
 

2015 年 4 月 27 日 

留学生及びチューター 各位 

留学生センター 

 

2015 年度第 1 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 5 月 15 日（金）ま

でに申込をしてください。(WEB 申請：http://goo.gl/forms/IPF1zGjBgw) 

 

  １．目的      外国人留学生に対する課外教育行事として、香川県内の名所を見学

し、研修活動を行うことにより、日本及び地域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   2015 年 5 月 30 日（土）日帰り 

  ３．集合及び解散 集合）08：30 高松港旅客ターミナルビル１F (http://goo.gl/S5ARRN) 

           解散）18：40 高松港   

  4．場所     小豆島一帯(寒霞渓、マルキン醤油記念館、オリーブ公園) 

  5．参加予定者  学生(外国人留学生＋日本人学生）計 80 名（最大） 

           引率者(教職員) 4 ～ 5名 

※ 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 80 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 20 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。 

 6．申込締切 2015 年 5 月 15 日（金）17 時迄 

  7．参加料   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。 

   現地にレストラン(http://www.kankakei.co.jp/facility.html )はありますが、混雑が予

測されるので、船に乗る前にお弁当を準備することをお勧めします。 

  ハラル対応はできませんので、ご了承願います。 

   

8．申込方法 URL: http://goo.gl/forms/IPF1zGjBgw 

または QR コードからアクセスしてください。     

9．注意事項 

(1) 時間厳守: 当日、遅れたら参加できません。 

(2) 旅程の変更等お知らせがある場合、申請時登録したメールにて通知しますので、

定期的にメールをチェックしてください。 

(3) 歩きやすい靴で来てください。 

(4) 申込せずに当日集合場所に来ても参加できません。 

問合わせ E-Mail : soryuga2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp TEL：087-832-1148 (国際 G: キム) 

KAGAWA UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CENTER 

http://goo.gl/forms/IPF1zGjBgw
http://www.kankakei.co.jp/facility.html
http://goo.gl/forms/IPF1zGjBgw
mailto:soryuga2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp


 

 

April 27th, 2015 

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:     May 30th, 2015 (Sat) 

3. Place of Meeting and breaking up  

Meeting 08：30 Takamatsu Ferry Terminal building 1stfloor (http://goo.gl/S5ARRN) 

Breaking up 18：40 Takamatsu Ferry Dock 

       

4. Places of visit:  Shodoshima-island( Kankakei-Gorge、 Marukin Shoyu-manufacturing, 

Shodoshima island Olive Park ) 

 

5. Number of students: 80 Maximum (International Students, Japanese Students)   

               4 (Faculty and administrative staff members) 

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 80 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 less than 20 participants.  

6. Deadline for application: 5:00 p.m. May 15th, 2015 Friday  

7. How to apply: Access   http://goo.gl/forms/IPF1zGjBgw 

or Access by QR-Code  

8. Participation fee:  Free  

1）Lunch: Bring a bento with you  

    2）There is no convenience store and there is only one restaurant at site. 

       So, please prepare your Bento before boarding ferry. 

  3) You cannot get Halal food at site. 

9. Notice 

1) Be Punctual: If you are late, we will leave without you.  
2) We urge you to check your e-mail periodically, because we will send you important 

information about this event via e-mail. 
3)  Please wear comfortable shoes.  

4)  Application is mandatory: even if you come to the place without application, you cannot 

join. 

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

        TEL   087-832-1148 (Kim)  

KAGAWA UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CENTER 
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