
日 時 : 2018年7月7日（土）13:00〜15:00

会 場 : 早稲田大学ICCラウンジ （3号館１階）

対 象 : 早大生

費 用 : 無料

言 語 : 英語

定 員 : 30名程度 ※申込者多数の場合は抽選を⾏います。

参加可否は締切当⽇にメールでお知らせします。

応募方法: MyWasedaから登録してください。

http://bit.ly/2x9YB3N
または右のQRコードから。

応募締切 : 2018年7月2日（月）午前9:00

Date & Time : July 7th (Sat.), 2018 1:00-3:00pm

Place : Waseda University ICC Lounge (Bldg.3, 1F)

Eligibility ： Waseda Students

Fee ： Free

Language : English
Capacity : 30 Students ※A lottery will be held if

there are too many applications.
Results will be sent by Email on the
application deadline day.

Registration : Via MyWaseda: http://bit.ly/2x9YB3N
or use the QR code.

Deadline ： July 2th (Mon.), 2018 9:00am

Inquiries: 早稲田大学 ICC (異⽂化交流センター） TEL：03-5286-3990 E-mail: icc-cafe@list.waseda.jp

- What can we do about a world
overflowing with things? -
～ モノで溢れる世界とどう向き合うか ～

「ICCディスカッション・カフェ」では、毎回、学部・研究科、国

籍や文化背景等の異なる多様性に富むメンバーが集まり、特定の

テーマについて英語で話し合う機会を設けています。

定番になった東京医科歯科大学とのコラボ。今回のテーマは「大

量消費・大量廃棄がもたらす問題」についてです。近年、人々の暮

らしは飛躍的に豊かになり、物のあふれる便利な生活を送ることが

出来るようになりました。それとともに人々の消費・廃棄の量や速

度も増し、大量消費・大量廃棄が環境に与える影響は地球規模の問

題となっています。無駄遣いを減らすために、また有限な資源を守

るために私たちはどのようなアクションを起こせるでしょうか。

毎回このイベントには双方の大学から様々な分野で学ぶ学生が参

加しますので、自分には思いもよらなかった発想や価値観に触れる

良いチャンスです。 難しい専門知識や流暢な英会話力は必要あり

ません。自分の思いを英語で伝えてみたい方、他大生とディスカッ

ションしてみたい方、是非奮ってご参加ください!

The ICC English Discussion Cafe is a gathering where students with diverse
backgrounds have the opportunity to come together and discuss important
issues in English. For this semester, our collaboration event with Tokyo
Medical and Dental University will be on the theme of "the problems created
by mass consumption and disposal".

In recent years, great strides have been made in the lifestyles of humans,
becoming ever more luxurious and convenient with an abundance of things
to support our lives. This has also brought an increase in the consumption
and disposal of those things by people and mass consumption and mass
disposal has in turn affected the environment and created huge global
problems. What actions can we take to reduce waste and to protect the
earth’s finite resources?
You will have a chance to discuss these issues with students not only from

Waseda, but also from Tokyo Medical and Dental University. You don't need
professional knowledge regarding the topic, nor fluency in English. If you
want to practice expressing your thoughts in English, or discuss interesting
topics with students from other universities, then please come and join the
ICC English Discussion Cafe!


