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イベント区分 イベント名 参加者数
式典 式典 開設記念式典  80
カントリー ･
フェスタ

ジャーマン ･フェスタ ドイツパン販売＠生協 ―
ジャーマン・カフェ  11
映画鑑賞会『グッバイ、レーニン！』 50
ドイツワールドカップ記念：ミニ PK ゲーム 100

ジャパニーズ・フェスタ 
Fall 2006

浴衣の着付け（3 回） 計 110
書道体験（3 回） 計 110
和風茶屋（ジャパニーズ・カフェ） 55
映画鑑賞会『東京物語』＆トーク・セッション 50
お箸 DE 豆つかみ競争  35

コリアン・フェスタ 韓流カフェ「韓国恋愛事情」 10
韓国伝統マナー＆衣装着付け教室 30
韓国伝統ゲーム 30
韓国料理教室 30
映画鑑賞会『同い年の家庭教師』 20
テコンドー体験 20
利きキムチ 50

スコットランド・フェスタ スコットランド・カフェ（2 回） 計 50
キルトをきる（2 回） 計 20
スコットランド・ダンス＆バグパイプ  50
映画鑑賞会『ディア・フランキー』 　 30

「ハギス」にトライ！  30
テーマ･ ウィーク ICC 開設記念オリエンテーション・ウィーク ―

世界の年越 正月の遊び  20
ドイツ流ツリーデコレーション
～クリスマス市＠ WASEDA～ 50
映画鑑賞会『飛ぶ教室』 40
アルゼンチン・タンゴの夕べ 60
餃子作ろう！食べよう！  40
Let's enjoy お雑煮！  20
カフェ・フランセ  50
ロシアン・カフェ 50

ローカル ･ ウィーク 東北 津軽写真展 ～その生活と自然～ ―
東北茶房  40

群馬 上毛カルタ大会 10
徳島 阿波踊り体験 50

テーマ・カフェ 中国茶館（チャイニーズ・カフェ） 20
華流茶館（チャイニーズ・カフェ） 40
韓流カフェ（コリアン・カフェ）（2 回） 計 85
イングリッシュ･ カフェ（初～中級） 18
イングリッシュ･ カフェ（中～上級） 18
ジャーマン ･ カフェ 30
カフェ・フランセ 40
カフェ・イタリアーノ 40
カフェ・エスパニョール 20
カフェ・シアトル  70
カフェ・タイ 40
カフェ・インディア 30
和風茶屋（ジャパニーズ・カフェ） 15
リサーチャーズ・カフェ 30
フィールドトリップ・リユニオンカフェ （高尾山） 10
フィールドトリップ・リユニオンカフェ （名古屋・三重） 10

ランゲージ ･
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Fall 2006
668

ランゲージ・
アワー

イングリッシュ・アワー  （2 回） 計 70
チャイニーズ・アワー  19

映画鑑賞会 スコットランド映画『Trainspotting』 25
ロシアン・クラッシック・アニメ『蛙になったお姫さま』 50

フィールド ･
トリップ

高尾山＆武蔵野ビール工場見学 39
名古屋・三重：トヨタ工場見学、伊勢神宮（2 泊 3 日） 42
日産追浜工場見学 8

ビジター・
セッション

南洋工科大学：ディスカッション
60

パーティ サークル紹介＆オープンカフェ 70
太極拳体験 20
ジャズ・ナイト 100
マジック・ショー 40

地域連携 お掃除プロジェクト（2 回） 計 75
校友連携 ホームカミングデー 5
学外活動 JAPAN TENT 2006 20
共催イベント Waseda International Festival：ビデオ上映会 Remembering WIF 15

打ち水（2 回） ―
オープン・キャンパス 2006（入学センター主催）：
国際交流パフォーマンス、ICC 紹介プレゼン（2 回） 計 140

その他 サポーター慰労会 Winter 2006 50

2006
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ン
ト
一
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後期
イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ
Spring 2007

日本文化体験（生け花、浴衣着付け、茶道）  30
きもの着付け＆マナー・ショー  100
Chatters' Cafe （ジャパニーズ・カフェ）（3 回） 計 80
作ってみよう！  簡単お好み焼き！  30
映画鑑賞会『Shall We ダンス？』  20
フィールド・トリップ：三鷹の森ジブリ美術館 30
スタンプ・ラリー  10

フェスタ・イタリアーナ 映画鑑賞会『ニュー・シネマ・パラダイス』  20
夢のイタリア・トラベルプラン・コンテスト  20
トラベル・フォーラム「航空・旅行業界の今」  40

「イタリアン・エスプレッソの世界」
横山千尋（バリスタ） 100

「世界遺産カフェ 」
エンリコ・マルティーニ

（イタリア政府観光局 東京支局長） 35
「イタリアン・ワイン講座」

藤原佐和（イタリアソムリエ協会認定ソムリエ） 30
「イタリアン・ブランドの世界」

中里倫子（ベネトン ジャパン（株）広報宣伝部
ファッション PR チーフ） 70

「イタリアン・ビジネス・フォーラム」 
ティチアナ・アランブレーゼ

（FIAT AUTO JAPAN カントリーマネージャー） 10
カフェ・イタリアーノ  40
ロボ・カーサ＠大久保キャンパスへ行こう！  15
旅先で役立つイタリア語  20
カンツォーネ＆トーク・ショー  15
イタリア留学カフェ  40
料理体験教室「2 コイン de パスタ」  30

ラテン・フェスタ ブラジルの夕べ　  20
アルゼンチンの夕べ　  35
ラテン・ダンス＆ミュージック・ナイト  100

ローカル ･ ウィーク 南九州 宮崎こんねカフェ  40
かごんまきやんせカフェ＆小原節ナイト 40

テーマ・カフェ ウェルカム・カフェ（3 回） 計 160
マイ箸カフェ～ハシワタシプロジェクト～ 20
打ち水カフェ～打ち水から考える「和」と「環」～ 30

ランゲージ・
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Spring 2007
668

ランゲージ・
アワー

イングリッシュ・アワー  （3 回） 計 120
チャイニーズ・アワー  30

アカデミック・
フォーラム

「Management in Asia」
白木三秀（W政経・教授）、園田茂人（WGSAPS・教授） 42

「Japanese Work Ethics and Values」 21
「原爆、広島、長崎」 20

映画鑑賞会 イスラエル映画『Close to Home』＆トーク・セッション 50
キャンパス間交流 ソフトボール大会 @ 所沢 50
スポーツ・イベント フットサル＆バスケットボール 100
大学スポーツ応援 バスケットボール早慶戦（情報提供＆チケット割引販売） 32

サッカー早稲田 vs 高麗戦（情報提供＆チケットプレゼント） 20
ビジター・
セッション

ハーバード大学：ネイティブ ･ インフォーマント・ボランティア
39

パーティ 外国人学生歓迎サークル紹介 40
4 コマ漫画を描いてみよう！ 15
World of 一輪車 25

地域連携 高田馬場クリーン大作戦 15
お掃除プロジェクト（6 回） 計 72
神輿担ぎ体験（馬場下町会　穴八幡宮例大祭） 10

学外活動 JAPAN TENT 2007 17
共催イベント オープン・キャンパス 2007（入学センター主催）：

英会話体験レッスン、国際交流パフォーマンス、ICC 紹介プレゼン（3 回）計 600
その他 サポーター慰労会 Summer 2007 40

前期
イベント区分 イベント名 参加者数

記念行事 125 おそうじプロジェクト 90
カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Fall 2007

日本文化体験  55
WAHOO! CAFE  75
太鼓フェスティバル  120
フィールド・トリップ：
日光江戸ワンダーランド＆豆腐工場見学　 48

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～」
松井陽吉

（名誉茶師／サントリー（株）飲料開発設計部部長） 80
中華伝統武術・健康法  10
中国文化の旅  50
中国的刀削麺  22
中国映画鑑賞会『山の郵便配達』  30
卓球大会 40

ローカル ･ ウィーク 名古屋：こや～カフェ 40
テーマ・カフェ カンボジアの夕べ～アンコール・ワットとカンボジアの過去と現在～ 50

「なぜ日本人はクリスマスを祝うのか？ ハレとケ、招き猫、オタクと宗教等
～日本人の宗教観～」 20
ジャーマン・デコレーション  40
カフェ・モンゴル  100
フランスから見る地中海 20
コーヒーでつなぐ世界  50
フィールドトリップ・リユニオンカフェ（名古屋・伊勢・高野山）  20

ランゲージ・
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Fall 2007
728

ランゲージ・
アワー

イングリッシュ・アワー  30
手話アワー～手から広がるコミュニケーション！～ 19

アカデミック・
フォーラム

「戦後『特攻』慰霊言説におけるレトリック」 15
「日本への国際移民の視点：日本における華人のアイデンティの変容、教育、

社会的移動と社会活動を事例として」  26
看板プロジェクト ミュージカル・プロジェクト

"FAME"
合宿（ワークキャンプ） 42
ワークショップ（2 回） 計 130
日本語公演 415
英語公演 465

アウトリーチ 小学校訪問（6 校 7 回） 板橋区立成増小学校

計 66

新宿区立落合第一小学校  
新宿区立戸塚第一小学校  
鴨川市立太海小学校
鴨川市立曽呂小学校
鴨川市立江見小学校

小中学校訪問 廿日市市立宮島小中学校 47
中学校訪問 板橋区立板橋第三中学校

計 18鴨川市立江見中学校
中学生来訪 板橋区立板橋第三中学校 6
中学・高校訪問 高田中学校・高等学校 41
視覚特別支援学校訪問 筑波大学附属視覚特別支援学校 2

映画鑑賞会 イスラエル映画『アルナの子どもたち』＆トーク・セッション 70
フィールド ･
トリップ

名古屋・三重・和歌山：トヨタ工場見学、高野山（2 泊 3 日） 41
広島・宮島・尾道（2 泊 3 日） 45
ワークキャンプ IN かもがわ（2 泊 3 日） 26

スポーツ・イベント フットサル＆バスケットボール 70
サッカーフルコート・マッチ in 東伏見 30

大学スポーツ応援 大学サッカー公式戦（情報提供＆チケット販売案内） 10
大学ラグビー公式戦（情報提供＆チケット販売案内） 6
第 56 回全日本大学サッカー選手権大会決勝（情報提供＆チケットプレゼント） 17

ビジター・
セッション

北京大学 DAY ＠早稲田：北京大生との交流＆日中音楽の夕べ  
100

パーティ サークル・プレゼン＆パフォーマンス・ナイト 70
フラメンコ・オレ！ 50

ダイバーシティ ダイバーシティ・カフェ「障がいって何 ?」 40
地域連携 お掃除プロジェクト（5 回） 計 53
校友連携 奉納相撲観戦 60
学外活動 プロバスケットボール観戦チケットプレゼント 40

神泉中学ホームステイ 2007 8
地方体験プログラム

（ホームステイ）2007
秋田県男鹿市

計 23

秋田県井川町
新潟県佐渡市
長崎県長崎市
熊本県津奈木町

支援プロジェクト イルミネーション・プロジェクト～光のデコレーション～ 80
共催イベント 防災訓練～ボランティア・留学生・地域と共に～（環境安全管理課主催） 300

フランス・フェット＆フランス留学フェア（留学センター共催） 60
その他 サポーター慰労会 Winter 2007 53

イベント一覧表

各年度に実施した全イベント及び参加者数

一覧をご紹介します。企画内容の多様性

はもちろん、参加者の規模も、ラウンジ

で行う少人数の小ぢんまりしたものから、

大隈講堂で行う千人単位のものまでさま

ざまです。多様なバックグラウンドを持つ

早大生の興味・関心・ニーズに迫るバラエ

ティ豊かなラインアップをご覧ください。
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注釈：Wは早稲田大学教員です。
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イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Spring 2008

日本舞踊体験  70
墨絵体験  30
Waseda Info Cafe  （2 回） 計 100
写真ワークショップ  30
フィールド・トリップ：座禅体験＠鎌倉 30

北米フェスティバル 北米国立公園 Vol.1
「～アメリカ国立公園で働きたい！～  早大生の

挑戦：レンジャー＆ボランティア活動の記録」  20
北米国立公園 Vol.2

「大自然の宝庫：国立公園の尽きない魅力と遊び
方  ～アメリカ西部 5 州政府観光局 日本支局長
が熱く語る！～」 35
国立公園 Vol.3

「トレイル・ミックス・ナイト“落ちこぼれレンジャー ”
が語る日米国立公園比較＆アメリカ横断ボラン
ティア紀行」 
鈴木渉（環境省職員） 20

「カナダの隠れた見所を探る」
横山修（カナダ観光局 旅行業界担当マネジャー）、
林弥太郎（（株）カナディアンネットワーク カナダ
スペシャリスト） 70
映画鑑賞会＆イングリッシュ・アワー

『すべての美しい馬』 40
映画鑑賞会『おばあちゃんのガーデン』 30
Cafe Politically Incorrect  50
フィエスタ・メヒカーナ  40

ボツワナ・ダンス＆ミュージック・ナイト  40
サウジアラビア・デイ アラビアン・カフェ（3 回） 計 210

アラビア語体験講座  （2 回） 計 140
ケバブ試食（2 回） 計 200

トルコの夕べ 45
ギリシャ・カフェ 15

ローカル ･ ウィーク 北海道デイ 15
テーマ・カフェ カフェ・タイ  40

ウェルカム・カフェ（5 回） 計 270
カフェ・エスパニョール  70
台湾カフェ  40

ランゲージ ･
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Spring 2008
555

ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー（6 回） 計 163
ジャパニーズ・アワー  20
手話アワー 20

トーク＆ビジット「多文化共生について考
えよう」

トーク：「地域住民の多文化共生」、「多文化共
生への取り組み ―新宿区の場合」
金根熙（韓国広場 代表取締役社長）、
八木原良貴（しんじゅく多文化共生プラザ 課長） 30
ビジット：大久保 15

「ツーリズム」 トーク：「外国人の東京観光における人気スポッ
トの変遷とそれを踏まえての将来展望」
田所俊彦（（株）日本航空インターナショナル 旅
客営業本部部長） 35
ビジット：浅草 17

「環境と資源」 トーク：「Café Energy Resources」
板野和彦（国際石油開発帝石ホールディングス

（株） 経営企画ユニットジェネラルマネージャー） 15
ビジット：横浜電力＆キリンビール工場 27

イベントアイデア・チャット・セッション（3 回） 計 34
アウトリーチ 小学校訪問 品川区立三木小学校  5

高校訪問 都立向丘高校  3
スポーツ・イベント バスケットボール＆バレーボール 90
ビジター・
セッション

中国清華大学：交流会
40

パーティ ジャグリング＆パントマイム・ナイト 15
ハワイアン・ナイト～フラダンス＆ウクレレ～ 50
フライデー・ナイト・パーティ 50

英語劇 シェイクスピア劇 2008「ハムレット」 1000
無国籍プログラム イベントアイデア・チャット・セッション  （3 回） 計 7
ダイバーシティ 世界の障がい者の話をきくカフェ  30

世界の障がい者の現状に関する発表会 25
地域連携 お掃除プロジェクト（6 回） 計 79
学外活動 イングリッシュ・サマーキャンプ（那須） 30

北海道北見ホームステイ 3
オホーツクホームステイ 10
美幌・津別ホームステイ 5
JAPAN TENT 2008 16

共催イベント ユーコンの夕べ（留学センター主催）　
野田知佑（作家／カヌーイスト） 80
所沢留学カフェ（留学センター主催） 50
オープン・キャンパス 2008（入学センター主催）：
英会話体験レッスン、国際交流パフォーマンス、ICC 紹介プレゼン（3 回） 計 420

その他 サポーター慰労会 Summer 2008 40

イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Fall 2008

浴衣着付け体験 25
わらじ作り体験 23
日本の武闘体験 50
ようこそ！Tokyo カフェ 100
フィールド・トリップ：日光東照宮＆日光江戸村 43
フィールド・トリップ：鎌倉 29
サポーター募集説明会（3 回） 計 60

エジプシャン・ウィーク オープニング・イベント（大使挨拶・ドキュメンタ
リーフィルム鑑賞『ツタンカーメン王・死の真実』） 50
観光トーク＆ダンス＆ミュージック・ナイト 120
カリグラフィー＆映画鑑賞『The Best of Time』 15

フェスティバル・フランセ カフェ・フィンガーフード＆フレンチ・アワー  （2 回） 計 60
フランスの地方を旅する  30

「カフェ・フロマージュ
  ～チーズから見るフランス文化～」
榎島恵理（（株）久田 副社長代理） 40
カルトナージュ制作
よこた圭子（カルトナージュ講師） 20
映画鑑賞会『ロバと王女』  40
サポーター募集説明会（3 回） 計 34

イングリッシュ・ウィーク England: True or False  50
ビートルズナイトパーティー  120

テーマ・カフェ ウェルカム・カフェ（3 回） 計 105
ドイツ・カフェ  55
アイヌの夕べ 45
日伯交流 100 周年記念グリークラブスペシャルコンサート＠I CC 40
五感で味わうコーヒータイム  35
フィールドトリップ・リユニオンカフェ（鎌倉） 20
フィールドトリップ・リユニオンカフェ（無国籍キャンプ in 神奈川） 30
フィールドトリップ・リユニオン・カフェ（日光） 15
フィールドトリップ・プレカフェ（秩父）（2 回） 計 30
フィールドトリップ・リユニオンカフェ（秩父） 15
フィールドトリップ・リユニオンカフェ（無国籍キャンプ in 沖縄） 20

ランゲージ ･
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Fall 2008
686

ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー（4 回） 計 120
チャイニーズ・アワー  30

トーク＆ビジット「裁判員制度」 トーク「裁判員制度を知ろう」
樫野一穂（東京地方検察庁 検事） 20
ビジット：東京地方裁判所見学 19

「少子化」 トーク「子育てしやすい街とは？」
諸岡裕二（東京都品川区 児童保健事業部 児童
課長） 6
ビジット：資生堂、女性と仕事の未来館 11

アウトリーチ 小学校訪問 北区立荒川小学校  
計 24新宿区立戸塚第一小学校  

中学校訪問 板橋区立板橋第三中学校  
計 13世田谷区立砧南中学校  

高校訪問 都立東高校  
計 16都立蒲田高校

映画鑑賞会 中国映画試写会『戦場のレクイエム』 150
フィールド ･
トリップ

長瀞ライン下り＆そば打ち体験 in 秩父 47
無国籍キャンプ in 神奈川（2 泊 3 日） 49
無国籍キャンプ in 沖縄（4 泊 5 日） 42

スポーツ・イベント フットサル 30
バレーボール 30

ビジター・
セッション

サウジアラビアユースデリゲーション 30
中国浙江大学：交流会 30
ザイード大学：交流会 30
早稲田エデュケーションタイランド（WET）短期プログラム：
パートナープログラム 14

パーティ フライデー・ナイト・パーティ（2 回） 計 170
地域連携 お掃除プロジェクト（5 回） 計 44
学外活動 神泉中学ホームステイ 2008 8

秦野市国際交流フェスティバル 36
地方体験プログラム

（ホームステイ）2008
秋田県男鹿市

計 22

新潟県佐渡市
長崎県長崎市
熊本県津奈木町

共催イベント 奉納相撲観戦 33
海外大学紹介「復旦大学 Day」（国際課主催） 40
学生留学アドバイザー× ICC 留学相談カフェ＠理工 50

その他 SSL 募集説明会（3 回） 計 45
サポーター慰労会 Winter 2008 50

2008
イ
ベ
ン
ト
一
覧

イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Spring 2009

馬場巡りカフェ 35
和太鼓  45
囲碁体験 12
浴衣の着付け＆茶道体験  100
九州トラベル・プラン・コンペティション 50
フィールド・トリップ：三鷹の森ジブリ美術館 33
サポーター募集説明会（3 回） 計 44

北欧フェスタ 北欧カフェ 70
「北欧の福祉と教育」

ヨーン・オスムンセン
（ノルウェー王国大使館 二等書記官） 45

テーマ・カフェ ウェルカム・カフェ（7 回） 計 290
無国籍カフェ 50
ピース・カフェ  15

ランゲージ ･
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Spring 2008
580

ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （8 回） 計 290
チャイニーズ・アワー  （4 回） 計 175
フレンチ・アワー（3 回） 計 70
スパニッシュ・アワー  （2 回） 計 55

アカデミック・
フォーラム

「世俗化と政治
～BBC ドキュメンタリー Century of Self : Happiness Machine」 25

トーク＆ビジット「難民問題」 トーク「難民問題と日本」
上月光（国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事
務所 渉外担当官） 30
ビジット：実の里（アジア料理店） 30

看板プロジェクト Waseda Global Festival 
（WGF)

歌って魅せて～カラオケ・コンテスト～予選（2 回） 計 140
世界を笑わせま SHOW ～英語落語～
桂かい枝（落語家） 280
世界を魅せま SHOW ～ブース企画～  500
歌って魅せて～カラオケ・コンテスト～  150
世界を感じま SHOW ～ステージ企画～  800

アウトリーチ 小・中・高校訪問 新潟県 十日町市立奴奈川小学校、孟地小学校、
松代小学校、松代中学校、松代高等学校 14

高校訪問 早稲田本庄高等学院  6
キャンパス間交流 ICC プロモーション：キャラメルポップコーン配布＠理工 150
スポーツ・イベント バドミントン 62

卓球 55
バスケットボール 46

ビジター・
セッション

シンガポール国立大学：交流会
40

パーティ 七夕ゆかたパーティ 80
英語劇 シェイクスピア英語劇 2009 「ロミオとジュリエット」 800
地域連携 お掃除プロジェクト（5 回） 計 30
学外活動 JAPAN TENT 2009 20
支援プロジェクト Waseda International Festival 本公演 900
共催イベント 学生留学アドバイザー× ICC　留学相談カフェ＠理工（留学センター主催） 15

外国人日本舞踊大会 600
オープン・キャンパス 2009（入学センター主催）：
英会話体験レッスン・ICC 紹介プレゼン（3 回） 計 526

その他 サポーター慰労会 Summer 2009 57

イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Fall 2009

日本文化体験（浴衣着付け、書道、日本舞踊） 70
月見カフェ 50
早稲田の小さな旅（3 回） 計 105
ようこそ ! Tokyo カフェ（3 回） 計 135
サポーター募集説明会（4 回） 計 50

ディスカバー・アフリカ 映画鑑賞会『Invisible Children』 60
アフリカ・カフェ 15
サポーター募集説明会（3 回） 計 20

Cafe India ～インド映画はお祭りがいっぱい～ 15
テーマ・カフェ ウェルカム・カフェ（2 回） 計 70

お笑いカフェ 40
俳句カフェ 20
コーラス・ナイト～作曲家、新実徳英氏と合唱サークルによる協奏～ 35
未来型チャット・カフェ（3 回） 計 22

ランゲージ ･
エクスチェンジ

ランゲージ・エクスチェンジ・プログラム Fall 2009
573

ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （5 回） 計 80
チャイニーズ・アワー  （4 回） 計 43
コリアン・アワー  17
スパニッシュ・アワー  （4 回） 計 25

アカデミック・
フォーラム

「政権交代」 40
「パブリック・ディプロマシー～日本からの発信と外交～」

木戸大介ロベルト（外務省広報文化交流部文化交流課 総務班長） 35
トーク・セッション「在日コリアンについて考える」朴一 （大阪市立大・教授） 90
トーク＆ビジット「世界の貧困問題」 トーク「学生がリードする NGO/NPO」

照屋朋子（NGO ゆいまーるハミングバーズ 代表）
西内祐介（TABLE FOR TWO 学生連合代表／法３） 35
ビジット：JICA 地球ひろば 21

看板プロジェクト グループ・リサーチ・
プロジェクト

「働く杯」

ワーク・カフェ（２回） 計 15
キックオフ合宿 46
中間報告会 25
最終報告会 25
基調講演「世界の仕事価値観」
岡田武史（サッカー日本代表元監督）
＆参加者ムービープレゼンテーション 600
参加者募集説明会（4 回） 計 66

アウトリーチ 小学校訪問（10 校 11回）中野区立新井小学校

計 132

新宿区立戸塚第一小学校
中野区立西中野小学校
早稲田実業学校初等部
中野区立向台小学校
中野区立神明小学校
中野区立新山小学校
中野区立新井小学校
早稲田実業学校初等部
中野区立大和小学校

中学・高校訪問 早稲田摂陵中学校・高等学校 12
高校訪問 都立三田高校 14

映画鑑賞会 『千年の祈り』＆座談会  90
フィールド ･
トリップ

蕎麦打ち体験＆長瀞ライン下り in 秩父 45
雪国体験合宿 in 山形（2 泊 3 日）  15

スポーツ・イベント バレーボール  20
フットサル  55
体育祭ボート2009  12

大学スポーツ応援 応援部による留学生の皆さんのための早慶戦が 100 倍楽しめる特別レク
チャー  40

ビジター・
セッション

香港城市大学：交流会 10
香港コミュニティカレッジ：交流会 35
上海出身大学生：交流会 42

パーティ ハロウィーン・パーティ  100
地域連携 お掃除プロジェクト（5 回） 計 26
学外活動 奉納相撲観戦  30

神泉中学ホームステイ 2009 8
地方体験プログラム

（ホームステイ）2009
新潟県佐渡市

計 14

香川県高松市
大分県佐伯市
長崎県長崎市
熊本県津奈木町

共催イベント もちつき大会 2009 （日本語教育研究センター共催） 300
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イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Spring 2010

日本伝統芸能紹介  66
ようこそ ! Tokyo カフェ 46
アニメ・カフェ  32
早稲田の小さな旅  （3 回） 計 76
ジャパニーズ・アワー  77
Trendy Japan ―Improve your image in a flash!―  58
サポーター募集説明会（3 回） 計 26
サポーター・ミーティング  19

アジア・セメスター 「子どもの時間を取り戻す ～バングラデシュの家
事使用人として働く少女への支援活動～」 
藤岡恵美子（特定非営利活動法人シャプラニー
ル＝市民による海外協力の会） 43

「アジアにおける紛争・外交問題：東ティモール」 
山田満（W社学・教授）、
ロロシップ（学生 NPO） 31

「在日コリアンについて考える パート2
～在日韓国・朝鮮人の過去、現在、未来～」
布袋敏博（W SILS・教授）、
高柳俊男（法政大学・教授） 101
映画鑑賞会＆監督講演会

『バックドロップ・クルディスタン』  47
外交の第一線で活躍する先輩に聞く
 「フィリピンはどこへ行く？ 
～大統領選とその後の行方～」
石川義久（外務省 南東アジア第二課） 50

「食からみるアジア」
砂井紫里（Wイスラーム研究機構） 40

「空飛ぶ侠客
～国境を越えるアジア武侠エンターテイメント～」
岡崎由美（W文・教授） 30

「アジアの平和を考える
～歴史の闇に置き去りにされた慰安婦たち～」
中原道子（W名誉教授） 23

「韓国の徴兵制度とジェンダー」 
福島みのり（W SILS・非常勤） 110
雲南省少数民族の夕べ
～中国西南の桃源郷：シャングリラ～  35
台湾夜市×アジアン・ポップ・パーティ  200

ローカル ･ ウィーク 香川 ホンモノの讃岐うどん体験 129
テーマ・カフェ ウェルカム・カフェ （5 回） 計 212

おむすびカフェ
～試食体験で知ろう、ホンモノのご飯食とおむすびの味～  （2 回） 計 16

ランゲージ＆
カルチャー ･
エクスチェンジ

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム Spring 2010

658
ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （7 回） 計 210

チャイニーズ・アワー  （3 回） 計 54
コリアン・アワー  （4 回） 計 49
フレンチ・アワー  （2 回） 計 30
フレンチ・アワー・スペシャル  9
スパニッシュ・アワー  （2 回） 計 28
ジャーマン・アワー  16
ロシアン・アワー  （2 回） 計 35
ジャパニーズ・アワー  31

イベント区分 イベント名 参加者数
ランチ ICC de ランチ（13 回） 計 295

イングリッシュ・ランチ（6 回） 計 79
テーマ・ランチ（8 回） 「学部留学」  

計 116

「大学院留学」  
「海外ボランティア」  
「それぞれの海外体験」  
「インターンシップ」  
「インターナショナル・スチューデントの日本で

の就職活動」  
「国際恋愛」
「留学帰国後の就活」  

看板プロジェクト スチューデント・クラブ・ガイド制作 20
アウトリーチ 小学校訪問 早稲田実業学校初等部

計 28

中野区立江原小学校
中野区立桃園小学校
中野区立桃園第二小学校

映画鑑賞会 ドキュメンタリー映画鑑賞会
 『The Gardener and his 21 flowers
 ～貧困の中に生きるザンビアの 22 人家族の夢と希望～』 44

フィールド ･
トリップ

早慶レガッタ観戦＆浅草ウォーキング 26
JAL 整備工場見学 42
東京ガス横浜技術研究所見学 17

キャンパス間交流 たけのこ掘り 2010 ＆スポーツ交流＠所沢 27
スポーツ・イベント バスケットボール 31

卓球 27
ビジター・
セッション

中国人民大学：交流会＆キャンパスツアー 70
上海大学：交流会  46
香港城市大学：キャンパスツアー＆交流会  49
シンガポール国立大学：ランチ＆キャンパスツアー 44
ミズーリ大学：キャンパスツアー＆ディスカッション 50
国際交流基金招聘学生：交流会＆ランチ＆キャンパスツアー  62

パーティ フライデー・ナイト・パーティ 100
英語劇 シェイクスピア英語劇 2010「オセロー」 440
地域連携 お掃除プロジェクト（3 回） 計 29
学外活動 JAPAN TENT 2010 16
共催イベント イベント企画プロジェクト（日本語クラス）：

イベント企画レクチャー＆助言（3 回） 計 54
その他 SSL 募集説明会（3 回） 計 42

サポーター慰労会 Summer 2010 51

イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Fall 2010

三味線・茶道・書道体験 75
なりきり忍者体験  40

「秋葉原・オタクのイメージを左右する街」
ガルバレス・パトリック・ウィリアム（東京大学大
学院・情報学環学際情報学府博士課程） 35
J-pop Party  90
フィールド・トリップ：日光 83
ジャパニーズ・アワー 14
サポーター募集説明会  （3 回） 計 77

アルゼンチンの夕べ～アルゼンチン大使館員とタンゴダンサーを迎えて～ 63
テーマ･ ウィーク ウェルカム・フェスタ 

Fall 2010
ウェルカム・カフェ  （3 回） 計 109
ようこそ ! Tokyo カフェ（2 回） 計 62
早稲田の小さな旅  （3 回） 計 130
ジャパニーズ・アワー  （3 回） 計 105
都電荒川線ゲーム  40
防災館体験  29

テーマ・カフェ フラ＆ウクレレ・ナイト  50
「フィリピン人移住母子家庭への支援の現場から」

鈴木健（カラカサン～移住女性のためのエンパワメントセンター  スタッフ） 23
タブンカフェ～多文化共生について考えよう～ 8
タイ・ミュージック・カフェ  30
フランス・ワインの夕べ～ボジョレー・ヌーボーを楽しもう！～ 43
日本茶カフェ 53

ランゲージ＆
カルチャー ･
エクスチェンジ

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム Fall 2010

592
ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （6 回） 計 92

チャイニーズ・アワー  （2 回） 計 26
コリアン・アワー  （3 回） 計 27
フレンチ・アワー  （2 回） 計 21
スパニシュ・アワー  （3 回） 計 58
ジャーマン・アワー  13
イタリアン・アワー  5
ロシアン・アワー  11
ジャパニーズ・アワー「無料で楽しむ東京」 23

ランチ ICC de ランチ（8 回） 計 89
イングリッシュ・ランチ（6 回） 計 80
チャイニーズ・ランチ 12
テーマ・ランチ（4 回） 「大学院留学」

計 55

「就活第一歩」
「留学前の語学力 up」
「エコ」

趣味トモ・ランチ（12 回）「村上春樹」

計 84

「バックパッカー」
「韓流ファン」
「iPhone ユーザー」
「東京ディズニーランド」
「ハリー・ポッター」
「登山」
「京都」
「食べホーダイ」
「春休みのバックパッカー旅行（ヨーロッパ編）」
「春休みのバックパッカー旅行（アジア編）」
「海外ドラマ」

ニュース・ランチ 「管再改造内閣」  3

イベント区分 イベント名 参加者数
アカデミック・
フォーラム

「南アフリカ史に見る多文化共生」
トーマス・クロニエ（南アフリカ共和国大使館 一等書記官） 25

「グローバル企業の今を知ろう～日系多国籍企業の挑戦～」
横田一彦（W商・准教授） 35

看板プロジェクト スチューデント・セミナー「多文化共生」キックオフ合宿  19
ICC 学生フォーラム 「緊急リポート !! ～WASEDA の多文化共生～」  44
APU-WASEDA 多文化共生学生フォーラム プレイベント  17
APU-WASEDA 多文化共生学生フォーラム＠立命館アジア太平洋大学  17
スチューデント・セミナー「多文化共生」参加者募集説明会  （3 回） 計 20

アウトリーチ 小学校訪問（９校 11 回）早稲田実業学校初等部  

計 80

中野区立新井小学校  
中野区立江古田小学校  
中野区立新井小学校  
新宿区立戸塚第一小学校  
中野区立西中野小学校  
中野区立神明小学校
中野区立新山小学校  
中野区立桃園小学校  

中学校訪問 中野区立中央中学校  6
高校訪問 都立三田高等学校  12

フィールド ･
トリップ

JAL 整備工場見学 39
東京証券取引所＆
日本銀行本店見学

（日本語） 29
（英語） 25

首都圏外郭放水路 25
スキー＆スノーボード・キャンプ＠菅平 44

キャンパス間交流 トトロの森散策とスポーツ交流＠所沢 35
スポーツ・イベント 東京六大学ウォーク 11

フットサル 45
体育祭ボート2010 5

ビジター・
セッション

上海師範大学：交流会 50
パラオ・コミュニティ・カレッジ：交流会 6

パーティ MJ パーティ 35
カラオケ・ナイト 65

地域連携 お掃除プロジェクト（4 回） 計 28
学外活動 地方体験プログラム

（ホームステイ）2010
山形県最上市

計 31

新潟県佐渡市
徳島県美波町
大分県佐伯市
長崎県長崎市
熊本県津奈木町

共催イベント ボン大学デー
（国際課主催）

ドイツ料理を食べよう！～A Taste of Germany～  150
ドイツ映画を観よう！『Kurz & Gut III』  70
ドイツを発見しよう！～German Café～  70
ドイツ音楽を聴こう！～German Music Concert～  50
ドイツへ留学しよう！  20

エジプト・デー（国際課主催） 150
もちつき大会 2010（日本語教育研究センター共催） 200
台湾人学生と Cross-Cultural Distance Learning（CCDL）交流体験 13

その他 SSL 募集説明会（3 回） 計 40
サポーター慰労会 Winter 2010 50

後期前期
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イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・カルチャー・
ウィーク Spring 2011

書道パフォーマンス＆体験
21

ジャパニーズ・フェスタ 
Spring 2011

サポーター募集説明会  （3 回）
計 41

トルコ・デー  450
テーマ･ ウィーク ウェルカム・フェスタ 

Spring 2011
早稲田の小さな旅  （13 回） 計 130
スプリング・カフェ（7 回） 計 259
ウェルカム・カフェ  （6 回） 計 261
ようこそ ! Tokyo カフェ（2 回） 計 49

ランゲージ＆
カルチャー ･
エクスチェンジ

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム Spring 2011

632
ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （4 回） 計 128

チャイニーズ・アワー  （3 回） 計 39
コリアン・アワー  （3 回） 計 46
ジャーマン・アワー  19
ジャパニーズ・アワー  （5 回） 計 127

ランチ ICC de ランチ（6 回） 計 154
イングリッシュ・ランチ（7 回） 計 205
チャイニーズ・ランチ（4 回） 計 43
コリアン・ランチ 11
テーマ・ランチ「障がい学生支援」  8
ニュース・ランチ「原発」  21

アカデミック・
フォーラム

JAL 出前講座そらいく
「日本航空の機長と考えるコックピットからみた地球環境」

塚本裕司（日本航空 ボーイング 777 型機機長） 46
「日本の中小企業～町工場から世界へ～」

田邉豊博（（株）田代合金 社長）、鵜飼信一（W商・教授） 20
「知られざる日本の食糧裏事情～飽食時代の矛盾と食糧支援活動～」　

チャールズ・マクジルトン（NPO セカンドハーベスト・ジャパン 理事長） 35
「K-POP に見る韓国の音楽ビジネス戦略」

古家正亨（ラジオＤＪ／テレビＶＪ／韓国大衆文化ジャーナリスト） 150
プレイバック上映会「K-POP に見る韓国の音楽ビジネス戦略」
トーク・セッションビデオ上映 27

「法を超える戦い」はありうるのか？―グアンタナモ現地取材から」
梅原季哉（朝日新聞報道局 国際報道グループ次長） 33

「危機管理入門～災害対策のために、私たちにできること～」
佐々木一如（明治大学 公共政策大学院ガバナンス研究科・特任講師） 11
外務省外交講座「日本の東アジア外交～アジアにおける地域統合～」
藤山美典（外務省 アジア大洋州局地域政策課長） 50

「英語音声の学び方～ How to learn English Pronunciation ～」
松坂ヒロシ（W教育・教授） 113

イベント区分 イベント名 参加者数
外交官トーク・
セッション

「アメリカ大使館外交官が語る日米外交最前線」　
アンドリュー・ハク・オウ（アメリカ大使館 一等書記官） 67

看板プロジェクト リサーチ・プロジェクト
「グローバルに活躍する

人材とは」インタビュー

畑惠子（W ICC センター長） 3
内田勝一（W常任理事）  3
黒田一雄（W留学センター所長） 3

アウトリーチ 小学校訪問（2 校 4 回） 早稲田実業学校初等部  
計 39所沢市立明峰小学校  

高校訪問 早稲田摂陵中学校・高等学校  18
映画鑑賞会 『マジでガチなボランティア』＆トーク・セッション

里田剛（映画監督／メディアフォーユー（株） 代表取締役） 110
『台湾人生』＆トーク・セッション

酒井充子（映画監督） 84
『グアンタナモ、僕たちが見た真実』 55
『Rip! リミックス宣言』 ＆ トーク・セッション 26

フィールド ･
トリップ

本所防災館 ～地震・消火体験／応急手当を学ぼう～（3 回） 計 43
JAL 整備工場見学 40
江戸風鈴作り 34

スポーツ・イベント 卓球 33
大学スポーツ応援 応援部による留学生の皆さんのための早慶戦が 100 倍楽しめる特別レク

チャー 120
パーティ タレントショー 69
英語劇 シェイクスピア英語劇 2011「から騒ぎ」 350
地域連携 お掃除プロジェクト（3 回） 計 22

神輿担ぎ 9
校友連携 ココワイナリー見学（バス旅行） 6

小金井稲門会暑気払い 5
学外活動 早稲田狂言の夕べ 16

東京国立博物館「写楽」鑑賞 56
JAPAN TENT 2011 22

共催イベント 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～  （5 回） 計 90
イベント企画プロジェクト（日本語クラス）：
イベント企画レクチャー＆助言（2 回） 計 12
ICC × Waseda Weekly 「旅をすること、歩き続けること」
石川直樹（冒険家／写真家） 210

その他 SSL 募集説明会（3 回） 計 35
日本語教育と社会の連携を考える会
発表＆パネルディスカッション（ICC＆学内連携事例紹介）  35
サポーター慰労会 Summer 2011 32

イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・フェスタ 
Fall 2011

浴衣着付け＆茶道体験  55
下町散歩とハンカチの藍染体験  49

「日本の仏像修復と技法
～日本独自の技術と金箔貼り技法の紹介～」
櫻庭裕介（W文・非常勤） 67

「日本ポップカルチャーの国際競争力
～アニメ、マンガ、そして原宿ファッション～」
櫻井孝昌（コンテンツメディアプロデューサー／
作家／ジャーナリスト） 80
英語レクチャー「日本伝統文化と日本人のこころ」 
江口裕之

（CEL 英語ソリューションズ 最高教育責任者） 80
サポーター募集説明会  （3 回） 計 58
サポーター・ミーティング  40

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 
～悲劇の作曲家・理想の音楽とソビエトの求め
る音楽の乖離～」
亀山郁夫（東京外国語大学・学長） 89
ロシアン・カルチャー・デイ
 ～現代のロシアを知ろう。
ビジネス、生活、ボリショイ・バレエ～  60

「ロシア演劇とは何か 
～リュビーモフの仕事を中心に～」
岩田貴（W法・客員教授） 22

「『チュッチェフ：「謎」を追いかけて』　
～詩人から見たロシア社会～」
坂庭淳史（W文・准教授） 29

パキスタンの夕べ  73
テーマ･ ウィーク ウェルカム・フェスタ 

Fall 2011
ソーシャル・カフェ
～新入生大集合！学期前スペシャル企画～  （2 回） 計 40
早稲田の小さな旅（7 回） 計 80
ようこそ ! Tokyo カフェ（2 回） 計 69
ウェルカム・カフェ（2 回） 計 84
ジャパニーズ・アワー（2 回） 計 89

ローカル ･ウィーク 佐賀がばいよかとこカフェ（創立記念日イベント） 11
テーマ・カフェ More about Coffee ～コーヒーの疑問あれこれ＆ティスティング～　  63

日本茶カフェ  60
ICC × WAVOC ルワンダ・カフェ～ルワンダ人学生と話そう～ 46
イングリッシュ・ゲーム・カフェ  （2 回） 計 33

ランゲージ＆
カルチャー ･
エクスチェンジ

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム Fall 2011

745
ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （6 回） 計 103

チャイニーズ・アワー  （4 回） 計 56
コリアン・アワー  19
スパニッシュ・アワー  45
スペシャル・スパニッシュ・レッスン  53
ジャーマン・アワー  13
アラビック・アワー  15

ランチ 外国人学生対象
ローカル・ランチ（10 回）

中国、韓国、台湾、その他アジア、北米、
中南米、欧州、アフリカ、オセアニア、中東 計 59

ICC de ランチ（6 回） 計 58
イングリッシュ・ランチ（8 回） 計 94
チャイニーズ・ランチ 14
コリアン・ランチ 4
テーマ・ランチ ソーシャル・ビジネス 23
リサーチャーズ・ランチ（6 回） 計 40

アカデミック・
フォーラム

「英語アカデミック・プレゼンの秘訣」
アントニー・ニューエル（W政経・教授） 70

トーク・セッション「心にアフリカを持て ―Hold Your Own Africa In Your Mind」
坂田泉（建築家） 42

「探検して書くこと ～グーグルアース時代の冒険を考える～」
角幡唯介（ノンフィクション作家／探検家） 68

「名付け親が語る草食男子ブーム～なぜ世界中で話題になったのか～」
深澤真紀（コラムニスト／編集者） 58

「いのちの輝き～ケニア・キベラスラムの子どもたち～」
早川千晶（ケニア在住フリーライター／キベラスラムの寺子屋マゴソスクー
ル運営） 52

「見えないチカラ～視覚障害のフリークライマーが見つけた明日への希望～」
小林幸一郎（フリークライマー／NPO 法人モンキーマジック代表理事） 29

外交官 若手外交官レクチャー＆
ラウンドテーブル：
ピーター・ニコラエフ　

（ブルガリア大使館 文化
アタッシェ）

レクチャー
「ブルガリアと、日本―ブルガリア二国間関係」 56

ディスカッション
「地域統合に関する日本のビジョン」 5

若手外交官レクチャー＆
ラウンドテーブル：
ラドスワフ・ティシュキェ
ヴィッチ（ポーランド大
使館 一等書記官（広報
担当））

レクチャー
「EU 議 長 国ポーランドと、ポーランド―日本 

二国間関係」 66
ディスカッション

「欧州統合―アジアのモデルとして」 4

イベント区分 イベント名 参加者数
JICA JICA × ICC

国際ボランティア
連続セミナー

「国際協力というシゴト」 

村落開発普及員（ガーナ） 52
小学校教諭（マダガスカル）  30
投資振興シニアボランティア（チュニジア）  21
ボランティア調整員経験者（ザンビア・タンザニ
ア・フィジー・ウガンダ） 21
日本の ODA 概要  29
ワークショップ：貿易ゲーム 27

プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM)　ワークショップ 17
看板プロジェクト リサーチ・プロジェクト

「グローバルに活躍する
人材とは」インタビュー

山下真理
（東京国連広報センター（UNIC 東京）所長）  3

高野孝子（WWAVOC 客員教授／ NPO 法人エ
コプラス代表理事） 3
岩永康久（住友商事理事／台湾住友商事社長／
台湾研究所 招聘研究員） 3
中沢賢治（欧州復興開発銀行） 3
岡田武史（元サッカー日本代表監督）【公開式】 22
澤功（澤の屋旅館 館主） 3
豊歳直之（駐日パラグアイ大使） 3
柴崎洋平

（フォースバレー・コンシェルジュ（株） 代表取締役） 3
佐藤勲

（東京工業大学・グローバルリーダー教育院長） 3
白木三秀（W政経・教授） 3
加藤嘉一（英フィナンシャルタイムズ中国語版 
コラムニスト／香港フェニックステレビ コメン
テーター）【公開式】 124
石井詳吾

（国際通貨基金アジア太平洋地域事務所 所長） 3
谷口和繁（世界銀行 駐日特別代表） 3
アンドリュー・ハク・オウ

（アメリカ大使館 一等書記官） 3
大賀敏子（国連環境計画（UNEP）ナイロビ事務所）

【公開式】 40
リサーチ・プロジェクト「グローバルに活躍する人材とは？」
プロジェクトメンバー募集説明会  （3 回） 計 23

アウトリーチ 小学校訪問（4 校 9 回） 早稲田実業学校初等部  

計 112

新宿区立戸塚第一小学校  
荒川区立第二峡田小学校  
中野区立西中野小学校  

中学校訪問 早稲田高等学院  
計 14品川区立浜川中学校  

高校訪問 都立三田高等学校  16
フィールド ･
トリップ

豊島清掃工場見学 18
東京証券取引所＆
日本銀行本店見学

（日本語） 26
（英語） 28

大相撲観戦 30
ノーボーダー・アスレチック・キャンプ（1 泊 2 日） 42
ノーボーダー・スキー＆スノーボード・キャンプ＠菅平（2 泊 3 日） 77
世界遺産白川郷＆トヨタ工場見学（2 泊 3 日） 33

スポーツ・イベント バレーボール 31
東京ハイク 2011 11
体育祭ボート2011 10

大学スポーツ応援 応援部による留学生の皆さんのための早慶戦が 100 倍楽しめる特別レク
チャー 100
東京六大学野球早慶戦：試合観戦 9

ビジター・
セッション

中国中西部大学生 トヨタ助学金プログラム：キャンパスツアー＆交流会 61
韓国ウソン大学：交流会 26
台湾交流協会日本語スピーチコンテスト優秀者招聘事業：
キャンパスツアー＆ディスカッション 33

地域連携 お掃除プロジェクト（3 回） 計 9
校友連携 早稲田大学校友会三多摩支部大会 10

東大和稲酔会 4
学外活動 町田市ホームステイ 8

神泉中学ホームステイ 2011 4
地方体験プログラム

（ホームステイ）2011
山形県最上町  

計 23

新潟県佐渡市   
大分県佐伯市  
長崎県長崎市
熊本県津奈木町

共催イベント イベント企画プロジェクト（日本語クラス）：
イベント企画レクチャー＆助言 6
外国人学生対象：就活ネットワーキングカフェ（キャリアセンター共催） 72
もちつき大会 2011（日本語教育研究センター共催） 200
香港科学技術大学ビジター・セッション（商学部横田ゼミ共催）：
キャンパスツアー＆ディスカッション  50
東日本大震災復興支援ボランティア英語便（WAVOC 共催） 36

その他 SSL 募集説明会（6 回） 計 52
Facebook フォトコンテスト（テーマ：元気） 28
サポーター慰労会 Winter 2011 32

後期前期
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イベント区分 イベント名 参加者数

カントリー ･
フェスタ

ジャパニーズ・カルチャー・
ウィーク Spring 2012

浴衣着付け＆茶道体験  59
和太鼓＆日本舞踊  44
食品サンプル製作体験  （2 回） 計 85

「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～ 」
松本高弘（（有）松本社寺建設 代表取締役） 45
フィールド・トリップ：日光 83

エチオピアン・カフェ  51
フィエスタ・デ・
エスパーニャ

フラメンコの夕べ～情熱の踊り～  35
スパニッシュ・トラベルカフェ
～スペインの魅力を語ろう・知ろう～
洞澤徹（スペイン政府観光局） 53

アイリッシュ・フェスタ アイルランド映画鑑賞会
（オムニバス形式短編集）  45

大使館トーク（日本語）× アイリッシュ・ダンス  62
テーマ･ ウィーク ウェルカム・フェスタ 

Spring 2012
ウェルカム・カフェ（7 回） 計 424
ウェルカム・カフェ・リターンズ（2 回） 計 66
早稲田の小さな旅   （11 回） 計 257
ようこそ ! Tokyo カフェ（2 回） 計 85
イントロ・ランチ（7 回） 計 203
サポーター募集説明会  （3 回） 計 54
サポーター・ミーティング  32

テーマ・カフェ こうはいナビ × ICC 学生生活充実カフェ  54
おむすびカフェ  （2 回） 計 21
ブックカフェ「グローバル人材になるための必読書ガイド」  44
タイ・カフェ  54
イングリッシュ・ゲーム・カフェ  （2 回） 計 23

ランゲージ＆
カルチャー ･
エクスチェンジ

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム Spring 2012

884
ランゲージ・アワー イングリッシュ・アワー  （6 回） 計 263

チャイニーズ・アワー  （5 回） 計 65
コリアン・アワー  （2 回） 計 30
スパニッシュ・アワー  （2 回） 計 31
ジャーマン・アワー  17
アラビック・アワー  24

ランチ ICC de ランチ（8 回） 計 110
イングリッシュ・ランチ（9 回） 計 226
チャイニーズ・ランチ（5 回） 計 63
スパニッシュ・ランチ 25
ジャーマン・ランチ 18
コリアン・ランチ 10
ロシアン・ランチ 24
趣味トモ・ランチ（5 回）「バックパッカー旅行」

計 52「韓流」
コーヒーブレイク ポストオリエン・コーヒーブレイク（13 回） 計 278

ポスト留学フェア・コーヒーブレイク 13
アカデミック・
フォーラム

「Greece now! 債務危機後のギリシャの今を知る」 
柳田富美子

（ギリシャ語通訳／翻訳／語学教室／文化講座／コンサルティング） 58
トーク・セッション「東日本大震災：被災地の風に吹かれて」

矢部寛明（NPO法人底上げ 代表） 66
「CSR 活動：東日本大震災に対する支援と課題」 

金田晃一（武田薬品工業（株）コーポレート・コミュニケーション部（CSR） 
シニアマネジャー） 29

「通訳という仕事」
ベスト圭子（ フリーランス通訳者） 129

「人身売買を知っていますか？～THE BODY SHOPとNGO の取り組みから～」 
山崎綾子（ザ ･ ボディショップ マーケティング本部コミュニケーション部 
バリューズグループ） 70

「エリザベス女王在位 60 年と日本の天皇陛下」
渡辺みどり（皇室ジャーナリスト） 46

「ケニアのスラムに学校を作る～子どもたちの笑顔、いのちの輝き～」
早川千晶

（ケニア在住フリーライター／キベラスラムの寺子屋マゴソスクール運営） 89
「ファッションから見るグローバリゼーション～ZARA の視点～」 

ノルベール・ルレ（（株）ザラ・ジャパン 代表取締役兼 CEO） 289
「留学生先輩社員から、後輩留学生へのメッセージ

～日本発のグローバル企業で働くということ～」
グッドラック・ロバート・レオン

（（株）ファーストリテイリング 商品計画部在庫コントロールチーム） 64
「インドネシア～多民族国家の暮らしと法～」 

イルマ・デヴィタ・プルナマサリ（公証人） 13
外交官 「Spain and its relations with Japan. Diplomatic Relations. Application 

to the Cultural Field」 
エンリケ・アソレイ（スペイン大使館 公使参事官）
テレサ・イニエスタ（セルバンテス文化センター 文化マネージャー） 56

イベント区分 イベント名 参加者数
JICA JICA × ICC

国際ボランティア
連続セミナー

「国際協力という仕事」

ワークショップ：貿易ゲーム  48
国際緊急援助隊：救助チーム業務調整員

（インドネシア）  50
青年海外協力隊：村落開発普及員

（バングラデシュ）  47
日系社会青年ボランティア：日本語教師

（アルゼンチン）  35
看板プロジェクト リサーチ・プロジェクト

「グローバルに活躍する
人材とは」関連講演会

「グローバルな活躍のすすめ
～国際エネルギー機関前事務局長の経験から～」
田中伸男（国際エネルギー機関（IEA）前事務局長） 93

リサーチ・プロジェクト
「グローバルに活躍する

人材とは」インタビュー

岩瀬大輔（ライフネット生命保険（株） 副社長）
【公開式】 74

中村八千代（社会的企業 ユニカセ ･コーポレー
ション ゼネラルマネージャー ) 2
村上憲郎

（元グーグル米国本社副社長 兼 日本法人社長） 5
電通 × ICC
クリエイティブ・
グループ・コンペ

「日本観光杯」
（Japan Tourism Cup）

参加者オリエンテーション 53
キックオフ合宿  54
中間報告会 51
予選 56
基調講演「観光立国から、真の大国実現に向けて！」
渡辺広之（（株）電通ソーシャルソリューション
局局次長）
＆学生プレゼンコンペ本選 91
表彰式＆レセプション 45
参加者募集説明会（2 回） 計 49

電通 × ICC
ジャパンプロモーション・
オンライン・
アイデアバトル

説明会＆オフミーティング  63
オフラインミーティング  （3 回） 計 11
第一期：
日本人と外国人の文化や習慣などの違い  34
第二期：
外国人に知ってほしい日本の「良さ」「面白さ」  34
第三期：
外国人の目から見た日本の「良さ」「面白さ」  30
表彰式＆昼食会  18

アウトリーチ 小学校訪問（2 校 4 回） 早稲田実業学校初等部 
計 26軽井沢町立小学校  

中学校訪問 早稲田高等学院中学部  8
高校訪問 都立三田高等学校  

計 28早稲田摂陵中学校・高等学校  
フィールド ･
トリップ

浅草散策＆早慶レガッタ観戦  97
JAL 整備工場見学  49
横浜寿地区案内と NPO さなぎ達見学 
～日本の貧困問題について学ぼう～ 17
日中ホンネ交流キャンプ＠軽井沢（2 泊 3 日）  44

キャンパス間交流 たけのこ掘り＠所沢 2012 38
ミルクホール × ICC：焼き立てパン de 交流カフェ 23

スポーツ・イベント バレーボール 48
卓球 31

大学スポーツ応援 東京六大学野球早慶戦：試合観戦 12
第 63 回早慶サッカー定期戦：試合観戦＆国立競技場スタジアムツアー 20

ビジター・
セッション

ミズーリ大学：キャンパスツアー＆ディスカッション 34
アジア・オセアニア出身大学生（日本語専攻）：
ランチ＆交流会＆キャンパスツアー  65
香港城市大学：
キャンパスツアー＆ランチ＆インフォーマル・ディスカッション  43
アジア女子大学：キャンパスツアー＆ディスカッション＆レセプション  19
韓国青少年交流訪日団：キャンパスツアー＆交流会＆ランチ  27
徳島県立富岡西高等学校：インフォーマル・トーク  7

パーティ 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～ 49
地域連携 お掃除プロジェクト（4 回） 計 20
校友連携 東大和稲門会 2

小金井稲門会暑気払い 5
学外活動 資生堂 × ICC 文化交流＆美容セミナー

（対象：中国・台湾・香港出身女子留学生） 65
JAPAN TENT 2012 19

共催イベント イベント企画プロジェクト（日本語クラス）：
イベント企画レクチャー＆助言（2 回） 計 40
Waseda Global Seminar ～国際金融機関の仕事を知る～

（留学センター、キャリアセンター共催） 230
その他 SSL 募集説明会（6 回） 計 53

サポーター慰労会 Summer 2012 42

イベント区分 イベント名 参加者数

テーマ･ ウィーク 新入外国人学生歓迎！
ジャパニーズ・カルチャー・
ウィーク Fall 2012

浴衣着付け＆茶道体験  138
生け花デモンストレーション＆体験 41
ようこそ ! Tokyo カフェ（2 回） 計 97
早稲田の小さな旅  （5 回） 計 93
ショップ・ツアー  （2 回） 計 92
ジャパニーズ・アワー（2 回） 計 83
ICC サークル・ナイト  196
留学アドバイザー× ICC ともだち Connection 
～Let's start new friendships ! ～  （2 回） 計 290
サポーター募集説明会  （3 回） 計 79
サポーター・ミーティング  54

カントリー･フェスタ インド・カルチャー・ナイト～インド舞踊＆音楽＆文化＆スナック～ 59
まるごとパキスタン★ナイト 158

テーマ・カフェ ブックカフェ「『米国製エリートは本当にすごいのか？』著者が語る
“グローバル人材 ”」
佐々木紀彦（東洋経済新報社） 37
おむすびピクニック 38
イングリッシュ・ゲーム・カフェ  7
チャイニーズ・ゲーム・カフェ  （2 回） 計 32
Stillness Hour（3 回） 計 70

ランゲージ＆
カルチャー ･
エクスチェンジ

ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ・プログラム Fall 2012

797
ランゲージ・ア
ワー

イングリッシュ・アワー  （3 回） 計 63
チャイニーズ・アワー  （3 回） 計 42
コリアン・アワー  （2 回） 計 17
スパニッシュ・アワー  19
フレンチ・アワー  13
スペシャル・フレンチ・アワー～イキてるフランス語～  57
ロシアン・アワー  11
アラビック・アワー  11

にほんご
ペラペラクラブ

10 月 クラブ活動（6 回） 計 278
サポーター・ミーティング（2 回） 計 37
サポーター・振り返りミーティング（2 回） 計 25

11 月 クラブ活動（6 回） 計 219
サポーター・ミーティング（2 回） 計 26
サポーター・振り返りミーティング 6

12 月 クラブ活動（2 回） 計 54
1 月 クラブ活動 17

ランチ イングリッシュ・ランチ（9 回） 計 155
チャイニーズ・ランチ（4 回） 計 43
コリアン・ランチ 9
フレンチ・ランチ（2 回） 計 31
スパニッシュ・ランチ（2 回） 計 31
ジャーマン・ランチ 10
テーマ・ランチ 「日本の難民問題」  23
趣味トモ・ランチ（4 回）「韓流」

計 26

「ホノルル・マラソン」
「バックパッカー旅行」
「春休みの旅行計画」

コーヒーブレイク ポストオリエン・コーヒーブレイク（4 回） 計 130
トーク・セッション「自転車で世界一周した男～仕事と夢の実現～」

坂本達（（株）ミキハウス 社長室部長） 85
「東日本大震災＆国際 NGO の現場から～災害救援活動の「負のインパクト」～」

ランドルフ・マーチン（国際NGO Mercy Corps／国際緊急支援ディレクター） 46
「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～」

ジャクソン・オレナレイヨ・セイヨ（ケニア・マサイ族青年リーダー）、
永松真紀（ケニア在住添乗員／ジャクソン第二夫人）、
早川千晶（マゴソスクール運営） 50

「日本サッカー界の外交官」平田竹男（Wスポ科・教授） 95
「服のチカラで世界を良い方向へ変えていく～ユニクロの CSR とその可能性～」

鈴木翔子 （（株）ファーストリテイリング CSR 部） 61
「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」

クラウス・ファスベンダー（日本ロレアル（株） CEO） 136
「ANA パイロットが語る、コックピットから見た世界

～夢を追うこと、空を飛ぶこと～」
武藤 貴雄（全日本空輸（株）運航本部 グループフライトオペレーション 
品質企画室品質企画部訓練企画チーム 主席査察機長）　 132

「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～」
川島優志（Google シニアウェブマスター） 80
プレイバック上映会

「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～」
トーク・セッションビデオ上映 9

「ディズニーのローカライゼーション戦略～人々を幸せにする魔法～」
ポール・キャンドランド（ウォルト・ディズニー・ジャパン（株）CEO） 274

「新しい国際協力のカタチ：社会的企業～フィリピンの青少年たちとの挑
戦～」
中村八千代

（社会的企業 ユニカセ・コーポレーション ゼネラルマネージャー） 29
「ファッション業界とグローバルキャリアパス ～チャレンジと自己実現～」

笹野和泉（ジョルジオ アルマーニ ジャパン（株）CEO） 132

イベント区分 イベント名 参加者数
トーク＆ビジット「横浜中華街の老華僑・新華僑のむかしといま」

曽徳深（横浜華僑総会 名誉会長） 13
外交官トーク・
セッション

「カンボジア王国―2012 年度 ASEAN 議長国として／日本―カンボジア 
二国間関係」
シム・ヴィリャ（在日本国カンボジア王国大使館 カンボジア一等書記官） 38

「麗しき国、オマーン：ベールの先の素顔」
アハメド アルオライミ（オマーン・スルタン国大使館 参事官） 25

JICA JICA × ICC
国際ボランティア
連続セミナー

「国際協力という仕事」

「体育を知らなかったブータンの子どもたち」
（ブータン王国） 16
「エコな国コスタリカでの環境教育」（コスタリカ） 25
「セッランカラム！

スポーツ分野での青年海外協力隊」（スリランカ） 14
看板プロジェクト 電通 × ICC

日本を良くするひらめき杯
～外から見た日本～

（Japan Inspiration Cup)

アイデア出しレクチャー（日本語）  32
アイデア出しレクチャー（英語）  34
日本語ワークショップ 1

（グループ内ブレインストーミング）  27
英語ワークショップ 1

（グループ内ブレインストーミング）  28
日本語ワークショップ 2（アイデア発表・投票） 27
英語ワークショップ 2（アイデア発表、投票）  29
レセプション  37
参加者募集説明会（2 回） 計 22

リサーチ・プロジェクト
「グローバルに活躍する

人材とは」
インタビュー

慎泰俊（NPO法人 Living in Peace 代表） 3
橘・フクシマ・咲江

（G&S Global Advisors Inc. 社長） 3
松浦晃一郎（元ユネスコ事務局長） 3
戸田奈津子（通訳／翻訳家） 3
藤井正嗣（W理工・教授） 3
山口絵理子

（（株）マザーハウス 代表取締役 兼 デザイナー） 3
及川仁（共同通信 外信部副部長） 3
若手社員　グループ・インタビュー（座談会）  7

リサーチ・プロジェクト
「グローバルに活躍する

人材とは」

プロジェクトメンバー募集説明会  （2 回）

計 15
アウトリーチ 小学校訪問（6 校 11 回）早稲田実業学校初等部

計 104

新宿区立戸塚第一小学校  
武蔵村山市立第一小学校  
清瀬市立清瀬第四小学校  
荒川区立第二峡田小学校  
中野区立西中野小学校  

中学校訪問（２校３回） 中野区立第五中学校  
計 18早稲田高等学院中学部  

フィールド ･
トリップ

東京証券取引所＆
日本銀行本店見学

（日本語） 32
（英語） 27

日中韓ホンネ交流キャンプ＠伊東（2 泊 3 日） 43
ノーボーダー・スキー＆スノーボードキャンプ＠菅平（2 泊 3 日） 81

キャンパス間交流 秋のお散歩＆スポーツ交流＠所沢 36
ランゲージアワー・スペシャル＠戸山（英語、中国語、朝鮮語、スペイン語） 29

スポーツ・イベント 東京ハイク 2012 7
バレーボール 45

大学スポーツ応援 東京六大学野球早慶戦：試合観戦 12
ラグビー早明戦：応援プレイベント 36
ラグビー早明戦：試合観戦 29

ビジター・
セッション

新宿区立新宿西戸山中学校：インフォーマル・トーク  14
エル・コレヒオ・デ・メヒコ：交流会＆キャンパスツアー 26
アジア・南米・欧州出身大学生（日本語専攻）：
グループトーク＆キャンパスツアー  31
中国中西部大学生 トヨタ助学金プログラム：
キャンパスツアー＆グループトーク  44
座間アメリカンスクール（中学生）：キャンパスツアー＆交流会＆ランチ 55

地域連携 お掃除プロジェクト（5 回） 計 25
ICC ボランティア @ デイケアサービスセンター 
～国際交流しながらボランティア～（2 回） 計 14

学外活動 資生堂 × ICC 文化交流＆美容セミナー
（対象：東アジア＆東南アジア女子留学生）　 45

資生堂 × ICC 文化交流＆美容セミナー
（対象：アジア圏女子留学生）　 44

神泉中学ホームステイ 2012 4
地方体験プログラム

（ホームステイ）2012
山形県最上町  

計 31

新潟県佐渡市
大阪府河内長野市
大分県佐伯市 
長崎県長崎市
熊本県津奈木町

共催イベント イベント企画プロジェクト（日本語クラス）：
イベント企画レクチャー＆助言 20
もちつき大会 2012（日本語教育研究センター共催） 150

その他 SSL 募集説明会（3 回） 計 28
サポーター慰労会 Summer 2012 54
九州大学国際化学生委員会主催大学国際化トーク・フォーラム

「理想のキャンパスを作ろう！」 47
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以前スタッフ間で、ICC の究極の使命
は、ICC の必要のない（ICC のイベン
トがなくとも、日常に異文化交流が存
在する）キャンパスを作ることであると
話したのを覚えている。ICC を離れて
も大学に残り続ける者として、ICC の
活性化（認知度・参加者の満足度の向
上）は嬉しいし、キャンパス内での異
文化交流が促進されていることは間違
いないが、その使命達成への道のりは
まだまだ険しいと感じている（というよ
り、日本社会が変わらないと無理？）。
頑張れ ICC！　必要となくなる（いい
意味で）その日を目指して。

瀬田 真
法研 / 在職 2006.6－2007.8

早稲田の真のグローバル化と進取の 
精神を体現する場として、深化し続け
る ICC をこれからも楽しみに期待して
います。

施 依依
一文（2011.4 卒）/ 在職 2006.6－2009.7

『Entrance to BORDERLESS 』

西 裕也
政経（2009.3 卒）/ 在職 2008.2－2009.2

ICC は、自身の考えをいろんな人とぶ
つけ合い、磨いたその思いを発信する
場所と機会をくれました。そして、これ
からも早稲田の学生にとって、たくさん
の「世界」との架け橋になることと信じ
ています！

茂木 智子
SILS（2011.9 卒）/ 在職 2008.2－2009.7 

2010.9－2011.7

出会いで成長し、また次の出会いに繋
がる。異なる価値観の宝庫、それが
ICC だと思う。

頼 伊汝
先進理工（2013.3 卒）

/ 在職 2008.12－2013.3

ICC とは、多様な考えを持つ仲間と議
論しながら自分の常識を壊せる場所で
あり、磨き上げた自分の想いをイベント
など様々な形にして発信できる場所。
自分だけでなく、早稲田を日本を世界
を inspireしていってください。

岸田 一成
一文（2011.3 卒）/ 在職 2009.9－2011.2

ICC７年史に寄せて

～ SSL Message ～

「みんなちがって、みんないい」。小学
生の頃に習った詩。残念ながら、実社
会ではそうでもなくて、これは単なる
理想論だったりする。でも、ICC はこ
の詩を体現したような場所だった。卒
業した今、あらためてそう思う。

加藤 真理子
GSAPS（2013.3 卒）/ 在職 2009.9－2013.3

「あれ～も素晴ぁ～らしくて～、これ～
もステ～キだったぁ～♪」aiko『今度ま
でには』より。なんだか ICC にパッツ
ンパッツンなくらいピッタリな歌です
ね。全部楽しかった！　8 年目突入お
めでとうございます！

二瓶 篤
政経（2012.3 卒）/ 在職 2010.6－2012.2

ICC なしに私の早稲田ライフは語れな
い！　と思うほど、SSL として働けたこ
とはとても幸運だったと思います。私の
人生において大きなターニングポイント
となった ICC は、 私の 心 の Second 
home です。

金井 一陽
商 / 在職 2010.6－2011.12

4 年前の春、偶然イベントに参加しな
ければ、留学はおろか異文化交流にも
興味すら抱いていなかったと思います。
私にとって ICC は、広い世界への最初
の扉でした。今後も ICC が誰かの扉で
あるように願っています！

清水 瞳
商 / 在職 2010.12－2012.8

2013.4－

ICC ほど多様性に富んだ場所はないと
思います。その多様性を生み出すのは
スタッフの試行錯誤や参加者の熱い想
いであり、様々なイベントコンセプトや
異なる価値観との出会いによる化学反
応を経て、自分はたくさん成長させて
もらいました。今後も ICC が、その素
晴らしい化学反応が生み出される「成
長の場」であり続けることを願ってやみ
ません。

渡辺 敦貴
政経（2013.3 卒）/ 在職 2011.10－2013.2

1 つ 1 つの企画を通して自身が成長で
きたと同時に、参加者の笑顔に大きな
やりがいを感じました。ここで築いてき
たサポーター、参加者、そして SSL の
皆さんとの繋がりは今後もずっと大切に
していきたいです。

田中 優衣
政経 / 在職 2011.10－

For me, the ICC is a place of colorful 
and excit ing discover ies – new 
experiences, new friendships, new 
information, but most of all, a new 
me.

更家 里奈
SILS/ 在職 2011.10－

ICC は自分の中の“新しい可能性”に
気づかせてくれる場所だと思います。
見たことのない世界を垣間見させてく
れて、そこへ踏み出す勇気を与えてくれ
る。利用者にとっても、SSL にとって
もそんな場所だと思います。

由利 啓祐
文 / 在職 2011.12－

私はインタビュープロジェクト「グロー
バル人材とは」を 3 番目に引き継ぎまし
た。過去 2 年間での記事総数は 30 件
に上ります。これらの実績を踏まえ今
後もより多くの学生の心に響くものにし
ていきたいです。

田邉 理彩
商 / 在職 2011.12－

「WASEDA」を共有できる場所、それ
が ICC だと思います。 私 にとって、
ICC でのすべての出逢いが財産です。
これからも、Vamos ICC ! !

中馬 一徳
政経 / 在職 2012.6－

「ICC っていうところでバイトしてるん
だ」と友だちに言うのは好きじゃない。
僕にとって学生スタッフとしての活動は

『バイト』という枠組みを超えるものだ。
七年目を迎え、今後も ICC は学生スタッ
フにとってそういう場所であってほしい。

棚橋 研人
商 / 在職 2012.6－

ICC is a torch of guidance in my life 
at Waseda － it strengthens my 
c o n f i d e n c e  i n  t h e  me r i t s  o f 
international exchange. I cannot 
appreciate more what ICC has 
offered me.

洪 珉宇
SILS/ 在職 2012.7－

僕にとって ICC は人生を変えてくれた
場所です。参加者として ICC に出逢い、
SSL として ICC に携わることで、僕の
人生に新しい道を拓かせてくれました。
僕だけでなく多くの早稲田生にとっても
新しい何かが生まれる、そんな場所で
在り続けてほしいと思います。

中山 渉
基幹理工 / 在職 2012.7－

私にとって ICC は、責任感を果たしつ
つ自分の可能性へ一歩踏み出せた機会
の場です。SSL になると「スタッフ」と
しての責任を抱えながらも「学生」なら
ではの観点というものが求められます
が、これは他では経験できない立ち位
置なのです。

金 ソンヨン
政経 / 在職 2012.7－

ICC とは、冴えない私が自分の企画を
実現させたり、大隈講堂でプレゼンを
したり、ちょっと“かっこいい”大学生
に変身できる場所です。良い意味で
SSL はみんな変わってるなって思い 
ます。

田上 栞
文構 / 在職 2012.7－

2 年前、参加者だった私が忘れられな
いのは、カウンターにいるスタッフ達の
笑顔だった。
今学生スタッフになった私がカウンター
に立って、訪ねてきた学生達を笑顔で
迎える。
7 年間、いろんな変化があったとしても、
ICC の ｢出会い｣ と ｢安心感｣ はきっと、
これからも変わらないと思う。

呂 錦惠
社学研 / 在職 2012.12－

新人が入ったかと思えば先輩が卒業、
という SSL ならではのサイクル。限ら
れた勤務期間の中で、今後も先輩の創
り上げてきた ICC を実感し、そして卒
業するまでに私も何か貢献したいと思
います！

菊池 龍子
社学 / 在職 2012.12－

SSL になり、自分もこうなりたいと目標
となる先輩・職員の方 と々出会いました。
学生スタッフリーダー制度を引き継いで
きた、今までの先輩方に感謝し、私自
身も堂 と々した SSL を目指します！

谷田川 喜恵
文 / 在職 2012.12－

参加者・サポーター時代から、そして
SSL となった今も、ICC は私を「成長
させてくれる場所」です。
先輩方の想いや活躍があったからこそ
今の ICC があるということを意識し、
感謝しながら、私も SSL として ICC に
貢献できるように努力します。。

町田 花菜子
商 / 在職 2012.12－

　軽井沢セミナーハウスの一室で、40 名の学生がグループ・ディスカッションの総まとめを行っています。

日本と中国の学生が、ホンネで“がっつり”話し合おうという「日中ホンネ交流キャンプ」にて、チーム

ごとに本音で話すためのルールを定めて発表し、これから始まる３日間の「ホンネ・トーク」に向けて、

各自のマインドセットを整えようというもの。入念な事前準備の成果を発揮し、学生スタッフがしっかりと

皆の気持ちをまとめていきます。

　カメラを片手に、職員としての存在感をなるべく消しながらイベントの現場にいる時、もっともうれしく 

感じるのが、そんな瞬間の学生たちの「腑に落ちた顔」でした。楽しそうな笑顔、はじける笑い声、

真剣に考え込む表情……さまざまな顔を見てきましたが、こちらが考えに考え抜いた学びのプロセスに

学生たちが反応し、理解し、納得し、最終的に腑に落ちた顔を見せてくれると、舞台裏でうんうんうな

りながら考え抜いた甲斐があったと、ひとり静かに感動をかみしめていました。

　立ち上げからあっという間の 7 年でした。

　イベントの集客を読み違え、がらがらの会場に青ざめた時。

　毎年新しい企画にチャレンジする時の緊張感。

　時に深夜まで及んでしまうプロジェクトの準備。

　苦労やプレッシャーはあっても、心が折れることがなかったのは、「彼らのために仕事をしている」

……そう思える学生の存在がいつもすぐ目の前にあったからでした。

　ICC 設立に奔走されたワーキング・メンバーの思いを受け継ぎ、新規センターの立ち上げというミッショ

ンに、上司、SSL たちと共に、文字通り息を切らして駆けずり回った草創期。知名度ゼロの状態から、

なんとか「ここに ICC あり！」と気づいてもらいたい。この小さなセンターで、将来早大生がグロー 

バルに羽ばたくための成長の土壌となるコミュニティを築けたら……、そんな想いで、センターの利用者

向け広報、イベント告知に取り組んできましたが、ふと立ち止まってみれば、これまでの活動実績を一度

もきちんとした成果報告書にまとめることができていないことに気づきました。

　折しもここ数年は、他大学から施設見学や取り組みに関する視察に来ていただく機会も増えてきまし

た。来訪者の皆様のお話を伺っていると、留学生と日本人学生の交流の仕組み作りに特化した機能を

持つ組織はまだまだ少ないようで、あらためて、7 年前にその方向に舵を切り、この仕事に専従させて

いただいたことを幸運に思うと同時に、集中して取り組んでこられたからこそ、交流の仕組みづくりのコツ、

ノウハウのようなものが蓄積されてきていることにも思い至りました。

　“それっぽいラウンジ”を作り、“それっぽいイベント”をしたら、文化の壁を越えた学生同士の交流は

促進されるのでしょうか？　学生同士の交流や協働体験から、いったいどのような成果が導き出される

のでしょうか？　私自身、7 年前にこの業務に取り組み始めた時は、その「やり方」や「成果」を明

確にイメージできていたわけではありません。それでもわからないなりに、スタッフ一同現場で手と足と頭

をフルに動かしながら無我夢中で試行錯誤を繰り返すうち、徐々にその輪郭が、おぼろげながらも見え

てきたような気がします。

　文化背景や価値観の違う学生同士を結びつけ、その交流と協働から何かを生み出すためには、人

の心に寄り添った、より本質的な仕掛けと工夫が必要だと思います。そして、その成果は、学生たち

の興味・関心の喚起、打ち込んだ協働体験から得た気づき、成長といったさまざまな形で実を結びます。

冒頭のディスカッションはそのようなシーンの一コマですが、仕掛け作りの方法には最終形の正解はない

のだろうという気がしています。今後も学生の興味、関心、動向や社会情勢に応じて進化し続けていく

ものなのでしょう。その初期の試行錯誤の記録が、今後のさらなる成長の礎となることを願い、本報告

書を作成させていただきました。

　最後に、本書の執筆・編集にご協力くださった歴代センター長及びスタッフ、体験レポートを 

寄稿してくれた学生スタッフリーダーにサポーター、イベント参加者の皆様に心よりお礼を申し上げます。

国際コミュニティセンター職員

　　櫨木 裕子
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