
Slovene Culture Night

旧ユーゴスラビアの⼀部であったスロベニアは中欧に位置し、

イタリアやオーストリアを含む4つの国と国境を接しています。
四国ほどの⾯積しか持たない⼩さな国でありながら、「ヨーロッパの

緑の宝庫」とも称されるほど⾃然に恵まれた美しい国です。欧州最⼤

のポストイナ鍾乳洞やアルプスの鏡として知られるブレッド湖などを

訪れる観光客も年々増えています。スロベニア国内に数多くのスキー

リゾートを抱えていることからスノースポーツも盛んです。

 
当⽇は⼤使館とスロベニア出⾝の留学⽣による国の歴史や⽂化紹介、

⽇本唯⼀のスロベニア⾳楽ユニットによるボタンアコーディオン＆

ギターのパフォーマンスやスロベニア語のミニレッスンをご⽤意しま

した。さらに、20歳以上の⽅にはスロベニア産のワインを無料で試飲
できるチャンスもあります。この貴重な機会をどうぞお⾒逃しなく！

スロベニア⽂化ナイト

Date & Time : May 15th (Wed) 6:15pm~7:45pm 
                             (Doors Open: 6:00pm)             
Venue              : Okuma Garden House (1F Building 25)
Eligibility      : Waseda students, Staff, General public
Language       : English and Japanese
Fee                     : Free
Registration : Not required
Capacity         : 150 people

⽇ 時 ：5⽉15⽇ (⽔) 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 ：英語・⽇本語

費 ⽤ ：無料

事前登録：不要

定 員 ：150名

お問い合わせ：ICC (異⽂化交流センター）Tel: 03-5286-3990  E-mail: country-festival@list.waseda.jp

ICC Country Festival

Slovenia was a part of the former Yugoslavia and lies in central Europe where it 
borders 4 different countries including Italy and Austria. Although it is a small 
country around the same size as Shikoku,  because the place is blessed with such 
natural beauty, it is called "Europe's green treasure trove". The number of 
tourists to well known sights like Postojna Cave, Europe's largest, and the "mirror 
of the alps" Lake Bled, is increasing every year. Slovenia also has many ski resorts 
and so is a popular place for snow sports.
 
During the event, there will be presentations by the Slovene embassy and 
Slovene students introducing the history and culture of Slovenia. After that 
there will be a button accordion and guitar performance by Japan's only Slovene 
music group, followed by a Slovene mini-language lesson. Last but not least,  
participants over 20 years old have a chance to taste Slovene wine for free! 
Don't miss this precious opportunity!

<Program>
1. Presentation by the Slovene Embassy
2. Presentation by Slovene students
3. Slovene Traditional Music Performance
4. Slovene Mini-Language Lesson
5. Cafe time (with free Slovene wine!)
 

＜プログラム＞

1. スロベニア⼤使館によるプレゼンテーション
2. スロベニア留学⽣によるプレゼンテーション
3. スロベニア伝統⾳楽パフォーマンス
4. スロベニア語ミニレッスン
5. 交流タイム（スロベニア産ワイン付き！）
 

♦協⼒ ♦                                         
駐⽇スロベニア⼤使館             
東京外国語⼤学

アンサンブル・プラニーカ

♦Cooperation ♦                                                                   
The Embassy of the Republic of Slovenia in Tokyo      
Tokyo University of Foreign Studies
Ansambel Planika 

♦協賛 ♦
有限会社Rohpa 

 ♦Sponsorship ♦
  Rohpa Ltd. 
 

〜「愛のある国」S"LOVE"ENIAの知らざれる魅⼒ 〜


