
Waseda Mountain bike Club 
早稲田山岳自転車倶楽部 
 

Hauska multi-language circle 

ハウスカ多言語サークル 
 

Waseda Orange Tennis Club 

早大オレンジテニスクラブ 
 

INTERNATIONAL EXCHANGE CLUB 

NIJI NO KAI 

国際交流虹の会 
 

Paddy Fielders’ Tea Party 
 
 
 

Event Details 

Inquiries: Waseda University Intercultural Communication Center (ICC)    
TEL: 03-5286-3990   E-mail: icc@list.waseda.jp  

KYOGEN Club 
狂言研究会 
 

早稲田 Salsa Party 
Waseda Salsa Party 
 

SILS MUSIC CLUB (SMC) 
 

AIESEC in WASEDA 
アイセック早稲田大学委員会 
 

Music Fan Club 
ミュージックファンクラブ (MFC) 
 

Montblanc ski club 
モンブランスキークラブ 
 

Participating Circles 
Waseda International Festival 
 

Waseda Ukulele Society(WASElele) 
早稲田大学ウクレレ研究会(WASElele) 
 

Waseda Association of Debaters 
早稲田大学英語ディベート会 
 

Laos School Construction Education  
ラオス学校建設教育支援プロジェクト ～スーン～ 
 

Event Planning Circle “qoon” 

イベント企画サークル qoon 
 

Chinese culture exchange club 
中国語学習会 
 
 
 

   Welcome to Waseda! 

   Are you looking for a club or society that fits you? Looking to expand your horizons beyond just 

   studying? Then come and find out about some of the many societies at Waseda in this special ICC event! 

     This is for you if: 

         *You want to mix more with Japanese students! 

         *You want to learn more about student societies and clubs! 

         *You want to try to do more things outside of studying!  

         *You want to make friends that last a life time! 

     You can chat to some of the club members during the “Booth browsing”. Please come and join us!  

 

       
  ようこそ早稲田へ！留学生の皆さん、自分に合うサークルを見つけてより充実した日本での留学生活を過ごしませんか？ 
  留学生歓迎のサークルが皆さんをお待ちしています！    
    こんなあなたにおすすめ！ 
     ・日本人学生と交流したい！  ・留学生活、勉強以外もがんばりたい！ 
     ・サークルってどんな感じ？   ・一生の仲間がほしい！ 
  気になったサークルがあれば、ブースコーナーにて個別に各メンバーとゆっくりお話をすることができます。ぜひご参加ください。 

9月21日（土）13:00-16:00 (12:45開場) 
① 25号館1階大隈ガーデンハウス 
 （パフォーマンス＆プレゼンテーション）  
② 3号館1階WASECOラウンジ 
  （ブースコーナー） 
早大生 
日本語・英語 
(サークルによって日本語のみの可能性あり) 
無料 
不要（途中入退場可） 
学生生活課 
 
●参加サークルの紹介 
●パフォーマンス 
●カフェタイム（ブースでの個別相談会） 

日   時： 
会   場： 
         
 
 
対   象：   
言   語：  
 
参加費用： 
事前登録：  
共   催： 
 
プログラム：   
 
 

Sep. 21(Sat) 1:00-4:00 pm 
(Doors open: 12:45pm) 
① Okuma Garden House (Bldg.25, 1F) 
   (Performance & Presentation)  
② WASECO Lounge (Bldg.3,1F) 
     (Booth browsing) 
All Waseda Students 
Japanese/English 
*Some circle students may speak Japanese 
only 
FREE! 
Not required  (Walk-ins welcomed) 
Student Affairs Section 
 
●Introduction of Circles 
●Performances 
●Cafe time & Booth browsing 
 
 
 
 

Date&Time:                  
                    
Venue:     
 
 
         
Eligibility:  
Language:   
 
  
Fee:   
Registration:   
Co-organizer:  
 
Program: 
 
 
 

※For more circles, please check the ICC web-site! 

※その他のサークルはICCのウェブサイトで順次更新中！ 


