
  
 

2019年 3月 15日 

農学研究科・農学部関係者各位 
 

研究科長  縄田 栄治 
国際交流委員会 委員長  神﨑  護 

国際交流室 室長  秋津 元輝 
 

2019年度 4月新入外国人留学生・研究者とチューターのための 
ガイダンスと歓迎パーティーのお知らせ 

 
4月に新たに入学する農学研究科・農学部の外国人留学生・研究者と、その担当チューター
を対象として、下記のとおりガイダンスならびに歓迎パーティーを行いますので、各研究室
の新入留学生に周知のほどよろしくお願いいたします。歓迎パーティーには、教職員ならび
に在籍中の留学生、外国人研究者、新入留学生担当チューターの方々も是非ご参加ください。 
 

記 
 
日時・会場 4月 9日（火） 

農学部総合館 1階大会議室 (C-102) 
        13:00-14:30 全新入留学生対象ガイダンス 
        14:45-15:15 G30コース留学生対象ガイダンス 
        15:30-16:00 チューターガイダンス 
       北部生協会館 2階ホール 

17:30-19:00 歓迎パーティー（無料） 
                             
 
※13:00からのガイダンスは、正規生・非正規生全ての新入留学生が対象です。終了後、 

G30コースの留学生は会場に残っていただき、G30コースのガイダンスを行います。 
※当日出席できない学生には資料をお渡ししますので、後日国際交流室にお越しください。 
※チューター対象のガイダンスについては、各指導教員に別途案内をお送りします。 
※歓迎パーティーへの参加を希望される新入留学生以外の方は、氏名、国籍、所属（専攻、
研究室名）、身分（学部〇年、博士課程〇年等）をご記入の上、4 月 5 日(金)12 時までに
国際交流室までメールをお送りください。 

  
以上 

 

北部生協会館 
ホール 

農学部総合館 
大会議室 

問合せ先: 国際交流室（農学総合館 S131） 

電話: 075-753-6320 メール: fsao@kais.kyoto-u.ac.jp 

メールはこちらから 



  
 

March 15th, 2019 

To International Students and Researchers 

 

Prof. E. Nawata, Dean 

Prof. M. Kanzaki, Chairman of International Exchange Committee 

Prof. M. Akitsu, Head of International Exchange Section 

 

Guidance and Welcome Party  
for New International Students and Researchers 

 
All of the new international students and researchers are cordially invited to our guidance 
and welcome party. Learn about campus life and other important things at the guidance 
and meet new people at the welcome party! The welcome party is open to all international 
students and researchers, Japanese tutors, and faculty staff. 
 
Date & Place: Tuesday, April 9th, 2019 

at the Meeting Room (C-102) on the 1st floor of  
the Agriculture Main Bldg. 

                13:00-14:30  Guidance for new international students 
                14:45-15:15  Guidance for Global 30 students 
                15:30-16:00  Guidance for tutors 
              at the Hall on the 2nd floor of Co-op 
                 17:30-19:00  Welcome party (free of charge) 
                 

 
*All of the new international students and researchers are encouraged to attend the guidance 
at 13:00 regardless of which course they belong to. Students in Global 30 Course will be 
asked to remain in the room afterward for the course-specific guidance. 

*For students who cannot attend the guidance, handouts will be available for pickup at the 
International Exchange Section Office. 

*If you are not a new student and wish to attend the welcome party, please send us an 
e-mail titled “Welcome Party Application” by 12 pm, April 5th with your name, nationality, 
division and lab name, and status (M1, D1, etc.) included.  

 
 

 
Contact:  International Exchange Section Office (Room S131) 

Phone: 075-753-6320, E-mail: fsao@kais.kyoto-u.ac.jp 
 

Agri Main Bldg 
C-102 

Co-op 
Hall 

Scan & email us 

mailto:fsao@kais.kyoto-u.ac.jp

