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平成３０年２月７日 

 

Fukushima Ambassadors Program（FAP）Ⅻ 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

を英国・スコットランドから招聘 

 

 

 今回で１２回目の実施となる本事業では、福島大学の協定大学である英国・

スコットランドのグラスゴー大学からの短期留学生１４名が、福島大学に通う

日本人学生及び留学生約３０名とともに約１週間の短期集中型プログラムに参

加します。 

プログラム行程の中では、主に被災地を含む県内各地でフィールドワークを

行いながら、有識者による講話や、地域住民との交流、そして多様なバックグ

ラウンドを持つ参加者同士のグループワーク等を通して、参加学生は、復興過

程にある FUKUSHIMA の過去、現在、そして未来の諸課題を多角的に捉え、世界

に発信するスキルを育成します。 

 

 

○特色 

今回は、２月１０日に国連大学（東京都渋谷区）で開催される『アップデイ

トふくしま』（主催：アップデイトふくしま実行委員会、共催：環境省）とのコ

ラボレーションにより実施します。本事業の企画者である、マクマイケル・ウ

ィリアム経済経営学類助教が『アップデイトふくしま』のパネルディスカッシ

ョンのパネラーとして発表する際に、留学生も登壇する予定です。また、１１

日に、東京の福島発信の拠点となっている『日本橋福島館－MIDETTE-』を初訪

問します。１２日には、浪江町幾世橋地区にて帰還支援ボランティアを行いま

す。 

 

○実施概要 

■実施期間：平成３０年２月７日（水） ～ ２月１５日（木） 

■招聘学生：英国 グラスゴー大学 １４名 

■学生ボランティア：約３０名（福島大学生） 

■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

9:25 成田　留学生到着

10:00 ～ 15:00 ＜大型バスで移動＞　成田　－　福島市

15:00 チェックイン補助など

宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

9:15 ホテルロビーにて集合　(留学生） グランパークエクセル恵比寿

10:00 ～ 11:30 オリエンテーション　（これまでの6年間の歩みのおさらい）

11:30 ～ 12:30 講義　（リスクマネジメントについて）　越智　小枝先生

12:30 ～ 13:30 学生とランチ

13:30 ～ 14:15 アンケート記入など

14:15 ～ 16:15 講義　（日本語研修）　オリエンテーリング

16:15 ～ 17:00 放射能入門　（マクマイケル）

17:00 ～ 18:30 歓迎パーティー　(ケータリング） 国際交流会館多目的ホール

留学生宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

8:15 ホテルのロビー待ち合わせ グランパークエクセル恵比寿

8:30 ～ 9:30 ＜バス＋公用車　移動＞　福島市　→　郡山市

9:30 ～ 10:30 講義　 (食品の安全管理について）　福島県農業総合センター 郡山市

10:30 ～ 11:00 ＜バス＋公用車　移動＞　三春町

11:00 ～ 12:00 未来創造センター「コミュタン」視察 &　講話

12:00 ～ 12:15 ＜バス＋公用車　移動＞　三春町

12:30 ～ 14:00 【昼食】＋講話@エスぺリ　(1000円徴収）

14:30 ～ 15:30 ＜バス＋公用車　移動＞　三春町→二本松市

16:00 ～ 18:00 ゆうきの里にてコミュニティについての講話＆地元の農家との夕食交流 二本松市東和地区

留学生宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

7:15 ロビーにて学生待ち合わせ・出発 グランパークエクセル恵比寿

7:30 ～ 9:00 ＜バス＋公用車移動＞　福島市　→　相馬市

9:00 ～ 10:15 講義　 (水産業の汚染状況）　県水産試験場相馬支場 相馬市原釜地区

10:15 ～ 11:00 ＜バス＋公用車移動＞　相馬市　→　南相馬市

11:00 ～ 12:15 講義　（震災と津波）　復興浜団　上野氏（会場未定） 南相馬市萱浜

12:30 ～ 13:30 ＜昼食＞道の駅

13:30 ～ 14:30 ＜バス＋公用車移動＞　南相馬市　→　大熊町

14:30 ～ 15:30 大熊町視察 大熊町

15:30 ～ 16:30 ＜バス＋公用車移動＞　相馬市　→　南相馬市

16:30 ～ 18:30 （余裕があれば駅前散策後）双葉旅館にて夕食を兼ねた交流会 南相馬市小高地区

19:00 ～ 20:30 ＜バス＋公用車移動＞　南相馬市　→　福島市

留学生宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

7:00 ～ 12:00 ＜バス＋公用車移動＞　東京へ移動

昼食＠東京区内どこか

13:30 ～ 17:00 東京シンポジウム参加（東京宿泊）

留学生プラス日本人学生宿泊＠東京 綾瀬国際ホテル

2月10日（土曜日）　アップデイト福島

2月9日（金曜日）　沿岸被災地はいま

2月8日（木曜日）　農業と食の安全

＜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　
参加大学 (グラスゴー大学）14名 　＋　（福島大学生）　30名（延べ人数）

2月6日（火曜日）　移動日

2月7日（水曜日）　オリエンテーション　福島アップデイト

国際交流協会会議室

三春町など



会場など

8:30 学生集合 綾瀬国際ホテル

9:00 ～ 11:00 浅草観光

11:00 ～ 12:00 MIDETTE視察、自由時間

15:00 ～ 19:00 ＜移動＞東京　→　福島

留学生宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

7:00 学生集合 グランパークエクセル恵比寿

7:00 ～ 8:30 ＜移動＞　福島市→浪江町

8:45 ～ 14:00 浪江町にて帰還支援ボランティア 幾世橋地区

14:00 ～ 15:00 ＜移動＞浪江　→　楢葉町

15:00 ～ 16:30 ふくしま桜プロジェクトについて （ハッピーロード西本さん）　講話 楢葉町　道の駅

16:30 ＜移動＞楢葉→しおかぜ荘

17:00 ～ 18:00 語り部さんによるお話（講話）

留学生プラス日本人学生宿泊　（自己負担金　有）

会場など

8:30 学生待ち合わせ しおかぜ荘

9:00 ～ 9:30 ＜バス移動＞楢葉町→富岡町情報館 富岡町

10:00 ～ 12:30 第一原子力発電所　視察

12:30 ～ 13:30 【昼食】さくらモール富岡

14:00 ～ 16:30 双葉町散策 双葉町

16:30 ～ 17:30 ＜移動＞双葉町　→　福島市

学生主体の夕食会 福島市

留学生宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

8:00 学生待ち合わせ

8:00 ～ 9:30 ＜バス移動＞福島市→会津若松市

10:00 ～ 11:30 講義　（震災から学んだもの　伝統芸能の重要性） 漆とロック　貝沼さん

11:30 ～ 11:45 ＜バス移動＞会津若松市内→鶴ヶ城

11:45 ～ 12:45 【昼食】鶴ケ城予定

13:00 ～ 14:30 鶴ケ城視察

14:30 ～ 15:00 ＜バス移動＞会津若松市→喜多方市

15:00 ～ 16:00 あかべこ絵付け

16:00 ～ 17:00 大和川酒造見学

17:00 ～ 18:00 【バス移動】　喜多方→福島市

学生主体の夕食会

留学生宿泊 グランパークエクセル恵比寿

会場など

～ 9:00 学生集合

9:30 ～ 10:30 クロージングレクチャー　天野さん　「２１世紀のコミュニティづくり」

10:30 ～ 12:00 クロージングレクチャー　大和田さん　「何を伝えるのか」

13:30 ～ 16:30 クロージングワークショップ　「福島で得た知見」

17:00 ～ 18:00 さよならパーティー

会場など

4:30 早朝バス乗車　→　成田空港へ

会津若松市内

喜多方市

2月15日（木曜日）　福島から何を学ぶのか

福島大学経済経営学類棟

2月14日（水曜日）　福島の復興と教訓

2月12日（月曜日）　ふたばのＲＥ：ＢＯＲＮ

しおかぜ荘

2月13日（火曜日）　廃炉と福島の未来

大熊町

2月16日（金曜日）

2月11日（日曜日）　福島の再ブランド化
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