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お問い合わせ/Inquiries: 早稲田大学ICC（異文化交流センター) | E-mail: icc-cafe@list.waseda.jp 

ICC Theme Café  

   2020年7月2日（木）, または 7月10日（金） 18:15～19:45 から選択   
【会場】 ご自宅・又はその他インターネット接続が可能な場所 
【対象】 早大生・教職員 【言語】司会は日英、レクチャーは英語  
【事前登録】 必要。 MyWaseda https://bit.ly/2wNvbcb  
                 またはQRコードからアクセスしてください。 
【応募締切】6月25日（木）9:00 【定員】各回15名 【参加費】 無料   
 

July 2,2020 (Thu.) or July 10, 2020 (Fri.), 6:15pm-7:45pm 
【Place】 your home, or any other places where you can connect to the Internet.  
【Eligibility】 Waseda students and Staffs  
【Language】 MC in Japanese and English. Lecture Mainly in English.  
【Registration】 Required. Please sign up on MyWaseda: https://bit.ly/2wNvbcb 
                             or use the QR code 
【Deadline】 June 25 (Thu.) 9:00am 【Capacity】 15 people for each session  【Fee】 Free 

講師プロフィール：ビートリクス・ファイフ先生 
本学国際教養学部非常勤講師。ストックホルムで生まれ、ローマとパリで育つ。オスロの大学へ進学後に絵画、演劇を始め、大学卒業後はニューヨークの
「ニュー・ドラマティスト」の一員として演出アシスタント（舞台美術・脚本）を務め、その後ブダペストの美術アカデミーで絵画を学ぶ。オーストリアの絵画コンクール
で入賞したことをきっかけに渡日。 京都にて書家田中心外主宰の「書インターナショナル」に参加。展覧会や音楽活動、ダンスや映像との複合パフォーマンスを行
うなどして9年間を過ごす。 1999年、ベルギーに移る。ダンスパフォーマンスや絵画展覧会の他、ブリュッセルの音楽アカデミーでジャズピアノ、フルートを学ぶ。フラ
ンシュコンテ大学言語学修士修了後、ブリュッセルにBLA語学スクールを開校。2010年夏より、再び活動の場を日本に移し東京を中心に活動。 
アコースティックデュオ「Bix&Marki」でフランス語のオリジナル曲を演奏。絵画展を開催し、早稲田大学、東京大学、飯田橋のアンスティチュ・フランセにて語学講
師としても活躍中。 
 

Guest Lecturer: Ms. Beatrix Fife 
Part-time lecturer at the School of International Liberal Studies, Waseda University. Born in Stockholm, she grew up in Rome and in Paris. After finishing 
her university and art studies in Oslo, she worked as a directing assistant (stage design, drama writing) at the New Dramatists in New York, then 
continued studying visual arts at the Art academy in Budapest. She came to Japan after winning a painting contest in Austria. In Kyoto, she attended the 
“Sho International” presided by Calligrapher Shingai Tanaka. There she exhibited and performed music and art performance for 9 years. In 1999, she 
moved to Belgium where, while working with dance performance and painting, she studied jazz piano and flute at the Brussels Music academy, as well 
as Linguistics (Science of Language) in Besançon, France. She received a Master Degree in Science of Language (psycholinguistics) at the University of 
Franche-Comté, France, and opened the BLA language school in Brussels . She moved to Tokyo in 2010. In Japan, she performs original French songs in 
the acoustic duo “Bix&Marki”, holds painting exhibitions and continues teaching (currently at Waseda, Todai and the Institut Français in Iidabashi). 

 

< Program > 
1.   Lecture by Ms. Beatrix Fife. 
2.   Sketching session (1st time). 
3.   Opinion exchange time  
4.  Sketching session (2nd time). 
5.   Opinion exchange time  
6. Summary and Exchange Time 

 

※Sketches will be done with  
   a pencil on paper. 
 

※Zoomを用いてリアルタイムで行われます。 
   This workshop will be conducted 
   live by using Zoom. 

Let's enjoy  
intercultural 
communication 
through abstract 
drawing!  

Art   English Chat 
 

今回ICCではみなさんに抽象画というツールで

自分を表現する楽しみを見つけ、新たな感覚を
楽しめる体験型のオンライン・ワークショップを
開催します。 

自分が感じたことを表現し、発想を分かち合うこ
とで相手のことを知る機会にもなるはずです。 
普段アートにあまり馴染みのない方も大歓迎！ 
一緒に楽しい時間を過ごしましょう。 
 

Now at the ICC, we want to give you the tools to 
find the joy in expressing yourself and enjoy the 
new sensation with an online trial workshop! 
Showing your own feelings and impressions. This is 
a great chance to share your ideas with others and 
find out more about yourself and each other . 
People who aren't too familiar with art are very 
welcome!  Let's have a great time drawing together 
at home! 

Online 
Workshop 


