
午前① 午前② 午後① 午後② 夜

（陸上）9:15～10:30 （陸上）10:45～12:00 （陸上）14:15～15:30 （陸上）15:45～17:00 （陸上）20:00～21:00

（船上）9:30～10:45 （船上）11:00～12:15 （船上）14:15～15:30 （船上）15:45～17:00 （船上）20:00～21:00

1 平成28年1月14日 (木)  

2 1月15日 (金) オリエンテーション 歓迎会

3 1月16日 (土)

4 1月17日 (日)

5 1月18日 (月)

6 1月19日 (火) ｱｲｽﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ

7 1月20日 (水) 自主活動

8 1月21日 (木) コース顔合わせ LG顔合わせ、委員会決め 委員会活動

9 1月22日 (金)

10 1月23日 (土) NP練

11 1月24日 (日) 文化紹介活動のPR

12 1月25日 (月) NP練

13 1月26日 (火) ｵﾘｾﾝ退所説明

14 1月27日 (水)  横浜港へ移動 乗船 ADMｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

15 1月28日 (木) 出港16:00
13:30-15:00 / 15:00-15:30
ｵｰﾌﾟﾝｼｯﾌﾟ、出航式 16:00 横浜出港 心理学セミナー

16 1月29日 (金) NP（日本）

17 1月30日 (土)

18 1月31日 (日) 船長講話 NP（バーレーン） NP（ニュージーランド）

19 2月1日 (月) 委員会活動 NP（UAE) NP（チリ）

20 2月2日 (火) ﾃﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ NP（メキシコ） NP（タンザニア）

21 2月3日 (水)  自習・補講 NP（ロシア） NP（インド）

22 2月4日 (木)  公式写真撮影 ブリッジツアー プロマネセミナー② NP（スリランカ） NP（オーストラリア）

23 2月5日 (金)
入港8:00
出港18:00

24 2月6日 (土) 団長講話

25 2月7日 (日)

26 2月8日 (月)  文化紹介活動② 委員会活動 ﾃﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

27 2月9日 (火) 入港15:00 チェンナイ入港　 レセプション

28 2月10日 (水) 　

29 2月11日 (木)

30 2月12日 (金) 出港18:00 訪問国活動（インド） チェンナイ出港 振り返り

31 2月13日 (土)

32 2月14日 (日) 入港10:00 コロンボ入港

33 2月15日 (月)  

34 2月16日 (火)

35 2月17日 (水) 出港12:00 コロンボ出港 振り返り 委員会活動

36 2月18日 (木)

37 2月19日 (金) 　

38 2月20日 (土) 　

39 2月21日 (日)
入港12:00
出港22:00

公式写真撮影

40 2月22日 (月)

41 2月23日 (火)

42 2月24日 (水) ﾃﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

43 2月25日 (木)

44 2月26日 (金) リハーサル

45 2月27日 (土) 　 修了式 下船説明 ﾌｪｱｳｪﾙﾃﾞｨﾅｰ

46 2月28日 (日)

48 3月1日 （火）  

(西回り） 平成27年度次世代グローバルリーダー事業日程（案） 

地方プログラム（ホームステイ）

OPY：地方プログラム（表敬訪問・施設訪問）
JPY：出航前研修

外国参加青年来日

時差調整・体調管理

地方プログラム（ホームステイ）

陸
上
研
修

全体オリエンテーション 導入フォーラム

異文化理解セミナー①（対人関係）

スポーツ＆レクリエーション 休日

都内視察

リーダーシップ・セミナー① コース・ディスカッション①

OPY：地方プログラム（東京へ移動）
JPY：出航前研修

プロジェクトマネジメント・セミナー① PYセミナー①

課題別視察

船
上
研
修

オリセン退所、国連大学訪問

9:00-10:30 / 10:45-11:00 / 11:15-11:45
出国手続き、船側ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、避難訓練

リーダーシップ・セミナー② NP練

休日

コース・ディスカッション②

文化紹介活動①

異文化理解セミナー②

コース・ディスカッション③

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ寄港（給油・給水）

リーダーシップ・セミナー③ PYセミナー②

プロジェクトマネジメント・セミナー③ 文化紹介活動③

アドバイザー・セミナー 休日

コース・ディスカッション④

訪問国活動準備

訪問国活動（インド）

訪問国活動（インド）

休日 訪問国活動準備

訪問国活動（スリランカ）

訪問国活動（スリランカ）

訪問国活動（スリランカ）

休日

コース・ディスカッション⑤ PYセミナー③

シンガポール寄港（給油・給水）

リーダーシップ・セミナー④ エキシビション(文化紹介活動の成果発表）

事後活動セッション① 自主活動

異文化理解セミナー③ (Re-entry） 事後活動セッション②

プロジェクトマネジメント・セミナー④ サマリー・フォーラム準備

日本参加青年帰国後研修

サマリー・フォーラム

評価会

下船準備

47 2月29日 (月) 入港8:00 東京帰港　　　　　　11:30 解散式・解散ﾊﾟｰﾃｨｰ　　下船
（外国参加青年は成田空港へ、
日本参加青年は帰国後研修へ）帰

国
後
研
修


