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本日のプログラム

18:30 スタートアップ
18:45 Skype Session
Saxion University of Applied Science,
Hospitality Business School,
FM Programの紹介
Q&A
19:30 プログラムの概要
20:00 説明会終了
20:15 懇親会
“Gaarden”
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The focusing topics
of the program

The target is Junior Manager / Young Manager who have a strategic role in a
FM organization.
• Hospitality / Experience
– Especially more clearly connecting to
the New Way of Work and Change Management
• Global (English), or European (EN15221)
– Demand organization, Outsourcing (performance management)
– European Benchmarking
– English lesson for FM (In Japan and Korea)
– Basic FM Definition
• Dutch enthusiasm for FM
– Field trip / Guest lecture
• Workshops
– Executive Decision Marking (image of the one by Bram Adema)
– Briefing (Image of the one by Bart Kruijshoop)
or ‘Requirements for Services (Service briefing) (on 8 Jan)
→Evelien is making list of possible workshops (on 8 Jan)

• Possible elimination
– FMIS or IWMS can be a topics if user’s aspect or more innovative
(IoT/Big Data Analysis) aspect is presented
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オランダ・サキション大学 日本人向けFMコース

プログラムの概要

4

• Schedule
– スカイプセッション(2時間) at 日本 10月上旬
– ローカルセッション(2時間) at 日本 9月 10下旬
– メインセッション(1週間) at オランダ 11/27-12/1

構成

2017
May

Jun

July

Aug

説明会
▼

募集

Decision
▼
Payment Due
▼
• 第1回オリエンテーションby 熊谷
9月中旬予定
– コース概要の説明
– 修了課題の説明
– 英語について
• セッション１
スカイプ・セッション by Saxion
10月上旬
– 基本講座：“Experince Concept”
– 各自プレゼン
‘What is my question’
何に興味があるか？

Sep

Oct

Nov

セッション１
(スカイプセッション)
ローカル
オリエン
セッション
テーション

メインセッション
11/27-12/1

• ローカルセッション by 熊谷
10月下旬予定
– 修了課題の事前準備状況の確認
– 現地への行き方、現地での生活
• メインセッション by Saxion
– 次ページへ
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メインセッション

• 主要なプログラム構成
– 1日半 企業訪問
• 1日 アムステルダム・ユトレヒト・デンボッシュなど
– 3か所程度
The New way of work/ Innovation /Change Management
• 半日 アッペルドールン・
– 1か所程度
– ワークショップ ２～３コマ （以下は過去の例）
– エクゼティブゲーム
– ブリーフィング要件定義
– Other
– ゲストレクチャー・Saxion講師
• Demand Organization, Change Management, Innovation
• FMIS or IWMS by User’s aspects
– ネットワーク FM’er スピードデート
• オランダのFM’erとの交流
– 自学習（課題発表の準備）
– 修了課題のプレゼンテーション

など
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• 2つの選択肢:
1. ご自身の仕事上の課題
2. メインセッションのカリキュラムから、選んで課題を設定

修了課題

1. ご自身の仕事上の課題
第1回ローカル
で情報提供

自学習

スカイプ
セッション

自学習
（メインまで）
メイン
セッション
最後で

2. カリキュラムからの課題

シラバス
•
•
•

各カリキュラムの目的
キーワード・ヒント・参考文献
課題・仮説・クエスチョン

自身のなぜ？を探す
熊谷がサポートします。

カリキュラムの中から１つを
選択

自身のなぜ？をプレゼンテーション
文献を調べる。自分のなぜ？を分解する

なぜ？に対して見つかったこと、わかったことを発表
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