
The Tokyo National Museum
is the first large scale
museum in Japan and hosts
a variety of exhibitions of
history and art from not just
Japan but all over Asia and it
also holds Japanese national
treasures and important
cultural properties.

In this program you will
receive a special lecture
about “The Introduction to
Japanese Art” exclusive to
the Tokyo National Museum,
and after that we will divide
you into groups where you
can view and experience
history using all 5 senses.
You can enjoy viewing and
learning about Japanese art
together with other
participants from a variety of
backgrounds.

After the event, how about
going for a stroll with your
new friends around Ueno
Park? There are also a lot of
other places to go in Ueno,
from the Edo Period's Kan'ei-
ji Temple to Ameyoko's
downtown backstreet
atmosphere. Ueno is a place
where you can experience
many different parts of
Japanese culture.

So if you want to deepen
your knowledge of art, get a
taste of the beauty of Japan
or just want to make some
new friends, sign-up today!

Date & Time : October 29, 2019 (Tue)
Meet up at 12:50pm. Finish at 3:15pm

Place : Tokyo National Museum
(10 min walk from JR Ueno/Uguisu-dani Sta., 15 min
walk from Tokyo Metro Ginza Line/Hibiya Line Ueno Sta.,
Chiyoda Line Nezu Sta., 15 min walk from Keisei Railway
Keisei Ueno Sta.)

Eligibility : Waseda Students
Language : Japanese and English
Fee : Free! (Please pay the travel cost to Ueno by yourself.)
Capacity : 40 Participants (In the event of a large number of

applications a lottery will be held. Results will be
announced by email on the deadline day.)

Registration : Required. Please apply through MyWaseda:
http://bit.ly/2Zfc0Fo or use the QR Code.

Deadline : October 21 (Mon) 9:00am

日 時 ： 2019年10月29日(火)
12:50集合、終了予定時刻15:15

場 所 ： 東京国⽴博物館
(JR上野駅または鶯⾕駅下⾞徒歩10分、東京メトロ銀座線・
日比谷線上野駅、千代⽥線根津駅下⾞徒歩15分、
京成電鉄 京成上野駅下⾞徒歩15分）

対 象 ： 早大生
言 語 ： 日・英
参加費 ： 無料 *上野駅までの交通費は自己負担
定 員 ： 40名（申込者多数の場合は抽選を⾏います。締切⽇当⽇に

メールでお知らせします）
事前登録 ： 必要。MyWasedaより申請してください。

http://bit.ly/2Zfc0Fo またはQRコードから
応募締切 ： 10月21日（月）9:00am

東京国立博物館は、日本
で最初にできた国内最大規
模の博物館で、日本をはじ
めアジアの様々な地域の歴
史と美術に関する展示をし
ており、国宝、重要文化財
を多数所蔵しています。

「はじめての日本美術」
をテーマとした東京国立博
物館独自のスペシャル・レ
クチャーを受けた後、グ
ループに分かれて鑑賞し、
五感で歴史を体験できる内
容のプログラムです。様々
なバックグラウンドを持っ
た参加者同士が交流しなが
ら鑑賞することで、日本美
術について一緒に楽しく学
ぶことができます！

イベントの後は、仲良く
なったメンバーで上野公園
周辺を散策してはいかがで
しょうか？

上野には多くの人気スポッ
トがあります。江戸幕府ゆ
かりの寛永寺や下町情緒を
今に残すアメ横まで、あら
ゆる角度から日本文化を体
験できる絶好の場所です！

美術の知識を深めたい、日
本の魅力をもっと味わいた
い、友だちを作りたい新入
生のみなさん、ぜひ奮って
ご参加ください！

- Let's feel Japanese History at the Tokyo National Museum -
〜東京国立博物館で日本の歴史に触れよう〜

国宝「埴輪 挂甲の武人」
古墳時代・6世紀

国宝「普賢菩薩像」
平安時代・12世紀 国宝「太刀 銘助真」 鎌倉時代

お問い合わせ： 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
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