
月日 曜日

12:30- 開講式

中教室２ 中教室２

11:30- 昼食 グローバルな視点で
地域経営を学ぶ

海外訪問地の事前調査の進め方
及び自己紹介

オリエンテーション 京都大学理学研究科理学部
留学支援室　 講師　 鈴木 あるの

大食堂

川勝　健志
※1

平成30年度「グローバルな視点で地域経営を学ぶ～多様な主体を活かす～」国内研修時間割
（敬称略）

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

18:00～
交流会

9/12 水

11:00-12:00 受付 【講義】(13:00-14:30) 【演習導入講義】(14:45-17:15)

9/13 木

【講義】 【講義】

ポートランド概要と住民参加
日本文化の基礎
(15:50～17:20)

中教室２ 和集会室

【講義】

コミュ二ティ・住民からみるポートランド

株式会社アーキネティクス 代表取締役
（一社）裏千家淡交会

京都府立大学公共政策学部 准教授 名誉師範　北野 宗道

9/14 金

【講義】 【講義】アメリカ社会と地方行政 【演習】海外訪問地の事前調査
アメリカの地方自治とＮＰＯ (13:00-14:30) (14:45-17:00)（グループ活動）

静岡大学人文社会科学部法学科
教授　日詰 一幸

※1

在大阪・神戸アメリカ総領事館
政治・経済担当領事　コリン・フィシュウイック

※1

中教室２

(全体での情報共有)
京都大学理学研究科理学部留学支援室　講師

鈴木 あるの

海外研修オリエンテーション

委託旅行会社／ＪＩＡＭ

※１　コーディネーター:京都大学理学研究科理学部留学支援室　講師　鈴木 あるの

京都大学理学研究科理学部
留学支援室　講師　鈴木 あるの

◎日程は、都合により変更になる場合があります。 名札の色：白色　研修担当：モーア、樋爪、川端

吹田　良平
※1

中教室２

(平成30年9月12日現在）

9/15 土

【演習】海外訪問地の事前調査(発表) 　【講義】



月日 訪問都市等 現地時刻 概要 食事

JIAM発 11:00 JIAMから関西国際空港に移動
関空着
関空発

14:00
17:25 ロサンゼルスへ出発（日本航空060便）

夕食：機内

（日付変更線通過） 昼食：機内

ロサンゼルス着 12:15 入国後審査後、ポートランド行きの国内便に乗り継ぎ（アメリカン航空6032便） 夕食：レストラン

ロサンゼルス発 14:30
ポートランド着 16:56 ポートランド国際空港に到着、その後ポートランド市内へ移動、ホテルのチェックイン

9:00-11:00 視察１【オリエンテーション講義】 朝食：ホテル

◇World Oregon（会議室） 昼食：レストラン

市内視察（徒歩） 夕食：レストラン

16:00-17:00 視察２【ポートランド市行政紹介】

◇City of Portland, Office of Government Relations

9:30-10:30 視察３【ポートランド市の経済状況】 朝食：ホテル

◇ Ziba国際戦略部長　山崎満宏氏 (元ポートランド市企画振興部企業開発担当) 昼食：レストラン

11:00-12:00 視察４【スタートアップ企業や小規模ビジネスの個性の大切さ】 夕食：レストラン

◇Supportland
14:00～
16:00

視察５【オレゴン州と日本の歴史・文化的つながり、オレゴン州での日系企業の進出状況や日本企業誘致等】

◇オレゴン日米協会 Executive Director, Graham氏

17:00-18:10 【ふりかえり】（会議室）

ポートランド 8:15- ベンド市へ移動（貸し切りバス）約3.5時間（北回り） 朝食：ホテル

13:30-14:00 視察6【都市計画】 昼食：レストラン

◇City of Bend , City Manager　Erik King（ベンド市シティマネージャー　エリクキング氏） 夕食：レストラン

15:00-16:00 視察7【ベンド市のホスピタリティー戦略と人口交流】

◇Oregon State University Cascades Campus

18:30-19:30 視察8  【ベンド市議会における市民によるフリースピーチ】

(途中退席) ◇City of Bend ,City Council (ベンド市議会定例会傍聴)

9:15-10:15 視察９【自然を利用した観光戦略、観光振興】 朝食：ホテル

◇Visit Bend（ベンド市観光局） 昼食：レストラン

セーラム市へ移動（貸し切りバス）約2時間（南回り） 夕食：レストラン

14:30-16:30 視察10【オレゴン州庁舎・議事堂視察】

◇Oregon State Capitol（オレゴン州庁舎・議事堂視察）
ポートランド ポートランド市へ移動（貸し切りバス）約1.5時間

9:30-10:30 視察11【女性や人種の違いに配慮した雇用機会向上と社会的包摂】 朝食：ホテル

◇Prosper Portland（旧：Tech Town Portland) 昼食：レストラン

13:30-15:30 視察１２【公園の維持管理（資金・人材調達、施設管理等）】 夕食：レストラン

◇Portland Japanese Garden（ポートランド日本庭園）

16:00-17:30 視察1３【未来のﾘｰﾀﾞｰに求められる知識とスキルをもった次世代の育成】

◇Center for Public Service, Portland State University
（ポートランド州立大学ハットフィールド大学院名誉教授 ダグラス・モーガン氏）

17:00-18:10 【ふりかえり】（会議室）

◇Portland Farmers Market 昼食：レストラン

18:00-21:30 視察１５【ホームビジット】 地元家庭との交流及び夕食 （６班の予定） 夕食：レストラン

◇World Oregonによるアレンジ

11:30-13:30 視察１６【質疑応答・意見交換】 朝食：ホテル

◇ポートランド州立大学ハットフィールド大学院准教授　西芝 雅美　氏 昼食：レストラン

帰国準備 夕食：レストラン

17:00-18:10 【ふりかえり・まとめ】（会議室）

4:00頃 ホテルのチェックアウト、空港に移動

6:20 ポートランド国際空港チェックイン（アメリカン航空6052便）
ロサンゼルス国際空港へ出発 昼食：機内

8:57 ロサンゼルス国際空港に到着
14:05 国際線に乗り継いで、日本へ出発（日本航空069便）（機中泊）

10
9月25日

（火）
関空着 18:15 関西国際空港到着、その後、解散

朝食：機内
昼食：機内

【同行講師】　京都大学理学研究科理学部留学支援室　講師　鈴木あるの氏

※日程は、都合により変更になる場合があります。　また、発着日時及び交通機関は変更になる場合があります。

8
9月23日

（日）
ポートランド

7
9月22日

（土）
ポートランド

10:00-11:00 視察１４【オーガニック農場と地域経済の発展】

3

朝食： ポートラ
ンド空港

ロサンゼルス

9
9月24日

（月）

ポートランド

朝食：ホテル

5
9月20日

（木）

ベンド

セーラム

6
9月21日

（金）
ポートランド

9月18日
（火）

ポートランド

4
9月19日

（水） ベンド

平成30年度「グローバルな視点で地域経営を学ぶ～多様な主体を活かす～」　海外研修日程表
平成30年9月14日現在

1
9月16日

（日）

2
9月17日

（月）
ポートランド
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