
日時: 7 月 16 日（土）～7 月 17 日（日） 

場所: 山中寮内藤セミナーハウス（山梨県） 

対象: 駒場キャンパスに所属している学生 

参加費: 3,500 円 (宿泊費・交通費含む／昼食代は含まれません)

申込: グローバリゼーションオフィス 

(21 KOMCEE West、地下一階) 

募集人数：20名 

申込期間: 6月 1日（水）～6月 17日（金） 

 (抽選の結果は6 月20 日までにメールでお知らせします) 

活動内容:富士山でハイキング、富士山観光セン

ター訪問、発表会とディスカッション、温泉など 

グローバリゼーションオフィス、グローバルスタ

ディーズプログラムの共催で、富士山フィールドト

リップを開催します。 

1 泊 2 日の宿泊研修で、在校生と留学生が様々な

トピックについて共に学びます。参加学生は、事前

にグループで富士山や日本社会・文化に関する簡単

なリサーチをし、現地でプレゼンテーション、ディ

スカッションを通じて意見交換を行います。様々な

バックグラウンドを持った学生同士が、文化につい

て考えながら、交流を深めていくことを目的として

います。ハイキングなどのアクティビティも予定し

ています。国際交流の機会を探している学生さんに

とっては、絶好のチャンスとなるでしょう。

駒場キャンパスに所属する学生であれば、誰でも

参加することができます。普段のキャンパスとは違

う学びを発見してみませんか？ 

皆さんの応募をお待ちしています！ 

詳細はグローバル駒場の 
ウェブサイトまで！ 
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Date: Saturday, July 16th – Sunday, July 17th  

Place: Yamanaka Dormitory & Seminar House 

      (On Yamanaka Lake in Yamanashi Prefecture) 

Eligibility: All UTokyo Students 

Participation Fee: 3,500 yen (not including lunch) 

Application: Students should sign up in person at  

the Globalization Office. (21 KOMCEE West B1). 

Application period: June 1st - June 17th 

(Selection results will be announced via email by June 20th) 

Activities: Hiking on Mt. Fuji, trip to Mt. Fuji visitor 

center, presentations and discussion.  

 This overnight fieldwork trip is 

being hosted by the Globalization Office 

in conjunction with the Global Studies 

Subprogram. It aims to create a space 

for students from all different cultures 

to learn about themselves and 

contemporary Japanese culture through 

hands on fieldwork and cultural 

exchange. 

This overnight trip is open to all 

UTokyo students, but all participants 

will be required to do some preliminary 

research on Mt. Fuji and present that 

research to other participants in a 10 

minute presentation. Other groups will 

present about various topics in 

contemporary Japanese society, giving 

the whole group a chance to learn 

about and discuss a wide range of 

topics. 

Come and learn about Japan and the 

world in the shadow of Mt. Fuji. 

 

More details on the  

Global Komaba website! 
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