
早稲田大学ICC （異文化交流センター） Tel: 03-5286-3990 E-mail: field-trip@list.waseda.jp

Date & Time : May 9th (Tue.) 2:45pm-4:30pm
Place : National Museum of Modern Art, Tokyo
Eligibility : All Waseda University Students
Language : Announcements both in Japanese and English. Tour is

conducted in Japanese.
Fee : 70yen (Participants must cover travel to Takebashi

station themselves.)
Capacity : 24 Participants (In the event of a large number of

applications a lottery will be held. Results will be
announced by email on April 24.)

Registration : Required. Please apply via MyWaseda:
[MyWaseda] ⇒ [Application Forms and Questionnaires] ⇒ [Fill Out

Application Forms] ⇒ [ICC Field Trip：Art Museum Visit（May 9)]

Deadline : April 24 (Mon) 9:00am
Cooperation : Kobijutsu-Kenkyukai

日 時 ：2017年5月9日（火）
14:45集合、終了予定時刻16:30

場 所 ：東京国⽴近代美術館
対 象 ：早大生
言 語 ：司会は日・英。ガイド説明は日本語のみ
参加費 ：70円 *東京メトロ竹橋駅までの交通費は自己負担
定 員 ： 24名（申込者多数の場合は抽選を⾏います。

結果は締切⽇当⽇にメールでお知らせします）
事前登録：必要。MyWasedaにて申請してください。

[MyWaseda] ⇒ [申請フォーム・アンケート] ⇒ [申請フォーム⼊⼒]

⇒[ICCフィールド・トリップ：アート・ツアー（5/9)]

応募締切： 4月24日（月）9:00am
協 ⼒ ： 古美術研究会

日本には、ともすれば日本人も触れる機会が少ない日本独
自のモダンアートの世界に親しめる美術館がたくさんありま
す！

今回のイベントでは、東京国⽴近代美術館（MOMAT）
を訪問します。この美術館は20世紀初頭からいまに至る豊
富な所蔵作品でも知られており、洋画と日本画をはじめとし
た様々なジャンル、様々なアーティストの作品が展示されて
います。

経験豊富なガイドによる特別鑑賞ツアーでは、作品について
参加者同士が自由に話し合ったり質問したりできるので、
1⼈で美術館に⾏くのとは違ったユニークな美術鑑賞体験が
できるはずです。

様々なバックグラウンドを持った参加者と交流しながらのアー
ト・ツアーで異なる視点から日本文化について知り、日本通
になりましょう！

ICC Art Museum Visit
- Cross-Cultural Mixer Through Japan’s Modern Art -

ICCアート・ツアー
〜日本の近代美術鑑賞を通じて異文化交流〜

There's a whole world of Japanese art and culture that
most people are still yet to discover!

In this event, participants will have the opportunity to
visit the National Museum of Modern Art, Tokyo
(MOMAT). The museum is known for its collection of
20th-century art and includes both Youga and
Nihonga artists.

The art appreciation tour with experienced guides will
provide you with the chance to discuss some of the
selected works and get to know more about Japanese
culture from different perspectives. This is guaranteed
to be a more unique and deeper experience than if you
visit the museum by yourself.

Come along and join us on this art trip and have great
fun interacting with students from different cultural
backgrounds!
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