
2011 年 10 月７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 

 

2011 年度第２回外国人留学生課外教育行事（日帰り）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、参加希望者は 10 月 19 日（水）までに

学部留学生担当窓口へ「参加料」を提出してください。 

  また、集合場所（バス乗場）についても、希望場所（幸町・留学生会館・医学部・工学部・農学

部のいずれか）を選んでください。 

 

記 

 

  １．目   的   外国人留学生に対する課外教育行事として、県内の歴史的町並みや企業を

見学することにより、日本についての理解を深めるとともに、留学生間の

親睦・交流を図ることを目的とします。 

  ２．開 催 日  2011 年 10 月 31 日（月） 

  ３．課外教育場所  大庄屋うどん工場見学・試食 (http://www.osyoya.com/factory/) 

   国営讃岐まんのう公園 (http://www.mannoukouen.go.jp/) 

    

 

  ４．参加予定者  外国人留学生＋日本人学生（留学生生活サポーター、チューター） 

※在留資格が留学でない留学生は参加できません。留学生の家族も参加できません。 

※参加希望者が 100 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、参加者数が不足の場合、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   2011 年 10 月 19 日（水）提出先：各学部留学生担当 

   

６．参 加 料  380 円 

  （内訳：まんのう公園入園料、旅行傷害保険料） 

※バス代、駐車料金等は香川大学が支払います。 

※昼食は各自で近辺の飲食店等を利用してください。 

 

７．注意 10 月 25 日以降のキャンセルは認められません。 

 旅程の詳細は 10 月 21 日までに以下の URL に掲載されます。 

  http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/studytour2011/ 

KAGAWA UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CENTER 

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



 

 

October 7th 2011 

One-day study tour to Kotohira City & Sanuki Mannou Park 

The ISC is organizing its second extracurricular study tour for the year 2011. The destinations are 
Kotohira City (visit to Udon Manufacturing Factory) and Sanuki Mannou Park. 

 

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: October 31, 2011 (Mon) 

Places of visit: 

 Osyoya Udon Manufacturing Factory & Udon Tasting (http://www.osyoya.com/factory/) 

 Sanuki Mannou Park (http://www.mannoukouen.go.jp/) 

 

Number of international (and Japanese) students: 100 (Max).  

 

Deadline for application: October 19, 2011 (Wed) 
Please apply through the International Student Advisor in your department. 

Participation fee: 380yen 

This includes insurance and entrance fee to Sanuki Mannou Park. Lunch is not included, so students 
may choose to bring their own lunch and drinks, or to eat at a restaurant nearby.  

Note that if there are more than 100 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 supporters and tutors).  

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

Cancellation will not be allowed after October 24. 

      

The detailed itinerary will be released by October 21 on the following URL: 

http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/studytour2011/ 

KAGAWA UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CENTER 

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


