
date 曜日 time additional information

12月15日 木曜日

10:11
10:52
13:00
13:55
午後

宿泊

停留所:高松駅10:09, 瓦町10:19

lugguage weight <15kg
（bag in cabinet <5kg）＊except the weight of PC

single bed（田村先生)→計1room
twin beds（学生）→計３rooms

12月16日 金曜日

8:20
9:30
11:30
13:00
14:00

宿泊

research introduction 6 persons each 8-10 min（total,
90 min）
＊suit

single bed（田村先生)→計1room
twin beds（学生）→計３rooms

12月17日 土曜日

8:30
9:30
11:30
13:30
17:00
宿泊

＊cadual wear

→田村老師：wheat3Kg、stick 6(in Zhejiang
Gongshang)、Soup 20packages
curry roux 5dishx４ packages、白衣（apron）

12月18日 日曜日

午前
18:00
宿泊

＊cadual wear

12月19日 月曜日

8:27

14:00-16:00
17:06-19:02

18:00-20:00
宿泊

Japan culture exchange：
＊suit

【hotel information】

锦江之星  (苏州火车站北广场店)

 住所 : 苏州市苏站路1455号

Tel: tel：0512-67665088
twin beds→計４部屋189元

12月20日 火曜日

8:00-8:30
9:58-11:19
11:20-12:30
12:30-13:30
16:38-17:37

宿泊

＊suit【明治乳業】村本貴志
明治乳業（蘇州）有限公司
住所 : 中国江蘇省蘇州高新区普陀山路189号
 TEL : +86-512-6680-6111

16:38→17:37(99.5元)　G１９３６

12月21日 水曜日

9:00-11:00

午後

宿泊

＊suit
南京農業大学Hanyuan Hotel
【南京翰苑賓館（調査中）】

住所 : 中国江苏省南京市白下区南京卫岗童卫路20号

TEL : +86 400 686 9999
single bed（田村先生)→計1room
twin beds（学生）→計３rooms

12月22日 木曜日

午前

午後

宿泊

research presentation
＊suit

12月23日 金曜日

8:30
10:00

13:30

宿泊

＊cadual wear
南京南駅→上海虹橋G7007 (10:00 発→11:40 着
139.5元)

【hotel information】 莫泰168　予約 :
連絡番号：18768106483(朱建龍)

住所 : 上海市黄浦区徐家汇路3-7号

TEL : tel：021-51396766
値段 : twin rooms→計４部屋 312元
部屋割り : 王珏 card discount (8.8割)

12月24日 土曜日

＊cadual wear　　朱家角８０元、bus１２元one way
check-in：by 20:00
twin 3 rooms
single 1 room (田村)
220元

12月25日 日曜日

9:00
12:00
12:35

２月上旬 13:00-国際インターンシップの発表会

上海空港発…春秋航空 9C8889便
高松空港着

高松空港発…Kotoden bus

上海見学（no flight to Japan on this day）

星之悦酒店浦东机场1店（晚霞酒店）

空港1号航站楼4号柜台、電話：15102159319

南京(10:00)→上海(11:40)

hotel check-in（by 18:00）
【hotel information】 莫泰168　予約 : 王南路　連絡番号：18768106483(王珏)

住所 : 上海市黄浦区徐家汇路3-7号

香川大学と中国浙江工商大学,南京農業大学学生交流　２０１６−２

午前：Student's presentation of research works (8-10 min each:6 person from Kagawa)

午後: Nanjing Duck factory and 白馬campus tour

南京農業大学Hanyuan Hotel

大学or hotel→西湖見学　（学生交流）

Guest House泊

蘇州駅→明治乳業訪問
明治乳業工場訪問（1h30min）普陀山路189号（明治乳業工場）
昼食後蘇州観光（観前街）

蘇州北→南京南駅　16:38→17:37(99.5元)

南京農業大学　check-in Hanyuan Hotel

Hotel to shopping of foods for curry noodle preparation
holiday
Buy something for curry making.
Preparation of Sanuki Noodle with Curry sauce、食事(学生交流)

Guest House泊

 午前
外事部訪問。南京農業大学食品科学部、畜産科学研究所見学

Introduction of Kagawa University and special course for foreign students. Sakura Science
Plan by Tamura? Or lecture by Tamura on "flavor analysis by the coupling of sensory and
GC analyses".
中山陵　walking
南京農業大学Hanyuan Hotel

Hotel to University
国際交流部挨拶　日本語学科 日本文化紹介：日本語交流大学生協
Tamura will join Academic seminar and present my recent works
Campus tour such as library, book store, laboratory.
lunch
Kupie factory with Chinese students in Hanzhou
杭州→蘇州北移動hotel check-in（20:00までに）17:06→19:02 G7600 (111.5元)

锦江之星  (苏州火车站北广场店)

高松築港発…Bus
高松空港着、gether at Takamatsu Airport
高松空港発…春秋航空 9C8890便
上海空港着、Lunch
To Hanzhou (杭州)

Guest House泊
　	
hotel to University
学生間研究発表会、学生交流，施設見学
昼食
Introduction of Food Safety program and Sakura Science Plan
Visit some laboratories in Zhejiang Gongshang Univ.

Guest House泊

content


