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平成 27 年 12 月 2 日 

 

Fukushima Ambassadors Program（FAP） VIII 短期プログラム開催 

ふくしまを世界に発信する友好
ア ン バ

大使
サ ダ ー

をアメリカとドイツから招聘 

 

今回８回目の実施となる本事業では、福島大学の協定大学から２カ国（アメ

リカ、ドイツ）、合計３大学の学生 9名を招き、県内大学に通う日本人学生及び

留学生約３５名とともに、復興過程における諸課題について問題意識を共有し

たうえ、被災地でのボランティア活動や、有識者との意見懇談会、ホームステ

イを通して、多角的に福島の今をとらえる体験を行います。 

 

○今回の特色 

第８回の今回はアメリカ、ドイツから文系専攻中心の学生を招聘し、フィー

ルドワークを中心とした実践教育及び本県の学生とのグループワーク・共同学

習機会を提供することで、彼らが福島の現状を客観的に理解し、それぞれの専

攻を活かした視点から発信すること、また将来的に本県の復興に資する共同研

究を志すきっかけとなることを目標としています。 

 

○実施概要 

■実施期間：平成２８年 １月５日（火） ～ １月１６日（土） 

 

■招聘学生：米国     ニューヨーク州立大学アルバニー校 ６名 

       ドイツ   ハノーバー大学          ２名    

ルール大学ボーフム        １名 

               

 

■学生ボランティア：約３５名（福島大学、会津大学、福島学院大学など） 

 

■行程：別紙日程案のとおり 

 

問い合わせ先：国際交流センター 

TEL 024-503-3067 



会場など 活動地点

17:15 ～ 21:30 ＜バス＋公用車移動＞　成田　→　福島 小型バス

宿泊 東横イン東口II 福島市

会場など 活動地点

8:15 ホテルロビーにて集合 東横イン東口II

8:53 金谷川駅にて学生ボランティアと対面 ＪＲ東北本線

9:30 ～ 10:00 中井学長　表敬訪問 福島大学学長室

10:30 ～ 11:30 オリエンテーション　（プログラム趣旨について） 理工記念棟

11:30 ～ 12:00 学内オリエンテーリング 学内各所

12:15 ～ 13:00 【昼食】　学食 学食

13:00 ～ 14:00 財務課（奨学金整理、線量計貸出） 財務課応接室

14:00 ～ 15:00 日本語講座 理工記念棟

15:30 ～ 15:45 <JR 移動＞　金谷川→福島駅 ＪＲ東北本線

16:00 ～ 17:00 自由行動

17:45 ～ 19:45 歓迎パーティー 市内会場

宿泊 東横イン東口II

会場など 活動地点

8:30 ホテルのロビー待ち合わせ 東横イン東口II

9:00 ～ 10:30 福島大学にて講義

11:00 ～ 12:00 グループワーク

12:15 ～ 13:15 【昼食】　学食にて福島大学生と昼食 福島駅近辺

～ ＜公共手段で移動＞　大学　→　駅前周辺

13:30 ～ 14:30 食品モニタリングセンター視察 福島駅近辺

15:00 ～ 16:00 除染プラザ視察

16:00 ～ 18:00 自由時間

18:00 ～ 学生主体の夕食会 市内各所

宿泊 東横イン東口II

会場など 活動地点

7:30 ロビーにて学生待ち合わせ・出発 東横イン東口II 福島市
7:30 ～ 9:00 ＜バス＋公用車　移動＞　福島市　→　相馬市

9:00 ～ 9:45 つなみ被災地視察・記念館視察

10:00 ～ 11:00 相馬市（原釜幼稚園）視察

11:15 ～ 12:00 県水産試験場相馬支場職員による講演 松川浦

13:00 ～ 14:00 【昼食】　南相馬みちのえき　（キッズパークも視察） 南相馬みちのえき 南相馬市

14:30 ～ 16:00 浪江町視察 浪江町　請戸地区→市役所 浪江町
16:30 ～ 17:15 病院関係者によるリスクコミュニケーションについての講演

17:30 ～ 18:00 ホームステイ先家族との対面

18:00 ～ 19:00 ＜バス＋公用車　移動＞　相馬　→　福島駅 福島駅

～ 宿泊　（留学生のみ） ホームステイ

会場など 活動地点

8:30 相馬市集合 スポーツアリーナ相馬

8:30 ～ 14:00 南相馬市小高地区にて災害復旧ボランティア活動 南相馬市活動支援センター

【昼食】未定　（桜井市長との懇談?）

12:00 ～ 13:00 日帰り温泉にて入浴 小高地区

1月６日（水曜日）オリエンテーション

福島市

相馬市

相馬市原釜地区

1月7日（木曜日）　放射能汚染の実態

福島市

1月８日（金曜日）毎日の生活への放射能の影響

相馬市

行程表

南相馬市

1月9日（土曜日）新しいふくしまへの再生　（小高）

＜プログラム日程案＞

Fukushima Ambassadors Program 　～ふくしまグローバル再興プログラム　(Ｈ２７．１１．１９現在）

時間 プログラム

1月５日（火曜日）　移動日

生涯学習会館

参加大学（アルバニー大学、コロラド州立大学、ハノーバー大学、ルール大学ボーフム）

福島大学



<ホームステイ家庭引き渡し＞ 相馬市



会場など 活動地点

8:00 留学生　相馬市待ち合わせ スポーツアリーナ相馬 相馬市

8:15 ～ 9:00 ＜バス移動＞ 相馬市　→　南相馬市

9:00 ～ 16:00 南相馬市小高地区にて災害復旧ボランティア活動 南相馬市活動支援センター

16:00 ～ 18:00 ＜バス移動＞ 相馬市　→　南相馬市

～ 18:30 学生主体の夕食会 福島市内

宿泊 東横イン東口II

会場など 活動地点

8:00 ロビー待ち合わせ 東横イン東口II

8:00 ～ 14:00 仮設住宅にて交流

14:00 ～ 15:00 「いるだけ支援」学生による講話

～ 18:30 学生主体の夕食会 福島市内

宿泊 東横イン東口II

会場など 活動地点

8:00 福島駅集合 東横イン東口II

9:30 ～ 12:00 川内村視察（長崎大学オフィスによる講話）

12:00 ～ 13:00 昼食　（川内村、会場未定）

13:00 ～ 17:00 ふたば地区の視察（みらい学園など） 広野町 広野町

宿泊　（日本人学生も実費参加可能） いわき湯本温泉　古滝屋 いわき市

会場など 活動地点

10:00 ～ 12:00 アクアマリンふくしま視察 アクアマリン

12:30 ～ 13:30 【昼食】　美食レストランなど

14:00 ～ 15:30 自由時間 福島市内に移動？

～ 18:30 学生主体の夕食会

宿泊 東横イン東口II

会場など 活動地点

～ 8:30 ロビー待ち合わせ

10:00 ～ 11:00 会津視察　（鶴ヶ城、あかべこ作りなど）

11:00 ～ 12:00 【昼食】　会津若松市内

13:30 ～ 14:30 大熊町教育委員会長による講話 会津美里町

14:30 ～ 16:00 大内宿視察

17:30 ～ 18:30 学生主体の夕食会

宿泊 東横イン東口II

会場など 活動地点

～ 9:30 ロビー待ち合わせ 東横イン東口II

10:00 ～ 12:00 福島学inFukushima Ambassadors Program　（開沼博先生） AOZ福島

12:30 ～ 13:30 【昼食】Maxふくしま内 市内

14:00 ～ 17:00 クロージングワークショップ AOZ福島

さよならパーティー 交流会館

会場など 活動地点

8:00 ～ 見送り 東横イン東口II 福島市

8:00 ～ ＜バス移動＞福島　→ 成田 東京

1月１２日（火曜日）　新しいふくしまへの再生　（双葉）

1月１６日（土曜日）　まとめ）　中

1月１３日（水曜日）　新しいふくしまへの再生　（会津）

1月１５日（金曜日）　まとめ）

1月１４日（木曜日）　新しいふくしまへの再生　（会津）

南相馬
市

北幹線仮設住宅

川内村
川内村

福島市

いわき
市

会津若
松市、
板下町

福島市

1月10日（日曜日）　新しいふくしまへの再生　（小高）

1月１１日（月曜日）　新しいふくしまへの再生　（浪江）

福島市

福島市
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