
プログラム： 
1. 本学講師によるプレゼンテーション 
2. ロシア人留学生によるプレゼンテーション 
3. ロシアクイズ・ロシア語講座 
4. トゥバ民族音楽演奏パフォーマンス 
5. 交流タイム（ロシア料理試食、ロシアドリンク試飲つき） 
  その他：民族衣装試着ブースあり 

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：司会：英語・日本語 

        プレゼンテーション：本学講師-日本語 留学生‐英語 

参加費用：無料         

事前登録：不要（定員：150名） 

Place 

Eligibility 

Language 

 

Fee 

Registration 

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

: Waseda Students, Staff and General Public 

: MC in English and Japanese. Teacher’s presentation in  

  Japanese.  Russia students presentation in English. 

: Free 

: Not required (seating for 150 people) 

ゲストプロフィール：日向寺康雄（ひゅうがじ やすお）氏 
ロシア国営国際ラジオ放送局「VOR（ロシアの声）」及びロシア国営情報通信社
「ROSSIYA SEGODNYA」（スプートニク通信）でチーフ・アナウンサー兼翻訳員とし
て合計約30年勤務。現在中央大学法学部及び早稲田大学文学学術院非常勤講師。 

未知の大国ロシアはとっても「おもロシア」 !  

Program:  

1  “Introduction of Russia” Presentation by Waseda’s own teacher 

2. Presentation by Waseda students from Russia 

3. Russian Quiz and mini language lecture 

4. Tuvan Music Performance  

5. Mixing time (with Russian food and drink tasting) 
【Cooperation//Sponsorship】 Japan-Russia Exchange Society,  Roshiatei, Chaika,          

                                                     Russian Tea 

プログラム： 
1. 本学講師によるプレゼンテーション 
2. ロシア人留学生によるプレゼンテーション 
3. ロシアクイズ・ミニロシア語講座 
4. トゥバ民族音楽演奏 
5. 交流タイム（ロシア料理試食、ロシアドリンク試飲つき） 
【ご協力/ご協賛】 NPO日ロ交流協会、 ろしあ亭、 チャイカ、 ロシアンティ  

 

Have a chance to taste 

Borscht（available for 

first 50 people）or 

Pirozhki（available for 

first 30 people）！ 

Guest Profile: Yasuo Hyugaji 
Worked in the state managed international radio station "VOR 
(Voice of Russia)" and the state managed media company 
"Rossiya Segodnya (Sputnik Communications)" for about 30 
years. Currently, he works as a guest teacher in the Faculty of 
Law at Chuo University and also at the Waseda University 
School of Humanities and Social Sciences . 

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  

ゲストプロフィール：寺田亮平（てらだ りょうへい）氏 
トゥバ音楽演奏家・喉歌（のどうた）歌手。2017年に共和国政府よりトゥバ文化
大使として表彰を受けている。 

Guest Profile: Ryohei Terada 
Tuvan Music Performer and Throat Singer. In 2017 he received 
a commendation from the government of the Republic of Tuva 
as a cultural ambassador. 

日本のお隣、世界最大の国土を持つ国、ロシア。 
知っているようで意外と知らない！そんなロシアの魅力をたっぷりお伝えします。 
当日は本学講師・ロシア出身留学生によるロシア紹介や、ロシア語講座、 
トゥバ音楽演奏家による特別パフォーマンスもあります。そしてなんと！絶品の
ボルシチ、東欧の伝統的な微炭酸の微アルコール性飲料のクワス、心温まるロ
シアの味が詰まったピロシキの試食をご用意！ 
素晴らしい魅力を秘めた超大国、ロシアに迫ります！ 
この貴重な機会をどうぞお見逃しなく！ 

Russia is the world’s largest country and a neighbor of Japan.  
However, it's probably one of the countries you've never had a chance 
to visit. At this event we will introduce Russia through a lecture given 
by the Waseda’s own teacher and Russian students. After that, we will 
also have a special performance of traditional music from the Tuva 
republic. And that's not all! You will have the chance to taste Borscht, 
the traditional still Eastern European alcoholic beverage Kvass and the 
Pirozhki. Come and see the charms of this great country, it's definitely 
a night you don't want to miss! 
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