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アジア TOP クラスの海外学生と英語で議論

“アジアの未来を考える”
夏季講座「YCU Summer Program in Global Service Management」開催
横浜市立大学（YCU）は、2016 年 7 月 10 日（日）からの 5 日間、アジアトップクラスの大学であるタマサ
ート大学（タイ）、香港城市大学（香港）、貿易大学（ベトナム）の学生らを招き、本学の学生とこれからのア
ジアの未来について考える「YCU Summer Program in Global Service Management」を開催します。来日す
る学生の国籍は、タイ、中国、ベトナム、インドネシア、フィリピンと幅広く、多文化の視点でのディスカッ
ションが期待されます。本プログラムは、学生のグローバル感覚を養うとともに、実践的なグローバル人材の
育成を目的とした YCU 教育の一環として実施されるため、プログラムはすべて英語で行われます。

“YCU Summer Program in Global Service Management”概要
◆開催日程
日時：2016 年 7 月 10 日（日）～14 日（木）の 5 日間

※プログラムの詳細は裏面をご覧ください。

◆テーマ
Globalization and Innovation Management beyond Borders
（グローバル化する経営と、国境を越えたイノベーション・マネジメント）
◆参加者
・タマサート大学（タイ）
、香港城市大学（香港）および貿易大学（ベトナム）の学生 約 11 名
（学部生約 7 名、院生約 3 名、研究者約 1 名）
・横浜市立大学学生 約 51 名（学部生約 44 名、院生約 6 名、研究生約 1 名）
◆場所
横浜市立大学 金沢八景キャンパス（横浜市金沢区瀬戸 22-2）
シーガルセンター2 階 学生会議室 ＜メイン会場＞
その他、日本丸メモリアルパークやお台場パナソニックセンター等でのフィールドワークも実施します。
◆プログラム内容（すべて英語で実施）
以下のテーマをもとにフィールドワークやワークショップ、ディスカッションを行います。
（１）サービス・マネジメント*の最新動向
（２）アジア諸国の政治や経済の最新動向
（３）異文化マネジメント
（４）グリーン・イノベーション
*サービス・マネジメント：サービスの提供者と受益者が協働して価値を創出するためのマネジメント。

※

プログラム期間中取材が可能です。
ご希望の方は、7/7（木）までに下記担当へご連絡ください。【事前申込制】

お問い合わせ先
グローバル推進室長

富田

勇一

Tel 045-787-8943
裏面あり

YCU Summer Program in Global Service Management
“Globalization and Innovation Management beyond Borders”
タイムスケジュール
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Day1 (7/10 日)
9:00

Day2 (7/11 月)

Day3 (7/12 火)

エクスカーション1

9:30

開会式、自己紹介等
中村 彰宏 教授(YCU)

Day4 (7/13 水)

Day5 (7/14 木)

エクスカーション2

ワークショップ2

フィールドワーク 1
Designing the Future
World 20XX
オオニシ タクヤ 准教授
(慶応義塾大学)

10:30

横浜紹介

11:00

八景キャンパスツアー

日本丸メモリアルパーク視察
（横浜市みなとみらい地区）
モデレーター:
鴨志田 晃 教授(YCU)
吉永 崇史 准教授(YCU)

12:00

昼食

昼食

講義 1

フィールドワーク 2

ワークショップ1

成果発表

Globalization and Creativity:
Interconnectedness in an Age
of Rising China in a Global
Culture
Reuben Mondejar 准教授
(香港城市大学)
アシスタント:Chris Chu 准教授
(University of Surry, UK)

企業ショールーム視察
パナソニックセンター東京
（東京湾岸エリア）
モデレーター:
鴨志田 晃 教授(YCU)
吉永 崇史 准教授(YCU)

Introduction to Japanese
Communication Style that the
Japanese Are Not Aware: Towards
Global, Co‐Creative Communication
林 吉郎 名誉教授
(青山学院大学)
モデレーター:
吉永 崇史 准教授

グループワークの
成果発表

13:00

16:10

17:00
18:00

19:00
19:30

鎌倉散策

講義 2
Service Innovation, Japanese
Style High Touch "Omotenashi"
and Hi‐tech Migration
鴨志田 晃 教授(YCU)
成果発表準備1
グループワーク
モデレーター:
大西 純 教授(YCU)

三渓園、中華街訪問

昼食

成果発表準備 2
閉会式

グループワーク

自由時間

フェアウェルパーティ
ワシントンホテル桜木町

