
（敬称略）

月日 曜日

　海外研修オリエンテーション

9/19 土
9/20 日
9/21 月
9/22 火
9/23 水
9/24 木
9/25 金
9/26 土
9/27 日
9/28 月

※１　静岡大学人文社会科学部法学科　教授　日詰　一幸

平成27年度　「これからの公共のあり方～国際比較の視点から～」国内研修時間割

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～)

～日本の現状を中心に～ 目的発表
12:30- 開講式 静岡大学

人文社会科学部法学科

教授　 日詰　 一幸
オリエンテーション 静岡大学人文社会科学部法学科

教授　 日詰　 一幸

9/15 火

11:00-12:00 受付 【講義】 【発表・自己紹介】 17:30- 交流会
11:30- 昼食 これからの公共 海外研修に向けての

【中教室3】 【中教室3】 【中教室3】 【和室（1F)】

9/16 水

【講義】 【事例紹介】 【事例紹介】 【演習導入講義】

～ＮＰＯに視点を置きながら～ 協働の仕組みづくり 協働の仕組みづくり 事前調査の進め方
～東近江水環境自治
協議会の取り組み～

～生活困窮者の
自立支援～

【課外学習】
これからの公共のあり方の日米比較 ＮＰＯ等と行政の ＮＰＯ等と行政の 海外訪問地の （グループ活動）

9/17 木

【課外学習】 【演習】 【演習】

静岡大学人文社会科学部法学科
教授　日詰　一幸

東近江水環境自治協議会
顧問（初代会長）

丹波 道明

野洲市市民部
市民生活相談課

課長補佐　生水　裕美

静岡大学
人文社会科学部法学科

教授　 日詰　 一幸
コーディネーター※１ コーディネーター※１

【演習】 【課外学習】
8:30-9:25 海外訪問地の事前調査 海外訪問地の事前調査（中間発表） 海外訪問地の事前調査 （グループ活動）

【中教室3】 【中教室3】 【中教室3】 【中教室3】 【中教室3・2A～2E】

【中教室3・2A～2E】 【中教室3・2A～2E】 【中教室3】 【中教室3・2A～2E】 【中教室3・2A～2E】

（グループ活動） （グループ活動） （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

静岡大学人文社会科学部法学科
教授　日詰　一幸

静岡大学
人文社会科学部法学科

教授　 日詰　 一幸

9/18 金

【課外学習】 【演習】 【講義】 14:10～
8:30-9:25

静岡大学人文社会科学部法学科
教授　日詰　一幸

静岡大学
人文社会科学部法学科

教授　 日詰　 一幸

【中教室3・2A～2E】 【中教室3】 【中教室3】

海外訪問地の事前調査（発表） 事前調査のまとめと
ふりかえり（グループ活動） （全体での情報共有）

海外研修
海外研修
海外研修
海外研修
海外研修
海外研修

海外研修
海外研修
海外研修
海外研修



月日 訪問都市 研修内容

1
9月19日
（土）

JIAM発 13:00 JIAMから関西国際空港に移動

関西国際空港着
関西国際空港発

14:30
16:40

関西国際空港からサンフランシスコへ出発（UA34便）

（日付変更線通過）
サンフランシスコ着 10:35 サンフランシスコ到着

○サンフランシスコ　ウォーターフロント視察
バークレー バークレーへ移動後ホテルチェックイン

（バークレー泊）

2
9月20日
（日）

バークレー 9:00～11:00
○沖　えり氏セミナー（視察導入・アメリカのNPOについて）
（宿泊ホテル内会議室）

11:00～12:00 【ふりかえりⅠ】

午後 市内視察（自由）

（バークレー泊）

3
9月21日
（月）

バークレー 訪問１・２【防災】※同時に実施

◇Community Emergency Response Team (CERT)
（消防局が実施する地域防災プログラムに基づく防災に関する市民ボランティア）

◇City of Berkeley Fire Department（バークレー市消防局）

訪問３【観光振興】

◇Berkeley Office of Economic Development（観光BID/BIDを管轄するバークレー市の部署)

サンノゼ サンノゼへ移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サンノゼ泊）

4
9月22日
（火）

サンノゼ 9:00～10:00 訪問４【産業振興】

◇San Jose Office of Economic Development（サンノゼ市の産業振興を管轄する部署）

13:00～14:00 訪問５【産業振興】

◇Prospect Silicon Valley（シリコンバレーで企業支援を行うNPO団体）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サンノゼ泊）

5
9月23日
（水）

サンノゼ 9:00～11:00 訪問６【起業支援】

◇GSV Labs（旧 Nest GSV)　（スタートアップ支援を行うインキュベーション施設）

14:30～16:00 訪問７【低所得者への支援】

◇Second Harvest Food Bank of Santa Clara and San Mateo Counties（フードバンク）

17:00～19:00 【ふりかえりⅡ】

　　　　　　　　　　　　　（サンノゼ泊）

6
9月24日
（木）

サンノゼ 9:30～11:00 訪問８【観光振興】

サンフランシスコ ◇San Francisco Travel（観光BIDとして観光案内等を行う団体）

14:00～15:30 訪問９【子どもの貧困】

サンノゼ ◇Sunday Friends（低所得者世帯の親子向けに様々なプログラムを提供しているNPO団体）

　（サンフランシスコ泊）

7
9月25日
（金）

サンフランシスコ 11:15～12:30 訪問10【低所得者への支援】

◇San Francisco Mayor' s Office of Housing and Community Development
（サンフランシスコ市の住宅を管轄する部署）

14:30～16:00 訪問11【NPO支援（民間団体によるNPO支援）】

◇Tides Foundation（Tides CenterというNPOのインキュベート施設も運営しているNPOの支援を行う
財団）

　　　　　　　　　（サンフランシスコ泊）

8
9月26日
（土）

サンフランシスコ 7:00～9:00
○グライド教会
ボランティア参加体験（食事提供プログラムに参加）

○【ふりかえりⅢ】プログラム全体のまとめとふりかえり
○成果発表、意見交換及び情報共有

（サンフランシスコ泊）

9
9月27日
（日）

ホテルのチェックアウト、空港に移動

11:15 空港チェックイン後、日本へ出発
（機中泊）

10
9月28日
（月）

15:00 関西国際空港到着、その後、解散

平成27年度　「これからの公共のあり方」　海外派遣研修日程

10:00～12:00

14:00～15:00

14:00～17:00


	【最新】平成27年度国内研修時間割 （案）0723
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	HP掲載用


