
第１回！ 

留学生交流ツアー in 姫路 
（日帰りバス旅行）  

 
対象者：兵庫県立大学の留学生、留学生との交流を希望する学生 
   

2019 年 10 月 22 日（火）祝日 
集合 

10：00  （神戸商科キャンパス駐車場） 

11：00  （JR 姫路駅) 

   ↓ 

ランチ（各自持参） 

みんなで一緒に食べましょう♪ 

↓ 

好古園   

        ↓ 
世界遺産 姫路城 

        ↓ 
 解散 

16：00  （JR 姫路駅）  

17：00  （神戸商科キャンパス駐車場） 
 

〇募集人数：25 名（神戸商科キャンパス） 

  ：10 名（JR 姫路駅） 
★先着順★ 
申し込み方法は大学ユニパ（UNIPA）を参照 

＊姫路方面から参加の方は、姫路駅に集合 

となりますので詳細はお問い合わせください。 

＊留学生はひょうごカルチャーパスと学生証 

を持参してください。 
 

Contact information: Ms. Konishi, Ms. Hishigaki, Ms. Lukminaite（小西、菱垣、ルクミナイテ） 

Center for Global Engagement（国際交流センター） 

TEL:078-794-6615 Email： kokusai@ofc.u-hyogo.ac 

日本庭園で、お茶の 

体験ができる！ 

留学生はひょうご

カルチャーパスを

忘れずに！！ 

無料! 先着順 



 
The first 

Study Tour for International Students 

in Himeji              姫路 
Join a bus tour to Himeji with us and let’s discover various features of Hyogo 
prefecture ! This time, we are going to go to Himeji to visit Himeji castle and try tea 
ceremony at Kouko-en. This tour will be a great opportunity to meet both international 
and Japanese students from other campuses.  Don’t miss it !! 

October 22(Tue) Holiday 
10:00  Meet up at the parking  

on Kobe Campus for Commerce 
11:00  Meet up at JR Himeji-Station 
        ↓ 

Lunch（bring your own lunch♪） 
Let’s eat together! 

↓ 
Kouko-en Park 

↓  
Himeji Castle (World heritage) 

    ↓ 
16：00 End at JR Himeji         
17：00 End at the parking 
       on Kobe Campus for Commerce 
 
Number of Participants:  25(Kobe Campus) 
First come, first serve   10(Himeji Station) 
For international students:  Please bring→  
*Hyogo culture pass and *student ID 
 
  cut   

The First Study Tour for International Students in Himeji 
Name: 

Student ID: Email Address: 

Phone No. Emergency Contact: 

Free !! 
(Excluding lunch) 

Let’s try Tea Ceremony！



第２回！  

留学生交流ツアー in 丹波 
 

対象者：兵庫県立大学の留学生、留学生との交流を希望する
学生 
   

2019 年１１月２３日（土）祝日 
集合 

8：00  （姫路駅） 

9：00  （神戸商科キャンパス駐車場） 

   ↓ 

兵庫陶芸美術館 

   ↓ 

ランチ（各自持参） 

みんなで一緒に食べましょう♪ 

↓ 

丹波伝統工芸公園 

立杭陶の郷 

        ↓ 
      陶芸体験 
        ↓ 
17：00  解散 （神戸商科キャンパス駐車場） 

18：00  （姫路駅） 

 

〇募集人数：25 名 

申し込み方法は大学ユニパ（UNIPA）を参照 

＊申し込み多数の場合は、留学生と日本人学生  

とのバランスを考慮の上、抽選にて決定しま  

す。1 月 12 日に同一ツアーを催行しますので、 

抽選に漏れた場合は再度お申し込み下さい。 

＊留学生はひょうごカルチャーパスと学生証を 

持参してください。 

 

Contact information: Ms. Konishi, Ms. Hishigaki, Ms. Lukminaite （小西、菱垣、ルクミナイテ） 

Center for Global Engagement （国際交流センター） 

TEL:078-794-6615 Email： kokusai@ofc.u-hyogo.ac 

陶芸体験ができる！ 

留学生はひょうご

カルチャーパスを

忘れずに！！

無料! 



The Second Study Tour for International 
Students in Tamba  
(Exploring Hyogo Program)        丹波 
              
Join a bus tour to Tamba with us and let’s discover various features of Hyogo 
Prefecture! This time, we are going to go to Tamba to visit The Museum of Ceramic 
Art and experience making pottery. This tour will be a great opportunity to meet both 
international and Japanese students from other campuses. Don’t miss it!! 

November 23 (Sat) Holiday 
9:00 Meet at the parking lot at Kobe Campus 
for Commerce (8:00 at Himeji station) 
            ↓ 
The Museum of Ceramic Art, Hyogo 
            ↓ 
Lunch （bring your own lunch♪） 

Let’s eat together! 

            ↓ 
Tamba Traditional Art Craft Park  
Tachikui Sue no Sato  

↓        
17:00 Arrive at the parking lot at Kobe  
Campus for Commerce  
(18:00 at Himeji station) 
Number of Participants: 25 
For international students: Please bring  
Hyogo culture pass and student ID. 
*If there are many applicants, participants 
will be decided by drawing lots. 

*The same tour will be held on January 12th, 2020. 
Contact information: Ms. Konishi, Ms. Hishigaki, Ms. Lukminaite （小西、菱垣、ルクミナイテ） 

Center for Global Engagement （国際交流センター） 

TEL:078-794-6615 Email： kokusai@ofc.u-hyogo.ac 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐cut‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

The Second Study Tour for International Students in Tamba 
Name: 

Student ID: Email Address: 

Phone No. Emergency Contact: 

 

Free!! 
(Excluding lunch) 

Let’s make pottery!


