
（敬称略）
日付 曜日 9:00～ 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）

8月24日 月 11:00-12:00　受付 開講式

11:30-　昼食 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

8月25日 火  【講義】

 浅野　一弘

8月26日 水 【演習】 【演習】 【演習】

「演習オリエンテーション」 「海外事情調査」

札幌大学　法学部　教授 札幌大学　法学部　教授

浅野　一弘 　浅野　一弘 JIAM担当教授

中教室４ 中教室４ 中教室４

8月27日 木 【演習】 【演習】 課外学習

「海外事情調査」 「演習発表準備」

JIAM担当教授 JIAM担当教授

中教室４ 中教室４

8月28日 金 【演習】 【演習】 【事例紹介】

「海外事情調査」 「演習発表準備」 「海外研修に参加して」

愛知県　春日井市

市民生活部　市民課　主事

JIAM担当教授 JIAM担当教授 木原　政義

中教室４ 中教室４ 中教室４

8月29日 土

8月30日 日

8月31日 月

9月1日 火 【演習】

「海外事情調査」

JIAM担当教授

中教室４

9月2日 水

.

9月3日 木

谷　益美

9月4日 金 【事例紹介】 【演習】

「PPPの国内事例」 「演習発表準備」 海外研修オリエンテーション

　鎌田　千市 JIAM担当教授 JIAM担当教授

中教室４ 中教室４ 中教室４

9月5日 土

9月6日 日

9月7日 月

浅野　一弘 浅野　一弘

中教室４ 中教室４

「海外事情調査」発表、講評、まとめ 「演習」発表、講評、まとめ

札幌大学　法学部　教授 札幌大学　法学部　教授

小池　治

中教室４

自主研究

自主研究

【演習】 【演習】

「自治体経営～アメリカのPPP～」

岩手県紫波町経営支援部
企画課公民連携室長横浜国立大学  大学院国際社会科学研究院　教授

加藤　久和

中教室４ 中教室４ ４A・４B・４Ｃ

【講義】 課外学習

「人口問題」 リーダーシップ論 17：15－18：45

明治大学　政治経済学部　教授 Office123　代表

金谷 信子  　町田　宗芳

中教室４ 中教室４

【講義】 【講義・演習】　　 英語５

「行政とNPOの協働」 日本伝統文化

講義、茶道裏千家今日庵、資料館等見学

広島市立大学国際学部　教授  裏千家　今日庵　業躰

長田　進 岩崎　美紀子

中教室４ 中教室４ ４A・４B・４Ｃ

【講義】 【実地研修】 課外学習

「地域住民とまちづくり」 「これからの国際化社会における地方自治
～ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽから共治へ～」

17：15－18：45

慶應義塾大学　経済学部　教授 筑波大学　人文社会系国際公共政策専攻　教授

坂倉　杏介 浅野　一弘

中教室４ 中教室４ ４A・４B・４Ｃ

【講義】 【講義】 英語４

「協働のまちづくり」 「海外事情調査中間指導・演習中間指導」 17：15－18：45

東京都市大学都市生活学部　准教授 札幌大学　法学部　教授　

中教室４ ４A・４B・４Ｃ

自主研究

自主研究

【講義・事例紹介】 【演習】 英語３

「2年間のアメリカ留学からの学び」 17：15－18：45

東日本旅客鉄道株式会社　国際業務部

　須野原　賢

山田　史郎 正教授　北野　宗道

中教室４ 中教室４・和室

【講義】 英語２

「アメリカの歴史と文化」 「茶道（日本伝統文化）」

同志社大学文学部文化史学科　教授 （一社）茶道裏千家淡交会 特別参事

龍谷大学　非常勤講師

富岡　美知子

中教室４ ４A・４B・４Ｃ

【講義】 【講義・実習】

中教室４ 中教室４

【講義】 英語１

「海外事情調査
オリエンテーション」

「異文化コミュニケーション」 17：15－18：45

異文化コミュニケーション　トレーナー

「アメリカ自治体の行財政制度・統治のしくみ」 「アメリカ自治体のまちづくり・地域政策」

明治大学　名誉教授 札幌大学　法学部　教授

中邨　章

明治大学　名誉教授

中邨　章

中教室４

【講義】 課外学習

課外

【講義】 交流会 17:30-19:00

「アメリカ民主制と地方自治」

平成27年度　 グローバル人材開発コ ース 国内研修時間割



平成 27年度「グローバル人材開発コース」海外研修日程表 

 月 日(曜) 摘  要 

１ 
９月８日 

（火） 

午後：JIAMから関西国際空港に移動 

   関西国際空港からサンフランシスコへ出発 

サンフランシスコ国際空港到着後、ホテルチェックイン 

(サンフランシスコ泊） 

２ 
９月９日 

（水） 

午前：菊地 端夫氏講義  

午後：City of San Francisco（サンフランシスコ郡市）視察 

   統治機構、郡市間の役割分担、大都市の市政等についてヒアリング 

 (サンフランシスコ泊） 

３ 
９月10日 

（木） 

午前：Bay Area Council Economic Institute（湾岸地域協議会経済研究所）視察 

   広域連携、地域経済開発等についてヒアリング 

午後：City of Berkeley（バークレー市）視察 

   自治体の統治機構、住民参加のあり方等についてヒアリング 

Center for Independent Living Berkeley（障害者支援団体）視察 

   業務概要、NPO活動の課題等についてヒアリング 

            （サンフランシスコ泊） 

４ 
９月11日 

（金） 

午前：University of California,Berkeley（カリフォルニア大学バークレー校）見学 

午後：Cal Fresh（州の福祉関連プログラム）視察 

   館内見学、支援事業内容や組織体制についてヒアリング 

夕 ：【ふりかえりⅠ】 

            （サンフランシスコ泊） 

５ 
９月12日 

（土） 

午前：サンフランシスコ市内視察 

午後：Home Visit（ホーム・ビジット体験、夕食交流） 

            （サンフランシスコ泊） 

６ 
９月13日 

（日） 

午前：ホテルチェックアウト 

サンフランシスコから国内便にてデンバーへ移動、デンバー市内見学   

（デンバー泊） 

７ 
９月14日 

（月） 

午前：Downtown Denver Partnership  

中心市街地の再開発、BID手法等についてヒアリング 

午後：The Metro Denver Economic Development Corporation 

（デンバー大都市圏経済開発公社）視察 

      広域連携、エリアマネジメント等についてヒアリング 

Colorado State Government,Department of Local Affairs 

（コロラド州政府自治体担当部局）視察 

   州との関わりや、組織形態等についてヒアリング 

（デンバー泊） 

８ 
９月15日 

（火） 

午前：Forest City Stapleton,Inc 

空港跡地の大規模再開発、持続可能な都市整備等についてヒアリング 

午後：City of Boulder 

シティ･マネージャー制度や都市経営における成長管理政策等についてヒアリング 

（デンバー泊） 

９ 
９月16日 

（水） 

午前：ホテルチェックアウト 

デンバーから国内便にてサンフランシスコへ移動、サンフランシスコ市内見学 
夕 ：【ふりかえりⅡ（宿泊ホテル内）】 

  （サンフランシスコ泊） 

１０ 
９月17日 

（木） 

午前：ホテルチェックアウト 

サンフランシスコ国際空港から関西国際空港へ出発 

（機中泊） 

１１ 
９月18日 

（金） 
関西国際空港到着後、解散 
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