
平成 24 年 11 月 5 日 

平成 24 年度留学生イベントのお知らせ 

（第 1 回 深川江戸資料館見学と浅草散策・手づくりおこし体験） 

（第 2 回 宝塚歌劇「ベルサイユのばら」観劇） 
 

駒場キャンパスで学ぶ外国人留学生等を対象に、日本文化に触れるイベントを実施します。 

見学先はどちらも東京都内です。参加希望者は、駒場 IO サポートセンターで申し込んでください。 

 

１．対象者： 留学生等（学部生・大学院生・PEAK 生・GPEAK 生・AIKOM 生）  

＊駒 II キャンパスも対象とします 

 

２．見学先： 

    第 1 回目：「深川江戸資料館見学と浅草散策・手づくりおこし体験」                               

 日時： ①平成 24 年 12 月 1 日（土）10:00 – 15:00 

    ②平成 24 年 12 月 2 日（日）10:00 – 15:00 

 募集人数： 両日とも各 40 名 

 行程： 深川江戸資料館 現地集合・見学 →（浅草へ移動し、自由昼食） 

     → 「雷 5656 茶屋」集合・雷おこし体験 → 現地解散  

  

    第 2 回目：宝塚歌劇「ベルサイユのばら」観劇 

 日時：平成 25 年 2 月 16 日（土） 

講義：10:20-12:10（予定）＊駒場キャンパスにて実施 

観劇：15:30（開演）＊休憩を入れて 3 時間程度 

 募集人数： 90 名 

 行程：駒場キャンパス集合(10:00) → 宝塚歌劇団についての講義を受講 →（自由昼食・ 

東京宝塚劇場へ移動）→ 東京宝塚劇場・現地集合(15:00) → 観劇 → 現地解散 

 当日実施する「宝塚歌劇団」についての講義を受講の上、参加してください。 

 

３．申込方法： 

駒場 IO サポートセンター窓口にて学生証を提示の上、必ず本人が申し込んでください。 

（代理の方の申込みはできません。） 

 

４．申込期間： 

平成 24 年 11 月 6 日（火）～ 平成 24 年 11 月 22 日（木） 9:00-16:30 

 

【注意】 ＊現地集合・現地解散となります。 

＊原則として、一人 1 回のみの参加とします。なお、募集人数を超えた場合は「抽選」となり

ますので、申込時に、参加希望順位をつけて申込みしてください。 

＊やむを得ない事情により、旅行を中止することもあります。 

＊参加者には、後日、行程の詳細をお知らせいたします。 

＊何かご質問がありましたらお問い合わせください。 

 国際センター駒場オフィス  

ryugakusei-g@adm.c.u-tokyo.ac.jp

mailto:ryugakusei-g@adm.c.u-tokyo.ac.jp


November 5, 2012 

 

Special Event 2012 for International Students 

1st: Fukagawa Edo Museum, Asakusa & Kaminari-Okoshi making 

2nd: Takarazuka Revue "La Rose de Versailles" 

 

 
Special "getting-to-know Japan" events for Komaba International Students will be held in 

December and February. Both visiting points are in the Tokyo area. If you would like to join  

these events, please register at the Komaba International Office Support Center. 

  

Eligibility: 

International Students (Graduate, Undergraduate), 

     PEAK Students, GPEAK Students, AIKOM Students, etc. 

     *includes Komaba II Campus  

 

Details: 

  1st Event: Fukagawa Edo Museum, Asakusa & Kaminari-Okoshi making 

 Date & Time : ① 10:00-15:00 Saturday, December 1st, 2012 

               ② 10:00-15:00 Sunday, December 2nd, 2012   

 Capacity: 40 persons (on each day) 

 Schedule: Assemble & Visit Fukagawa Edo Museum 

             ↓ (Move to Asakusa and have lunch) 

           Get together at “Kaminari 5656 Chaya” 

             ↓ (Enjoy Kaminari-Okoshi making)  

           Break up 

               

 2nd Event: Takarazuka Revue "La Rose de Versailles” 

 Date & Time: Saturday, February 16th, 2013 

Lecture at Komaba Campus:  10:40-12:10 (tentative) 

Revue:  15:30- (about 3 hours including intermission) 

 Capacity: 90 persons  

 Schedule: Attend a lecture about Takarazuka Revue at Komaba Campus 

             ↓ (Lunch/Move to Tokyo Takarazuka Theater) 

Assemble at Tokyo Takarazuka Theater around 15:00 

             ↓ (Enjoy Takarazuka Revue) 

           Break up 

*The participants of this event need to attend a lecture about Takarazuka Revue. 

 

How to register: 

The student him/herself needs to sign up at the Komaba International Office Support 

      Center with a student ID card. (Someone else cannot register on behalf of others.) 

 

Sign-up period: 

9:00 – 16:30 Tuesday, November 6, 2012 - Thursday, November 22, 2012 

 

【Notes】 

 We will assemble and break up on the spot. 

 Unless extra spots become available, one student can only participate in one event.  

Please indicate your preference on your application since we will hold a lottery if the number of 

applicants exceeds the capacity.   

 We may cancel the event(s) if an unavoidable situation occurs.  

 We will provide further information to the participants later. 

 If you have any questions, please feel free to contact us. 

 

International Center Komaba Office 

ryugakusei-g@adm.c.u-tokyo.ac.jp 
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