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新入外国人学生を歓迎して行う日本文化

初 年 度は、学 生スタッフリーダー自身の

ICC 初の泊まりがけフィールド・トリップ

紹 介 企 画では、学 生スタッフリーダーと

母国、
あるいは留学経験を生かし、
ドイツ、

（2 泊 3日）では、新幹線で名古屋へ移動

Pick up

ドイツ、韓国、
スコットランド

2006

フィールド・トリップ

2006 ジャパニーズ・フェスタ
Pick up

Pick up

名古屋・三重

実施企画数

82

2006

件

Feature

参加者数

3,433

オープニング・セレモニー
人

初代学生スタッフリーダー
始動

サポーターが一からアイデアを出し合い

韓国、
スコットランドと３ ヶ国の文化紹介企

後、
まずはトヨタ工場にて日本式管理法が

ました。
“留学生に目一杯楽しんでもらい

画を実施しました。
スコットランド・フェスタ

徹底された生産現場を見学しました。皇學

たい”という思いから、体験型イベントを中

のハイライトは、「東京パイプバンド」に

館大學博物館にて神道の作法や日本語

ご協力いただいた「スコットランド・ダンス

表現の原義について学んだうえで伊勢神

「和風茶屋」（ジャパニーズ・カフェ）
、映

心に実 施。浴 衣の着 付けや書 道 体 験、

とバグパイプの夕べ」。大隈ガーデンハウス

宮を参拝し、鳥羽のミキモト真珠博物館を

画鑑賞会『東京物語』、「お箸 DE 豆つ

2 階の生 協カフェテリアにバグパイプの

見学、松阪牛に舌鼓を打ち、名古屋城の

かみ競争」等々、手探りで実施した初回

音色が高らかに響き渡りました。

天守閣からの眺めを堪能しました。

初代学生スタッフリーダーは、80 名

ハウス 1Ｆにて ICC 開所式が執り行

以上の応募者から選ばれた、学部・

われました。大隈庭園に面したラウン

研究科、学年、国籍等さまざまの熱

ジにはバリアフリー化工事が施され、

意溢れる精鋭 7 名。開所後間もなく

サムスン電子ジャパン株式会社より

開催された ICC オリエンテーション・

ご寄 附いただいたマルチモニター

ウィークでは、訪れる学生に ICC の

システムが各国ニュースを色彩豊か

施設や活動について、
日本語、英語、

度の低さから、
イベントをしても実際に人が来てく

に映し出しています。総長、学生担

中国語、韓国語、
ドイツ語等多言語

れるか不安だったので、初めてラウンジが学生

当常任理事、ICCセンター長らによ

で説明しました。学生自身のアイデア

でいっぱいになった時は感動しました。初めての

るテープカットに続き、来賓ご挨拶、

とパワーで、早稲田の新しい国際交

ためて日本という国の不可思議さに気づかされ

学生スタッフリーダー決意表明の辞

流を牽引する頼もしい学生リーダー

ました。

てが手探り。
その分苦労もありましたが、逆に先

があり、早稲田大学に新しい異文化

の誕生です。

例のない中で自由に新しいものを作るやりがい

交流コミュニティが誕生しました。

TV モニターが 10 台並んだ新しいラウンジ施設
を見て、
ここで早稲田の異文化交流拠点を作っ
ていくんだと興奮しました。設立当初はその知名

泊りがけフィールド・トリップ（名古屋・三重）
にも同行しましたが、
イベント企画も広報もすべ

年度の

SSL が振り返る、設立

初

7 月 7日、七夕の日に、大隈ガーデン

ICC

はひとしおでした。

企画の数々は、
その後定番企画に発展す
る礎となりました。

学生スタッフリーダーの声＞

サポーターの声

最近マスコミなどの影響で「韓流」という言葉

今回の旅を通して一番予想外だったのは、

とともにかなり親しく感じられるようになっている

あちこちで早稲田の先輩方とお会いしたこと

留学生から出された質問は「なぜ桜がこんな

韓国ですが、
日本人はその本当の素顔を知っ

です。松阪を案内していただき、高級な松阪牛

に愛されるのか？」「サムライはなぜ切腹でき

ているのでしょうか。今回のコリアン・フェスタは

を破格の価格でご提供いただき、早稲田の

るのか」等々、私が今まで考えたことがないこ

さまざまな体 験イベントを通じて学 生たちに

後輩である私たちにとても親切にしてくださる

とばかり。
日本人であるがゆえに、当たり前に

韓国のもっと多様な面を発見してもらいたいと

先輩の姿を見て、
早稲田の一員としてあらため

思っていたことが、留学生と接することで、
あら

いう思いで企画しました。

て誇りを感じるようになりました。

2006 年 9月 25日（月）～ 28日（木）

 ジャーマン・フェスタ

2007 年 2月 14日（水）～ 16日（金）
（2 泊 3日）

参加人数：9 イベント合計 360 名

2006 年 7月 18日（火）～ 20日（木）

参加人数：42 名

参加人数：4 イベント合計 161 名
 コリアン・フェスタ

2006 年 7 月 7 日（金）

瀬田

参加者の声

真

2006 年 10月 23日（月）～ 27日（金）

参加人数：80 名

参加人数：7 イベント合計 190 名

第１期 SSL
2010年3月 大学院法学研究科
修士課程修了

 スコットランド・フェスタ
2006 年 11月 20日（月）～ 30日（木）
参加人数：7 イベント合計 180 名

8

2006 年後期
ランゲージ・エクスチェンジ

10 月 20 日（金）
ローカル・ウィーク：徳島
阿波踊りパフォーマンス＆体験

10 月 23 日（月）～ 27 日（金）
コリアン・フェスタ

11 月 24 日（金）
スコットランド・フェスタ：
スコットランド ･ ダンス＆バグパイプ  

12 月 1 日（金）
フライデーナイト：
マジック・ショー

1 月 15 日（月）・1 月 18 日（木）
イングリッシュ・アワー

1 月 15 日（月）
韓流カフェ

Annual Overview 2006

7 月 19 日（水）
ジャーマン・フェスタ：
映画鑑賞会『グッバイ、レーニン！』
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135

件

2007

参加者数

7,518

Feature

人

ミュージカル・プロジェクト
『FAME』

「単発イベントばかりでは本当の交流
は深まらないのではないか。
一定期間
共通の目標に向かって協働すること

人脈を生かし、ICC スポーツ企画を発展させ
ました。東伏見のア式蹴球部のグラウンドを

日本人学生と外国人学生がペアになり、

校友である東国原知事の就任で注目を集

ITALIANA イタリアの春 2007」
と連動し、

小中高等学校を訪問して異文化理解教

めた宮崎県と、鹿児島県を紹介した地方

案から始まったミュージカル・プロジェ

同様に言えることです。生まれた場所や言語、
文化が違っていても、
みんな同じことで苦労し、

クト。
公募で集まった約 100 名のさま

キャンパス間 交 流も所 沢でのソフトボール

ざまな国籍の学生
（スタッフ・キャスト）

大 会でした。大 学スポーツの公 式 戦 情 報を

が、10か月間にわたり活動に取り組み

はみんな「FAME のメンバー」であり、
そこに

ました。
練習合宿や、
ミュージカル俳優

違いはありません。世界がこのチーム FAME

ボール早慶戦を観に行ったのもよい思い出
です。自分の米国留学経験と部活の経験を

で校友の沢木順氏によるスペシャル・

生かし、微力ながら後輩の早稲田ライフ充実に

ワークショップ、
日々の歌やダンスの練

貢献することができたかなと思います。

習に大道具・小道具制作などを経て、
本番は大隈講堂にて英語、
日本語公

井口 菜央子
第３期 SSL
2008年3月 教育学部卒

には多様な可能性があると気づかさ
れ、
その後さまざまな展開を見せる

6 月 9 日（土）
スポーツイベント：
フットサル＆バスケットボール

7 月 11 日（水）
ラテン・フェスタ：
ラテンダンス＆ミュージックナイト

に対 応した学 生 支 援プログラム（ 学 生

プロデュース。
ローカルクイズあり、伝統民

20 名以上集結。
２ 週間にわたるイベント中、

支援 GP）」に採択されたものです。参加

謡あり、地元の名物あり、地元企業よりさま

イタリアの世界遺産を紹介するカフェ、
ワイ

学 生は約 3 週 間にわたり、授 業 計 画を

ざまな特産品をご協賛いただき、方言も飛

ン講座、
イタリアン・エスプレッソ、
パスタ作り、

考え、留学生の母国の文化を紹介する授

び交うなか、
出身者・九州ファンともに九州

イタリアン・ブランドの世界（ベネトン）
、
ビジ

業を実施します。地域貢献を行いながら、

の空気を味わい、親交を深めたひとときで

ネス・フォーラム（フィアット）
、
旅先で役立つ

準備の過程で学生同士の協働を通じて

した。

同じことで笑い、
同じことで緊張し、
同じことで
感動していました。
練習場所やステージの上で

の拡大版のようになれば、
平和の実現も夢では
ないのではないかとさえ思いました。

イベ ント サ ポ ー タ ー の 声 ＞

人気の高さが伺えました。
なかでも目玉は

２ 時間という限られた時間でしたが、
留学生をは

イタリア人留学生が自らアリタリア航空と

参加者の声

交渉して獲得したイタリア往復無料航空

私はもともと人前で話をするのが得意な方では

このカフェを訪れてくれました。特産物の日向夏

券がもらえる「夢のイタリア・
トラベルプラン・

なく、
子どもと接することにも慣れていませんでし

と日向夏ジュースによるおもてなしはとても評判

じめ多数の学生が（宮崎に縁のある先生も！）

コンテスト」。理想の旅行をプランニング

た。
でも、
いざ教室に入ると子どもたちが期待の

がよく、「持ち帰りたい」という声も多数 。この

した学生の中から、
みごと最優秀賞に選ば

眼差しで私たちを見ていて、
この日を楽しみにし

イベントを機に、早稲田の学生に宮崎について

れたのはインド人学生（大学院創造理工

ていたことが伝わってきました。子どもたちは元

もっともっと興味を持って欲しいし、
“来宮”して

学研究科）でした。「まさか日本に留学に

気よく無邪気に私たちを「先生」と呼び、積

欲しいと思いました。
そして私自身は、
宮崎だけ

来てイタリア旅行ができるなんて…！」と

極的に授業に参加してくれ、不安を感じていた

に視野を狭めることなく、
誇れるふるさと
「宮崎」

大感激。

私たちの背中を押してくれました。パートナーの

をツールに、
グローカルな精神をもって羽ばたい

留学生と仲良くなれたことも大きな収穫でした。

てゆきたいです。

制作期間：2007 年 2 月～ 12 月
（約 10 か月）
本 公 演：12 月17日
（月）日本語版
18日
（火）英語版
会場：大隈講堂

2007 年 6月 1日
（金）～ 13日
（水）、

実施回数：10 校にて 13 回実施

2007 年 4 月 25日
（水）＆ 27日
（金）

参加人数：キャスト・スタッフ約 100 名、

7月 12日
（木）

参加人数：13 回合計 180 名

参加人数：2イベント合計 80 名

聴衆約 880 名
（2日間合計）

9 月 21 日（金）・9 月 25 日（火）
ジャパニーズ・フェスタ：
WAHOO! CAFE

参加人数：14 イベント合計 485 名

11 月 16 日（金）
チャイニーズ・フェスタ：
I love 中国茶
～本格烏龍茶で愉しむ午後のひととき～

12 月 17 日（月）
・18 日（火）
ミュージカル『FAME』

12 月 13 日（木）
テーマ・サロン：フランスから見る地中海

12 月 14 日（金）
イスラエル映画鑑賞会
『アルナの子どもたち』

Annual Overview 2007

4 月 10 日（火）
ジャパニーズ・フェスタ：
きもの着付け＆マナー・ショー

演をそれぞれ上演。
異文化交流活動

イタリアファンである学 生 サポーターが

まさに素晴らしい機 会でした。皆でひとつの
一体感が生まれるもの。
それは国籍が違っても

ICC

文化紹介企画「南九州」。両県のカフェ
イベントはそれぞれの稲門会メンバーによる

お互いの文化への理解や交流を深める

……そんな学生スタッフリーダーの発

南九州

省の補助金事業「新たな社会的ニーズ

ものです。

目標に向かって頑 張 れ ば、自然と連 帯感 や

Pick up

育支援活動を行うアウトリーチ。文部科学

連日参加するリピーターもいるなど、
イタリア

超えて真の 絆と友 情を育みたい」

2007

実施しました。大使館の全面協力を得て、

ＩＣＣでも大規模なイタリア文化紹介企画を

イタリア語等多彩なイベントが企画され、

借りて、
サッカー大会を実施しましたし、初めての

英語で留学生にも提供し、一緒にバスケット

10

イタリア 大 使 館 主 催「PRIMAVERA

Pick up

参加者の声

で、
日本人学生・外国人学生の枠を

年目の

体育会（バスケットボール部）の部活経験と

した。

２

SSL が振り返る、設立

「看板プロジェクト」の始まりとなりま

ローカル・ウィーク

2007

Pick up

実施企画数

アウトリーチ

2007 フェスタ・イタリアーナ
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163

件

2008

参加者数

2008 ビジター・セッション

2008 サウジアラビア・デー

アカデミックな観点から日本独自の問題や

海外から訪日する大学生との交流会は、

サウジアラビア大使館の全面協力により、

世界の共通課題について理解を深める

訪問学生の「日本の学生と話したい！」

全学的に開催されたサウジアラビア・デー。

ため、
レクチャーを聴いた後、
実際に現場を

という熱意から、短時間でも毎回中身の

オープン教 育センターでは大 使 講 座の

訪問する本企画が学生スタッフリーダーの

濃い交流となります。アラブ首長国連邦

第一弾として、サウジアラビア王国大使を

発 案で始まりました。サポーターとともに

（UAE）初の本格的な国立女子総合大

お迎えし、
「サウジアラビアと日本の戦略的・

考えた初年度のテーマは「多文化共生」、

学、ザイード大学からは女子学生 10 名を

重層的パートナーシップの促進」と題して、

「環境と資源」、「ツーリズム」、「裁判員

迎え、
「女性の仕事」、
「女性のリーダーシッ

両国間の友好関係・今後の展望について

制度」、「少子化」 の ５ つ。実施を間近

プ」等についてディスカッションを行いまし

語っていただきました。

に控えた「裁判員制度」では、
校友である

た。男性と同じテーブルにつくことに驚きを

ICC では学生対象の文化交流イベントとし

検事から制度全般について概要説明を

感じるザイード大の学生に早大生はびっく

て「アラビア・カフェ」を実施しました。サ

学生スタッフリーダーの発案により、

ています。「どこから来たの？」という典型的

伺った後、実際に東京地方裁判所を訪問

りするなど、
両大学の学生がそれぞれ文化

ウジ風に装飾されたラウンジにて、
アラブ・

な質問から始まらない会話は、なぜか不思議

して刑事裁判を傍聴、裁判所の立場から

の違いを体感する機会となりました。経済

コーヒーとデーツ（なつめやし）でもてなしを

国籍や国境からくる固定観念や既成

に距離感を縮めてくれるもので、一緒に頭や

裁判員制度について講義を受けました。

的には豊かでも本国ではあまり自由のない

受け、来 場した学 生たちは思い思いに

概 念に縛られず、その枠を超えて

体を動かしているうちに、留学 生も日本人も

日本人学生のみならず、留学生も参加し、

UAE の女性にとって生涯忘れることので

伝統衣装を試着したり、絨毯の上でくつろ

人間同士のぶつかり合いができる

とても仲良くなれました。その後もメンバー

共に日本の法制度について理解を深めま

きない体験になったと後に感謝の言葉が

ぎました。
アラブ・イスラーム学院から派遣

同士で頻繁に連絡を取り合うようになり、帰国

した。

寄せられました。

されたゲスト講師により開催された「アラビ

人
「国籍って何だろう？ 国境って何だ
ろう？」 …… 一 般 的な“ 国 際 交 流
イベント”のあり方に疑問を呈する

SSL が振り返る、設立
一番の思い出はやはり
「無国籍キャンプ」です。
SSLの問題意識が企画として実を結んでいく
過程を体感できましたし、国際交流イベントの

ICC

参加者の声

参加したさまざまな ICC のイベントの中で、
「無国籍キャンプ in 沖縄」
が一番思い出に残っ

大きな可能性にも気づかされました。学生留学

「無国籍キャンプ」が生まれました。

アドバイザーと連携し、長瀞ライン下りと蕎麦

本名・国籍・学部・学 年・年齢 等

打ち体験のフィールド・トリップも企画しました。

属性情報をすべて隠して行うこの交

した。今でも ICC を通して知り合った友だち

流キャンプでは、さまざまなディス

とは深い絆で繋がっています。

学内のさまざまな部署と連携を図ることで、
さら
に企画の幅や参加する学生の層も広がってい
くと感じました。個人的には卒業前に留学先の

カッションやチームビルディング・ア

イギリスの文 化 紹 介イベントができたことも

クティビティを通じて、ふだんとは

よかったと思います。

一味違う交流が展開されました。本
企画はその後定番化され、ICC 独
裕也

第4 期 SSL

Pick up

年目の

Feature

無国籍キャンプ

Pick up

３

7,843

西

2008 トーク＆ビジット
Pick up

実施企画数

自の交流メソッドとして高い評価を

ア語体験レッスン」には、2日合計で約

した留学生の友だちの国に旅行に行った時、
地元の穴場スポットなどを紹介してもらいま

 無国籍キャンプ in 神奈川
2008 年 10 月 11日
（土）～ 13日
（月）
（2 泊 3日）
参加人数：49 名
 無国籍キャンプ in 沖縄
2009 年 2 月 9日
（月）～ 13日
（金）
（4 泊 5日）
参加人数：42 名

受けています。

参加者の声

自分のところに候補者名簿記載通知が届いた

参加者の声

100 名の参加者が集まりました。
また、本場

ディスカッションは女性問題という少し難しい

のシェフがその場で炙るチキンを削ってレ

ので、
直接検事に質問することができ、
助かりま

テーマでしたが、UAE の社会状況はある面

タスとともにパンにはさんだアラブ風サンド

した。実際に説明と質疑応答での皆の感想を

日本にも似たところがあり、UAE の政 府 が

イッチ、
シュワルマが先着 100 名に供されま

聞いて、
あらためていろんな問題があるんだな

女性の社会進出を手助けしていることなども

した。
目で、
耳で、
舌で、
アラブ文化を感じる

と実感しました。

知ることができました。

ことができた一週間でした。

2008 年 6月、7月、12 月、2009 年 1月

来構大学：中 国 清 華 大 学、中 国 浙 江 大 学、

2008 年 6月 17日
（火）～ 23日
（月）

参加人数：10 イベント合計 195 名

ザイード大学、サウジアラビアユース

参加人数：7イベント合計 550 名

デリゲーション、早 稲 田エデュケー

2009年3月 政治経済学部卒

ションタイランド
参加人数：5 回合計 144 名
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6 月 26 日（木）
北米フェスティバル：
カナダの隠れた見所を探る

9 月 25 日（木）
ジャパニーズ・フェスタ：
ようこそ！ Tokyo カフェ

10 月 27 日（月）～ 10 月 31 日（金）
エジプシャン・ウィーク

12 月 10 日（水）
フェスティバル・フランセ：
カルトナージュ制作

12 月 12 日（金）
フライデー・ナイト・パーティ

1 月 10 日（土）
中国映画試写会『戦場のレクイエム』

1 月 16 日（金）
イングリッシュ・ウィーク：
ビートルズナイトパーティー

Annual Overview 2008

5 月 21 日（水）
ボツワナ・ダンス＆ミュージック・ナイト
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2012
2011
2010

Annual Overview

2009
2008
2007
2006

2009 Waseda Global Festival
Pick up

実施企画数

162

件

2009

参加者数

10,758

Feature

グループ・リサーチ・プロジェクト
ワークカップ

「働く杯」

人

（WGF）
」は規模の大きな記念イベントで、
スタッフ
全員でおそろいの帽子をかぶってビラを配り、一生

た ICC 企画ですが、
「楽しいイベン

大隈講堂で発表されました。審査の

トもいいけれど、もっとアカデミック

結果、
「ムービー」
「リサーチ」
「ヴィジョ

なテーマを追求してみたい」という

ン」などの観点でそれぞれのチーム

年目の

ICC 設立 3 周年の「Waseda Global Festival

岡田武史氏の特別基調講演と共に

４

SSL が振り返る、設立

設立当初、交流イベントが中心だっ

学 生 スタッフリーダーの 発 案 が、

が表彰されましたが、
岡田氏よりみご

グループ・リサーチ・プロジェクト

と「ワークカップ」を授与されたのは

「働く杯」に繋がりました。国籍、学

「 チーム USA」
。アメリカの 学 生の

ICC

懸命宣伝しました。
その他、
自分の母語を活かして

部・研 究 科、学 年 の異なる ５人 が

働く価値観をストーリー性豊かに、

積極的に
「スパニッシュ・アワー」を実施しましたし、

１チームとなり、
各国の「働く価値観」

かつユーモラスにまとめた成果が

をリサーチ、
成果をムービーレポート

評価されました。課外活動における

と共催の餅つきイベントでは、大隈庭園にて相撲

にまとめて発表するというもの。アッ

継続的なグループワークの学びと

力士と一緒についたやわらかいお餅とけんちん汁

プルジャパン株式会社の協賛により

その教育的効果が実証された企画

をいただきました。本物の力士を目の当たりにして

ムービー編集用機材が貸与され、各

となりました。

アメリカのお笑い（Stand-up Comedy）
を紹介す
るカフェ・イベントも企画しました。日本語センター

僕を含めた留学生は大興奮でした。

地域の専門家
（早稲田大学教員）の
助言を得つつ、
キックオフ合宿、
中間

メル・アラモ
第 6 期 SSL/ ベネズエラ出身
2009 年度 大学院文学研究科
科目等履修生

報告会と、２ か月かけてまとめあげ
た力作は、
サッカー元日本代表監督・

(WGF)

2009 雪国体験合宿 in 山形

Pick up

Pick up

ICC が触媒となり、
ふだんは別々に活動し

大学主催のさまざまなイベント情報を英語

一面白銀の豪雪地帯で日本の雪国文化

ている学内の国際関連センターやサークル

でも留 学 生に提 供し、日本 人 学 生との

を堪 能し、極 地 探 検 家・大 場 満 郎 氏

を結び、Waseda の国際交流を一挙集結

混成チームを作って参加を推奨するのも

から冒険精神と生きる力を学ぶフィールド・

させたい……そんな思いで実施した ICC

ICC の役割の一つ。早稲田大学漕 艇部

トリップ。イグルーを作ったり、犬 ぞりを

設 立 ３ 周 年 記 念 事 業「Waseda Global

の協力により、戸田オリンピックボートコース

体験したり、
雪上をトレッキングした後、
雪の

Festival」。桂かい枝氏による英語落語を

（埼玉県）で実施される体育祭ボートレー

下から掘り起こした甘い人参を味わったり

皮 切りに、留 学 生カラオケコンテスト、

スでは、
秋晴れの下「チーム ICC」もさわ

……。山形の郷土料理に舌鼓を打ちなが

Waseda International Festival（WIF）

やかな汗を流しました。

ら、地元の方との心あたたまる交流会も

そうてい

による各国ダンス・パフォーマンスなど、

楽しみました。

見応えのある企画が目白押し。各団体が

参加者の声

集ったブース企画では、
フリーマーケット、

チームワークとは何か？ それは自分に課され

参加者の声

ケバブやトルコアイス、台湾夜市やチュート

た一人分の仕事を完遂するだけではなく、ボー

・初めてのイグルー作りで、
雪のブロック 120個

リアルレッスン・デモンストレーションまで盛り

トのように、
チームメイトのペースを見極め一緒

が必要と言われ、絶対無理だと思ったけど、

だくさん。2日間にわたったお祭りのフィナー

に力を合わせるということが大切です。ボート以

実際作ってみたら楽しすぎて全く苦になりま

レでは、学生サークル等によるパフォーマン

外の普段の生活においても同じことが言えると

せんでした。完成後、
全員で中に入り、
暖まっ

スに続き、国 際 教 養 学 部 在 籍の歌 手、

思います。上海出身の僕が思うに、
ひとりっ子

たり、
外で星空を見たりと贅沢な夜でした。

JYONGRI が美声を響かせてくれました。

政策の下で育った中国人は、
ともすれば自己

・大場さんの「ニワトリよりもタマゴよりも情熱が

中心的で、
チームのために自分を犠牲にするこ

先」という言葉に勇気づけられました。今

とは難しいです。一方、
日本の学生は、
子どもの

就職活動中で、頭ばかり先に動いてしまい、

日本の文化の１つともいえるカラオケで、
留学生

頃からたくさん部活やサークルに参加し、他の

自分のやりたいことを本当にやっていない、

が主体となり、
留学中に上達した日本語を披露

人と協力し、チームとして困難を乗り越えると

やろうとしていない自分に気づかされました。

してほしいという思いから留学生カラオケコンテ

いう体験をより多く積んでいると思います。
日本

自分が信じる道を突き進む、尊敬するべき

ストを企画しました。
ロック風にアレンジされた

式のチームワークを味わうという意味でもこの

人と出会えて、
生きていく上での参考になりま

イベントはとても有意義でした。

した。

イベ ント サ ポ ー タ ー の 声

「崖の上のポニョ」や、
こぶしをきかせた北島
 ループ・ワーク：2009 年 10 月～12 月
グ
発表会：2009 年 12 月 11日
（水）
会場：大隈講堂
参加人数：プロジェクト・メンバー 35 名
発表会聴衆 約 600 名

2009 体育祭ボート

三郎「まつり」など、個性が光る出場者が観客
を魅了しました。
2009 年 6月 19日
（金）＆ 20 日
（土）

2009 年 11月 6日
（金）

2010 年 2 月 8日
（月）～ 10 日
（水）

会場：大隈講堂、
大隈小講堂、

参加人数：12 名

参加人数：15 名

大隈ガーデンハウス
参加人数：4 イベント合計 1,730 名
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6 月 19 日（金）・6 月 20 日（土）
Waseda Global Festival (WGF)

6 月 25 日（木）
無国籍カフェ

7 月 2 日（木）
七夕ゆかたパーティ

10 月 19 日（月）
ジャパニーズ・フェスタ：日本文化体験

11 月 11 日（水）
ディスカバー・アフリカ：アフリカフェ

12 月 11 日（金）
グループ・リサーチ・プロジェクト：働く杯

2 月 8 日（月）～ 10 日（水）
フィールド・トリップ：雪国体験合宿 in 山形

Annual Overview 2009

4 月 3 日（金）
ジャパニーズ・フェスタ：和太鼓  
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2012
2011

Annual Overview

2010

Waseda
Student
Club
Guide

Make the most of your campus life
Walking around campus, it is hard to miss the
plethora of student clubs busily going about
their activities. There seems to be a group for
just about everything and everyone. Ever
walked past a bunch of these enthusiastic
students, and wondered to yourself what it
would be like to get involved? In this guide we
will assist you in navigating your way into one
of these clubs, as well as provide you with
insider information and answers to frequently
asked questions.

留学生と一緒にサークルを楽しむために

2009
2008
2007
2006

2010
Pick up

実施企画数

252

件

2010

参加者数

Pick up

各国文化紹介企画「カントリー・フェスタ」

それぞれのキャンパスが持つ特徴を生か

留学生数の増加に伴い、
いわゆる「国際

をより多角的・多面的にとらえる試みとして、

して行う「キャンパス間 交 流 企 画 」の

交流系」以外のサークルに入りたいという

学 期を通じて「アジア」に焦 点を当て、

代表的なイベントが、所沢で行う春の風物

留学生も増えてきました。
ただ、
日本の大学

さまざまな企画を実施しました。
レクチャー

詩、筍 掘りです。筍マスターにお手 本を

のサークルの風 土や習慣は、海 外から

部門では、NPO 団体によるバングラデシュ

見せてもらった後は、
参加者同士協力しな

来た学生にとってなじみがないことも事実。

での児童支援活動や、東ティモールの外

がら筍を掘り出していきます。いざ地面に

また、受け入れ側の学生にとっても、文化

交問題、在日コリアン、韓国の徴兵制度、

くわを入れてみると、思ったより土が硬かっ

背景や価値観の異なる学生とのサークル

フィリピン大統領選、
アジアの慰安婦問題

たり、
勢いあまって筍を傷つけてしまったりと

活動は戸惑うことも多いはず。
そんな状況

について考えました。映画部門では、
クルド

なかなか難しいこの作業、
がんばって自分

を打破するために、ICC が着手したサー

の難民問題を扱ったドキュメンタリーフィル

の手で掘り出した筍はお土産に。作業を

クル活動啓蒙冊子制作プロジェクト。学生

前年度のグループ・リサーチ・プロ

はどれほど“共 生”できているの

ジェクト「 働く杯」の 経 験を経て、

か？ アンケートやインタビューを実

次に取り組んだアカデミックな企画

施し、結果をムービーレポートにまと

が、
「多文化共生」をテーマにした自

めました。最終成果は、大分県の立

ムの上映に、
アジアの武侠エンターテイメン

終えた後は、所沢カフェテリアで筍ご飯の

スタッフリーダーが編集長となり、
プロジェク

トに関する専門家の解説。食部門では、

ランチをいただくのも恒例行事です。

トメンバーを募って、企画会議を繰り返し、

主ゼミ
（スチューデント・セミナー）
。

命館アジア太平洋大学
（APU）を訪

ラーメンを代表とするアジアの麺文化につ

18 名のゼミ生が週に一度集まり、多

問し、同地で開催された「多文化共

いて、食文化の専門家から講義を受けた

参加者の声

るアンケート調査から始まり、体験談のイン

国籍企業、在日外国人、教育等テー

生学生フォーラム」にて発表。
互いの

後、
実食を楽しみました。「雲南省少数民

英語が流暢な方ではないので、
はじめは不安

タビュー、写真撮影、記事執筆、
デザイン、

マを定めて担当者が発 表した後、

大学の現状や課題、
思い描く理想の

族の夕べ」では、
桃源郷と称される雲南省

だったのですが、
いざ始まってみると、
留学生の

校正とすべて自分たちの手で行いました。

グループ・ディスカッションを行いま

多文化共生キャンパス像について、
意

から来た少数民族の高校生が民族舞踊

方 から積 極 的に日本 語 で話しかけてくれ

定番企画となるランチ・イベントや JAL の整備

をお披露目。台湾夜市とアジアンポップを

ました。筍掘りの場所は、いつも勉強している

やって連絡するの？」、「先輩後輩関係

工場見学もこの年に始まりました。私が編集長

した。
様々な学部の学生がそれぞれ

見を交わし、ICC の重要な活動理念

組み合わせたパーティイベントでは、台湾

教室のすぐそばだったことに驚きました。留学

は？」 等、小さな疑 問にも学 生目線 で

を務めた「Waseda Student Club Guide」の

の見地から専門性を発揮し、
活発か

ともいえる「多文化共生」について、

ルに入ろうと考えている留学生の方を見ると、

つ建設的な議論が交わされるのも、

学生と共にじっくり考え発信する機

この成果を誇りに思います。

ICC ゼミならではの特徴です。

会となりました。

SSL が振り返る、設立
アジアという大きなテーマの下、学生スタッフが
それぞれの関心に応じて様々なイベントを企画
した「アジア・セメスター」は、振り返ってみると、
なかなか充実したコンテンツですね。人気の

制作は、苦労もありましたが、
ガイドを見てサーク

ICC

冊子の構成を決定。
まずは現状を把握す

が、早稲田大学の多文化共生キャン
伊汝

パス実現度調査。約 90 か国から来

第 5 期 SSL/ 中国出身

た 4,000人近くの外国人学生が学ん

頼

2013年3月 大学院先進理工学研究科
修士課程修了

小吃が供され、伝統のお茶摘みダンスか

生の方がホストマザーにお土産としてプレゼント

現実的な回答を示した本冊子は、早稲田

するというお話を聞き、
とても素敵だなと思いま

大学全体の国際化を推進するものとして

披露されました。

した。

高評価を受け、毎年増刷して全留学生に
配布しています。

5 月 26 日（水）
アジア・セメスター：
アジアにおける紛争・外交問題：東ティモール

6 月 15 日（火）
アジア・セメスター：
フィリピンはどこへ行く？
～大統領選とその後の行方～

6 月 24 日（木）
ドキュメンタリー映画鑑賞会
『庭師と彼の 21 人の子供たち～貧困の中に
  生きるザンビアの 22 人家族の夢と希望』

2010 年前期

2010 年 4 月 17日
（日）

制作期間：2010 年 6月～ 8月

参加人数：11イベント合計 710 名

参加人数：27 名

参加人数：企画編集メンバー 20 名

7 月 9 日（金）
ローカル・ウィーク：香川
ホンモノの讃岐うどん体験

10 月 15 日（金）
ジャパニーズ・フェスタ：J-pop Party

10 月 22 日（金）
ジャパニーズ・フェスタ：
秋葉原・オタクのイメージを左右する街

2 月 8 日（火）
APU-WASEDA 多文化共生学生フォーラム

Annual Overview 2010

4 月 17 日（土）
キャンパス間交流：
たけのこ掘り＆スポーツ交流＠所沢

でいるけれど、果たして、
“多文化”

ゼミ活動：2010 年 10 月～ 12 月
学内発表会：2011年 1月 11日
（火）
多文化共生学生フォーラム＠立命館アジア太平洋
大学
（APU）：2011年 2 月 8日
（火）
参加人数：ゼミ生 18 名

「サークルってどうやって探すの？」、「どう

ら、中国、韓 国、
日本のポップなダンスが

並行してゼミ生全員で取り組んだの
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2010 サークル活動啓蒙冊子制作
Pick up 「Waseda Student Club Guide」

年目の

人

「多文化共生」

2010 所沢たけのこ掘り

５

8,303

Feature

スチューデント・セミナー

アジア・セメスター
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2012

Annual Overview

2011
2010
2009
2008
2007
2006

2011
Pick up

実施企画数

296

http://global.waseda-icc.jp/

件

201 1

参加者数

9,497

Feature

東日本大震災後、少しでも留学生の不安を軽

セミナー & ワークショップ

1965 年に日本政府事業として発足した

ボーダーを乗り越えて交流をはかる本キャ

青年海外協力隊事業。早稲田を卒業して

テーブルディスカッションが続く二部構成

ンプは、国籍等個人の属性情報を隠して

海外青年協力隊として派遣されたボラン

の本企画。今期は EU 加盟国の中から、

ディスカッション等を行う「無国籍キャンプ」

ティアは累計で 600 人を超えています。卒

ブルガリア大使館文化アタッシェとポーラン

をより気軽に楽しめるようアレンジを加えたも

業後の進路として国際協力分野に関心の

ド大使館一等書記官をお迎えしました。

のです。本名を隠し、
キャンプネームのみを

ある学 生が多いなか、JICA と連 携し、

使うルールはそのままに、
日中はスキーや

海外でのボランティア活動体験談や ODA

参加者の声

スノーボードを楽しみ、夕食後、
ディスカッ

の歴史などを学ぶ5 回連続セミナーを実施

のプロフェッショナルにインタビュー

たいの？」と聞かれ、
答えに困ったと

を敢 行。国 連 機 関で 働く専門 家、

いう自身の就職活動体験から、これ

大学教授、企業の経営陣、外交官、

か ら 社 会 に 出 て いく早 大 生 に、

スポーツ界著名人等様々な分野の

グローバルなキャリアプランニングの

エキスパートが、自分自身の体験か

「地域統合に関する日本のビジョン」。EU 発

ヒントを贈りたい……そんな学生ス

ら、早大生に向けて厳しくも温かい

展の歴史を踏まえ、「『問題がある』と言って

学部や背景知識・経験がまったく異なる選抜

ションや異文化理解ゲームを行います。

しました。
ガーナに派遣された村落開発

された 4 人の早大生と、
ブルガリア大使館の

学生スタッフリーダーが日英両言語でファシ

普及員、
マダガスカルに派遣された小学校

ペタル・ニコラエフ氏による議論は、予定終了

リテーションを行い、参加者が楽しみなが

教諭、
シニアボランティアとしてチュニジア

時間を大幅に越える白熱ぶりでした。議題は

らも真剣にディスカッションができる雰囲気

に派遣された経済・市場調査の専門家等、

作りに努めています。

さまざまな地域でさまざまな職種に従事さ

行動しなければ、何の結果も生まない」と語っ

れたボランティア経験者から、現地での
実体験を伺いました。体験型ワークショップ

参加者の声

タッフリーダーの 想いで始まった

助言と励ましの言葉を贈ってくれて

本プロジェクト。内容は、早大 生の

います。WEB マガジン読者はもち

留学生と日本人学生が岩手県と宮城県を訪問

内向き志向アンケート調査と、
グロー

ろん、
企画書作成、
模擬インタビュー

しました。気軽に英会話を楽しめる「イングリッ

バルに活 躍 する人 材 へ のインタ

といった準備段階を経て、憧れの

しょう。
その潮流に日本が乗り遅れず、
リーダー

またこのルールは年齢による上下関係を取り

シュ・ゲーム・カフェ」は、私が企画した土曜午

ビュー＆ WEB マガジン発行の二本

職業についた先輩方から直接話が

シップを発揮するためには、私たち「若者」が

除くのに役立ちました。
自分はマジョリティとして

参加者の声

伺えるプロジェクトメンバー自身に

生きてきましたが、
カードゲームを通じて、
ルール

私たち日本人は恵まれた環境にあるということ

で ICC の説明を行い、多くの新入生が入学

立てです。

主体となって、地域統合の議論に取り組まなけ

各学部・研究科の教員の協力により

とっても非常に有意義な経験となっ

ればならないと思います。

が違う少数に対する自分の振る舞いについて

にあらためて気づかされました。
目指そうと思え

直後から ICC に来てくれるようになったのもうれ
しい変化でした。

実施した内向き志向調査では、分析

ている本企画は、年度を超えて継続

反省させられました。

ば、
努力したいと思えば、
何でもできる。
なんでも

 ブルガリア

の末めでたく「早大 生は内向きで

しています。

2011年 10月 11日
（火）

を企画しました。英語で説明を行うWAVOC 共
催「震災ボランティア英語便」では、約 40 名の

後の定番カフェです。各学部新入生ガイダンス

コリーナ・ポパ
第10期SSL/モルドバ出身
2012年3月 大学院商学研究科
修士課程修了

2011 年度
リサーチ・プロジェクト：
グローバルに活躍する人材とは

ロジェクトメンバーが各界で活躍中

5 月 10 日（火）
映画鑑賞会『マジでガチなボランティア』

ノーボーダールールの下で、最初はどんな話を

ることなく、地域における発展を考えることが、

していいかわからなかったけど、他のトピックを

てシミュレーションを通じて考える機会となり

これからのアジアにおける時代の潮流となるで

探して最後は相手を深く知ることができました。

ました。

いいからやってみようと強く感じました。

参加人数：レクチャー 56 名、
ディスカッション 5 名

ない」という結論が出ました。インタ
ビュー企画では、公募で募集したプ

「貿易ゲーム」は、
世界の経済格差につい

たニコラエフ氏。
これまでのしがらみにとらわれ

2011年度～（継続中）
WEB マガジン記事：2011年度 14 本
参加人数：2011年度プロジェクトメンバー

5 月 23 日（月）・5 月 27 日（金）
WAVOC × ICC
東日本大震災学生ボランティアの集い
～体験レポート＆ネットワーキング～  

6名

6 月 7 日（火）
トーク・セッション：
K-POP に見る韓国の音楽ビジネス戦略

 ポーランド

2012 年 2 月 16日
（木）～ 18日
（土）

2011年 11月～ 3月
（6 回開催）

2011年 11月 22日
（火）

場所：菅平

参加人数：6 回合計 180 名

参加人数：レクチャー 66 名、
ディスカッション 4 名

参加人数：77 名

7 月 1 日（金）
アカデミック・フォーラム：
英語音声の学び方

7 月 5 日（火）
ICC × Waseda Weekly トーク・セッション：
旅をすること、歩き続けること

10 月 21 日（金）
ローカル・ウィーク：佐賀
創立記念日イベント
佐賀がばいよかとこカフェ

11 月 25 日（金）
ロシア・ウィーク：
二枚舌の苦悩
―ショスタコーヴィチとスターリン

Annual Overview 2011
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Pick up

スノーボードキャンプ

ウィンタースポーツを楽しみながら、心の

採用面接で「君はなぜ海外で働き

ICC

減しようと、防災関連レクチャーや防災館見学

2011 JICA 国際ボランティア

Pick up

在京大使館から若手外交官をお招きし、

年目の

SSL が振り返る、設立

「グローバル人材とは」

2011 ノーボーダースキー＆

オープンレクチャーの後、少人数のラウンド

６

人

リサーチ・プロジェクト

若手外交官レクチャー＆
ラウンドテーブル・ディスカッション

19

Annual Overview

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

2012 にほんごペラペラクラブ
Pick up

実施企画数

375

電通× ICC

件

2012

参加者数

13,409

Feature

人

理工や文キャンでのイベント、電通、ユニクロ、
資生堂等企業との連携企画など、内容も多岐

年目の

企画の数がついに一年の日数を越えました！

７

SSL が振り返る、設立

ICC

クリエイティブ・グループ・コンペ

「日本観光杯」

クリエイティブ・ワークショップ

「日本をよくするひらめき杯」

多彩な
トーク・セッション

「留学生は授業以外で日本語を話す機会

日中の学生がメディアが生み出す先入観

学生スタッフリーダーを中心に、早大生に

がもっとほしいと思っている」「内気な学生

や偏見から逃れ、
それぞれの価値観や問

関心の高いテーマを発掘し、講師を招へ

はなかなか交流イベントに一歩足を踏み出

題意識をぶつけ合い、
素直に率直にとこと

いするオープン・レクチャーを多数実施しま

せない」……そんな日本語教育研究セン

ん話し、
切磋琢磨する、
そんな機会を創りた

した。
ジョルジオ アルマーニ ジャパン（株）
、

ターからの要望を受けて始まった ICC 初

い……上海出身の学生スタッフリーダーの

（株）ザラ・ジャパン、
日本ロレアル
（株）
、
ウォルト・ディズニー・ジャパン
（ 株 ）等、

のクラブ制イベント。
日本人学生がサポー

熱い想いが形となったこの企画。
交流アク

ターとなり、留学生が気軽に楽しめるトピッ

ティビティや身近なテーマを話すことで信頼

名だたる外資系企業のトップから、ANA

クやアクティビティを準備し、
１か月単位、

関係を培い、
最後の夜は領土や歴史問題

パイロットに Google Inc. の WEBマスター、

も解禁しての大ディスカッション大会となりまし

フリーランス通訳者に、マサイ戦士まで、

生み出すアイデアで勝負する
（株）
電通

こんなに集中して長期間ひとつのことを深く考

た。
第２ 弾は韓国を交えて ３か国で実施。

豪華な講師陣が名前を連ねるセッションには
平均 200 名近い聴衆が詰めかけました。

との連携企画。
前期は、
「多様な日本
の価値資源を活用した独自のテーマ・
ツーリズムを開発せよ」をテーマに、
４ 人一組 11チームが ２か月間独自の

迎えてアイデアを競いました。後期は
電通クリエイターをナビゲーターとし、

ます。パキスタンやエチオピアなど、ふだんなか

「外から見た日本」をテーマに、
日本

なか触れる機会のない国の紹介も ICCらしくて

の強み・弱みを見直し、社会に向け
てメッセージを発信するソーシャル・
コミュニケーションのアイデアコンペを

更家 里奈

Pick up

狙い通り、
留学生にとっては日本語を楽しく

大学校友である電通マンを審査員に

すてきだと思います。

2012

週 1 ペースで集まるこのクラブは、当初の

やケニアのマサイ戦士によるトーク・セッション

企画が実現していくことに大きなやりがいを感じ

日中 / 日中韓
ホンネ交流キャンプ

参加者の声

テーマ・ツーリズムを考 案。早 稲田

企画書が講師や企業の方に認められ、次々に

Pick up

日本人学生と外国人学生が協働で

にわたっています。個人的には、
プロの通訳者
がとても興味深かったです。一生懸命書いた

2012

実施しました。

第11期SSL
国際教養学部3年

えたことはなかったので、本当に勉強になりま

話せる、
日本人学生にとっては異文化コ

領土問題で揺れる今だからこそ、
若者同士

した。苦労したのは自分の考えていることを

ミュニケーションを実体験できる人気企画と

が率直にぶつかり話し合う意義がある。
東

どうすればチームメンバーにうまく伝えられる

なりました。

アジアの未来は決して暗くない、
共通の思い
を持ったキャンプでした。

かという点です。言葉が通じない局面もありま

参加者の声

〈ジョルジオ アルマーニ ジャパン
（株）
笹野社長のトーク・セッションに参加して〉

したが、通じたとしてもなかなか合意できない

参加者の声

こともありました。そういった経験を積んで、

サポーターは皆とてもやさしいし、
たくさん会話

そのブランドイメージから、
どんな方なのか楽し

参加者の声

相 手 に 思い や 考えを 伝える方 法 を 学 びま

できて楽しかったです。毎回クラブの最初に行

中国には以前から興味があったものの同世代

みにしていたのですが、
お高くとまった感じでは

した。国籍や学年を越えたグループを組んだ

うゲームがすごくおもしろい。ペラペラクラブは

の中国の若者と話す機会がなかったので、

なく、
ユーモアにあふれた方で驚きました。
ファッ

ことで、新たに得たものが 多く、新 鮮で 楽し

一番充実している ICC の活動だと思います。

今回のキャンプでもやもやしていた疑問がかな

ションだけでなくグローバルキャリア、笹野様の

り解 決しました。あらためて国 家レベルでの

かったです。

友好・信頼関係は、人と人との個人レベルで

サポーターの声
 クリエイティブ・グループ・コンペ「日本観光杯」
2012 年 4 月～ 7月
予選：6月 27日
（水） 本選：7月 4日
（水）
プロジェクトメンバー：48 名
 クリエイティブ・ワークショップ
「日本をよくするひらめき杯」
2012 年 10月～ 11月
ワークショップ 3 回実施
参加メンバー：50 名

ご経験等が聞けて、
とても勉強になりました。
「実体験、経験が全て」という現代に生きる

自分たちで企画したものを楽しんでもらうのは

の付き合いが重要だと気づきました。将来この

若者へ向けたメッセージがシンプルでありなが

うれしいです。毎 回メンバーが同じなので、

ような場をビジネスを通して東アジアの人々に

ら力強い、
説得力のあるお言葉でした。

友達になりやすいし、
とてもいい時間を過ごせ

提供できたらと思います。

ました。話すときは、
目を見てたくさん相 槌を
打つよう心掛けました。

 日中ホンネ交流キャンプ＠軽井沢

参加人数：21回合計 1,924 名

2012 年 8 月 1日
（水）～ 3日
（金）
（2 泊 3日）
参加人数：44 名
2012 年 10月～ 2013 年 1月

 日中韓ホンネ交流キャンプ＠伊東

参加人数：15 回合計 568 名

2012 年 11月 2日
（金）～ 4日
（日）
（2 泊 3日）
参加人数：43 名

5 月 25 日（金）
ジャパニーズ・カルチャー・ウィーク：
宮大工
～先人の残した知恵とその形
受け継ぐ重さ 伝える努力～

7 月 4 日（水）
電通× ICC クリエイティブ・グループ・コンペ：
日本観光杯

7 月 5 日（木）
アイリッシュ・フェスタ：
アイルランド映画鑑賞会

11 月 6 日（火）
トーク・セッション：
サバンナからのメッセージ
～ケニア・マサイの戦士がやってくる～

11 月 29 日（木）
トーク・セッション：
日本から世界のラグジュアリーブランドへ
～シュウ ウエムラの事例～

12 月 3 日（月）
トーク・セッション：
世界に飛び出して見えたもの
～ Google ウェブマスターの舞台裏～

12 月 14 日（金）
外交官トーク・セッション：
麗しき国、オマーン～ベールの先の素顔～
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5 月 11 日（金）
オキナワン・パーティー
～沖縄の風を感じるフライデー・ナイト～

21

