
ミャンマーからの留学生

テー・イー・モン さん　
公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 国際ビジネス情報学科経営学コース出身
東京福祉大学 社会福祉学部経営福祉コース通信教育課程出身
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2013

第３３回
東京福祉大学
グループ

医療と福祉、心理、教育の先進国アメリカを
肌で感じ、現地の人の心とふれあう1ヵ月！！
★アメリカのビジネス・医療・福祉・心理・教育の専門家による特別講義受講★
★現地の進んだ福祉施設・医療機関・教育施設等の見学、ふれあい★
★市内観光、ショッピング、メジャーリーグ観戦等の自由時間もたっぷり★
★ハーバード大学・フォーダム大学のきれいな寮でのキャンパスライフを満喫★

2013‐T‐1

■お申し込み・お問い合わせは　東京福祉大学グループ各校教務課まで

東 京 福 祉 大 学： 伊 勢 崎 キャンパ ス 教務課 0270‐20‐3672
 池 　 袋 キャンパ ス 教務課 03‐5960‐7011
 名 古 屋 キャンパ ス 教務課 052‐203‐0576

Aコース（全　行　程） …￥698,000（予定）

Cコース（ハーバード） …￥485,500（予定）

レートの変動により、費用が変更される場合があります。
本学が当プログラムの費用の一部を負担しています。

費 用（消費税込み）

参加費用にローンが利用できます！
☆在学中は利息のみの支払いで、

卒業後からの返済が可能な「元金据置払い」あり！！
2012年度取扱い教育ローン〈詳しくはお問い合わせください〉

◆日本政策金融公庫「国の教育ローン」
◆ジャックス「元金据置型学費ローン  悠裕プラン」など

Bコース（ニューヨーク） …￥444,800（予定）

7月14日（日）

7月25日（木）

8月6日（火）
8月7日（水）

フォーダム大学にて開講式　
講義受講、医療･福祉施設見学、ディナークルーズ、その他
フリータイム（マンハッタン散策･ショッピングなど）
ニューヨーク市内観光（自由の女神など）
メジャーリーグ観戦（ニューヨーク）

7月14日（日）

7月25日（木）
7月26日（金）

成田空港発
→ニューヨークへ

ニューヨーク発
→成田空港着　解 散

成田空港発
→ニューヨークへ

  

ニューヨーク発
→ボストンへ

ボストン発
→成田空港着　解 散

Bコース（ニューヨーク中心）［13日間］

Aコース（全行程）［25日間］

フォーダム大学にて開講式
講義受講、医療･福祉施設見学、ディナークルーズ
フリータイム（マンハッタン散策・ショッピングなど）
ニューヨーク市内観光（自由の女神など）
メジャーリーグ観戦（ニューヨーク）
ハーバード大学法科大学院にて開講式
講義受講、医療・福祉施設見学、ディナークルーズ、その他
ボストン市内観光（ハーバードスクエア、ダウンタウンなど）

フォーダム大学
FORDHAM UNIVERSITY

ハーバード大学
HARVARD UNIVERSITY

ハーバード大学法科大学院にて開講式（ケンブリッジ市）
講義受講、医療･福祉施設見学、ディナークルーズ
ボストン市内観光（ハーバードスクエア、ダウンタウンなど）

7月25日（木）

8月6日（火）
8月7日（水）

成田空港発
→ボストンへ

ボストン発
→成田空港着　解 散

Cコース（ハーバード中心）［13日間］ ハーバード大学
HARVARD UNIVERSITY

フォーダム大学
FORDHAM UNIVERSITY

第３３回 アメリカ夏期短期研修 スケジュール（予定）

1．右記料金に含まれるもの
●全行程エコノミークラス航空料金
●ハーバード大学・フォーダム大学での宿泊料金
●必須プログラムにかかる交通費
●食事料金（土・日を含まない1日3食分・予定）
※曜日・時間帯により2食となることがあります。
●教授授業料（講義料金）・通訳料金※
●医療・福祉・教育施設等の見学費用※
●シェパロン（現地スタッフ）費用
●ディナー・クルージング費用
※この短期研修で受講した講義と施設見学は東京福

祉大学の単位として認められます。　
2．上記費用に含まれないもの（注意）

●パスポート申請・取得にかかる費用
●海外旅行傷害保険料（必ず加入）
●自宅～成田空港間の交通費
●個人的な諸費用（土産代など）
●抗体検査および予防接種にかかる費用　

アメリカ夏期短期研修奨学金有！！
※詳しくは中面を参照してください。

3．取消料
参加申し込み後、自己都合により短期研修への
参加をとりやめる場合の取消料
　出発日の60日前まで…￥50,000
　出発日の15日前まで…旅行費用の20％
　出発日の 3 日前まで…旅行費用の50％
　出発日の 2 日前以降…旅行費用の100％　

4．免責事項
　短期研修中の天災・火災・不慮の災害・政府
および公共団体の命令・政変・ストライキ・戦争・
暴動・流行病・隔離・税関規制など、不可抗力の
事由により生じた損害、参加者各位が法令もし
くは公序良俗に反する行為を行ったために生じ
た損害については責任を負いかねます。また、
自由行動時の事故、およびそれに伴う損害につ
いては、参加者各自の責任であり、学校は一切
の責任を負うものではありません。

公務員・保育・介護・ビジネス専門学校： 教務課 052‐222‐5683
理 学・作 業  名 古 屋 専 門 学 校： 教務課 052‐454‐3500
東 京 福 祉 保 育 専 門 学 校： 教務課 03‐3981‐1686

オバマ大統領の学んだ世界一の名門

ハーバード大学法科大学院の教室で受講

寮生活やカフェテリアも体験！

オバマ大統領の学んだ世界一の名門

ハーバード大学法科大学院の教室で受講

寮生活やカフェテリアも体験！

全世界の希望の星、
オバマ大統領の生い立ちに思いを馳せる 

　アメリカ合衆国の大統領、バラク・オバマ氏も学んだのがハーバード
大学法科大学院です。
　オバマ大統領はハワイで生まれ、少年時代を離婚した母とインドネシ
アで過ごしました。生活保護を受け貧しい家庭で育ちながら奨学金を
利用し、コロンビア大学からハーバード大学法科大学院まで進学。夢を
もち、努力と勉学を続けることで自らの貧しさを克服し弁護士となり、大
統領にまでなったのです。自分を信じて努力し工夫すれば、夢は現実の
ものになる。それは、東京福祉大学に入学して教員や公務員など夢の
実現をめざすあなたも同じなのです。
　アメリカ夏期短期研修に参加して、苦難を乗り越えてきたオバマ大統
領の学んだ教室とカフェテリアで、オバマ大統領のように世界とあなた
の明るい未来に思いを馳せてみませんか？

　毎年行われるこの短期研修は、東京福祉大学グループ（東京
福祉大学、東京福祉保育専門学校、公務員・保育・介護・ビ
ジネス専門学校、理学・作業名古屋専門学校）合同で、夏の約
1ヵ月間、ハーバード大学法科大学院とニューヨークにある
フォーダム大学の各寮に滞在し、アメリカの名門大学のキャン
パスライフを満喫します。アメリカの病院や医療・福祉・教育
施設の見学、医療系や福祉系の大学院教授による進んだ医療
技術や社会福祉、教育、心理学に関する特別講義の受講など、
将来仕事に就いた際に大いに役立つ勉強ができます。また、友
人たちとともに過ごし、かけがえのない時間を共有できるのも
魅力です。

留学生も参加！

アメリカ短期滞在ビザの申請を本学職員がサポートします！

中国からの留学生

李　牧栗 さん　
名古屋キャンパス　
教育学部教育学科

新しい発見にあふれた研修
　授業は、アメリカでも著名な先生方が、最新の理論を
詳細に説明してくださり、学生の意見や参加を促すアメ
リカならではの刺激的な授業が展開されました。研修
に参加した学生も熱心に講義を聴いて、積極的に発言
し、様々な意見が交換され、日本とアメリカの違いや似
ている点、世界的な動向について学ぶこともでき、学習
日誌に書ききれないほど新しい発見であふれていまし
た。施設見学では、教室内では学ぶことのできないアメ
リカの福祉・教育現場の実態を見学でき、日本にはない
施設やアメリカ特有の考え方などを学ぶこともでき、と
ても充実した日々を過ごせました。

将来アメリカに留学する決意が固まりました！
　将来アメリカに本格的に留学したいと思っています。
この短期研修では、有名なハーバード大学で講義を受
けたり、施設見学できることを聞き、「ぜひ行きたい！」
と参加を決心しました。
　研修では、勉強以外にも、アメリカの文化や雰囲気を
肌で感じることができ、本当に貴重な体験ができまし
た。近い将来必ずアメリカに留学し、いろいろなことを
学んで、いずれは国連でミャンマーの発展のために尽力
したいと思っています。そのためにも、留学だけでなく
短期滞在でもいいから多くの先進各国を訪れたいと、
この短期研修に参加して思うことができました。

　アジア圏からの留学生は日本でのアメリカ領事館での短期滞在ビザの審査が厳しく、個人での申請は困難です。本学では、アジア圏からの留学
生受け入れには豊富な経験と実績を持っており、第32回のアメリカ夏期短期研修においても中国人・ミャンマー人の滞在ビザを短期間で取得する
お手伝いをしました。学生の夢の実現のため、本学職員がビザ申請もサポートします。
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Manhattan
フォーダム大学があるマンハッタン地区は、

大都市ニューヨークの中心。タイムズスクエ

アや5番街、ウォール街などがあり、世界的

な有名企業が数多く立地しています。大学

や美術館、博物館も多く、経済だけでなく

文化の中心地ともいえます。

Boston
ボストンは、1630年にイギリス

からの植民者が建設した街。

ボストン茶会事件など、数々の

歴史的出来事がここで起こりま

した。ボストン都市圏には現在

100を超える大学があり、由緒

ある多数の建築物とあいまっ

て、きわめてアカデミックな雰

囲気を醸し出しています。

白髭　美夕季 さん
池袋キャンパス
社会福祉学部 社会福祉学科 社会福祉コース 2年
東京都・私立駒澤大学高等学校出身

三部　晴夏 さん
伊勢崎キャンパス
教育学部　教育学科　2年
富山県立南砺総合高等学校福野高等学校

（現、富山県立南砺福野高等学校）出身

教育学・心理学・社会福祉学の充実したカリキュラムに加え、
異文化体験を楽しめる充実のアクティビティ

アメリカ 夏 期
短 期 研 修 奨 学 金
学習意欲のある優秀な学生に、参加費用の一
部を返還！全参加者について、現地での生活・
学習態度、レポート、感想文などを総合的に評
価して奨学生を決定します。

異文化とふれあい、充実感あふれ
る１か月
　初めての海外だったので、緊張や不安もあり
ましたが、シャペロン（日本語が話せる現地学
生）が親身にサポートしてくれたので、安心して過

ごすことができました。仲良くなったシャペロンとは今
もＳＮＳなどを通じて連絡をとりあっています。
　まるで映画のようなニューヨークの街並みや、ブロードウェイで
のミュージカル鑑賞、野球観戦やディナークルーズなど、華やかな
思い出が一番心に残っています。ただその一方で、街中でホームレ
スを見かけたり、さまざまな施設見学や講義を通して、華やかさの
裏にたくさんの問題が存在することも知ることができました。
　施設見学では、特に小学校や児童施設が印象に残っています。
子どもたちの自主性を尊重した教育に日本との違いを感じました
ね。それに、一緒に折り紙を折って遊んだのですが、その時に見せ
てくれた子どもたちの笑顔はとても輝いていて、子どもの笑顔は万
国共通で素晴らしいものだと感じました。
　たった１か月でしたが、多くのことを
経験し、学び、感じることができ、充実
した時間を過ごすことができました。

【2012年度例】
成績最優秀者2名に

参加費用の20%相当額を支給

伊勢崎・池袋・名古屋キャンパス
それぞれの成績優秀者各1名に
参加費用の10%相当額を支給

進んだ福祉にびっくり
　初めての海外だったので何もかもが新鮮でした。不安もありま
したが、宿泊したハーバード大学の寮では、現地の職員さんや学生
さんにとても親切にしていただいたので、特にトラブルもなく快適
に過ごせました。
　イベントや施設見学も多く、以前から興味のあったミュージカル
鑑賞をはじめ、ディナークルーズでダンスをしたのも忘れられない
思い出になりました。訪れた施設では幼稚園での電子教材の充実
ぶりや、障害者リハビリ施設でポニーに乗って歩行感覚を疑似体
験できるなど、アメリカの進んだ福祉に
は感心しました。
　アメリカでは想像以上に驚きや新し
い発見が待っているので、是非参加して
みてくださいね。

●参加学生には単位を認定●
この短期研修で受講した講義と施設見学は、東京福祉大学の単位として認められます。
【単位が認められる科目】　アメリカの言語と文化Ⅰ・Ⅱ、国際福祉研究、国際福祉論、異文化理解、
英語コミュニケーションⅠ～Ⅴ、多文化コミュニケーション、海外福祉事情Ⅰ・Ⅱ
※学部によって異なります。詳しくは説明会で説明します。

【講　義】
●アメリカにおける教育、心理学、メンタルヘ
ルス、ソーシャルサービスの概要

　マーサ・バイアル博士（フォーダム大学社会
福祉学大学院教授、Ravazzin Center on 
Aging［加齢研究所］研究者、日米高齢者
保健福祉学会アメリカ側代表者）

●エイズについて　
　ビル・マドン（ゲイ・メンズ・ヘルス・クライシス

のボランティア）
●児童福祉──被虐待児童・養育放棄された
児童のための支援

　ロバート・イーガン（ソーシャルワーカー、ホ
リーセンター青少年相談所）
●アメリカにおける初等教育
　イルマ・マーザン（元ニューヨーク市小学校

長）

●スクールカウンセラーの仕事とは
　フラン・ブラムバーグ博士（フォーダム大学

教育学大学院）
●今までの施設見学と講義の復習　質疑応
答

　マーサ・バイアル博士

【施　設】
●チルドレンズ・ビレッジ（問題を抱えた児童

のための居住型施設）
●レバノン・ハイブリッジ・ウッディクレスト・セ
ンター（HIV/AIDS感染者のための革新的
居住施設）

●セルフヘルプ・コミュニティサービス（高齢
者自立支援施設）

●P.S.4デューク・エリントン小学校
●フランクリン・プラザ・ヘッドスタート・プログ
ラム（低所得世帯のための教育・健康支
援）

●ユニオン・ワシントン・チャイルドケア・セン
ター（子育て支援施設）

【イベント・観光】
●大リーグ観戦
●ハドソン川でディナークルーズ
●ブロードウェイでミュージカル鑑賞
●ビルド・ア・ベア・ワークショップでぬいぐる
み作り

●タイムズスクエア、エンパイヤステートビル、
チェルシーマーケット、セントラルパーク、グ
リニッジ・ビレッジ、リトルイタリーなど

講義と見学施設、おもなイベント・観光 ※2012年度例

【講　義】
●アメリカの初等教育
　レニー・グリーンフィールド博士（ボストンカ

レッジ講師）
●アメリカの精神保健制度について　
　ドミニク・ホドキン博士（ブランダイス大学

教授）
●アメリカにおける社会福祉の概要
　マイク・ドゥーナン博士（ブランダイス大学

教授）
●女性の高齢化について
　アーナ・アルコン博士（ブリッジウォーター

大学）
●薬物乱用について
　コンスタンス・ホーガン博士（ブランダイス

大学公共政策学部長）
●教育心理学
　エリダ・ラスキ博士（ボストンカレッジ応用

発達心理学科講師）

【施　設】
●スカンジナヴィアン・リヴィング・センター

（北欧をモデルにしたコミュニティー型老
人ホーム）

●パイン・ストリート・イン（ホームレスのため
の施設）

●YMCAスターリングセンター（心身育成プ
ログラムの提供施設）
●ヘイル・リザベーション（野外活動や環境保

護教育プログラムの提供施設）
●マサチューセッツ・ホスピタル・スクール（特

別支援学校と病院の機能をあわせもつ州
立施設）

●コミッティ・トゥ・エンディング・エルダー・ホー
ムレスネス（ホームレス支援施設）
●エリザベス・セント・レジデンス（カトリック系

高齢者施設）
●ベルモント・ナーサリー・スクール（保育園・

幼稚園）

【イベント・観光】
●大リーグ観戦
●ボストン湾でディナークルーズ
●オペラハウスでミュージカル鑑賞
●アメリカの伝統的なお菓子作り
●ボストン美術館、プルーデンシャル・モール、
フェンウェイパーク、ニューベリーストリー
ト、キングズ・チャペル、リトルイタリーなど

講義と見学施設、おもなイベント・観光 ※2012年度例

高齢者の自立を支援するセ
ルフヘルプ・コミュニティ
サービス。住居や教育、ケア
マネジメントなどあらゆる
サービスを提供しています

ブロードウェイのシュー
ベルト劇場でミュージカ
ル＜メンフィス＞を観ま
した！

低所得世帯の子どもたちが就学時に不利にならないよう、
教育サービスを提供するヘッドスタート・プログラムもちろん、あの自由の女神も訪れました！

ハーバードロースクールでの開校式。みんな緊張の
面持ちです

ベルモント・ナーサ
リー・スクールで子
どもたちと交流

歴史あるクインシー・
マーケットでショッピ
ングを楽しみました

ボストンでは今も馬車が観
光客を乗せて走ってます

　ニューヨーク市に170年以上の歴
史を持つ、フランシスコ・ザビエルで
有名な、上智大学と同じカトリック・
イエズス会系の名門大学です。教育
学大学院・法科大学院・社会福祉学
大学院等のある、全米トップクラス
の大学院大学です。

FORDHAM UNIVERSITY

フォーダム大学

　380年近い歴史を持つアメリカ最
初の大学で、「世界一の名門大学」と
して知られています。世界各国から
様々な民族・人種の優秀な学生を受
け入れ、卒業生はその多くが世界中
の各分野でリーダーとして活躍して
います。

HARVARD UNIVERSITY

ハーバード大学
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Manhattan
フォーダム大学があるマンハッタン地区は、

大都市ニューヨークの中心。タイムズスクエ

アや5番街、ウォール街などがあり、世界的

な有名企業が数多く立地しています。大学

や美術館、博物館も多く、経済だけでなく

文化の中心地ともいえます。

Boston
ボストンは、1630年にイギリス

からの植民者が建設した街。

ボストン茶会事件など、数々の

歴史的出来事がここで起こりま

した。ボストン都市圏には現在

100を超える大学があり、由緒

ある多数の建築物とあいまっ

て、きわめてアカデミックな雰

囲気を醸し出しています。

白髭　美夕季 さん
池袋キャンパス
社会福祉学部 社会福祉学科 社会福祉コース 2年
東京都・私立駒澤大学高等学校出身

三部　晴夏 さん
伊勢崎キャンパス
教育学部　教育学科　2年
富山県立南砺総合高等学校福野高等学校

（現、富山県立南砺福野高等学校）出身

教育学・心理学・社会福祉学の充実したカリキュラムに加え、
異文化体験を楽しめる充実のアクティビティ

アメリカ 夏 期
短 期 研 修 奨 学 金
学習意欲のある優秀な学生に、参加費用の一
部を返還！全参加者について、現地での生活・
学習態度、レポート、感想文などを総合的に評
価して奨学生を決定します。

異文化とふれあい、充実感あふれ
る１か月
　初めての海外だったので、緊張や不安もあり
ましたが、シャペロン（日本語が話せる現地学
生）が親身にサポートしてくれたので、安心して過

ごすことができました。仲良くなったシャペロンとは今
もＳＮＳなどを通じて連絡をとりあっています。
　まるで映画のようなニューヨークの街並みや、ブロードウェイで
のミュージカル鑑賞、野球観戦やディナークルーズなど、華やかな
思い出が一番心に残っています。ただその一方で、街中でホームレ
スを見かけたり、さまざまな施設見学や講義を通して、華やかさの
裏にたくさんの問題が存在することも知ることができました。
　施設見学では、特に小学校や児童施設が印象に残っています。
子どもたちの自主性を尊重した教育に日本との違いを感じました
ね。それに、一緒に折り紙を折って遊んだのですが、その時に見せ
てくれた子どもたちの笑顔はとても輝いていて、子どもの笑顔は万
国共通で素晴らしいものだと感じました。
　たった１か月でしたが、多くのことを
経験し、学び、感じることができ、充実
した時間を過ごすことができました。

【2012年度例】
成績最優秀者2名に

参加費用の20%相当額を支給

伊勢崎・池袋・名古屋キャンパス
それぞれの成績優秀者各1名に
参加費用の10%相当額を支給

進んだ福祉にびっくり
　初めての海外だったので何もかもが新鮮でした。不安もありま
したが、宿泊したハーバード大学の寮では、現地の職員さんや学生
さんにとても親切にしていただいたので、特にトラブルもなく快適
に過ごせました。
　イベントや施設見学も多く、以前から興味のあったミュージカル
鑑賞をはじめ、ディナークルーズでダンスをしたのも忘れられない
思い出になりました。訪れた施設では幼稚園での電子教材の充実
ぶりや、障害者リハビリ施設でポニーに乗って歩行感覚を疑似体
験できるなど、アメリカの進んだ福祉に
は感心しました。
　アメリカでは想像以上に驚きや新し
い発見が待っているので、是非参加して
みてくださいね。

●参加学生には単位を認定●
この短期研修で受講した講義と施設見学は、東京福祉大学の単位として認められます。
【単位が認められる科目】　アメリカの言語と文化Ⅰ・Ⅱ、国際福祉研究、国際福祉論、異文化理解、
英語コミュニケーションⅠ～Ⅴ、多文化コミュニケーション、海外福祉事情Ⅰ・Ⅱ
※学部によって異なります。詳しくは説明会で説明します。

【講　義】
●アメリカにおける教育、心理学、メンタルヘ
ルス、ソーシャルサービスの概要

　マーサ・バイアル博士（フォーダム大学社会
福祉学大学院教授、Ravazzin Center on 
Aging［加齢研究所］研究者、日米高齢者
保健福祉学会アメリカ側代表者）

●エイズについて　
　ビル・マドン（ゲイ・メンズ・ヘルス・クライシス

のボランティア）
●児童福祉──被虐待児童・養育放棄された
児童のための支援

　ロバート・イーガン（ソーシャルワーカー、ホ
リーセンター青少年相談所）
●アメリカにおける初等教育
　イルマ・マーザン（元ニューヨーク市小学校

長）

●スクールカウンセラーの仕事とは
　フラン・ブラムバーグ博士（フォーダム大学

教育学大学院）
●今までの施設見学と講義の復習　質疑応
答

　マーサ・バイアル博士

【施　設】
●チルドレンズ・ビレッジ（問題を抱えた児童

のための居住型施設）
●レバノン・ハイブリッジ・ウッディクレスト・セ
ンター（HIV/AIDS感染者のための革新的
居住施設）

●セルフヘルプ・コミュニティサービス（高齢
者自立支援施設）

●P.S.4デューク・エリントン小学校
●フランクリン・プラザ・ヘッドスタート・プログ
ラム（低所得世帯のための教育・健康支
援）

●ユニオン・ワシントン・チャイルドケア・セン
ター（子育て支援施設）

【イベント・観光】
●大リーグ観戦
●ハドソン川でディナークルーズ
●ブロードウェイでミュージカル鑑賞
●ビルド・ア・ベア・ワークショップでぬいぐる
み作り

●タイムズスクエア、エンパイヤステートビル、
チェルシーマーケット、セントラルパーク、グ
リニッジ・ビレッジ、リトルイタリーなど

講義と見学施設、おもなイベント・観光 ※2012年度例

【講　義】
●アメリカの初等教育
　レニー・グリーンフィールド博士（ボストンカ

レッジ講師）
●アメリカの精神保健制度について　
　ドミニク・ホドキン博士（ブランダイス大学

教授）
●アメリカにおける社会福祉の概要
　マイク・ドゥーナン博士（ブランダイス大学

教授）
●女性の高齢化について
　アーナ・アルコン博士（ブリッジウォーター

大学）
●薬物乱用について
　コンスタンス・ホーガン博士（ブランダイス

大学公共政策学部長）
●教育心理学
　エリダ・ラスキ博士（ボストンカレッジ応用

発達心理学科講師）

【施　設】
●スカンジナヴィアン・リヴィング・センター

（北欧をモデルにしたコミュニティー型老
人ホーム）

●パイン・ストリート・イン（ホームレスのため
の施設）

●YMCAスターリングセンター（心身育成プ
ログラムの提供施設）
●ヘイル・リザベーション（野外活動や環境保

護教育プログラムの提供施設）
●マサチューセッツ・ホスピタル・スクール（特

別支援学校と病院の機能をあわせもつ州
立施設）

●コミッティ・トゥ・エンディング・エルダー・ホー
ムレスネス（ホームレス支援施設）
●エリザベス・セント・レジデンス（カトリック系

高齢者施設）
●ベルモント・ナーサリー・スクール（保育園・

幼稚園）

【イベント・観光】
●大リーグ観戦
●ボストン湾でディナークルーズ
●オペラハウスでミュージカル鑑賞
●アメリカの伝統的なお菓子作り
●ボストン美術館、プルーデンシャル・モール、
フェンウェイパーク、ニューベリーストリー
ト、キングズ・チャペル、リトルイタリーなど

講義と見学施設、おもなイベント・観光 ※2012年度例

高齢者の自立を支援するセ
ルフヘルプ・コミュニティ
サービス。住居や教育、ケア
マネジメントなどあらゆる
サービスを提供しています

ブロードウェイのシュー
ベルト劇場でミュージカ
ル＜メンフィス＞を観ま
した！

低所得世帯の子どもたちが就学時に不利にならないよう、
教育サービスを提供するヘッドスタート・プログラムもちろん、あの自由の女神も訪れました！

ハーバードロースクールでの開校式。みんな緊張の
面持ちです

ベルモント・ナーサ
リー・スクールで子
どもたちと交流

歴史あるクインシー・
マーケットでショッピ
ングを楽しみました

ボストンでは今も馬車が観
光客を乗せて走ってます

　ニューヨーク市に170年以上の歴
史を持つ、フランシスコ・ザビエルで
有名な、上智大学と同じカトリック・
イエズス会系の名門大学です。教育
学大学院・法科大学院・社会福祉学
大学院等のある、全米トップクラス
の大学院大学です。

FORDHAM UNIVERSITY

フォーダム大学

　380年近い歴史を持つアメリカ最
初の大学で、「世界一の名門大学」と
して知られています。世界各国から
様々な民族・人種の優秀な学生を受
け入れ、卒業生はその多くが世界中
の各分野でリーダーとして活躍して
います。

HARVARD UNIVERSITY

ハーバード大学



ミャンマーからの留学生

テー・イー・モン さん　
公務員・保育・介護・ビジネス専門学校 国際ビジネス情報学科経営学コース出身
東京福祉大学 社会福祉学部経営福祉コース通信教育課程出身

★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★
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2013

第３３回
東京福祉大学
グループ

医療と福祉、心理、教育の先進国アメリカを
肌で感じ、現地の人の心とふれあう1ヵ月！！
★アメリカのビジネス・医療・福祉・心理・教育の専門家による特別講義受講★
★現地の進んだ福祉施設・医療機関・教育施設等の見学、ふれあい★
★市内観光、ショッピング、メジャーリーグ観戦等の自由時間もたっぷり★
★ハーバード大学・フォーダム大学のきれいな寮でのキャンパスライフを満喫★

2013‐T‐1

■お申し込み・お問い合わせは　東京福祉大学グループ各校教務課まで

東 京 福 祉 大 学： 伊 勢 崎 キャンパ ス 教務課 0270‐20‐3672
 池 　 袋 キャンパ ス 教務課 03‐5960‐7011
 名 古 屋 キャンパ ス 教務課 052‐203‐0576

Aコース（全　行　程） …￥698,000（予定）

Cコース（ハーバード） …￥485,500（予定）

レートの変動により、費用が変更される場合があります。
本学が当プログラムの費用の一部を負担しています。

費 用（消費税込み）

参加費用にローンが利用できます！
☆在学中は利息のみの支払いで、

卒業後からの返済が可能な「元金据置払い」あり！！
2012年度取扱い教育ローン〈詳しくはお問い合わせください〉

◆日本政策金融公庫「国の教育ローン」
◆ジャックス「元金据置型学費ローン  悠裕プラン」など

Bコース（ニューヨーク） …￥444,800（予定）

7月14日（日）

7月25日（木）

8月6日（火）
8月7日（水）

フォーダム大学にて開講式　
講義受講、医療･福祉施設見学、ディナークルーズ、その他
フリータイム（マンハッタン散策･ショッピングなど）
ニューヨーク市内観光（自由の女神など）
メジャーリーグ観戦（ニューヨーク）

7月14日（日）

7月25日（木）
7月26日（金）

成田空港発
→ニューヨークへ

ニューヨーク発
→成田空港着　解 散

成田空港発
→ニューヨークへ

  

ニューヨーク発
→ボストンへ

ボストン発
→成田空港着　解 散

Bコース（ニューヨーク中心）［13日間］

Aコース（全行程）［25日間］

フォーダム大学にて開講式
講義受講、医療･福祉施設見学、ディナークルーズ
フリータイム（マンハッタン散策・ショッピングなど）
ニューヨーク市内観光（自由の女神など）
メジャーリーグ観戦（ニューヨーク）
ハーバード大学法科大学院にて開講式
講義受講、医療・福祉施設見学、ディナークルーズ、その他
ボストン市内観光（ハーバードスクエア、ダウンタウンなど）

フォーダム大学
FORDHAM UNIVERSITY

ハーバード大学
HARVARD UNIVERSITY

ハーバード大学法科大学院にて開講式（ケンブリッジ市）
講義受講、医療･福祉施設見学、ディナークルーズ
ボストン市内観光（ハーバードスクエア、ダウンタウンなど）

7月25日（木）

8月6日（火）
8月7日（水）

成田空港発
→ボストンへ

ボストン発
→成田空港着　解 散

Cコース（ハーバード中心）［13日間］ ハーバード大学
HARVARD UNIVERSITY

フォーダム大学
FORDHAM UNIVERSITY

第３３回 アメリカ夏期短期研修 スケジュール（予定）

1．右記料金に含まれるもの
●全行程エコノミークラス航空料金
●ハーバード大学・フォーダム大学での宿泊料金
●必須プログラムにかかる交通費
●食事料金（土・日を含まない1日3食分・予定）
※曜日・時間帯により2食となることがあります。
●教授授業料（講義料金）・通訳料金※
●医療・福祉・教育施設等の見学費用※
●シェパロン（現地スタッフ）費用
●ディナー・クルージング費用
※この短期研修で受講した講義と施設見学は東京福

祉大学の単位として認められます。　
2．上記費用に含まれないもの（注意）

●パスポート申請・取得にかかる費用
●海外旅行傷害保険料（必ず加入）
●自宅～成田空港間の交通費
●個人的な諸費用（土産代など）
●抗体検査および予防接種にかかる費用　

アメリカ夏期短期研修奨学金有！！
※詳しくは中面を参照してください。

3．取消料
参加申し込み後、自己都合により短期研修への
参加をとりやめる場合の取消料
　出発日の60日前まで…￥50,000
　出発日の15日前まで…旅行費用の20％
　出発日の 3 日前まで…旅行費用の50％
　出発日の 2 日前以降…旅行費用の100％　

4．免責事項
　短期研修中の天災・火災・不慮の災害・政府
および公共団体の命令・政変・ストライキ・戦争・
暴動・流行病・隔離・税関規制など、不可抗力の
事由により生じた損害、参加者各位が法令もし
くは公序良俗に反する行為を行ったために生じ
た損害については責任を負いかねます。また、
自由行動時の事故、およびそれに伴う損害につ
いては、参加者各自の責任であり、学校は一切
の責任を負うものではありません。

公務員・保育・介護・ビジネス専門学校： 教務課 052‐222‐5683
理 学・作 業  名 古 屋 専 門 学 校： 教務課 052‐454‐3500
東 京 福 祉 保 育 専 門 学 校： 教務課 03‐3981‐1686

オバマ大統領の学んだ世界一の名門

ハーバード大学法科大学院の教室で受講

寮生活やカフェテリアも体験！

オバマ大統領の学んだ世界一の名門

ハーバード大学法科大学院の教室で受講

寮生活やカフェテリアも体験！

全世界の希望の星、
オバマ大統領の生い立ちに思いを馳せる 

　アメリカ合衆国の大統領、バラク・オバマ氏も学んだのがハーバード
大学法科大学院です。
　オバマ大統領はハワイで生まれ、少年時代を離婚した母とインドネシ
アで過ごしました。生活保護を受け貧しい家庭で育ちながら奨学金を
利用し、コロンビア大学からハーバード大学法科大学院まで進学。夢を
もち、努力と勉学を続けることで自らの貧しさを克服し弁護士となり、大
統領にまでなったのです。自分を信じて努力し工夫すれば、夢は現実の
ものになる。それは、東京福祉大学に入学して教員や公務員など夢の
実現をめざすあなたも同じなのです。
　アメリカ夏期短期研修に参加して、苦難を乗り越えてきたオバマ大統
領の学んだ教室とカフェテリアで、オバマ大統領のように世界とあなた
の明るい未来に思いを馳せてみませんか？

　毎年行われるこの短期研修は、東京福祉大学グループ（東京
福祉大学、東京福祉保育専門学校、公務員・保育・介護・ビ
ジネス専門学校、理学・作業名古屋専門学校）合同で、夏の約
1ヵ月間、ハーバード大学法科大学院とニューヨークにある
フォーダム大学の各寮に滞在し、アメリカの名門大学のキャン
パスライフを満喫します。アメリカの病院や医療・福祉・教育
施設の見学、医療系や福祉系の大学院教授による進んだ医療
技術や社会福祉、教育、心理学に関する特別講義の受講など、
将来仕事に就いた際に大いに役立つ勉強ができます。また、友
人たちとともに過ごし、かけがえのない時間を共有できるのも
魅力です。

留学生も参加！

アメリカ短期滞在ビザの申請を本学職員がサポートします！

中国からの留学生

李　牧栗 さん　
名古屋キャンパス　
教育学部教育学科

新しい発見にあふれた研修
　授業は、アメリカでも著名な先生方が、最新の理論を
詳細に説明してくださり、学生の意見や参加を促すアメ
リカならではの刺激的な授業が展開されました。研修
に参加した学生も熱心に講義を聴いて、積極的に発言
し、様々な意見が交換され、日本とアメリカの違いや似
ている点、世界的な動向について学ぶこともでき、学習
日誌に書ききれないほど新しい発見であふれていまし
た。施設見学では、教室内では学ぶことのできないアメ
リカの福祉・教育現場の実態を見学でき、日本にはない
施設やアメリカ特有の考え方などを学ぶこともでき、と
ても充実した日々を過ごせました。

将来アメリカに留学する決意が固まりました！
　将来アメリカに本格的に留学したいと思っています。
この短期研修では、有名なハーバード大学で講義を受
けたり、施設見学できることを聞き、「ぜひ行きたい！」
と参加を決心しました。
　研修では、勉強以外にも、アメリカの文化や雰囲気を
肌で感じることができ、本当に貴重な体験ができまし
た。近い将来必ずアメリカに留学し、いろいろなことを
学んで、いずれは国連でミャンマーの発展のために尽力
したいと思っています。そのためにも、留学だけでなく
短期滞在でもいいから多くの先進各国を訪れたいと、
この短期研修に参加して思うことができました。

　アジア圏からの留学生は日本でのアメリカ領事館での短期滞在ビザの審査が厳しく、個人での申請は困難です。本学では、アジア圏からの留学
生受け入れには豊富な経験と実績を持っており、第32回のアメリカ夏期短期研修においても中国人・ミャンマー人の滞在ビザを短期間で取得する
お手伝いをしました。学生の夢の実現のため、本学職員がビザ申請もサポートします。
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