September , 2016
For International students who enter Saga University;
Saga University Center for promotion International Exchange
Congratulations for the admission of Saga University!
We, Saga University Center for promotion International Exchange, will support all of your living in Saga
University. In order to inform you the scholarship, the events for exchanging and various information, please
provide your email address by sending an email to us along with information below.

（Email:ryugaku@mail.admin.saga-u.ac.jp）
Title: Register information
① Your name ②Date of birth ③Sex ④Nationality⑤Date you will arrive at Saga
⑥If you wish to participate in the field trip for new international students ※1
⑦If you wish to have a tutor ※2
Schedules after admission;
★Orientation for International students
・Date：September 29th (Thu) １６：３０～１８：００
・Place：See HP of Saga University Center for Promotion International Exchange
・This orientation is for all of new International students
*Please participate this orientation as different contents compared to one of your department.
★Field trip for new International students ※1
・Date：November 15th (Sat)～16th (Sun)
・Fee：￥100-（As travel insurance）
・For the NEW International students (students who has participated in the past field trip for new international
students at Saga University cannot to participate this time)
・Please apply by November 3 (Monday ) by E-mail.
*We will not accept cancellation , so please make sure to check the schedule when you apply.
★Tutor for International students ※2
・It is possible for the International students who stay in Japan within a year to have a tutor who supports your
living/study at Saga University.
・Please apply by E-mail if necessary.
Get the beneficial information from HP of Saga Univ. Center for promotion International Exchange and Facebook!
Center for Promotion International Exchange HP：http://www.irdc.saga-u.ac.jp/
Center for Promotion International Exchange FB：https://www.facebook.com/saga.u.international
Please feel free to contact us by phone/e-mail if you have problems or worries.
Saga University International Affairs Division;
Telephone：(0952)28-8389 E-mail：ryugaku@mail.admin.saga-u.ac.jp

【留学生対象】
平成２８年９月
佐賀大学に合格した留学生のみなさんへ
佐賀大学国際交流推進センター
留学生のみなさん、佐賀大学合格おめでとうございます！
国際交流推進センターはみなさんの留学生活をサポートします。
奨学金や交流イベントなど、様々な情報を皆さんにお知らせするために、メールアドレスを登録して
ください。以下のメールアドレス宛に必要事項を記載して、メールを送ってください。

（Email:ryugaku@mail.admin.saga-u.ac.jp）
【タイトル】
：新入留学生登録情報
【必要事項】①氏名 ②生年月日 ③性別 ④国籍 ⑤佐賀到着予定日
⑥新入留学生研修旅行参加希望 ※1
⑦チューター希望 ※2
入学後の行事予定など
★留学生向けオリエンテーション
・日時：９月２９日（木）１６：３０～１８：００
・場所：国際交流推進センターHPでお知らせします。
・対象：新入留学生全員
＊学部、研究科のオリエンテーションとは異なる内容です。必ずどちらにも参加してください。
★新入留学生研修旅行 ※1
・日時：２０１６年１０月１５日（土）～１６日（日）
・参加費：１００円（保険料相当）
・対象：新入留学生（佐賀大学で留学生研修旅行に参加したことがある人は参加できません）
・申込み：希望者は１０月３日(月)までにメールで国際課に申し込んでください。
＊原則キャンセルはできませんので、日程等よく確認して申し込んでください。
★チューター ※2
日本に渡日後１年以内の学生には、佐賀大学での生活や学業を支援する学生チューターをつけること
ができます。希望する人はメールでお知らせください。
国際交流推進センターホームページとFacebookから有益な情報を得よう！
佐賀大学国際交流推進センターHP：http://www.irdc.saga-u.ac.jp/
国際交流推進センターFacebook: https://www.facebook.com/saga.u.international
不明な点や問題があれば、遠慮なく電話やメールで相談してください。
佐賀大学国際課 Email:ryugaku@mail.admin.saga-u.ac.jp Tel: 0952-28-8389

