
 

2014 年 11 月 6 日 

留学生及びチューター 各位 

留学生センター 

 

2014 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 11 月 19 日（水）ま

でにインターネット申込をしてください。 

 

記 

  １．目的      外国人留学生に対する課外教育行事として、香川県の歴史遺跡など

を見学し、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．開催日時   2014 年 11 月 29 日（土）日帰り 8:30 ～ 21:30 

  ３．場所     善通寺、金毘羅宮、金丸座、満濃池､ 

国立まんのう公園「まんのう公園ウィンターファンタジー」 

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

※ 留学生の家族は参加できません。 

※ 日本人学生は、チューターのみ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、留学生・初参加者・高学年者を優先し、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 15 名に達しない場合、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 2014 年 11 月 19 日（水）17 時迄 

  ６．参加料   無料  

※ 昼食： 各自食事代及びお弁当などは準備してください。 

※ 夕食： 現地でお弁当を買ったり、食事をとるところがありま

す。 

   

７．申込方法 URL: http://goo.gl/forms/iTQo2haoqq 

または QR コードから申し込んでください。    → 

８．注意事項 

(1) 時間厳守: 当日バスに乗り遅れたら参加できません。 

(2) 旅程など留学生センターホームページにてお知らせします。定期的にチェックし

てください。  URL: http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/studytour/ 

(3) 朝晩寒くなりますので、温かい服で来てください。 

(4) 歩きやすい靴で来てください。 

お問い合わせ 

 E-Mail： soryuga2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp  TEL：087-832-1148 (国際 G: キム) 
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November 6, 2014 

One-day study tour  

 

1. Purpose:  To facilitate international students in obtaining a deeper knowledge of Japanese 

culture, as well as to foster understanding among international students. 

 

2. Date:  November 29th, 2014 (Sat) 

 

3. Places of visit:  Zentsuji-temple, Kompira Shinto shrine, Kanamaruza-Kabuki stage,  

        Man’nou Ike-Lake & Park (Illumination) 

4. Number of students: 40 (Maximum). 

       

This tour is opened only for students (not family members) having ‘college student’ visas 
and Japanese students (tutors). 

Note that if there are more than 40 applicants, the ISC shall make the selections. 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. 

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

5. Deadline for application:  November 19th, 2014 Wednesday 5:00 p.m. 

6. How to apply: Access to  http://goo.gl/forms/iTQo2haoqq 

or QR-Code -------------------------------------------------≫ 

7. Participation fee:  Free  

1）Lunch: Bring a bento with you or you can purchase at site.  

    2）Dinner: You can bring something (like bread) for your dinner, or 

you can purchase a bento or eat in a restaurant at site. 

 

8. Notice 

1) Be Punctual: If you are late, the bus will leave without you.  
2) We urge you to check the International student center(ISC) URL below; 

As details come in, we shall update the information including the itinerary.  

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

3) Please wear warm clothes because the weather is expected to be cold.   

4)  Please wear comfortable shoes. 

Contact E-Mail soryuga2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp 

        TEL   087-832-1148 (Kim)  
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Tentative schedule 

 

Departure Time (We will depart on time.) 

8：30  幸町正門前 In front of Main gate of Saiwai-campus       

8：50  屋島  Yashima-dormitory        http://goo.gl/RUuE8u 

9：10  医学部 Faculty of Medicine     http://goo.gl/OM79sV 

9：20 農学部 Faculty of Agriculture   http://goo.gl/BHSB2G 

9：30 工学部 Faculty of Engineering   http://goo.gl/R9zVkq 

9：50 高松中央インター  

10：30 ～ 11：00 善通寺  Zentsuji-Temple   

11：30 ～ 12：50  昼食―自由行動 Lunch, free time 

琴平駅周辺で昼休みをとります。食堂等を利用しない人はお弁当を持参してください。 

現地の食堂などは下の URL もご参考ください。  

http://tabelog.com/lunch/kagawa/A3703/A370302/R4041/map/?SrtT=rtl&RdoCosTp=1 

 

 We stop for lunch nearby the Kotohira-Station. Please bring your lunch with you.  

 In the event that you forgot to bring lunch, please refer to following web page for shops. 

 http://tabelog.com/lunch/kagawa/A3703/A370302/R4041/map/?SrtT=rtl&RdoCosTp=1 

13：00   集合 Time to assemble 

13：20 ～ 14：00 金丸座見学 Kanamaruza-Kabuki stage 

14：00 ～ 16：00 金毘羅宮    Kompiragu-Shinto shrine 

16：00 ～ 満濃池(団体行動)+公園(自由行動)  Man’nou Ike-Lake & Park 

※ 公園内にレストラン・フードコートあり 

There is a food court and restaurants in the park. Please refer to the following URL. 

→ http://www.mannoukouen.go.jp/shisetsu/taberu 

19：20    集合 Time to assemble 

Return leg 

20：10   工学部 Faculty of Engineering  

20：20   農学部 Faculty of Agriculture  

20：40   医学部 Faculty of Medicine  

21：00   屋島  Yashima-dormitory  

21：20   花園  Hanazono-dormitory  

21：30   幸町   Saiwai-campus 

 

参加人数などにより、乗下車の順番等、変更する可能性があります。 

The schedule is subject to changes due to circumstances. 
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