
 

               

     
 

  Part 4 

留学生と交流したい日本人学生の皆さんへ                                     

皆さんは埼玉県のことをどれくらい知っていますか?      

この度、皆さんが埼玉県について紹介しながら、留学生をおもてなしする「埼玉学のすすめ」バ

スツアーを企画しました。外国人留学生と共に埼玉県の名産品とものづくりの現場に触れる一日を

通して、国際交流を図り、グローバル人材への第一歩を踏み出してみませんか。 

参加申込みは、埼玉大学国際室 kokusai@gr.saitama-u.ac.jp まで。 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

【申込方法】 

①氏名 ②大学 ③学部 ④学籍番号 ⑤性別 ⑥生年月日 ⑦電話番号 ⑧PC の E メール（アドレス２件）  

⑨「埼玉発世界行き」奨学金受給の有無（有りの場合は受給年度）を明記の上、 

kokusai@gr.saitama-u.ac.jp までご連絡ください。件名は「埼玉学のすすめ」としてください。 

申込期間： 平成 29 年９月４日（月）～ 9 月 29日（金） 

※いただいた個人情報は、当イベント実施にのみ使用します。 

申込期間終了後、参加者決定について１０月６日（金）までに申込者に連絡します。 

 

埼玉県留学生交流推進協議会  事務局：埼玉大学国際室 
Email：kokusai@gr.saitama-u.ac.jp 

「埼玉学のすすめ」バスツアー  

日  程:  平成 29 年 12 月 9 日（土） 8:40～17:30 （予定） 

参 加 費:  無料（自宅と埼玉大学間の交通費は自己負担） 

集    合: 8:30（予定） 埼玉大学構内 

募集人数: 留学経験者 20 人 先着順（「埼玉発世界行き」奨学生優先） 

条  件:  「おもてなし」について学ぶため、２回の事前ミーティングへの参加必須 

（ ミーティング 1 回目：10 月 29 日（日）17:30-18:30 ＠大宮ソニックシティビル、 

ミーティング 2 回目：11 月 15 日（水）18:00-19:00 ＠埼玉大学 ） 

     （事前ミーティング参加のための交通費は自己負担） 

行 程（予定） 

8:30 埼玉大学構内に集合  

8:40 埼玉大学発 

10:00  株式会社イワコー（消しゴム工場見学） 

12:30  埼玉スタジアム 2002 ／ 昼食・交流会 及び スタジアム・ツアー 

15:00 山香煎餅本舗（草加煎餅焼き体験）、草加松原遊歩道（「奥の細道」の風景地）散策 

17:30 埼玉大学着 

 

 

『公財) 中島記念国際交流財団助成』 

(独) 日本学生支援機構実施事業  
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December 9th Saturday   
 

How well are you familiar with Saitama? Learn more about where you live! 

We offer one-day field trip to explore manufacturing work and a local specialty of Saitama 

Prefecture.  You can experience making Soka-senbei, a traditional rice cracker! 

Please apply by email: kokusai@gr.saitama-u.ac.jp  (Office of International Affairs, Saitama Univ.) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Application Period : September 4
th

 – September 29
th 

 * We accept your application by EMAIL ONLY. 

Please email following information to kokusai@gr.saitama-u.ac.jp with a title “Saitama Bus Tour”. 

①Name :      ②University:                ③Major :  

④Student ID:     ⑤Gender :                  ⑥Date of Birth(Y/M/D) 

⑦Phone Number :   ⑧Email(PC) : (2 addresses if available)  ⑨Nationality 

⑩How many times have you ever participated in our tour? 

※Personal information should only be used for this event. 

We will send an e-mail to all applicants by October 6th about who are able to join this tour.  

    

Saitama Prefecture Association for Promotion of Student Exchange 

Secretariat: Office of International Affairs, Saitama University 

Email: kokusai@gr.saitama-u.ac.jp 

VENUE 

Date :  December 9th, Saturday  8:40-17:30 (tentative) 

Fee :   FREE (Please pay your own travel expenses to and from Saitama Univ.) 

Seats Available :  40 for international students  ★first-come-first-served basis★ 

※We give priority to those who have not participated in this tour before. 

Meeting :  8:30 @ Saitama University 

* THIS BUS TOUR IS LIMITED TO UNIVERSITY STUDENTS ONLY. 

BUS TOUR SCHEDULE  

8:30   Meet at Saitama University  

8:40   Tour bus leaves Saitama University 

10:00  Plant tour at Iwako, manufacturing company for Japanese unique & fun erasers such as 

food shaped and animal shaped 

12:30  Lunch at Saitama Stadium 2002 & Stadium Tour 

15:00  Yamako Senbei (Experience of making Soka-Senbei) 

Stroll along Soka-Matsubara Walking Trail (A Scenic Area of ‘Oku-no-Hosomichi’) 

17:30 Arrive at Saitama University 

『公財) 中島記念国際交流財団助成』 

(独) 日本学生支援機構実施事業  

 

(tentative) 
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