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Get a taste of the music, food and nature of Canada 

Canadian Night 
ICC 

11/16 (Fri) 

 6:15 - 7:45pm   

@Okuma Garden House  
(1F, Bldg. 25)  

ICC events update (Oct 25, 2018)                               
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
■ICC カナディアン・ナイト ～音楽・食・自然を味わおう～（11/16） 
■ICC Canadian Night -Get a taste of the music, food and nature of Canada-（Nov 16）    
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
Please scroll down for English. 
 
「カナダ＝メープルシロップ」？ 
いえいえ、カナダには他にも知られざる魅力がたくさんあります。 
 
今回のICCカナディアン・ナイトでは、カナダ出身学生によるプレゼンテーションや、オーロラなどの空間投
影を通して、美しいカナダの大自然も皆さんにお届けします！ 
 
移民国家として知られるカナダは、世界で初めて多文化主義政策を導入した国です。 
多数の民族と様々なアイデンティティを持った人が共生し「モザイク社会」を形成しています。 
カナダの首相トルドー氏がLGBTプライドパレードに積極的に参加していることがニュースでも話題になっ
たように、カナダという国は「人々の多様性」を大切にしているのです。 
 

またカナダの音楽業界からは、アヴリル・ラヴィーンやジャスティン・ビーバー、セリーヌ・ディオンなど、世
界的に有名なアーティストを多数輩出しています。 
今回は、カナダ出身アーティスト、L.コーエンの楽曲を含めたスペシャルメドレーを、東京音楽大学サクソ
フォン・カルテットの皆さんに演奏していただきます。 
 

さらにカフェ交流タイムでは、カナダ人オーナー特設ワインバーで、日本ではなかなか手に入らないカナ
ダワインを販売いたします！ 
 

カナダについて参加者同士熱く語り合うのもよし、本学職員・岡崎直人さんの空間映像でオーロラハント
ツアーに参加した気分を味わうもよし。 
留学先としても、ワーキングホリデー先としても人気のカナダ。一味違った魅力を、ぜひご堪能ください。 
 
★来場者特典★ 
先着100名様に、オリジナルポストカードとメープルクッキーをプレゼント！ 
 
【日時：2018年11月16日（金）18:15～19:45（開場18:00）】 
【会場：大隈ガーデンハウス（25号館）1階】 
【対象：早大生・教職員・一般】 
【言語：日本語・英語】 
【参加費用：無料】 
【事前登録：不要】 
 
◆ゲスト・プロフィール◆ 
【東京音楽大学サクソフォン・カルテット】 
Sop.三瓶和貴(さんぺ かずき) 
Alt.野崎百海(のざき ももみ) 
Ten.新川友菜(しんかわ ゆうな) 
Bar.安田斐杏乃(やすだ ぴあの) 
 
【岡崎 直人（おかざき・なおと）】 
1981年東京都生まれ。2006年より早稲田大学の専任職員として働きながら世界各地を旅する。 
現在、留学センターにて留学プログラムコーディネーターとして勤務。 
昨年にはワセダギャラリーで写真展「Meet the Smiles 3」を開催（文化推進部文化企画課主催）。 
早稲田キャンパス22号館1階のWaseda Global Gateにはこれまで撮影してきた写真の一部を展示中。 
 
◆協力◆  
在日カナダ大使館（ http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn& ） 
Heavenly Vines（ http://canadawine.yi.shopserve.jp/ ） 
 
【URL：https://www.waseda.jp/inst/icc/news/2018/10/24/9032/ 】 
【お問合せ：Tel: 03-5286-3990  E-mail: country-festival@list.waseda.jp 】 
 
---------- 
ICC Canadian Night - Get a taste of the music, food and nature of Canada -（Nov 16） 
----------    
 
Canada = Maple Syrup right? 
No! There are many other charming aspects of Canada that most people do not know about. 
 
Now at the ICC Canadian Night, we will show to everyone the natural beauty of Canada through 
presentations from Waseda's Canadian students and photographs of the northern skies filled with the 
fabulous aurora borealis. 
 
Canada is known as a nation of immigrants and the Canadian government was the first in the world to 
introduce a policy of multiculturalism. In turn, Canadian society is a "cultural mosaic" of peoples with a 
variety of identities and ethnicities living together. 
Canadian Prime Minister Justin Trudeau also made the news recently when he was an active participant in 
the LGBT pride parade. This solidified the image of Canada being a country that truly treasures "diversity" 
amongst its people. 
 
Canada has produced many world famous musical artists such as Avril Lavigne, Justin Beiber and Celine 
Dion. And at this event, there will be a special medley of songs including those by Canadian artist Leonard 
Cohen performed by the Tokyo College of Music Saxophone Quartet. 
 
On top of that, during the cafe time the Canadian owner of a speciality wine bar will be selling Canadian 
wine that is rarely available here in Japan! 
 
While you are chatting about Canada with the other participants you can also get a taste of an "aurora 
hunt" by admiring the beautiful photographs of the aurora borealis taken by Waseda staff member Naoto 
Okazaki. 
So what are you waiting for? Come along and see a different side to the super popular study abroad and 
working holiday destination, Canada! 
 
★Special Offer for Participants★ 
The first 100 participants can receive a free postcard and a maple leaf cookie! 
 
【Date & Time: Nov 16 (Fri) 6:15pm - 7:45pm (doors open: 6:00pm)】 
【Venue: Okuma Garden House, (1F Bldg 25)】 
【Eligibility: Waseda students, staff & general public】 
【Language: Japanese & English】 
【Fee: Free】 
【Registration: Not required】 
 
◆Guest Profile◆ 
【Tokyo College of Music Saxophone Quartet】 
Sop. Kazuki Sanpe 
Alt. Momomi Nozaki 
Ten. Yuna Shinkawa 
Bar. Piano Yasuda 
 
【Naoto Okazaki】 
Born in Tokyo in 1981. Became a staff member at Waseda University in 2006 and began travelling around 
the world while working, currently working at the Center for International Education as a co-ordinator of 
study abroad programs. 
Last year his work was featured in the Waseda Gallery exhibition "Meet the smiles 3" (hosted by Waseda 
University Cultural Planning Section, Cultural Affairs Division)Some of his recent photographs are currently 
being exhibited at Waseda Global Gate on the 1st floor of building 22 on Waseda Campus. 
 
◆Cooperation◆  
Canadian Embassy to Japan（http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn&） 
Heavenly Vines（http://canadawine.yi.shopserve.jp/） 
 
【URL：https://www.waseda.jp/inst/icc/?p=9035&preview=true 】 
【Enquiries: Tel: 03-5286-3990  E-mail: country-festival@list.waseda.jp 】 
 
========== 
早稲田大学ICC（異文化交流センター） 
早稲田キャンパス3号館1階 
Waseda University Intercultural Communication Center (ICC) 
1F Building 3, Waseda Campus 
Hours: Mon to Fri： 10:00am～6:00pm Sat：10:00am～5:00pm 
 
TEL: 03-5286-3990  E-mail: icc@list.waseda.jp 
Website: www.waseda.jp/inst/icc/ 
Twitter: www.twitter.com/waseda_icc 
Facebook: www.facebook.com/waseda.icc 
Instagram: www.instagram.com/iccwaseda 
========== 
■配信停止・変更: http://www.waseda.jp/inst/icc/mailnews/ 
■To unsubscribe: http://www.waseda.jp/inst/icc/en/mailnews/ 
 

★来場者特典2★ 
先着100名様にオリジナルポストカード

をプレゼント！ 

★来場者特典3★ 
先着100名様に 

メープルクッキーをプレゼント！ 

★来場者特典1★ 
カナディアンワインを販売いたします 

（一杯500円、お一人様一杯まで） 

★スペシャルゲスト★ 
 東京音楽大学 

サクソフォン・カルテット 

★来場者特典1★ 
貴重なカナディアンワインを販売 

（お一人様一杯まで） 

★来場者特典2★ 
先着100名様にオリジナル 
ポストカードをプレゼント！ 

★来場者特典3★ 
先着100名様に 

メープルクッキーをプレゼント！ 

Canada = Maple Syrup right? 
No! There are many other charming aspects of Canada that most 
people do not know about. Now at this event, we will show the 
natural beauty of Canada through photographs of the fabulous 
aurora borealis and Waseda's Canadian students will introduce the 
multiculturalism and sports in Canada.  
 

Canadian society is a “cultural mosaic” of peoples with a variety of 
identities and ethnicities living together. Canada has produced many 
famous musical artists such as Justin Bieber. And at this event, there 
will be a special medley of songs including those by Canadian artist 
Leonard Cohen performed by the Tokyo College of Music Saxophone 
Quartet. While you are chatting about Canada with the other 
participants you can also get a taste of an "aurora hunt" by admiring 
the beautiful photographs of the aurora borealis. 
 

So what are you waiting for? Come along and see a different side to 
the popular study abroad and working holiday destination, Canada! 
 
 
Date & Time: Nov 16 (Fri) 6:15pm - 7:45pm (doors open: 6:00pm) 
Venue: Okuma Garden House, (1F Bldg 25) 
Eligibility: Waseda students, staff & general public 
Language: Japanese & English 
Fee: Free 
Registration: Not required 
 

「カナダ＝メープルシロップ」？ 
いえいえ、カナダには他にも知られざる魅力がたくさんあります。今回は、カ
ナダ出身学生によるプレゼンテーションや、オーロラなどの空間投影を通し
て、美しい大自然も皆さんにお届けします！ 
 

移民国家として知られるカナダは、多数の民族と様々なアイデンティティを
持った人が共生し「モザイク社会」を形成しています。またカナダの音楽業
界からは、アヴリル・ラヴィーンやジャスティン・ビーバーなど、世界的に有名
なアーティストを多数輩出しています。今回は、カナダ出身アーティスト、L.
コーエンの楽曲を含めたスペシャルメドレーを、東京音楽大学サクソフォン
カルテットの皆さんに演奏していただきます。 
 

カナダについて参加者同士熱く語り合うのもよし、本学職員・岡崎直人さ
んの空間映像でオーロラハントツアーに参加した気分を味わうもよし。留
学先としても、ワーキングホリデー先としても人気のカナダ。一味違った魅
力を、ぜひご堪能ください。 
 
日時：11月16日（金）18:15～19:45（開場18:00） 
会場：大隈ガーデンハウス（25号館1階） 
対象：早大生・教職員・一般 
言語：日本語・英語 
参加費用：無料 
事前登録：不要 

お問合せ：Tel: 03-5286-3990  E-mail: country-festival@list.waseda.jp  

◆ゲスト◆ 
東京音楽大学サクソフォン・カルテット 

岡崎 直人（本学職員） 
 

◆協力◆ 
在日カナダ大使館 

Heavenly Vines株式会社 
 

◆Guest◆ 
Tokyo College of Music Saxophone Quartet 
Naoto Okazaki (Waseda staff member) 
 

◆Cooperation◆  
Canadian Embassy to Japan 
Heavenly Vines Corp. 


