
 

参 加 学 生 募 集 
 

グローバリゼーションオフィスでは、学生間の国際交流活動の一環として、紀伊半島への見学実習を行います。  

昨秋２０年に一度の遷宮が行なわれた伊勢神宮や、世界遺産に登録された熊野三山及び高野山を巡り、日本文化

の基層をなす思想や信仰について考えます。参加希望の学生は、下記の要領に従い奮ってご応募下さい。 

 

 日程： ７月１８日（金）深夜発 ～ ７月２２日（火）早朝着 

行先： 伊勢神宮（三重県）、熊野三山（那智大社、速玉大社、熊野本宮）、高野山（和歌山県） 

交通： 出発から帰着まで全行程貸切バスでの移動（駒場Ⅰキャンパス発着） 

 参加費： ２万２千円（往復の交通費、宿泊費、拝観料、旅行保険料を含む。 

      飲食費等は各自で別途負担してください。） 

 

参加条件 ・東京大学の学生であること。 

・留学生、正規学生の別なく、参加学生同士積極的に交流すること。 

・オリエンテーションや実習に関わる事前・事後作業に参加すること。 

・実習の円滑な実施に進んで協力すること。 

・団体行動を乱さないこと。 

・実習後に成果をまとめて提出すること。 

 

募集定員 ４０名 

先着順に受け付けますが、原則として、留学生２０名 

     その他の学生２０名を上限とします。 

 

申込期間 ２０１４年６月９日（月）午前１０時 ～ ６月１６日（月）午後５時 

 

申込方法 グローバリゼーションオフィス（駒場Ⅰキャンパス２１ＫＯＭＣＥＥ 地下１階）に申請書を学生証  

     のコピーと共に提出して下さい。申請書はグローバリゼーションオフィスのウェブサイト 

（http://go.c.u-tokyo.ac.jp/）からダウンロードして下さい。 

 

注意とお願い １ 見学先についての理解を深めるため、参加学生は事前に下調べをして頂きます。 

         また実習後には成果をまとめて、提出して頂きます。 

    ２ 見学実習の趣旨から、部分的な日程だけの参加は原則として認められません。 

    ３ 参加費の徴収等については、参加学生に改めてお知らせします。なお、参加決定後にキャン 

      セルされる場合は、申告日により手配先旅行会社規定のキャンセル料が発生しますので、予 

      めご了承下さい。 

    ４ バスは補助席利用となる場合があります。 

 

          教養学部国際交流センター 

       グローバリゼーションオフィス 

         （駒場Ⅰキャンパス ２１ＫＯＭＣＥＥ地下１階 

        開室時間：平日１０時００分～１７時００分） 

http://go.c.u-tokyo.ac.jp/


 

The Globalization Office (GO) hosts a field trip to the Kii Peninsula as one of our international exchange activities. 

The trip includes visits to the Ise Shrine in Mie Prefecture, one of Japan’s most famous and important shrines, the 

three shrines of Kumano, as well as Mt. Koya, considered a sacred place in Japanese Buddhism. Both Kumano 

and Mt. Koya are World Heritage sites. This field trip is a great chance to discover the roots of Japanese culture. 

 

Date: Friday, July 18
th
 (midnight departure) – Tuesday, 22

nd
 July (morning) 

 

Destinations: Ise Shrine (Mie Prefecture), Kumano Sanzan (Nachi Shrine, Hayatama 

Shrine, and Hongu Shrine), Koyasan (Wakayama Prefecture) 

 

Transportation: Charter Bus 

 

Travel expenses: 22,000 yen (includes transportation, accommodations, admission 

fees to attractions and travel insurance)  

 

Conditions:  - This field trip is open to all students enrolled at Todai (exchange 

              students and other international students are eligible to apply). 

     - Participants must interact well with Japanese and international students 

- Participants are required to participate in all pre-departure orientations and activities 

- Participants must cooperate to ensure the smooth execution of all activities 

- Participants must not be disruptive to group activities 

- After this trip participants must submit an essay(s) describing their experience 

 

Capacity: about 40 students (20 international students and 20 Japanese students, 

chosen on a first-come-first-served basis) 

 

Application period: 10 AM, Monday, June 9
th

- 5 PM Monday, June 16
th

 

 

How to apply: Please submit the application and a photocopy of your student ID card to 

the Globalization Office (B1, 21KOMCEE, Komaba I campus). The application can be 

downloaded from the Globalization Office website at: http://go.c.u-tokyo.ac.jp/ 

 

Attention: 1)  We require students to research sites that we will visit on the field trip In order to deepen their  

understanding. We also require that students turn in an essay describing what they learned from the  

trip.  

2)  Students must participate in all activities, both departing and returning with the main group.  

3)  Students will be informed at a later point of detailed participation fees. If you must cancel for any  

reason, you may be charged a cancellation fee by the travel company.  

4)  Participants may be required to sit on collapsible spare seats while riding the bus. 

 

 

Globalization Office 

(Open: 10:00 AM – 05:00 PM of weekday) 

http://go.c.u-tokyo.ac.jp/

