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銅像・記念碑
Statues and Monuments

No. 

大平正芳は、第68・69代内閣総理大臣などを歴任
してきた有名な政治家です。香川大学経済学部の
前身である高松高等商業学校卒業し、法学部創設
に尽力しました。

三土忠造は、教育学部の前身である香川県尋常
師範学校を卒業、田中義一内閣で文部大臣に就任
しました。

隈本繁吉は、同高松高等商業学校の初代校長、
台湾総督府台北師範学校等の校長を歴任してきま
した。

これらの3氏の銅像や記念碑が香川大学幸町キャ
ンパス内に設置されています。

大平正芳像

Ohira Masayoshi Statue



銅像・記念碑
Statues and Monuments

Ohira Masayoshi was a politician who served
the 68th and 69th Prime Minister of Japan. He
graduated from Takamatsu Higher School of
Commerce, which is now the Kagawa
University Faculty of Economics), and made
strong efforts to establish the Faculty of Law.

Mitsuchi Chuzo graduated from Kagawa
Normal School, which is now the Kagawa
University Faculty of Education. When Tanaka
Giichi was Prime Minister, Mitsuchi Chuzo was
appointed as the Minister of Education.

Kumamoto Shigekichi was the first principal
of Takamatsu Higher School of Commerce and
served as principal of Taipei Normal School in
Taiwan.

Statues and monuments from these three
individuals are located within Kagawa
University Saiwai-cho campus.

三土忠造記念碑

Mitsuchi Chuzo Monument



銅像・記念碑
Statues and Monuments

Students’ Perspective

聞いたことのある著名な政治家がいることに驚く
と思います。

私自身、香川大学に関わる歴史を知ることでより、
親しみを持つことができました。

機会があれば、ぜひ訪れてみてください。

You may be surprised that these names
sound familiar.

I myself became acquainted with them from
learning about the history at Kagawa
University.

隈本繁吉像

Kumamoto Shigekichi Statue



讃どん製麵所
Sandon Udon Noodle Shop

No. 

香川県を代表する名物であるうどんを学食で食べ
ることができます。

だし、麺ともに前日から仕込むなどこだわって作
られた本格讃岐うどんです。

You can enjoy udon noodles which are
known to be a staple food in Kagawa
prefecture. The broth, or dashi in Japanese,
and the noodles are prepared from the day
before to serve authentic Sanuki udon.



讃どん製麵所
Sandon Udon Noodle Shop

No. 

Students’ Perspective

ボリュームと値段を考えるとコストパフォーマンス
は最高です。

県外勢からすると食堂で本格的なうどんが食べられ

るということはとても魅力的であると感じます。

Considering the volume and the price, cost
performance is at its best.

For those from other prefectures, having
authentic noodles served at the dining area is
appealing.



ベーカリーカフェSORAMI
SORAMI Bakery

No. 

素材にこだわり店内で焼き上げたパンを食べることが

できます。

その他、ドリンク・パスタ・デザートなども充実して

います。

もちろん、ミールカードを使用することもできます。

また、カフェの空間でくつろぐことも、テイクアウト

をすることも可能です。

At SORAMI, you can enjoy fresh bread made from
carefully chosen ingredients.

Besides bread, a variety of drinks, pasta, and
desserts are served.

Of course, the university meal card can be used
here.

You can choose to relax at the café area or takeout
your order.



ベーカリーカフェSORAMI
SORAMI Bakery

No. 

Students’ Perspective

他キャンパスの先輩と話していても、おいしいと
よく名前があげられる”SORAMI“。

ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

When talking to senior students from other
campuses, they mention that the food at
SORAMI is delicious.

Why don’t you try it for yourself?



Global Cafe

No. 

リラックスしたカフェのような雰囲気で、留学生
と交流できる教育スペースです。

英語や他言語を学べるだけでなく、定期的に実施
されている様々な異文化交流イベントにも参加でき
ます。

Global Café is an active learning facility
with an atmosphere similar to a cafe where
you can meet and interact with international
students.

At the Global Café, students can learn not
only English but also study other languages
and participate in cross-cultural events.



Global Cafe

No. 

Students’ Perspective

今まで英語の文法は学んできたのですが、英会
話はあまりしたことがありませんでした。

Global Café を利用することで実践的な英語と
いうものを体験できたと感じています。

また、イベントに参加することで現在のコロナ禍
でも知り合いを増やすことができました。

I’ve studied English grammar, but not
much English conversation. By going to the
Global Café, I was able to be exposed to
practical English. From participating in
the events, I was able to make new friends
despite the ongoing pandemic.



International Office

No. 

留学生の受け入れや日本人学生の海外派遣の推進
に加え、共同研究やシンポジウムの開催など、研究
交流の推進に関わる業務を担当しています。

オフィス横には香川大学の協定校から贈呈された
品をご覧いただけます。

The International Office is in charge of
accepting and supporting international
students, supporting Japanese students to
study abroad,

as well as conducting joint research, and
holding symposia for research exchange.
Souveniers from partner universities are
showcased next to the office.



International Office

No. 

Students’ Perspective

留学のサポートなども行われており、海外に興味
がある方にとっては特に身近な存在になると感じ
ました。

For people interested in overseas
experiences, I feel that the International
Office makes it more accessible since they
provide support for studying abroad.



Others

医学部
Faculty of

Medicine

創造工学部

Faculty of Engineering 

& Design

農学部

Faculty of Agriculture

https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/25840/25854/
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