
2012年 7月 20日 

留学生 及び 留学生との交流に関心のある学生 各位 

留学生センター 

 

2012年度第 1回外国人留学生課外教育行事について 

 

 標記のことについて、下記のとおり実施いたしますので、参加希望者参加希望者参加希望者参加希望者はははは 8888 月月月月 24242424 日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに

インターネットインターネットインターネットインターネット申込申込申込申込をしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその後後後後、、、、各部局各部局各部局各部局留学生担当窓口留学生担当窓口留学生担当窓口留学生担当窓口にににに「「「「参加料参加料参加料参加料」」」」をををを提出提出提出提出してください。    

 

記 

 

  １．目   的   外国人留学生に対する課外教育行事として、関西圏の文化施設や企業を見

学し、宿泊を含む研修活動を行うことにより、日本についての理解を深め

るとともに、学生間の親睦・交流を図ることを目的とします。 

  ２．開 催 日  2012年 9月 26日（水）～9月 27日（木）（1泊 2日） 

  ３．課外教育場所 淡路島牧場（バター作り体験）、神戸南京町中華街、人と防災未来センター

（見学）、アシックススポーツミュージアム（見学）、コスモタワー、大阪

ヤクルト工場見学 

   ※コスモタワーでは、大阪府労働政策部のご協力により、留学生を積極的に採用している大

阪府内にある企業の担当者との意見交換会を予定しています。 

  ４．参加予定者  外国人留学生＋日本人学生（チューター中心）40名（最大） 

※本学学生ではない留学生の家族は参加できません。 

※日本人学生は、チューターを中心に申込を受け付けます。 

※参加希望者が 40 名を超える場合には、予算の都合上、留学生・初参加者・高学年者の優先や、留学生と

日本人学生のバランスや国籍・学部のバランスを総合的に考慮の上、留学生センターが決定します。なお、

参加者数が少ない場合、本行事が中止される可能性もあるのでご了承ください。 

 ５．申 込 締 切 2012年 8月 24日（金）17時 

  ６．参 加 料   3,000円 （お釣りがでないように提出すること） 

 （１日目の昼食代は含まれていません。） 

７．申 込 方 法 http://www.kagawahttp://www.kagawahttp://www.kagawahttp://www.kagawa----u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/    

にアクセスもしくはＱＲコードから申し込んでください。 

その後、参加料を各学部留学生担当に提出してください。（キャンセル不可） 

旅程旅程旅程旅程などがなどがなどがなどが決決決決まりまりまりまり次第次第次第次第、、、、随時随時随時随時、、、、留学生留学生留学生留学生センターセンターセンターセンターホームページホームページホームページホームページにておにておにておにてお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。    

定期的定期的定期的定期的ににににチェックチェックチェックチェックしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。URL: URL: URL: URL: http://www.kagawahttp://www.kagawahttp://www.kagawahttp://www.kagawa----u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/    

    

    

    

    

    

    

人と防災未来センター  アシックススポーツミュージアム  大阪ヤクルト工場 

KAGAWA UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CENTER 



 

 

July 20th, 2012    

Two-day study tour to Hyogo & Osaka 

The ISC is organizing its first extracurricular study tour for the year 2012. The destinations are 

Hyogo and Osaka (see below for the details). 

Purpose: To facilitate international students in obtaining a deeper knowledge of Japanese 
companies and Japanese culture, as well as to foster understanding among international 
students. 

 

Date: Sept. 26 (Wed) to Sept. 27 (Thu), 2012 

Places of visit: Awaji-island stock farm, Kobe Nankinmachi (Chinatown), Disaster Reduction 
and Human Renovation Institution (Kobe), ASICS sports museum (Kobe), Cosmo Tower 
(Osaka), Osaka Yakult factory 

  

Number of international (and Japanese) students: 40 (Max).  

Deadline for application: August 24, 2012 (Fri) 

How to apply  Access http://www.kagawahttp://www.kagawahttp://www.kagawahttp://www.kagawa----u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/u.ac.jp/kuio/isc/studytour/    or QR or QR or QR or QR 
codecodecodecode 

Participation fee: 3,000yen (To the International Student Advisor in your 
department.) 

(Cancellation is not allowed. Lunch for the first day is not included.) 

Note that if there are more than 40 applicants, the ISC shall make the selections based on a 
balance of international and Japanese students. Priority is given to (1) international students (2) 
students who have not participated before (3) students with higher academic standing and (4) 
students from various faculties and countries. This tour is only opened for students (not 
families) having ‘college student’ visas and Japanese students (mainly tutors). 

Please also note that the trip may be canceled if there are not enough participants. 

      

We urge you to check the ISC’s URL below; 

we will update the information including the itinerary. 

URL: http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/studytour/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAGAWA UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CENTER 

Disaster Reduction and Human 

Renovation Institution 
ASICS sports museum Osaka Yakult factory 


