2017 年 5 月 25 日版

《横浜市立大学サイエンス・サマープログラム》

Global Dialogue for the Future We Want:
Diversity and Harmony in Question
～私たちはどんな未来をつくりたいのか：多様性と共生の岐路にたつ今を考える～

期間： 2017 年 7 月 31 日（月）～８月６日（日）
場所： 横浜市立大学（金沢八景キャンパス）、福島県いわき市
主催： 横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科
参加学生：
①海外学生：下記の大学から大学院生及び学部生 計 10 名を招聘予定
(Spain) 5—University of Navarra: 1, Complutense University of Madrid: 1,
University of Salamanca: 1, University of Santiago de Compostela: 2
(Finland) 1—University of Oulu
(USA) 2—University of California, San Diego
(Mexico) 2—UDLAP
②市大生：大学院生および学部生 ※どの研究科、学部の方でも参加できます。

海外大学からの招聘教員：

Dr. Josef Hochgerner (Sociologist, Founder of Center for Social Innovation, Vienna)
【プログラム】
日程

時間帯

内容

7/31

10：00～12：30

講義『横浜市職員、市大職員の被災地派遣について』

（月）

13：30～16：30
17：00～18：30

8/1
（火）

会場

横浜市職員招聘、市大職員

八景キャンパス

地震シミュレーター体験（横浜市消防局）

（文科系研究棟１階）

講義『原発・廃炉について』学外から講師招聘
ウェルカムパーティ（窪田吉信学長出席）
いわき市でのフィールドトリップ

7：00 -横浜駅からバスに乗車（乗車場所詳細は未定）

大会議室
生協食堂
（シーガルセンター）
（バスでの移動）
横浜駅 発
↓

10:30 -大久コットン畑で農作業（久ノ浜エリア）

いわき四倉 IC
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↓
12：30 -はまかぜキララで店舗見学兼昼食

昼食
↓

13:30 -いわき市地域防災交流センター久之浜・大久ふれあ
い館視察 および コットンベイブ作りについて講話

16:00 -横浜へ

久ノ浜町 着
↓

久ノ浜町 発
↓

19：30 -横浜駅でバスから降車（降車場所詳細は未定）
8/2

13：00～16：00

（水）

横浜駅 着

-開講式
-福島についての映像資料鑑賞
-講義

“Social Innovation for our Future”
(Dr. Josef Hochgerner/ (30 min. + Q&A))

八景キャンパス
（文科系研究棟１階）

-パネルディスカッション
“What Crossroad are we at? What should be done?“

大会議室

(Dr.Josef Hochgerner, 滝田教授、学生)

8/3

16:30-18:00

グループワーク

9：00-13：00

-エクスカーション（横浜中華街、寿町、山手）

（木）

(Advisor: 本宮教授、松本准教授)
14:00-15:00

横浜中華街
寿町、山手

-講義 (50 分) テーマは A or B

A. “Second Generation of Immigrants Now”
(坪谷准教授、滝田教授)

B. “Refugee Problem in Japan and the World”
(Magali Ntongo 元 JRA 研究員、渡曾准教授)
15:00-16:00

-講義 (50 分) テーマは C or D
C. “Representation of Atomic Power in literature and

八景キャンパス
※教室未定

image” (庄司教授、中谷准教授、角田准教授)
D. “Japanese Society from Gender Perspective”
(佐藤教授、平井准教授、山﨑准教授)

8/4
（金）

16:30-18:00

グループワーク

10：00-12：00

-プレゼンテーション (E and F):
E. 10:00 “What is the Role of Education”
(Advisor: 高橋教授、三上教授、乙坂教授)

八景キャンパス
※教室未定
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F. 11:00 Special Student Session
(Advisor: 山根教授、柿崎教授、乙坂教授)
12：00-18：00

-エクスカーション:東京または鎌倉
(Advisor: 本宮教授、松本准教授)

8/5

9：00-12：00

（土）

8/6

-個人での振り返り、レポート作成（ディスカッション準
備）

13：00-17：00

9：00-12：00

東京 or 鎌倉

-グループワーク（ディスカッション準備）

八景キャンパス
※教室未定

-まとめのためのディスカッション (非公開)

（日）
13：00-15：00
15：00-16：00

-パネルディスカッション (公開)
-閉講式（岡田公夫副学長より修了証書授与）

※海外学生は、７月 30 日（日）に来日し８月７日（月）に帰国します。
※上記は予定であり、変更の可能性があります。

八景キャンパス
教室未定

