
 

１ Date      OCT 2９(Sat), 2016  
  

２ Place of visit a major tourist area of Kamakura 

3.   Number of Participants 
      ① 20 international students  
      ② 5 other students  
                                 Note: We will decide participants by lot if flooded with  
                                             applicants. We will inform you of the result by e-mail. 

           
4. Participation Fee    About 3,000 yen including the admission fee, lunch, travel insurance. 
                                               ※However, students will have to pay for their drinks, snacks or souvenirs on the spot. 

                                               We will announce how to pay the participation fee to participants.  
                                     (By bank transfer)  
                                      Please note that we are not able to accept any cancellations and  
                                      requests of refund after you apply and pay. 

 

5. Application Period     Oct 12, (Wed) – Oct 19, 12:00pm  
                                    ※ Sorry but we will not accept any application forms after the deadline. 

  
6. Apply                    ＊All students can e-mail to below e-mail address with application  
                                            form, student ID and National health insurance card.  
                                            E-mail to kuroyone-saki@jmj.tmu.ac.jp 
 
                                             Please download the application form from our web site. 
                                             http://www.ic.tmu.ac.jp/english/index.html 

 
7. Others                          Your family can’t apply this tour. TMU students only.  

 
 It’s good opportunity to make foreign friends. Let’s participate!  

                                                      Please contact: Ms. Saki Kuroyone, International Affairs Office   
                                                                                                                042-677-2030 kuroyone-saki@jmj.tmu.ac.jp 

  

What’s International student seminar？ 
                  : It’s exchange event for TMU students organized by  

                                                        TMU International affairs office. That tours and the lessons  
                                                        about Japanese life are hold twice a year. 

                                 Every TMU students is welcome. 

Kamakura is famous tourist spot. It takes one and 
half hours from Minamiosawa to Kamakura by 
train. There are many historical places and 
architectures. It is an excellent opportunity to 
have intercultural experiences with other 
international students and Japanese students. 
We look forward to sharing a good time with you. 



 

１ 日程             2016年 10月29日（土）   
  

２ 訪問場所     鎌倉周辺 
 

３ 募集人数    ①留学生    20名（家族同伴はできません） 

                                     ②その他 学生 5名 
              ※申し込み多数の場合抽選となります。 
                あらかじめご了承ください。 
              ※ 当選落選に関わらず結果は全員にメールお知らせいたします。 

           
４ 参加費用          3,000円程度※銀行振込です。振込手数料は別途必要です。                                          
              振込方法などの詳細は、後日参加決定者にご連絡します。 
              ※野外でのアクティビティの関係上、雨の場合追加にて 
              費用が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

５ 申込期間     10月12日（水）～10月19日（水）午後12：00まで 

               ※10月12日までは受付できません。 
６ 申込方法         全キャンパスメールにて申込みをお願いします。 
               送付先アドレスkuroyone-saki@jmj.tmu.ac.jp 

          国際センターホームページ（http://www.ic.tmu.ac.jp/）から申しこみ用紙を 
           ダウンロードし、申込書と写真にて学生証と健康保険証を添付してください。 

 
    申込みを受け付けました！のメールが来たら受付完了です。 

 
７ その他        参加可能なのは「首都大生」のみです。家族と同伴はできません。 

 
 
 

 さまざまな国の友達をつくる機会にもなります。ぜひご参加ください。 

 

                                                                              お問い合わせ先 ： 国際課留学生交流係 黒米 沙季 

                                            kuroyone-saki@jmj.tmu.ac.jp 

   異文化理解講座とは？ 
                  首都大国際課が主催する、留学生・首都大生の交流イベントです。 
                  日帰りツアーと日本の生活にまつわる講座を年２回ずつ行っています。 
                  首都大生であれば参加可能です！ 

鎌倉は、南大沢キャンパスから約１時間半の距離にある
観光地です。１２世紀には幕府がおかれ日本の政治の
中心であったことから、歴史的な建物が数多くありたく
さんの観光客が訪れる人気の場所です。また、山も海も
臨める自然豊かな街としても知られています。今回は、
英語のガイド付きで、鎌倉大仏、銭洗弁天など鎌倉の代
表的なスポットをめぐる予定です。 

http://www.ic.tmu.ac.jp/
http://www.ic.tmu.ac.jp/

