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■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
王 　 子 キャンパ ス 教務課 03‐5902‐5442
名 古 屋 キャンパ ス 教務課 052‐203‐0576

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！！
2016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

1．下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※
●シャペロン（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

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校： 教務課 052‐222‐5631
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

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。

スケジュール（予定）

7月12日（水）

7月23日（日）

8月4日（金）
8月5日（土）

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

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・教育施設見学、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（ケンブリッジ市）
講義受講、医療・福祉施設・教育施設見学、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）

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・教育施設見学、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23日（日）

8月4日（金）
8月5日（土）

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）［14日間］ ハーバード大学
HARVARD UNIVERSITY

フォーダム大学にて開講式　
　講義受講、医療･福祉施設・教育施設見学、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）

7月12日（水）

7月23日（日）
7月24日（月）

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

Bコース（ニューヨーク中心）［13日間］ フォーダム大学
FORDHAM UNIVERSITY

費 用（消費税込み） ￥698,000（予定）

費 用（消費税込み） ￥444,800（予定）

費 用（消費税込み） ￥485,500（予定）

成績優秀者には奨学金も！！

アジア圏からの留学生は日本におけるアメリカ領
事館での短期ビザの審査が厳しく、個人での申請
は困難。本学はアジア圏からの留学生受け入れに
豊富な経験と実績をもっており、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。

留学生の参加も支援！成績最優秀者1名に参加費用の
20%相当額を支給

成績優秀者若干名に
参加費用の10%相当額を支給

2016
年度例

2017

第３７回

アメリカ夏期短期研修アメリカ夏期短期研修
ハーバード大学　フォーダム大学ハーバード大学　フォーダム大学

世界の先進国アメリカを肌で感じ、体験する1ヵ月！！
　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、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校、理学・作業名古屋専門学校）

合同で、夏の約1か月間、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で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。
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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。

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。

伊勢崎キャンパス
教育学部 教育学科 4年
アメリカ夏期短期研修奨学生

館　京香 さん
群馬県私立高崎健康福祉大学高崎
高等学校 出身

おどろきと発見の1か月間！
　とても素晴らしい経験ができた研修でした。英語の授業についていけるか心配もありました

が、全ての授業に通訳が付くのでしっかり理解できました。耳が慣れて少しずつ聞き取れるよう

になり、覚えたての英語を使って通じたときはとてもうれしかったです。特に印象深かったのは、

小学校の美術で映像合成の授業があることや、YMCA(こどもの野外活動施設)では施設員とこど

もたちが互いに信頼し合っていて、こどもたちがいろんなことに挑戦できる環境ができているこ

とに驚きました。また、小学校の机が台形になっていてグループワークの時には丸くできる工夫

がされており、日本でも取り入れてほしいと思いました。

　自由時間もたっぷりあり、観光やグルメ、ショッピングも楽しめました。一緒にシャペロン（日

本語がわかる現地の学生）が付き添ってくれて、親身にサポートしてもらえるので安心して楽し

むことができました。研修を通して、気づいていなかった日米の違いや、日本の遅れているところ

など多くのことが理解でき、視野を広げることができました。研修は本当に楽しいです。参加しよ

うか迷っている人は絶対行ったほうがいいですよ。

池袋キャンパス
社会福祉学部 社会福祉学科 
経営福祉専攻 4年

王　悦凱 さん

新しい発見にあふれた研修
ハーバード大学で講義を受けられるということに魅力を感じてアメリカ夏期短期研修に

参加しました。アメリカは今回が初めてでした。今まで少し英語を勉強していたのですが、滞

在中は常に英語に囲まれているということもあり、英語に慣れることができました。訪問し

た高齢者施設では折り紙を通しての交流や、児童施設ではお互いの国の歌を歌っての交流な

ど、講義以外にも様々な貴重な経験をすることもできました。フォーダム大学の寮は新しく

て広く、部屋にはキッチンがありステーキなどを料理して皆と一緒に食べることもできて、

とても快適に過ごせました。ハーバード大学にある自然史博物館は内容が非常に充実してい

て、他の博物館と同様に見応え十分でした。自由時間も、タイムズスクエアやメトロポリタン

美術館、夜景を見ながらのディナークルーズなど満喫することができました。

　今回、研修に参加して違う文化の人たちと接することで価値観が変わり視野が広がったと

思います。

参加した
中国からの
留学生の
メッセージ

アメリカ夏期短期研修のほか全ての海外短期研修が半額に！
（7月：アメリカ夏期短期研修、9月：韓国秋期短期研修、3月：ベトナム冬期短期研修

全て参加した場合974,000円→487,000円で参加できます）
※Special奨学生入試の詳細は大学案内・募集要項等をご覧ください。

の奨学生50名に採用されれば、

で参加が可能！返済
不要半額半額

Special奨学生入試Special奨学生入試

設立
1841年

設立
1636年
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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。

ニューヨーク州に立地する※上智大学と同じイエズス会系の名門私立大学で
す。学生数は14,544人。大学院は修士・博士課程あわせて約7,000人の学
生が在籍しています。全米のカトリック系大学の中でトップレベルの大学であ
り、全米の総合大学の中で上位8%に入る評価を受けています。入学は非常に
難しいです。また、法科大学院（ロー・スクール）の評価は特に高くなってい
ます。LL.M.（法学修士の学位）が6位にランキングされています。
 　主な出身者として現アメリカ合衆国第45代大統領のドナルド・トランプ氏
がいます。本学の創立者はフォーダム大学教育学大学院で教育学修士・教育学
博士号を取得している卒業生であるため、現アメリカ大統領のトランプ氏と同
窓生となります。そのため、この短期留学が実現できています。

フォーダム大学
　381年の歴史を持つアメリカ最古の高等教育機関です。8人のアメリカ合衆
国大統領や、100人以上のノーベル賞受賞者を輩出しています。アメリカの
学部課程ランキングで１位にランク付けされ、世界大学ランキングでは、常に
トップクラスにランキングされている「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。

ハーバード大学

教育学・心理学・社会福祉学・保育児童学の充実したカリキュラムと、異文化体験を楽しめるアクティビティ

トランプ大統領が学んだニューヨークフォーダム大学で学ぶ！
★ 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
★ 世界一の名門ハーバード大学法科大学院の寮に宿泊して、キャンパスライフを満喫

●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】 アメリカの文化と言語Ⅰ・Ⅱ、多文化理解入門、多文化コミュニケーション、国際福祉研究、国際福祉論、海外福祉事情Ⅰ・Ⅱ、英語コミュニケーションⅠ～Ⅴ、異文化理解  ※学部によって異なります。詳しくは説明会で説明します。

マンハッタン地区

世界一の大学ハーバード大学での講義。こんな経験ができ
るのもこの研修ならでは。すべて通訳付きなので安心です
※写真は法科大学院の教室です

憧れのハーバード大学での講義

ボストン・ルネッサンス・チャータースクール（公立小学校）
で子どもたちと交流。折り紙や紙風船など日本のあそびで楽
しみました

現地の子どもたちとのふれあい

もちろん自由時間もたっぷり。ショッピングや大リーグ観
戦、美術館・ミュージカル鑑賞など盛りだくさんの内容です

本場メジャーリーグも観戦

児童虐待についての講義。
このあと、実際に深刻な家
庭問題を抱えた児童のた
めの居住施設を訪れます

講義は
全て通訳つき

案内役にはシャペロンという日本語がわかる現地の学生た
ちが帯同。同年代の学生との交流も刺激になるでしょう

現地学生たちとの交流

ブロードウェイでミュージ
カルを鑑賞。ダンスや音楽
が素晴らしく、本場の迫力
に圧倒されました

ブロードウェイ
ミュージカルに
感動

【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
●児童福祉：虐待やネグレクトを受けた児童

のための居住型施設および地域社会の資源
●高齢化について
●発達心理学とスクールカウンセラーの果た

す役割

【イベント・観光】
●タイムズスクエア周辺観光
●ブロードウェイでミュージカル鑑賞
●ハドソン川でディナークルーズ
●チャイナタウン
●自由の女神
●グランドゼロ（ワールドトレードセンター跡地）
●メトロポリタン美術館　　　　他多数

【施設見学】
●セルフヘルプ・コミュニティーサービス（高

齢者支援施設）
●チルドレンズビレッジ（虐待・ネグレクト等

で深刻な家庭問題を抱えた児童のための治
療的居住型施設）

●プロビンデンスレスト（高齢者介護施設）
●ユニオンワシントン・アーリーチャイルド

フッド・センター（ヘッドスタートプログラム
運営施設）

●アメリカの初等教育
●施設見学と講義の復習と質疑応答（ディブ

リーフィング）

●ユニオンジョクソン・アーリーチャイルド
フッド・センター（ヘッドスタートプログラム
運営施設）

●PS48 マイケル　J　バゼック　スクール
（公立小学校）

●AHRC-NYC（知的障害者支援施設）

■ 講義と施設見学、主なイベント・観光　※2016年度実績 ■ 講義と施設見学、主なイベント・観光　※2016年度実績

【講　義】
●アメリカの初等教育制度について
●アメリカの精神保健制度について
●アメリカにおける社会福祉の概要
●女性の高齢化について
●薬物乱用について
●教育心理学
●施設見学と講義の復習と質疑応答（ディブ

リーフィング）

【イベント・観光】
●ニューイングランド水族館
●マサチューセッツ工科大学（MIT）訪問
●ボストン美術館
●ボストン湾でディナークルーズ
●フェンウェイパーク大リーグ観戦
●ライブコンサート鑑賞
●ボストン茶会事件博物館
●ハーバード博物館　　　　　　他多数

【施設見学】
●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（ホームレス支援施
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）

●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）

●ボストン・ルネッサンス・チャータースクー
ル（公立小学校）

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。

ソデ中 3=200mm

フォーダム大学出身者
アメリカ合衆国第45代大統領
ドナルド・トランプ氏
（写真提供：ロイター=共同）

ハーバード大学、学部の校舎

Fordham University Harvard University

ハーバード大学出身歴代アメリカ合衆国大統領
●ジョン・アダムズ(第2代大統領)
●ジョン・クィンシー・アダムズ(第6代大統領)
●ラザフォード・ヘイズ(第19代大統領)
●セオドア・ルーズベルト(第26代大統領)
●フランクリン・デラノ・ルーズベルト(第32代大統領)
●ジョン・F・ケネディ(第35代大統領)
●ジョージ・W・ブッシュ(第43代大統領)
●バラク・オバマ(前大統領)

●エリザベス・セトン・レジデンス（カトリック
系高齢者介護施設）

●ベルモント・ナーサリー・スクール（保育施
設）

※上智大学（設立1928年）
 上智大学は世界最大の教育機関運営組織（在学生は全世界で約290万人）でも
あるカトリック修道院イエズス会が開設。16世紀にキリスト教イエズス会の
宣教師として来日したフランシスコ・ザビエルが日本の首都に大学を建学した
いという意思をローマへ書き送っており、上智大学はこれが同大学設立に結び
ついたとしています。

設立
1841年

設立
1636年




