表しました。
このロゴまたは早稲田スポーツミュージアムで撮影した写真を投稿して、豪華グッズをGETしよう！

「早稲田大学44体育各部共通ロゴ」のステッカー、または早稲田スポーツミュージアム内で
撮影した写真に、ハッシュタグ「#BEYOND125」をつけてツイートする。
ツイートが完了したら、MyWasedaの申請フォームからご希望のグッズを申請する。ツイートが完了したら、MyWasedaの申請フォームからご希望のグッズを申請する。

鍵をかけていない公開したアカウントから、競技スポーツセンター公式twitter（@wasedau_sports）をフォローする。

問い合わせ:高等研究所 wias-webinar@list.waseda.jp

13日13日
wed.wed.

16日16日
sat.sat.

19日19日
tue.tue.

橘 大五郎

鞍馬 みしろ

9/18（土）から先行スタート9/18（土）から先行スタート

写真を投稿！早稲田スポーツBEYOND125
プレゼント企画
写真を投稿！早稲田スポーツBEYOND125
プレゼント企画

※新型コロナウイルスの感染状況によりイベントの中止・延期・内容を変更する場合があります。

写真を投稿！早稲田スポーツBEYOND125写真を投稿！早稲田スポーツBEYOND125写真を投稿！早稲田スポーツBEYOND125写真を投稿！早稲田スポーツBEYOND125

共通ロゴス
テッカー

トップ
アスリ

ートの
サイン トレー

ナー

パーカー

マフラータオル

※感染状況により開催形態を変更する場合があります。 ※感染状況により開催形態を変更する場合があります。

※感染状況により開催形態を変更する場合があります。

正解者にはオリジナルブランケット（非売品）をプレゼント。
※先着500人、要申込


	bunka21_6P_OMOTE (3)
	bunka21_6P_NAKA (5)

