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はじめに

理学療法学科の米国研修は、ほぼ毎回新しい要素を加えているため、たとえ過去に訪れた
ことのあるカリフォルニア州立大学フレズノ校を主な舞台とした研修であっても常に新しい
チャレンジに溢れています。特に今回は、理学療法学科、健康栄養学科そして社会福祉学
科の3つの学科の学生と教員あわせて総勢20名の大型の研修となったこともあり、事前の
準備、現地での調整などはかってない程の複雑な操作となりました。
この研修を支えていただいた皆さんには、たくさんのお礼をしなければなりません。ギリギリま
で事前調整を繰り返していただいたJTBの中村さん、素晴らしいコンビネーションを発揮した
健康栄養科の村山先生と小林先生、学生の若さに負けずについて動ける理学療法学科の
菅原先生、フレズノ校での段取りを一人で取り仕切ってくれたDr. Hikey、学科長のDr. Truebloodをはじめとする教員の皆さま、サンフランシスコUltrahealthの皆さん、フレズノで助けら
れた卒業生の小林さん、現地PTの神田さん、TOSHIさん、南カリフォルニア大学のDr. Fetters、Rancho Los Amigosで革新的リハビリテーションを見せていただいたスタッフの皆さ
ん…リストはいつまでも続きそうです。
今回、参加された学生さんに感じていただきたかったのは「可能性」です。いつもやっている
こと、あたりまえだと思っていることを別の角度から見直すというのは、決して自然にできるこ
とではありません。「そういうものだから」というのは誰も知らない未来に向かっていく若者に
とっての最大の禁句です。今回の研修に参加し自分をまったく違う環境に置くことによって
「自分にはこんなことができるのか！」という発見ができたでしょうか？もしそれが一つでもあ
れば、それだけで今回の研修旅行は成功であったとします。
このような研修ができたのは、本学が国際交流を活動の柱の一つとしていることと無関係で
はありません。また、保護者の方々の支援なくしては実施は不可能であったことも事実で
す。多くの人々に支えられて自分の殻から飛び出した学生達の活躍ぶりの一端をこの報告
書から是非感じ取っていただきたいと思います。

久保雅義

理学療法学科
～教員紹介～

久保雅義
1.米国研修に行った理由
理学療法学科によるフレズノ研修は私が担当するようになって今回が三度目でした。
同じ研修の内容を毎年繰り返しているのであれば、学生が散り散りになってしまわな
いように注意するのが「引率」の役割ですが、今回の研修は2つの理由で現地について
からの調整が多いことが予想されたので、今回「も」行くことにしました。
一つめの理由は、研修の中核をなすカルフォルニア州立大学フレズノ校の理学療法学
科のコンタクトパーソンが以前とは異なる教員であったことです。アメリカの大学で
は人の動きが日本よりもはるかに流動的であるため、三度のフレズノ研修では毎回担
当者が変わっています。教員が表にたって交流を維持していく方式の欠点で、新しい
担当者とのmailでの事前調整だけではスケジュールの細部を詰めることはなかなか難し
いところです。
もう一つの理由は、今回の研修が複数学科の学生による研修であったことです。全学
科の学生が共通で参加できる研修活動に加えて、専門領域に関する研修ではそれぞれ
別の時間・場所で行われます。この調整は実際に現地に行ってみないとわからないこ
と満載です。
2．使ったお金の金額
お金を使う一つの理由はおそらく日本へのお土産でしょう。私が個人的にお土産をあ
げなければならない人々には、既に米国土産は十分に行きわたっているので、今回は
お土産に使うお金は殆どありませんでした。普段はアメリカに来ても自分のために買
い物をすることはほとんどありませんが、今回はびっくりの円高なのでいくらかは買
い物しました。全て合わせて＄300くらい。
3．一番の思い出
今回は、理学・栄養・社副の学生参加した大所帯の研修でした。これを切り回すのは
大変でしたが、普段はお互いにすれ違いもしない学生同士が、新しい環境で協力し
あってチームとしての活動が徐々に成立していく過程を見るのは純粋に楽しかったで
す。
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菅原和広
1．米国研修に参加した理由
2010年度理学療法学科アメリカ研修に参加した一番の理由は、学科の仕事だからで
す。しかし、「ただの仕事」と考えてはおらず、せっかくアメリカに行けるチャンス
なわけだし、「アメリカに行ける機会を与えてもらった」とすごく喜んでいました。
実際、普段は卒業研究の指導や自分自身の研究に一日の大半を使っていますので、ア
メリカではどういったように研究が遂行されているのか、理学療法が分野ではどのよ
うに臨床へ研究が生かされているのかを勉強しに行こうと心に決めていました。久保
先生のおかげで、アメリカでも運動制御、運動学習の研究が盛んに行われている南カ
リフォルニア大学のLabを見学できたことは、今後私の大学生活において大きな励みに
なると思っています。
2．使ったお金の金額
この旅に出発する前は「お金なんてあんまり使わないでしょ」なんて思いながら、円
をドルに換金し$500でも「多いくらいだな」なんて思っていました。しかし、いろい
ろな事情により、円高（日本出発時1ドル81円くらい）でしたので、完全にその流れ
にのまれてお金を使ってしまいました。案の定、日本に帰ってきたときには数百円し
か残っていませんでした。
3．一番の思い出
実は私は本学の2期生で、大学4年生の時にこのアメリカ研修に参加しました。その時
も同じようにフレズノ、ロサンゼルスを訪れていました。当時の研修には添乗員が付
き、チケット購入も、移動もバスで通訳もしてくれてと至れり尽くせりの研修であっ
たことを覚えています。それから考えると、現在の研修は各々の自主性を重んじ、
各々が自分の行動を計画し、実践するといったかなりactiveなものとなっていました。
一応、「引率教員」ということもあり、それぞれがバラバラで動いて大丈夫かなと心
配をしていましたが、その心配も2日目くらいのサンフランシスコで一蹴されました。
よくわからない街でしかも海外でいきなりそれぞれが街に繰り出しショップで買い物
をしてくるわけですから。自分もまだ若く、activeなほうだと思っていましたが、学生
のそれには本当に脱帽しました。約2週間の研修で学生たちは本当に成長して帰ってき
たと思います。この研修での思い出で上位に入るのが以上述べた学生の急激な成長過
程を見ることができたことです。とはいっても、一番の思い出はサンフランシスコの
ホテルの近くにあった「Happy Donuts」のドーナッツがおいしかったことです。
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理学療法学科
～4年生～

尾池紗也香
1米国研修に参加した理由
.海外旅行が好きで、いけるならいつでもどこへでもという気持ちでした。
H間くんから熱烈なお誘いがあったので参加させていただきました。
2.使ったお金の金額
700＄換金しました。他にチケット代やホテル代なども合わせると日本円で10万ほど
です。
3.一番の思い出
思い出はたくさんありますが、グリフィス天文台での出来事は印象的です。

木村陽香
1.米国研修に参加した理由
高校の時から英語や海外に興味があってこの大学に来た理由のひとつが海外研修があること
だったのと、今回尾池さんの熱烈なお誘いを受けて決心しました。あとは普段の生活の中で一杯
一杯になってる自分を見直して良い方向へ自分を変えるきっかけがあるような気がして行きまし
た。
2.使ったお金の金額
現金で8万円･･･カードで8万くらい･･･気が付いたらなんだかんだ使ってました。。。海外旅行は怖
いです!!
3.一番の思い出
たくさんありすぎますが、1番はグリフィスの夜景を見れたこと！かなー☆
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本間大介
１.米国研修に参加した理由
今回の海外研修は自分の中で挑戦の意味合いが強かった。海外に行きたいと思う学生
は多いと思うが、実際に行くとなると話は変わってくると思う。挑戦というと大げさ
かもしれないが、自分を成長させ、価値観を大きくさせる一つのチャレンジとして参
加を決めた。
2.使ったお金の金額
約10万円くらい。初めてクレジットカードなるものを使用した。
3．一番の思い出
グリフィス天文台は非常にきれいで一生忘れないだろう。あと、ホームステイをした
日々は印象的だった。
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理学療法学科
～3年生～

武重快人
１.米国研修に参加した理由
自分の話せる英語がどれくらいアメリカで通じるか、また相手の話している内容をどれくらい聞き取
れるか知りたかったから。
２.使ったお金の金額
現金6万円とクレジットカードで7万円の計13万円。
３.一番の思い出
グランドキャニオンで、あの壮大な景色を生でこの目で見れたこと。あれは本当に今までに見たこ
とのない素晴らしい景色だった。

平林怜
1.米国研修に参加した理由
高校時から米国の理学療法に興味があり、米国研修が本大学にあることを知り本大学を選んだ
一つの理由である。日本だけで勉強していては気づけないこと、日本に足りないことを研修に行く
ことで知りたかった。また、今後の人生においてこの研修での経験が活きてくること、理学療法士と
しての視野を広げる材料にしたかったから。
2.使ったお金の金額
10万円
3.一番の思い出
カリフォルニア州立フレズノ校です。自分にとって多くのものが得られた。また、観光では、NBA・
ディズニーランド・ビーチシティズが面白かったです。
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丸山優
１.米国研修に参加した理由
海外研修の報告会で先輩方の話しを聞き、海外について興味をもったことと、友人からの誘いを
受けたので参加しました。
２.使ったお金の金額
現金で4万円とカードで10万円くらい使った。
３.一番の思い出
フレズノの学生さんたちと一緒に食事しながらボーリングをしたことが1番の思い出です。英語で会
話してとても勉強になったし、楽しむことができました。

吉田拓人
1.英語での会話がしたく、海外の理学療法に興味があったため。
2.約10万円ほどです。
3.Fresno Universityで歓迎会として、向うの学生と一緒にピザやアイスを食べながらボー
リングをしたこと。私の最大の目的は英語をたくさん話すことなので、目標が達成で
き楽しかった.。
NBAの試合も楽しかった。バスケ経験者としては生のNBAを見ることができてとても幸
せでした。期待を裏切らない素晴らしいプレーで大満足です。
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広島県立 大学か ら
参加しました☆

後給鈴菜
1.米国研修に参加したい理由
もともと、幼少のころから海外研修に憧れていたということもあり、勉学で海外へ行きたいという気
持ちがありました。そんなとき大学の授業でアメリカには家庭医がいるということを知りました。それ
を期にアメリカでは理学療法士でも何か日本とは違う面があるのでは、と思い始めました。日本で
も近年言われてきているチーム医療の取り組みかたにも理学療法本家のアメリカでは違いがるの
かもしれないし、患者さん、家族へのアプローチの仕方もどうであるのかなど、様々な疑問が湧き
出てきました。そして、調べているうちに、実際に自分の目でそれを見てみたいと思うようになりま
した。
2.使ったお金の金額
約$780(日本円で65520円)お土産代に持っていかれました(><)
3.一番の思い出
グリフィス天文台で見た景色です。心が震えたのを感じました。ロサンゼルスを見渡せて、スト
リー」トがずっと奥まで続いていて、地平緯線が見えました。ただの作られたた建物の配列で、どう
して人は感動するのだろうと思いました。

愉快なメンバーでした
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アメリカ合衆国紹介
首都･･･ワシントンD.C
人口･･･約3億人
面積･･･962.8万平方km(日本の約25倍)、50州

カリフォルニア州
カリフォルニア州

新潟空港から国際線で
韓国の仁川空港へ行き、
乗り換えてサンフランシスコ
空港をめざしました。
サンフランシスコからは電車
を乗り継ぎフレズノへ行きま
した。
フレズノからは国内線の飛行
機に乗り、ロサンゼルスへと
移動しました。

フレズノ

ロサンゼルス

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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サンフランシスコ紹介！！

サンフランシスコってどこ？
アメリカ合衆国の西海岸の北部に位
置する。
日本との時差は17時間。
サンフランシスコ国際空港がある。
アルカトラス島などの島々も市に属
する。街には急な坂が多く、ケーブ
ルカーが走っている。

気候と服装は？
地中海性気候に属し、一年中気温
の差があまりなく、住みやすい土
地である。
3月の平均気温は最高気温17℃、
最低気温は9℃である。
この時期は上着が必要である。

観光地の紹介！！
街にはショッピング・スポットやホ
テルの集まったユニオン・スクエア
やチャイナタウンがあり、街歩きが
お す す め！有 名 な 観 光 ス ポ ッ ト は
ゴ ー ル デ ン ゲ ー ト・ブ リ ッ ジ、
フィッシャーマンズ・ワーフなど。
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フレズノ紹介！！

フレズノってどこにあ
る？
カリフォルニア州の中部に位
置する。サン・ホア キン谷に
位置する。サンフランシスコ
とロサンゼルスの中間に位置
する。

気候と服装は？
冬は曇りの日が多く、日中の平
均最高気温は19℃、最低気温は
6℃程度である。
晴れ間がのぞくと暖かく感じ
た。
朝晩は上着があると良い。

観光地紹介！！
ヨセミテ国立公園、セコイア国立
公園などの自然に恵まれている。
フレズノ現代美術館もある。
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ロサンゼルス紹介！！

ロサンゼルスってどこ？
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 最 大 の 都 市。
ニューヨークについで全米第2位
の人口を持つ。巨大な山脈、深い
渓谷、森林、砂漠、と太平洋岸に
は海岸線が続く。

気候と服装は？
年間降水量は少ない。
3月は最高20℃、最低5℃程度で
日中は日が差すと暖かい。
朝と夜では気温が下がるため上
着が必要。

観光地は？
サンタモニカビーチ、ビルが立ち
並ぶダウンタウン、高級住宅街が
立 ち 並 ぶ ビ バ リ ー ヒ ル ズ、ユ ニ
バーサルスタジオ・ハリウッドな
どがある。
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TEAM201による
TEAM201による

何が必要？？
ス ー ツ ケ ー ス
は？？

スーツケースの中身
スーツケースについて
M

□洋服
□下着、靴下
□シャンプー・リンス
□歯磨きセット
□ドライヤー
□参考書
□筆記用具、メモ帳
□現金
□パジャマ
□充電器
□パソコン
□ガイドブック
□お土産(現地の学生へ)
□バスタオル、タオル
□化粧品類
□洗剤
□常備薬
□デジカメ

L

Mサイズ
量：55～75L
旅行期間：5～7日
ポイント：このサイズが一般的である。
一週間程度の旅行などに最適であるが、
圧縮袋を駆使すればイケる！！
Lサイズ
量：80～105L
旅行期間：7日～長期
ポイント：たくさん入ります！
背が小さい人には持ち運びが大変かもし
れません。
※スーツケースとキャリーケースではサ
イズが異なるので注意しましよう。
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役にたったもの

使わなかったもの

□上着、羽織るもの
雨の日が続いたので寒かった…。

□バスタオル
ホテルや宿泊地にありました。

□サプリメント
栄養が偏るのであると良いかも。
(気休めではありません…)

□電子辞書
使う機会があまりなかった。
□洋服類
現地でいい感じのものを購入でき
た。

□日本円
支払い時にドルが足りないときや、日
本を離れるとATMでおろせないのであ
るとよいかも。
□裁縫セット
ボタン取れたら付けられます。
□折りたたみ傘
雨が続いたので必要でした。
□洗剤
手洗いできるので小さいサイズのもの
を持っていくと良い。

服装について
今回もクリニックや大学見学をさ
せていたく機会がありました。
アメリカであるからといって、ラ
フな格好が好まれる訳ではありま
せ ん。日 本 で の 見 学 と 同 様 に、
ジーンズやパーカーなどは着用せ
ずに、綿パンツやチノパン、シャ
ツやニットなどを着ましょう。
男性であれば、頭髪やヒゲ、女性
で あ れ ば 化 粧 な ど、気 を つ け ま
しょう。

14

2011年海外研修
2011年海外研修
全体の
全体の流れ
JAPAN出国
JAPAN出国
仁川空港経由

3月17日
3月17日

サンフランシスコ
フレズノ

3月17日～
3月19日
3月20日～
3月24日

ロサンゼルス
3月25日～
3月28日

韓国
3月30日

JAPAN帰国

3月30日
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サンフランシスコ
17th,Mar
7:30

「新潟空港」集合
新潟空港は実は国際空港。今回は新潟空港か
ら直接サンフランシスコ行きの便がなかったた
め、韓国経由。韓国にもいけてわくわくしました。
でも行きは空港内を散策。

9:30

11:55

新潟空港出発 韓国へ

「仁川空港」
仁川空港」着 韓国到着
仁川（インチョン）空港はアジア最大の空港で、有
名なハブ空港でもあります。中にはたくさんのお店
があり、お土産にも最適。免税店を見て回って
も、案外時間があるので、トランプとか持っていくと
いいかも。
仁川空港→p27

16:35

仁川空港出発 サンスランシスコへ
飛行機で日付変更線を越えた。

11:00

「サンフランシスコ」
サンフランシスコ」着 再度17日スタート

12:00

「BART」
BART」に乗って「パウウェル駅
パウウェル駅」へ
BARTは地下鉄の名前。これに乗って私たちの泊
まるマークトゥエインホテルのあるサンフランシスコ
中心街へ向かいました。降りてみると大都会が広
がっていて、圧倒されました。

サンフランシスコの街を各自散策！！
各々バスや路面電車を使ったり徒歩で移動した
りして、ショッピングを楽しみました。近くには中国
街があり、アメリカと中国が道一本違うだけで行き
来できる感じがして不思議な街でした。
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18th
9:00~
17:00

2つのグループに分かれて
クリニック「ウルトラヘルス」
ウルトラヘルス」見学
ウルトラヘルスは理学療法士が行っているクリニックで
す。ここにはPTAもいて、日本と違う制度に驚いきまし
た。PTAとはPTの指示にしたがって治療を手伝う職業
です。アメリカは保険の制度が違うため、対象者にしっ
かり説明し納得してもらう必要があります。そのため、
PTは評価・治療が行えるだけではなく、対象者に説明
し理解してもらう力も必要となります。

18:00

各自サンフランシスコの街を散策

19th
9:00

11:00

ホテルを出発し「フィッシャーマンズワーフ」へ
各自フィッシャーマンズワーフ散策へ
フィッシャーマンズワーフは海岸沿いの商店街で、
モールのようにたくさんショップがあり、一日じゃとて
も周りきれないような場所でした。水族館やNBAの
お店などもあり、お客さんも多くいました。しかし、あ
いにくの雨で肌寒く、少し残念でした。

ＦＭＷ→p27

15:30

「アルカトラズ」
アルカトラズ」へ出発
船を使いアルカトラズ島へ行きました。昔は牢
屋として使われていまして、映画「アルカトラズ
からの脱出」の舞台にもなった場所です。中を
まわる際、音声ガイドを渡してもらえるのですが
色々な言語があり、日本語もあったため内容を
より深く理解することができました。ちなみに、
船のチケットはフィッシャーマンズワーフ内のお
店で買う事ができます。

19:00

ホテル着サラダパーテーしておやすみ！

17

アルカトラズ
→p27

フレズノ
20th
7:00
11:00

パウウェル駅集合！！

「アムトラック」
アムトラック」に乗ってフレズノへ
アムトラックとは電車の名前である。＄50で約5
時間の長旅を満喫しました。チケットはクレジット
カードでしか買えないので注意。中は案外広く、
時間もあるのでトランプとかあると便利。

16:00

「フレズノ」
フレズノ」へ到着

17:00

ホテル「ユニバーシテイ・イン」
ユニバーシテイ・イン」に到着
フレズノ大学近くにある激安ホテル。私た
ちはツインで部屋を借りて宿泊しました。
一泊＄35で、部屋はきれいでコインランド
リーもついていました。

各自夕飯を食べておやすみ
日本食屋さんへ行きました。アメリカで久しぶりに食
べたお米はおいしかった。日本食なので、天ぷらな
どもあり、アメリカではズッキーニやブロッコリーなども
天ぷらにしていて、日本にないものだったので非常に
面白かったです。気になる味の方はまあまあだっ
た。

21th
9:30

「カリフォルニア大学
カリフォルニア大学フレズノ
大学フレズノ校
フレズノ校」見学
学生クリニックの見学
フレズノ大学で初めての授業で、期待と不安が入
り混じりながらの参加でした。学生クリニックとは学
生が学生に対し理学療法を行うという授業のこ
と。治療を受けに来る学生は模擬ではなく、部活
などで実際にけがしている学生で、日本では見た
ことなかったので非常に新鮮であった。全て英語
というのはなかなか大変だったが、理解できた時
の喜びは大きかったです。治療はMMTや物理療
法などわかるものも多く興味深かったです。
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21th
13:30

「San Joaquin valley rehabilitation病院
rehabilitation 病院」
病院」
見学
ここで神田さんと小林さんに出会いました。神田さん
と小林さんはPTの大先輩で、これからの旅で、ずっと
お世話になりました。この病院は一日3時間、週15時
間のリハビリをしています。また、病室には一部屋一
台のパソコンが置いてあり、患者さんが自由に自分の
カルテを見ることができます。内容は、自分の疾患や
リハビリの情報について。アメリカの医療従事者はCPR
という心肺蘇生法の免許も必要で、職員は患者さん
に救命療法を行えるようになっていました。

19:00

小林さん
小林さん（
さん（左）・神田さん
神田さん（
さん（右）さんと夕食
神田さんと小林さんの車に乗せてもらい夕食を食べに行
きました。神田さんと小林さんから、アメリカでの生活やア
メリカの理学療法の話、何でもない会話など、いろいろ話
すことができて非常に楽しい夕飯となりました。神田さん
は残したものをバスケットで持ち帰っていた。アメリカは量
が多いので残したら持ち帰ることができるのです。

20:00

ホテル組とホームステイ組に分かれる
藤井さんと出会う
ホームステイ組は女子4人と男子2人。もちろん別々
の場所にステイした。初めてホストファミリーの方とお
会いしたときは不安もあったが、いろんなお話を聞い
たり、話したり非常に楽しい時間を過ごせました。カル
フォルニアは果物が有名でオレンジをいただきまし
た。このオレンジが非常においしくて、毎朝五つくらい
食べました。あんなおいしいオレンジはいままでに食
べたことがありませんでした。

22th
9:00~
12:00

カルフォルニア州立
カルフォルニア州立フレズノ
州立フレズノ校
フレズノ校にて
「中枢神経疾患のトランスファーの
中枢神経疾患のトランスファーの授業
のトランスファーの授業」
授業」に参加
午前中の授業は中枢疾患のトランスファー
の実技の授業でした。私たちは日本で既に
受けたことのある内容だったため、英語を
100%理解できなくてもだいたい言っている
事を理解できました。移乗の方法は日本と
少し違っていて、新鮮で楽しく授業を受ける
ことができた。フレズノの学生は、授業中でも
普通に飲食をしていて驚いた。
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22th
12:00

お昼は学内のお店でフレズノの学生と一緒にランチ！
そのあと、中庭でバレーボールをして遊んだ
天気が良かったので、お昼を一緒に食べた後外で、みん
なでバレーボールをしました！日本語を教え、「いち」
「に」「さん」とラリーの回数を数えながら楽みました。やっ
ぱりスポーツは国境を超えることを実感！みんなと話し
ながら楽しくできました。

13:00~
15:00

大学の授業参加

「電気治療の
電気治療の授業」
授業」に参加
授業の始めは治療のメカニズムの講義を
受け、その後実技を行いました。授業の流
れは日本と大きく変わらないと感じました。授
業中に学生が質問を積極的に行っていて僕
たちも見習わないといけないなと思いました。

23th
9:00~
12:00

「EDGE」
EDGE」を体験
EDGEというレクリエーションをしました。全員で手
をつなぎ輪を作りフラフープをくぐったり、目隠し
をしたまま声掛けをし協力してパズルを組み立
てたりしました。アメリカの学生が参加しなかった
のは少し残念でしたが、最近運動する機会がな
かったため、いいリフレッシュになりました。
EDGE→ｐ29

14:00

「Nursing Simulation Lab」
Lab」を見学しました
写真のこの方は精密な作りをしていて、呼吸をしてい
て、脈があり、瞬き、汗、涙、対光反射、発作を起こ
せるなど様々な機能が付いていて、また高血圧や頻
脈など演出することが出来ます。授業としては理学療
法士が治療をしているところで体調が急変し、看護師
を呼ぶという連携の練習などに使用しているそうで
す。このロボットの値段はなんと7000万円！！初めは
驚きましたが、非常に高性能なので納得です。
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23th
19:00~
21:00

フレズノの学生と交流会！
交流会！
大学内のボーリング場でフレズノの学生と一緒に
夕食を兼ねたボーリング大会をやりました。向こう
の学生がピザとアイスを持ってきてくれて、食べ
ながらわいわいとやりました。日本語を教え誰か
がガーターになったら「だめー」と言ったり、逆に
英語を教えてもらったりと、アメリカに来て一週間
以上経ち、みんな英語がしゃべりたくて仕方な
かった所だったのでいっぱいしゃべり、楽しく過ご
せました。

24th
9:00~
12:00

バランスルームにて大学の授業参加

13:00~
15:00

大学の授業見学

17:00~

我が大学の健康栄養学科の
健康栄養学科の学生さん
学生さんたちが作っ
た日本食で大学の先生方と一緒に夕食会

バランス検査をする機械がたくさん置いてある部
屋でいろいろ体験させてもらいました。そこで、フレ
ズノの学生で日本人のナオコさんに通訳などいろ
いろ助けてもらいました。右写真の一番右端がナ
オコさんです。

この日は、学生のテストが近かったのでテスト勉強をして
いました。私たちはそれを手伝いました。

今回一緒に行った健康栄養学科の学生さんが手巻
き寿司や白玉団子を作ってくれました。フレズノでお世
話になった先生方とテーブルを囲み楽しく過ごしまし
た。干ぴょうが何なのかと聞かれ日本人が懸命に辞
書で調べたりと、文化の話もしま
した。
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ロサンゼルス
25th
4:30

「フレズノ」
フレズノ」出発
この研修で一番朝早かったです。しかし、遅刻者でる
ことなくみんなで空港へ。飛行機の中で爆睡してたら
ロサンゼルスへ到着していました。

17:00

「Miyakoホテル
Miyakoホテル」
ホテル」到着
ミヤコホテルとはリトル東京にある少し高級感のあるホテ
ルです。リトル東京とは名前の通り小さい東京のような
日本人街でした。大黒屋というラーメン屋や紀伊国屋、
ヤマザキパンなど日本のお店がたくさんありました。

20:00

「美女と
美女と野獣」
野獣」を鑑賞
ハリウッドに移動し、美女と野獣のミュージ
カルを鑑賞しました。ショーが始まる前
に、歓 声 が あ が り ま し た。な ん と ト ム・ク
ルーズが一般客として見に来ていました。
みんな大興奮でした。もちろんショー自体
も本当に素敵なもので、多少英語がわか
らなくても内容がわかり、とても楽しく見る
ことができました。

26th
6:00

「グランドキャニオン」
グランドキャニオン」組出発！
グランドキャニオン組とディズニーラ
ンド組に分かれました。
ホテルからバスで飛行場まで行
き、飛 行 機 で 一 時 間 半 で 着 き ま
す。グランドキャニオンはガイドブッ
クで見るより何倍も大きく広大に感
じました。気温は0℃でしたが、そん
なこと感じさせないくらい感動しまし
た。機会があるなら是非行ってほし
いスポットです。

22

26th
8:45

「ディズニーランド」
ディズニーランド」組出発！
グランドキャニオンに行かないメン
バーはディズニーランドへ。開園か
ら閉園まで遊び続けていました。特
に最後のナイトショーは本当に感激
しました。栄養の先生もくたくたにな
るま で は し ゃい で、み ん な本 場 の
ディズニーを満喫していました。

14:00

グランドキャニオン組ホテル到着

17:00

「グリフィス天文台
グリフィス天文台」
天文台」へ出発

ディズニー
→ｐ28

丘の上にある天文台で、ロサンゼルスの
街を一望できます。地下鉄とバス
を乗り継いで到着。いざ景色をみ
てみると本当にきれいでした。こう
いうのを100万ドルの夜景というの
でしょう！本当に素敵な景色でし
た。
天文台→ｐ29

27th
9:15

「ロサンゼルス市内観光
ロサンゼルス市内観光」
市内観光」降りる人は途中で降りて各自観光
ロサンゼ ルスの有名 どころをバスを貸 し
切って巡りました。相変わらずぐずついた天
候でしたが、旅行雑誌と同じ景色に大満
足。途 中 か ら UCLA や フ ァ ー マ ー ズ マ ー
ケットなど各自回りたい場所をまわっていま
した。

17:00

「NBA観戦
NBA観戦」
観戦」 レイカ－ズ対ホーネッツ
初めて生で見るNBAの試合で終始興奮
しっぱなしでした。少し早く行き、中のショッ
プでNBAグッズを買い、選手がアップしてい
る姿から見てました。中にたくさんファスト
フード店が入っていたのでハーフタイムにハ
ンバーガーを買い、最後まで観戦しまし
た。NBAを十二分に楽しめました。
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28th
9:00~
15:00

「USC」
USC」での授業・ラボの見学
アメリカでも理学療法の分野で
トップの私立大学を見学しまし
た。様 々な研 究を し てい て、先
生方は大興奮！僕たち学生に
は難しくすごさが伝わりづらかっ
たですが、非常に明るい雰囲気
の大学で見学しているだけで楽
しくなりました！

Lab→ｐ35

17:00

日本食屋さんでみんなでごはん
アメリカ最後の夕食です。ここは
メニューも日本語と英語のもの2
つあり、雰囲気も日本の居酒屋
そのものでした。カリフォルニア州
の法律でお酒は21歳からだった
ため2年生はジュースで乾杯しま
した。みな思い出話に花を咲か
せていました。

20:30

「ロサンゼルス国際空港
ロサンゼルス国際空港」
国際空港」へ到着
タクシーで空港まで移動しました。本
当にアメリカから帰るのかと思うと寂しく
なりました。

23:30

「韓国」
韓国」へ向けて出発
大韓航空の飛行機で韓国へ飛び立ちました。これから
また12時間の長い飛行機旅はなかなか気が重いです。
韓国については次のページからです。
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in韓国
韓国

5:00

ロサンゼルスから「仁川空港」に到着！
各自空港内で朝食と韓国での予定のプランニング

6:45

仁川空港から「ソウル市内(
「ソウル市内(明洞)
明洞)」へ移動
市内バスで約一時間で到着です。片道1500円
でした。

8:30

「ロッテ免税店」に到着
ロッテ免税店とは、税金がかからないお店がたくさん
入っている所です。ブランド品も少し安く手に入りお得
です。
しかし、開店時間が10:30からだったので、時間まで
免税店の周りを散策。男子はマッサージ店へ。

9:30

マッサージ店を発見
韓国はエステが有名です。ロッテホテルでもらった地
図と現地の人に道を尋ねながらやっとのことで到着し
ました。韓国の人達は本当に日本語が上手で助かり
ました。

10:30

ロッテ免税店開店！
店内にはGucci、Burberry、Chanelなどのブランド店
やお土産ショップが数多く並んでいます！！
女の子は張り切って買い物へ。

12:00

焼肉屋さんでお昼ご飯
皆で待ち合わせしてTV放送された美味しい焼肉
屋さんでお昼ご飯。
さすが本場！韓国の焼肉はとても美味しく、それ
でいてとても安かったです。一人だいたい600円
で十分満足できました。
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13:00

男子はマッサージが終わりロッテ免税店へ
マッサージに行ってたグループがお店の送迎
バスに送られロッテ免税店に到着。
女の子たちとともにショッピング♪
T氏が店内のアクセサリー店でパワーストーンを
買わされそうになっていました。

14:00

空港での集合時間が迫っているため市内バスで再び仁川空港へ
朝より道が込み合っていてなかなかスムーズに進
めませんでした。

15:30

仁川空港に到着
空港内にも免税店、各種お土産の店があり、ソウル市内で買
えなかったものや買い忘れた物を求めて再びショッピング。中
には疲れてコーヒーを買い休憩している人もいました。

17:00

飛行機搭乗ゲート前に全員集合
長かったような短かったような2週間のこの研
修ももうすぐ終わりです。
なんだか少し寂しい気もしますが、とても充実し
ていました。

18:00

飛行機の搭乗時間
これから日本へ帰国します！
新潟空港へ向かいます。みんな2週間の旅で
疲れていたのか、今までの異国の地での緊張
が解けたのか、ぐっすりと眠っていました。
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仁川空港

仁川国際空港（インチョンこくさいくうこう）は2001年3月29日開港
仁川国際空港
した。今回の研修では新潟空港からアメリカに直通便が出てないの
で仁川空港を経由することとなった。大韓航空及びアシアナ航空
のハブ空港（航空網の中継を役割とする空港 ）である。日本行国
際線は成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港・中部国際
空港だけではなく、日本津々浦々の地方空港と当空港を結ぶ便
が多数就航している。スイスのジュネーブに本部を置く国際空港評
議会(ACI)が選出する2004年-2008年の「空港ランキング」総合
評価部門で連続して「世界最優秀空港賞」を受賞した。国際的に
高い評価を得ている。

フ ィ ッ シ ャ ー マ ン ズ・ワ ー フ
（Fisherman's Wharf）は、アメリカ合衆
国カリフォルニア州のサンフランシスコ
にある観光地。「漁師の波止場」の名
の 通 り、こ の 周 辺 は 19 世 紀 半 ば の
ゴールドラッシュでサンフランシスコが
大きな町になった時期以来の漁港
で、様々な色に塗られた漁船が多数
停泊し、獲れたばかりの魚やエビ・カニ
類を水揚げする場所であった。現在
では観光地として栄えている。近くに
は，非 常 に お い し い ギ ラ デ リ・チ ョ コ
レートがある。サンフランシスコで生ま
レート
れた非常においしいチョコレートなので
機会があれば是非。この海辺から見
えるのが，以前刑務所として使用され
ていたアルカトラズ
アルカトラズ刑務所
アルカトラズ 刑務所である。面
刑務所
積約48平方kmの断崖の小島。フィッ
シャーマンズワーフの沖約3kmのとこ
ろにあり、1934年から1963年まで米
連邦刑務所として使用されていた。断
崖絶壁でまわりは潮の流れが早く、脱
獄不可能な島といわれており、アル・
カポネやロバート・フランクリン・ストラウ
ドら矯正不可能とみなされた者が服
役していました。映画「アルカトラズか
らの脱出」、「ザ・ロック」のモデルにも
なった。
行き方 :Stockton Stから30番のバ
スに乗りBay Stで降りた。所
要時間30分。
費用 :バス費は3日間フリーパス
で＄20。

フィッシャーマンズワーフ
アルカトラズ
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サンタモニカビーチ
このサンタモニカは、過ごしやすい気候から、20世紀
初頭には有名なリゾート都市となっていた。1980年代
後半にビジネス、観光とも飛躍的に成長を遂げた。観
覧車のあるサンタモニカ・ピアや、ショッピングモールの
あるサードストリート（3rd St.）などが有名である。年間
平均晴天日数は325日とされている。5月～7月上旬
までの朝は、霧や靄が出ることが多い。 非常にきれい
な海岸で，サイクリングやランニングなどしている人が
多く，心地よい場所である．

所在地はアメリカ合州国カリフォルニア州アナハイムであ
り、面積は730,000㎡、開園は1955年7月17日、パーク
の入場者は正面玄関脇のクーポン売り場でチケットを買
い、正面のゲートから入場し、「ディズニーランド鉄道」のメ
インストリート駅の脇のトンネルをくぐり「メインストリート
メインストリートUSA
メインストリートUSA」
USA
へと入る（ディズニーランドホテル近くにあるダウンタウン
ディズニー駅から「ディズニーランド・モノレール」に搭乗し
てパーク内に入ることも出来る）。なお、チケットは各アトラ
クション（乗り物を含む）ごとに利用する。1日券や2日券、
年間パスがあり、ウェブサイトで購入することもできる。その
他にも、それらのチケットを利用して入園した後、無料で
入手できる「FASTPASS」と呼ばれるアトラクション利用時
の行列を避ける時間予約制チケットも存在する。パーク
内に「ディズニーランド・ホテル
ディズニーランド・ホテル」と「ディズニー・パラダイ
ディズニー・パラダイ
ディズニーランド・ホテル
ス・ピア・ホテル」、「ディズニー・グランド・カリフォルニア
ディズニー・グランド・カリフォルニア
ス・ピア・ホテル
ン・ホテル」の3つのディズニー直営ホテルがあり、「ディズ
ン・ホテル
ニーランド・ホテル」と「ディズニーランド」内は、「トゥモロー
ランド」に駅があるモノレールで結ばれている。また、周辺
にも多数のホテルがある。今回はJTBのツアーにより一日
ディズニーを申し込んだ。
ツアーバスが出る。また、30＄をプラスで出すと、18時終
了ではなく22時まで延長できる。所要時間は1時間。
ツアー費１万円。
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ディズニーランド

NBA

グリフィス天文台
グリフィス天文台
ハリウッドの北に位置するグリフィスパーク
グリフィスパークは、敷地
グリフィスパーク
面積が4000エーカー以上もある自然公園であ
る。ロサンゼルスにあるとは思えないほど 豊かな
自然が保たれている。公園内にはアールデコ調の
建物グリフィス
グリフィス天文台
グリフィス天文台（Griffith
天文台 Griffith Observatory）があ
Observatory
る。このグリフィス天文台は高台にあり、ロサンゼル
スを一望できる。本当にきれいな夜景である。ま
た、映画「ターミネーター」のロケ地としても有名
で、敷地内にはジェームスディーンの像がある。
公園内にはこの他にもグリークシアター（Greek
Theatre）やアメリカン・ウエスト博物館（Museum of
the American West）、ロサンゼルス動物園（Los
Angeles Zoo）、ゴルフ場やテニスコート、乗馬コー
スなどもあるので、1日かけて遊ぶことができる。
:地下鉄バートでパウエル駅からバーモン
行 き方
ドサンセット駅まで行き駅入り口付近の
バス停から30分に1本出るバスに乗って
グリフィス天文台まで。
費用 :地下鉄＄1.25，バス￠35。

ステイプルズ・センター（Staples
ステイプルズ・センター Staples
Center）は、ロサンゼルス・ダウンタウンにある
Center
屋内競技場。3億7500万ドルの建設費をか
けて、1999年に完成した。NBAのロサンゼル
ス・レイカーズ、ロサンゼルス・クリッパーズ、
WNBAのロサンゼルス・スパークス、NHLのロ
サンゼルス・キングス、NBADLのロサンゼル
ス・ディーフェンダーズの本拠地である。セン
ターの外には、プロアイスホッケー選手ウェイ
ン・グレツキー、プロバスケットボール選手マ
ジック・ジョンソン、プロボクサーオスカー・デ・
ラ・ホーヤ（2008年12月1日公開）の銅像が
立てられている。
:ミヤコホテルからStaples Center
行 き方
まであまり遠くないのでタクシーで
10分の移動。
費用 :タクシー代8ドル。

レクリエーション療法
レクリエーション療法
遊びを用いて精神障害者
精神障害者に広義の心理療法
心理療法
精神障害者
を行おうとする方法。今回はフレズノでEDGEと
して経験した。自発性
自発性を増進
情緒を開
自発性 増進させ、情緒
増進
情緒 開
放 させ、対人関係
対人関係を
対人関係 を 改善させる
改善 させる目的をもつ。
させる
日常生活に必要な技能の獲得を促す治療
法。具体的な活動としては、手芸、音楽、動
物とのふれあい、スポーツ、演劇などが挙げ
られる。レクリエーション療法は、鎮痛治療
鎮痛治療を
鎮痛治療
受けているがん患者の苦痛を和らげる方法と
しても研究されている。
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カルフォルニア州立
大学 フレズノ校

大学紹介その1
大学紹介その

California State
University Fresno

今年で
100
100周年
周年!!!
周年!!!
カリフォルニア州 フレズノ市にある州
フレズノ市 にある州
立大学です。1911
立大学です。 1911年に設置され、
1911 年に設置され、 カリ
フォルニア州立大学（California
フォルニア州立大学（ California State
University）系列
University ）系列 の一校 で、カリ フォル
ニ ア 州 内 の伝 統 校 の 1 つ。8
つ。 8 学部 56 学
科および大学院教育プログラム（修士
課 程、博 士 課 程）を 提 供。ラ ン ク 的 に
はカルフォルニア州立大学の中でも中
クラスにあたるそうです。スポーツでは
野 球、
球 、ア メ リ カ ン フ ッ ト ボ ー ル や バ ス
ケットボールが盛んです。
ケットボール が盛んです。

ッ プ☆
マ
ス
パ
キャン

理学療法学科の棟はこ
のあたりだったかな♪

大学所属の農場や牧場も加えると1400
大学所属の農場や牧場も加えると 1400
エーカー（東京ドーム
エーカー（東京ドーム110
（東京ドーム 110個分）の敷地を
110 個分）の敷地を
有すします。とにかく敷地が広いんです。
いかした学生SHOP
いかした学生SHOPもありますよ！
SHOPもありますよ！
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フレズノのCSU
フレズノのCSUで
CSUで私たちがどんな風
たちがどんな風に
4日間を
日間を過ごしたか紹介
ごしたか紹介しちゃいます
紹介しちゃいます☆
しちゃいます☆

校内はとにかく広くてび っくりしまし
た。理学療法学科の学生が主に使用し
ている建物に行くにも地図を見ながらで
ないと辿りつけませんでした。
中 で も 特 に 大 き か った の は 図 書 館 で
す。地下1
す。地下1階から2
階から2階までありました。2
階までありました。2階
にはスターバックスコーヒーも入ってい
てオシャレなソファー等もあり、勉強しつ
つもくつろげるような空間もたくさんあり
ました。飲食OK
ました。飲食OKで、向うの大学の自由さ
OKで、向うの大学の自由さ
が感じられました。

書館☆
世界最大級!!? 図

１,授業内容
時間

割☆

理学療法学科のみなさんと一緒に授業を
受けることができました☆
物理療法の授業では電気刺激装置の説明
を受けて、実際に学生間で使用し合いまし
た。EMS
た。EMSや名称は違いますが、トリオのよう
EMS や名称は違いますが、トリオのよう
な小型の電気刺激装置等がありました。
治療学でこっちの教科書で言う「ステップ
トゥフォロー」に記載されているような脳卒中
患者への治療方法の講義を受け、その後ト
ランスファーのビデオを見ながら学生間で練
習しました。他には学生たちが臨床実習前
だったので学生間同士の練習に混ぜても
らったりしました。
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トランスファーの練習中

景
授業風

２．バランスクリニック
ここには様々なバラン
ス や 歩 行に 関係 した機
器 が あ り、学 生 間 同 士
で 使 用 し た り、実 際 に
高齢者の患者さんが来
て評価やリハビリを
行っていました。
行っていました

Lite Gait
これはトレッドミルのよ
う な 機 器 で、体 重 を 免
荷しながら歩行の練習
が で き ま す。体 験 し た
り、患者さんが行ってい
る様 子 も見 学 す ること
ができました。

Sensory Organization Test
バランス
評価に用います。足底
には前後左右に動く足底
板があり、正面には画面
があり、視覚情報を変化
させることができます。

Gait Rite Electronic Walkway
敷かれているマット上を
歩 く と 歩 行 率・歩 幅・歩
隔・足角などがわかりま
す。ち な み に 私 は 歩 き
方がモデルみたいって
言われちゃった☆えへ

３．学生交流会

これは実は学校の中なんです!!
これは実は学校の中なんです!!ビリヤードやボーリング場や
!!ビリヤードやボーリング場や
ちょっとしたゲームなどいろんなものがあります☆アイスやピ
ザを食べながら学生さんたちとボーリングしたり、おしゃべり
したり…とっても楽しかったです♪久保先生が外国人は後引
かないって言っていたんですが帰りはハグはするのに本当
にあっさり帰ってちょっぴり寂しかったです。
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University of
Southern California
(USC)

200エーカーあるメインキャンパスはとても
200エーカーあるメインキャンパスはとても大
エーカーあるメインキャンパスはとても 大
学だとは思
だとは思えないほどオシャレで私
えないほどオシャレで私たちが見
たちが見る
ことのできたのはほんの1
ことのできたのはほんの 1 部 ですが紹介
ですが 紹介します
紹介 します
☆学生会館にはいくつものレストランやカフェ
学生会館にはいくつものレストランやカフェ
があり、
があり、スーパーのようなところもありました
♪ 3階だでの学生
だでの 学生SHOP
学生SHOPもあり
SHOPもあり文房具
もあり文房具から
文房具から服
から服や日
用品までありました
用品までありました！
までありました！スポンサーがナイキとか
で全部かっこよくてついついたくさん
全部かっこよくてついついたくさん買
かっこよくてついついたくさん買ってし
まいました…
まいました…

南南南南カリフォルニア大学

大学紹介その2
大学紹介その

1880年
1880 年 に 設立された
設立 された私立大学
された 私立大学
でカルフォルニア州
でカルフォルニア 州 ロサンゼ
ルス にあります。
にあります。名門校 であ
り、国 際的 な 交流 がさか んな
大学 としても 有名 です。
です。世界
の 各国 から 留学生がいてその
留学生 がいてその
数は全米トップクラス
全米トップクラス！
トップクラス！
また 全米トップレベルの
全米 トップレベルの 研究
機関としても知られていま
す。写 真 のような レンガ 色 で
統一感 のある 建物で
建物 で 構成 され
ていて本当に素敵な大学で
す！

図書館ロビーも
シャレや～
シャレや～!!
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最初は
最初はMedical Campusで
Campusで医学部や
医学部や理学療法
学 科，
科，大 学 付 属 病 院 が あ る と こ ろ の 見
学．DPT（
DPT（PT プ ロ グ ラ ム の 学 生）
生）と 一 緒
に授業に
授業に参加したり
参加したりUSC
したりUSCの
USCの理学療法学科の
理学療法学科の
研究所を
研究所を見学をしました
見学をしました．
をしました．USCの
USCの理学療法
学科は
学科は2009年
2009年にBest America’s Graduate
Schools に 選 ば れ た 非 常 に 優 秀 な 大 学 で
す．
そこから無料
そこから 無料の
無料 の 学内シャトルバスで
学内 シャトルバスで30
シャトルバスで 30分
30 分
ほど 移動 し，UPS という Medical 以外 の 学
部がそろうキャンパスへと行
がそろうキャンパスへと行きました．
きました．

1.授業内容
末梢神経損傷
末梢神経系の
末梢神経系 の 構造や
構造 や 末梢神経損傷の
末梢神経損傷 の
プロセスについて、
プロセスについて、手根管症候群や
手根管症候群 や 胸
郭出口症候群について
郭出口症候群について

解剖学
頸椎の
頸椎の 椎体関節について
椎体関節について 関節円板の
関節円板の
変性との
変性との関連性
との関連性や
関連性や1つ1つの椎骨
つの椎骨の
椎骨の構造
や可動域について
可動域について

2.小児Lab見学

RA
O
T
OP

K
バイコンに似
バイコンに似たような機器
たような機器がありました
機器がありました。
がありました。脳
の白質に
白質に異常がある
異常がある小児
がある小児を
小児を連れてきてCP
れてきてCP
(脳性麻痺)
脳性麻痺)の可能性があるかないかを
可能性があるかないかを診
があるかないかを診
断するために用
するために用いたりできるそうです。
いたりできるそうです。
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CSUとUSC

U SC

U
S
C

1.学費
1.学費が
学費が違う
日本と
日本と同じでCUS
じでCUSは
CUSは州立つまり
州立つまり公立大学
つまり公立大学なので
公立大学なので私立大学
なので私立大学の
私立大学のUSCに
USCに比べると学費
べると学費が
学費が安
いみたいです。
いみたいです。USCは
USCは240万
240万くらい??
くらい??
2.授業雰囲気
2.授業雰囲気が
授業雰囲気が違う
フレズノの学生
フレズノの学生は
学生は授業中にご
授業中にご飯
にご飯やお菓子
やお菓子を
菓子を食べたり、
べたり、寝ながら授業
ながら授業を
授業を受けたりしていて
先生もそれが
先生もそれが当
もそれが当たり前
たり前のようでとても自由
のようでとても自由な
自由な感じがした。
じがした。理学療法学科の
理学療法学科の教室の
教室の雰囲
気もラフな感
もラフな感じがした。
じがした。笑いもよく起
いもよく起こっていて楽
こっていて楽しそうだった。
しそうだった。一方USC
一方USCはきっちりと
はきっちりと机
USCはきっちりと机
の 並 んだ教室
んだ 教室でお
教室 でお菓子
でお 菓子を
菓子を 食 べたりしている学生
べたりしている 学生はいなかった
学生はいなかった。
はいなかった。授業中の
授業中 の私語等も
私語等も 少
なかった。
なかった。
3.共通点
3.共通点
学生がとても
学生がとても積極的
がとても積極的なこと
積極的なこと。
なこと。先生が
先生が話していてもわからないとすぐに質問
していてもわからないとすぐに質問して
質問して納得
して納得する
納得する
まで先生
まで先生に
先生に聞いていた。
いていた。あとどちらの大学
あとどちらの大学にも
大学にも学生
にも学生SHOP
学生SHOPがあり
SHOPがあり皆
があり皆そこで買
そこで買った服
った服をユ
ニフォーム的
ニフォーム的にきていた。
にきていた。

日本との違い
◆規模が
規模が違う！とにかく敷地
とにかく敷地が
敷地が広大。
広大。
◆校内を
校内を歩いていると日本人
いていると日本人に
日本人に出会うこともあったし
出会うこともあったし、
うこともあったし、いろんな国
いろんな国から学生
から学生が
学生が来ている。
ている。
◆年齢層も
年齢層も幅広い
幅広い。
◆学生が
学生が積極的。
積極的。
◆学校内にクリニックがあったり
学校内にクリニックがあったり患者
にクリニックがあったり患者さんを
患者さんを呼
さんを呼んで評価
んで評価したりできる
評価したりできる。
したりできる。
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Rancho Los Amigos National
Rehabilitation Center
～ランチョロスアミーゴス国立身体障害者
リハビリテーションセンター ～
簡単 紹介★
カリフォルニアのダウニーにあるこの施
カリフォルニアのダウニーにあるこの施
設は1950年代
1950年代に
年代に設立され
設立され,
され,最上級のリハ
最上級のリハ
ビリテーション提供
ビリテーション提供の
提供の先駆者として
先駆者として知
として知ら
れています。
れています。リハビリ治療
リハビリ治療の
治療の標準的な
標準的な尺
度を立ち上げ、医療リハの
医療リハの分野
リハの分野で
分野で国際的
に広く知られています。
られています。
皆さんご存知
さんご存知の
存知の「ハローベスト」
ハローベスト」もここ
で開発されたのです
開発されたのです！！
されたのです！！

脊髄損傷、
脊髄損傷、脳血管障害、
脳血管障害、神経疾患をはじ
神経疾患 をはじ
め、あらゆる身体障害者
あらゆる身体障害者のリハビリテー
身体障害者 のリハビリテー
ションを対象
ションを 対象とした
対象 とした施設
とした 施設で
施設 で、年間の
年間 の 平均
入院患者は
入院患者は4000人
4000人、外来で
外来で通院している
通院している
患者は
患者は78000人
78000人を数えます。
えます。

専門 領

域

◇アルツハイマー病研究
アルツハイマー病研究センター
病研究センター
◇糖尿病/
糖尿病/足の保存および
保存および切断
および切断
◇リハビリ応用技術
リハビリ応用技術センター
応用技術センター(CART)
センター(CART)
◇成人ディケア
成人ディケア
◇関節炎やリューマチ
関節炎やリューマチ
◇病理運動学研究所
◇小児麻痺の
小児麻痺の後遺症プログラム
後遺症プログラム などなど
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施設見学

玄 関 を 入 る と す ぐ に あ の「
の「GAIT ANALYSIS
Normal and Pathological Function」
Function」
の 著者でも
著者 でも有名
でも 有名な
有名 な Dr.Perryの
Dr.Perry の 額 に 入 った写真
った 写真が
写真 が
入り口ありました。
ありました。なんと現在
なんと現在も
現在も毎週火曜日に
毎週火曜日に
ランチョでお仕事
ランチョでお 仕事をしているそうです
仕事 をしているそうです！
をしているそうです！( お 歳
は93歳
93歳)
1階廊下には
階廊下には脊髄損傷
には脊髄損傷の
脊髄損傷の患者さんや
患者さんや,
さんや,脳性麻痺の
脳性麻痺の
子供たちが
子供たちが障害者
たちが障害者スポーツの
障害者スポーツの分野
スポーツの分野で
分野で手に入れた
トロフィーや実際
トロフィーや実際にスポーツを
実際にスポーツを行
にスポーツを行っている写真
っている写真
が 飾 られていました。
られていました。よく知
よく 知 られているバス
ケットだけでなくテニス
ケットだけでなくテニスや
テニスやスカイダイビング等
スカイダイビング等
とあらゆるスポーツが行
とあらゆるスポーツが行われていました。
われていました。

BIODEXに
BIODEX に 似 た 筋力トレーニング
筋力 トレーニング
装置や
装置 や , 車椅子や
車椅子 や 褥瘡予防の
褥瘡予防 の 車椅
子 の 特殊シートを
特殊 シートを実際
シートを 実際に
実際 に 見 させ
てもらいました。
てもらいました。
住宅改修用のモデルハウスのよ
住宅改修用 のモデルハウスのよ
う な も の も 見 学 し ま し た。
た。コ
ミュニケーションエイドやキッ
チ ン、
ン、ユ ニ ッ ト バ ス、
ス、電 話、
話、
ベッド、
ベッド、ドアなど 様々 のものを
見せて頂
せて頂きました。
きました。

久保先生大興奮！！
ドアの蝶番★

雑誌や本のページを
めくってくれる★
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リハビリテーションシステム
なかなか難 しいよ

★
★
t
i
F
Wii

とにかく患者管理
とにかく患者管理が
患者管理が徹底しています
徹底しています！
しています！
リハビリ以外
リハビリ以外の
以外の時間も
時間も患者さんがトレー
患者さんがトレー
ニングできるように病室
ニングできるように病室でもリハビリが
病室でもリハビリが
可能となっています
可能となっています。
となっています。患者さんが
患者さんが自分自
さんが自分自
身の状態をしっかり
状態をしっかり理解
をしっかり理解できるように
理解できるように自
できるように自
身の経過を
経過をVTRで
VTRで見ることができたり,
ることができたり,一
人一人 に 万歩計のようなものが
万歩計 のようなものが配布
のようなものが 配布さ
配布 さ
れ、自分でどれだけリハビリを
自分でどれだけリハビリを行
でどれだけリハビリを行うこと
ができたかフィードバックできるような
システムもありました。
システムもありました。またWii
また Wiiなどの
Wii などの
ゲームもリハビリの一環
ゲームもリハビリの一環として
一環として行
として行ってい
ます！！
ます！！実際
！！実際にやらせてもらいました
実際にやらせてもらいました☆
にやらせてもらいました☆

3Ｒ(Ｒancho Rehabiritation Revolution)
日本の
日本 の 回復期病棟でも
回復期病棟 でも最近
でも 最近は
最近 は 365日体制
365 日体制が
日体制 が 実施されていますが
実施 されていますが、
されていますが、ランチョでは
ただ365
ただ365日制
365日制ではなく
日制ではなく+24
ではなく+24時間体制
+24時間体制で
時間体制で、とにかく入院期間
とにかく入院期間を
入院期間を短くするために訓練
くするために訓練
以外の
以外の 時間もリハビリを
時間もリハビリを行
もリハビリを行えるように部屋
えるように部屋で
部屋で休ませることがないようなシステ
ムを実施
ムを実施しています
実施しています。
しています。患者中心であり
患者中心であり、
であり、それぞれの患者
それぞれの 患者に
患者に 合わせたリハビリを
行 っています。
っています。入院患者が
入院患者 が退院後も
退院後 も継続して
継続して同
して同 じ理学療法士が
理学療法士が担当するような
担当するような
形をとっています。
をとっています。

講義内容
施設を
施設を一通り
一通り見学させて
見学させて頂
させて頂いた後
いた後は
文献や
文献や本でもよく見
でもよく見るランチョ方式
るランチョ方式
の方向分析の
方向分析の講義を
講義を聞きました！
きました！実
際のいろいろな異常歩行
のいろいろな異常歩行の
異常歩行のVTRを
VTRを用
いながら皆
いながら皆で問題を
問題を抽出しながらわ
抽出しながらわ
かりやすく説明
かりやすく説明して
説明して頂
して頂き歩行分析の
歩行分析の
理解を
理解を深めることができました。
めることができました。
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一度は
一度は行きたい！！
きたい！！

チーム2011
オススメスポット！！

グリフィス天文台
本当に素敵な夜景がみれる
場所。LAの丘にあり，LAの
街を一望できる．非常に素
敵な夜景がみれるので、是
非好きな人と訪れてほし
い。

NBA
す っ ご い 大 き な 男 た ち が，
すっごい早く動いてボールを
リングにぶち込んでいく．圧
巻である．さらに，会場の雰
囲気が非常によく，観客はみ
なエキサイテトしていた．最
高のエンターテイメントで
あった．
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サンフランシスコ
すっごい素敵な町並み！当たり
前の建物が日本にない雰囲気で
とても素敵だった。ブランドのお
店が多く，東京みたいな雰囲気
だった．たくさんの人が歩いて非
常に楽しかった．

ディズニーランド

さすがは本場のディズニー
ランド！！
世界最大のディズニーショッ
プや日本にはないアトラク
ションもあって丸1日あって
も回りきれません！
夜の花火ではティンクが空
を舞っていたりと日本では
味わえない興奮がありまし
た。

これがマンハッタ
ンボブスレー

41

メ－ガン先生

レスリー先生
レスリー先生

フレズノでクリニック
を見学した時に、説
明してくれたきれい
なお姉さん。PTとし
て働いていて、かっ
こ よ か っ た。神 田 さ
ん や、小 林 さ ん と も
話していた。アメリカ
の保険などの制度
について詳しく説明
してくれた。

フレズノ大学のレス
ラー先生。バランス
クリニックで授業を
体験させていただ
い た。日 本 の 地 震
やPT に つい ても 興
味を持っていたよう
で、いろんな質問を
してくれたし、アメリ
カ の PT の 地 位 や、
社会問題について
も教えてくれた。

テイラー先生

タイガー

フレズノのテイ
ラー先生。すごい
元気で笑顔が印
象 的。物 理 療 法
などの授業に参
加させて頂いた。
学生交流会の
ボーリングにも顔
をだあしてくれて、
先生の人気をう
かがわせた。

サンフランシスコで
のクリニック見学で
お世話になったタイ
ガ ー。ま さ か の 38
歳。ア メ リ カ ン パ
ワーで非常に若く見
え た。本 間 君 は 卒
研 を 紹 介 し て、
「what go?」と連発
さ れてい た。（目 的
は?という意味）
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お世話になった
世話になった人
になった人
小林さん
小林さん

神田さん
神田さん
アメリカでPTをされて
いる神田さん。フレズ
ノで出会い、クニック
の見学の時に詳しく
説 明 し て く れ た。日
本の大学をでてか
ら、アメリカへ来たら
しい。理由は、「アメリ
カを知りたかった」と
おっしゃっていた。知
りたいという気持ちと
実際に行 うことには
大きなギャップがあ
ると思う、行動として
起こすことは非常に
勇気がいることで、と
てもかっこよかった。

大学の一期生の
先輩で、菅原先生
のことも知ってい
た。アメリカで生活
す る つ ら さ や苦 労
などリアルな話をた
くさん聞くことができ
た。非 常 に 活 き 活
きしていて、アメリカ
での生活は生命力
を高めるらしい。ア
メリカ研修の度にお
世話になっている
心優しい大先輩。
年に一度日本に帰
るらしいので、また
お会いしたい。

ケーシー

藤井さん
フレズノでホーム
ステイをさせてい
ただいた。アメリカ
の大学を卒業し
ており、PTの免許
をもっている。そし
て、プ ロ ボ ク サ ー
の資格ももってい
るナイスガイ。とて
も優しくて、すっご
いかっこよくて女
子ははぐされて感
動していた。

フレ ズノ大 学で日
本人会に入ってい
て、仲 良 く な っ た
ケーシーです。日
本が大好きでお笑
い番組で日本語
を勉強していると
楽しそうに話して
い ま し た。日 本 の
ために募金を募っ
ていて、いろんなと
こでいろんな人が
応 援 し て くれ てい
るんだと思って嬉
しくなりました。
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こんな服装
こんな服装で
服装で行きました！！
きました！！
グランドキャニオンは寒
い！パ ー カ ー と か 羽 織
るものがないとつらいか
も。こ の 渓 谷 は 場 所 に
よって20℃もの温度差
があるので，荷物になる
かもしれないが，羽織り
ものをもっていくよう
に！

グランドキャニオン
病院写真

病院やクリニックでの服装
は、見学する立場を考え、
華美にならにように。日本
で実習に向かうような服
装なら完璧。チノパンや黒
いシャツなど準備しておく
とよい。見学させていただ
くという立場を忘れず
に！

服装

クリニック・病院見学

カリフォルニアは雨の日
が10日/年ほどしかなく
基本的に快晴である。し
かし、今回の研修は奇跡
的にほとんどが雨だっ
た。その た め，上 着 を 着
ている写真が多いが，次
回行くチームはもっと軽
い服装で良いと思う。晴
れることを祈ります！

アメリカの町並み
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知って得
って得する○○
する○○な
○○な話
バスの乗
バスの乗り方の話
バスに乗る時にお金を払います。
料金は一律＄1，50でバスの通る道ならどこまででも乗れます。
バスによって行く道が全く違うので事前に行きたい場所の近くのバス停を通るバス
を調べておく必要があります。
バスから降りるときは降りたいバス停の前で合図をします。
日本のようにボタンを押すのではなく、壁についてるロープをひっぱると止まってく
れます。
バスによっては次のバス停が表示されないバスもあるので注意が必要です。

チップの相場
チップの相場と
相場と払い方の話
アメリカでは飲食店、ホテル、タクシーなどいたるところでサービス料としてチップを
払う習慣がある。
飲食店では最初から料金にチップ代が加算されているお店もあるが、そうでない場
合は各テーブルごとに担当が決まっているので担当の人にチップを支払うこととな
る。チップの代金としては料理の15％。
飲食店でチップを払わないと「もうこの店には来ない」という意思表示になるので注
意が必要！！。
割り勘で払う時は事前に「セパレイト（ばらばらで）」と伝えておくようにすると、一人
一人チップを払うことができる。
ホテルではベッドメイキングに対する感謝として、毎朝部屋を出ていく時に枕もとに
一人＄1置いていくようにする。
タクシーでは降りるときに支払う代金の15％～20％分のお金をチップとして払う。

お金の話
アメリカの硬貨は4種類。1セントが日本
でいう1円と考えてほしい。買い物などを
するときは25セント（クウォーター）をもっ
ていると便利。1ドル紙幣はチップなどで
多用す るので、多く 持 つよう にし よう。
100ドル紙幣は最も大きな紙幣となる
が、買い物などで払おうとすると店員に
嫌がられるので崩せる場所があったら、
早めに崩したい。
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この英語
この英語は
英語は使えたぞ！！
えたぞ！！
・Excuse me ?
→道を尋ねるときや退いてほしい時の“すみません”、ぶつかりそうになった時の
“ごめんなさい”など

・Just looking
→買い物で店員がしつこい時

“見てるだけ～”

・Break money
→両替の時、change moneyじゃないよ

・Do you want a bag ?
→これは聞かれる英語なのだが，レジで商品を袋に入れるか毎回どこでも聞いてくる
からビックリしないように。

・Check your ID
→これも聞かれる英語．クレジットカードを使うとたまに聞かれる．IDとは生年月日
のこと

・The room key isn`t working.
→“部屋の鍵が開きません”の意。ホテルなどで鍵が開かなかったときにフロントにい

うと新しいものをくれる。

・Can I try this on?
→服を買い物してて試着したい時に店員さんに言いましょう。アメリカでは試着室を
使うのに店員さんに一言言って開けてもらう必要がある。

・I`ll take this one.
→“これください”の意。買いたいものが決まったら言いましょう！

・Separate
→飲食店で割り勘で支払うときに言いましょう。もちろんチップもseparateです。

覚えとくと
便利よ♡
♡
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留学について
留学について
入学するにあたり
入学するにあたり
一般的な条件として、自国のPT免許を持っていること、自国で一定のPT教育課程を修めている
こと(足りない科目は取り直すことも可能)、TOEFLでの一定点数(IBT、Paperでそれぞれ何点以上)
などが挙げられる、
アメリカの学士・修士課程試験は、日本のような学校別の筆記試験は無いが、留学生に対して
は，学部はSAT、大学院はGERという統一試験があり、TOEFLという英語試験での一定の点数(各
州ごとに異なる)に加え、大学と高校の評定平均、将来の目標に関する小論文、推薦状、部活動
などの課外活動などを総合評価されて入学許可が与えられるという仕組みとなっている。

無事に
無事に入学が
入学が決まったら
・学生ビザの取得
・現地の住居を確保
・学生保険加盟の手続き
・予防接種証明
を準備しましょう
準備しましょう！
しましょう！

留学するにあたって一番大事な点は、自分の将来設計に合う学校、専攻をきちんと選ぶことだと思
う。各州によってPT免許取得の過程、大学の授業料が大きく異なるので、自分で事前に調べる必
要がある。実際に今回の研修を通して、日本のPTとアメリカのPTは大きな差はないと感じた。やっ
ていることは日本でもみたことがあるようなものが多かった。しかし、PTの勉強だけでなく留学という
ものには大きな魅力があると思う。2週間の研修だけでも文化、生活様式、言語などたくさんの違い
があり学ぶものは非常に大きかった。アメリカで生活するということは、たくさんの人にふれ、文化に
ふれまったく異なる土地で生きていくということであり、自分を成長させる大きなきっかけになってく
れると思う。留学をするためには大きな資金や期間が必要であり、しっかりと考え、勇気をもって踏
み出すことが必要になる。
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東北地方太平洋沖地震
たくさんの方が被災した、東北太平洋沖地震。あの地震発生から一週間後に私た
ちはアメリカへ旅立ちました。海外での地震に対する関心が大きかったのでここで
紹介します。
フレズノの大学
フレズノの大学では
大学では「
では「日本人会」
日本人会」という募金団体
という募金団体が
募金団体が日本のために
日本のために募金活動
のために募金活動をしてく
募金活動をしてく
れていました。
れていました。
フレズノでの日本人会！
募金活動してくれてました。とてもうれしかったです。

日本人会のケーシー！！
とてもキュートで日本語も上手
でした。
←これは韓国南大門広場での
一枚。このような横断幕が何枚
もありました。

移動の際タクシーを使うと、運転手のおじさんに私たちが日本から来たと伝えると必ず「日本は地震
がありましたが、大丈夫ですか？」と聞かれました。
他にもロサンゼルスの街中では、日本人留学生の方々が集まって街頭で募金活動をしていたり、
経由先で寄った韓国でも日本を励ます横断幕が市内に張られていました。サンフランシスコで見学
させて頂いたウルトラヘルスではテレビの取材を受けました。内容はやはり今回の地震のことでし
た。今回の地震は本当に日本に大きな被害をもたらしました。そして，その傷は未だ癒えずたくさん
の方がつらい中生活を続けています。その中で，僕たちはアメリカを訪れ，たくさんの経験をしまし
た。いろんな人が「家族は大丈夫？」「あなたの住んでるところは大丈夫だった？」など心配してくれ
ました。日本で苦しんでる人がいる中で、僕たちがアメリカで過ごした2週間というのは貴重な時間
だったんだと強く思いました。募金を募っている姿や，横断幕などをみて、世界の方々が日本を心
配してくれて助けようと頑張ってくれているんだと強く思いました。今回の地震で普段気付かない、
人との結びつきや支えあいという本当に大切なものに気付きました。
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事

が

あ

っ

な
ん ！
こ ！
た

ハプニング集

サンフランシスコ編
サンフランシスコ編
・ホテルに頼
・ホテルに頼んだ洗濯物
んだ洗濯物がチェックアウトの
洗濯物がチェックアウトの直前
がチェックアウトの直前に
直前に届いたこと（
いたこと（依頼したのは
依頼したのは2
したのは2日前の
日前の朝）
・スーパーで買
・スーパーで買い物していたら店員
していたら店員に
店員に押し売りされそうになったこと
・乗りたいバスのバス停
りたいバスのバス停を探して歩
して歩き回ったが見
ったが見つからなかった(
つからなかった(結構歩いたのにね
結構歩いたのにね…
いたのにね…)

フレズノ編
フレズノ編
・信号機3
信号機3つ先だと思
だと思ったら果
ったら果てしない距離
てしない距離を
距離を歩かされたこと（
かされたこと（1時間くらい
時間くらい?
くらい?）
・洗濯機の
洗濯機の使用方法が
使用方法が不明で
不明で30分
30分かかった・・・
・H氏が部屋にクレジットカードを
部屋にクレジットカードを忘
にクレジットカードを忘れていく
・H氏財布が
氏財布が行方不明に
行方不明に
・H氏ケータイが行方不明
ケータイが行方不明に
行方不明に

ロサンゼルス編
ロサンゼルス編
・降りるべきバス停
りるべきバス停を乗り過ごしたらスラム街
ごしたらスラム街に入っていき，
っていき，そこで下
そこで下ろされた
・物乞いの
物乞いの方
いの方に寄ってこられたこと

韓国編
・サウナが窯
・サウナが窯みたいでしにそうだった
・中国の
中国の南大門につれていかれると
南大門につれていかれると思
につれていかれると思った
・韓国語が
韓国語が読めなかったので地図
めなかったので地図を
ながらたびたび迷子になった
地図を見ながらたびたび迷子
迷子になった
・M氏マッサージ後
マッサージ後に背中にミミズ
背中にミミズ腫
にミミズ腫れが・・・
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その1
その1

総勢20
総勢20名
20名の大人数！！
大人数！！

チーム2011の海外研修は、理学療法学科だけでなく、栄養学科・社会福祉
学科も参加した。各学科の先生方も含めたら20人の大チームとなった。し
かし、遅刻をする人は誰もいなく大きなハプニングが起こることなく研修
を終えることができた。みんな面白いくらい個性があり、笑ったりいらい
らしたりいろいろあったけど楽しく過ごすことができたと思う。

その2
その2

複数学科からの
複数学科からの視点
からの視点！！
視点！！

複数学科が参加したこの海外研修は、様々な学科の視点からアメリカを見るこ
とができたと思う。フレズノでは栄養学科主催の食事会があり、理学療法学科や
社会福祉学科が招かれフレズノの栄養の先生方と食事をした。理学療法学科
だけではお会いすることができなかった方と出会えたし、貴重な機会だったと思
う。理学症法学科の病院見学に他学科が参加したり、お互いに学ぶことが多く
あったものとなった。

その３

多くの思
くの思い出！！

これだけの多人数であれば、たくさんの意見があり考え方がある。自由行動が
あれば、それぞれ充実させるために考えて行動する。自分がいけなかった所で
も、他の仲間が行き話を聞いたり、自分一人ではできないこともこの仲間がいた
から経験したり達成できたと思う。それは、大きな思い出になったしこの先忘れ
ないだろう。このメンバーだからこそ、この研修はができたと思う。個性豊かなメ
ンバーで大変なこともあったと思うが、多くの大切な思い出を作ることができた。
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報告書完成にいたるまで･･･
１．帰国
帰国して
帰国して1
して1週間後･･･
週間後･･･始動
･･･始動☆
始動☆皆で集まって何
まって何
を載せるか項目
せるか項目を
項目を決定☆
決定☆担当を
担当を分担！
分担！
2．それぞれ
それぞれ原稿
それぞれ原稿の
原稿の作成。
作成。
使う写真のピックアップ
写真のピックアップ
3．各自
各自で
各自で進めつつ･･･あーだ、
めつつ･･･あーだ、こーだで皆
こーだで皆で
話しあいつつなんとなく形
しあいつつなんとなく形になってきた☆
になってきた☆
4．ハプニングが
ハプニングが起
ハプニングが起こる･･･さやちゃんのパソコ
ンのデータをはるかが全部消
ンのデータをはるかが全部消す･･･
全部消す･･･夜中
す･･･夜中の
夜中の号
泣。久保先生の
久保先生の力でも復元
でも復元できず･･･
復元できず･･･作
できず･･･作り直し
平ちゃん
に平謝
り

頑張るぞー
頑張るぞー!!
るぞー!!

5．半分
半分のデータはないまま
半分のデータはないまま第
のデータはないまま第1回ダメ出
ダメ出し大会。
大会。
久保先生・
久保先生・菅原先生にダメ
菅原先生にダメ出
にダメ出しをくらい。。
しをくらい。。
いざ再編集
いざ再編集へ
再編集へ!!!
6．構成の
構成の練り直し！作りながら意見
りながら意見を
意見を出し
合って去年
って去年より
去年より良
より良いものを作
いものを作るために奮闘
るために奮闘☆
奮闘☆

7.第
7.第2回・3回のダメ出
のダメ出し
大会を
大会を経て･･･ついに!!
て･･･ついに!!

完成～～
完成～～☆
～～☆
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ぽぽぽぽ～～～～んんんん

亀ジャで女
ジャで女2人
ミーティングです

休みの日
みの日は大ちゃん家
ちゃん家で！
ルパンなんて見
ルパンなんて見てまへん!
てまへん!

感想
尾池紗也香
私は昨年の米国研修にも参加しました。今回は参加するつもりはなかったので
すが、H間君の熱烈なお誘いを受けたので参加させていただきました。が、今と
なっては行くことができて本当によかったと思います。昨年とは大きく異なって
いたのは、参加したメンバーです。昨年は理学療法学科3年生4名(女子)のみで、
行動も非常にコンパクトでした。しかし今回は、理学療法学科のほかに、健康栄
養学科、社会福祉学科の学生が参加し、大勢での行動となりました。また、広島
県立大学から理学療法学科の3年生も1名参加しました。訪れた場所も昨年とか
異なりました。昨年はサンディエゴ、サクラメント、サンフランシスコで行動し
ていましたが、今回はサンフランシスコ、フレズノ、ロサンゼルスを訪れまし
た。また、乗り換えの飛行機があったので、韓国の仁川空港から国内へ観光する
時間もありました。
今回の研修で印象に残ったことは、大学見学です。フレズノにある大学と、ロ
サンゼルスにある大学を見学しました。どちらもキャンパスが非常に広く、建物
も歴史を感じるような創りになっていて、カフェや飲食店も充実していました。
また、アメリカ国内であっても場所により大学内の雰囲気も異なっていて、それ
ぞれを楽しみながら散策することができました。授業も参加させていただきまし
たが、教員と生徒が問答しながら講義を進めていく様子はとても充実しているよ
うで、私たちの大学にはないことであるな、と思いました。
ロサンゼルスでは、ランチョロスアミーゴス国立身体障害者リハビリテーショ
ンセンターでの見学が印象的でした。ここでは次から次へと新しいアイデアを構
想し、実現し、できるだけ早く退院させるために実用化していました。徹底した
システムで、その内容にも関心することばかりでした。
今回の米国研修は、参加した学生の人数が多く、先生からも｢いい感じ｣で放置
されていたので、自ら調べ、行動することが多々ありました。普段、同じ大学に
通いながらも関わることのない学科や、学年の方たちと一緒に過ごすことができ
て、とても面白かったです。
出発予定日の一週間前に東日本大地震があり、それに伴い日本から出ることに
不安も感じましたが、無事に帰ってくることができてよかったです。
この研修で見てきたもの、感じたことを大切にして、これからも頑張りたいと
思います！！英会話を教えてくださった佐々木先生、アメリカでお世話になった
方々、先生方に感謝します。
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木村陽香

アメリカ研修に参加することに対して卒業研究や実習前の勉強、サークル活動
もあってすごく迷っていました。高校の時から英語が好きで、海外にも興味があ
りいろんな国に行きたいと思っていました。医療系の道に進んでも英語は自分で
できると思っていましたが、実際大学に入ってからは英語に触れる機会はほとん
どなく、その時の自分のやることで精一杯になってしまい、結局そのまま4年生
になるところまで来て、これが最後のチャンスだと思ってママにわがままを言っ
て参加しました。アメリカの理学療法にも興味があり、自分の中ではアメリカの
理学療法はとても進んでいるイメージでした。大学も6年間と聞いていたのでど
んなことを勉強しているのか、私達のしていることとどう違うのかなど知りたい
と思っていました。
実際にアメリカに行ってクリニックや病院、研究室の見学、向うの授業を受け
たり,学生と話をしたりして、私が感じたのは日本とやってることや学んでること
患者さんに対するスタンスみたいなのはそんなに変わらないんじゃないかなーと
感じました。しかしその中で1番びっくりしたことはRanchoのリハビリテーショ
ンにおける患者管理のシステムです。リハビリに対してとても徹底していてすご
いと思いました！！また向うの理学療法士の社会的な位置づけがとても高いこと
には驚かされました。日本では需要がどんどん少なくなっている一方アメリカで
はまだまだたくさん需要があるそうです。いつかアメリカでお仕事がしたいと思
いました。
今回のアメリカ研修では移動や買い物など自分たちで決めて行動することが多
くて、勉強になることがたくさんありました。乗り物の乗り方やお金の使い方、
コミュニケーションの取り方を実際に生活の中で覚えていくことができました。
そういう中で自分の英語力の足りなさや、文化の違いを感じました。
日本にいると毎日やることに追われて、あっという間に時間が過ぎます。充実
はしていますが、自分がするべきことや目標、周りの人に対しての感謝を忘れそ
うになります。アメリカにいる間は毎日起こること1つ1つがとても新鮮でたくさ
んの新しいことに出会うことができました。出会う人や、過ごす時間をすごく大
切にできて、今までにない経験をたくさんして普段の生活と違う環境で過ごす事
でいつもの自分を見直すこともできました。
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本間大介
僕はチーム2011として3月17日から30日までの約2週間という期間アメリカ研修
に参加した。参加の動機はメンバー紹介でも記載したが、自分の中では挑戦とい
う意味合いが大きかった。なので、積極的にこの研修に参加しようと思っていた
し、この感想を書いている今振り返ると、積極的に参加できたと思う。今回の
チームは栄養学科、社会福祉学科からも学生が参加していて先生も含め総勢約20
名も大所帯であり、本当にみんな個性があっておもしろかった。仲の良い友達同
士でも2週間も知らない土地で朝から晩まで生活を共にすることはなかなかないだ
ろうと思う。この期間の中で、ときめいたりいらいらしたり、たくさん笑ったり
多くの感情があったと思うがこのメンバーでアメリカ研修を行うことができて心
からよかったと思う。
アメリカでの見たこと、体験したこと、感じたことのすべては非常に印象深く
強く心に残っている。町並み一つとっても当たり前かもしれないが日本にはない
風景だし、そこに住む人たちはもちろん日本語とは異なる言語を使用している。
当たり前のことだが、しかし実際に海外に行き経験してみないとわからないこと
ばかりであった。言葉にするのは難しいが、みんな生き生きと生活していて生命
エネルギーに満ち溢れていた。なんか、楽しそうだった。
二週間というアメリカ研修の中でも、最も強く心に残ったのは人との結びつき
である。フレズノでは、よしさんのお家でホームステイをさせていただいた。そ
こでは、よしさん、たかさん、神田さんと知り合うことができた。今回の研修に
参加しなければお会いすることはなかっただろう。いろんな国や地域で生きてい
る人がいて、様々な価値観をもっている。そんな人たちの生き方とか、考え方を
知りたいと思ったし、つながりを大切にしたいと強く思った。是非またアメリカ
を訪れ、よしさん、たかさん、神田さんにお会いしたい。そして忘れてはいけな
いのは、東北地方太平洋沖地震のことである。僕たちチーム2011がアメリカへ旅
立つ一週間前に東北地方太平洋沖地震が起こった。この地震は非常に大きな地震
で、多くの方が被災し今も苦しんでいる方が多くいる。この地震のニュースは海
外にも大きく伝えられて、多くの人が行く先々で心配してくれたし、募金などの
支援も行ってくれていた。普段の生活では多くの人に支えられているということ
は日常に溶け込み忘れがちであるが、今回の地震で非常に強く考えさせられた。
今回のアメリカ研修は非常に濃い時間であった。濃すぎて疲れた部分もなかっ
たわけではないが、それ以上に得るものの量が半端なく多くこれからの人生の大
きな糧となると思う。このチーム2011の冊子を見て、アメリカ研修を考えている
人は勇気をだして踏み出してほしい。普段経験できない多くのことに触れること
ができるだろう。最後に、久保先生、菅原先生、チームのみんな、いつもの仲間
たち、本当にありがとうございました。とても楽しい充実した時間でした。そし
て、心配させまくりだけど送り出してくれた家族。じいちゃん感謝しています。
本当にありがとう。あー楽しかった。 おわり
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武重快人

私は入学当初からこの大学の海外研修に参加したいと思っていたので、今回そ
の夢がかなって本当にうれしかったです。
私にとって今回が初めてのアメリカだったので、見るもの聞くもの感じるものす
べてが新鮮で、毎日が本当に刺激的でした。
私はアメリカへ行く前は簡単な日常会話なら難なくやっていけると思っていまし
たが、いざ現地で英語を話してみるとなかなかこちらが言いたい事が通じないと
言う事が多々ありました。それはなぜかと言うと発音がちょっと違うだけで向こ
うの方に全く通じなかったからです。さらに、リスニングの方でもアメリカに
入ったばっかの時はなかなか相手の話している事が聞きとれずに苦戦しました。
しかし、こちらの方は日が経つうちに耳が慣れてきて、研修が終わりに近づくに
つれて相手が何を言っているのかが大分わかるようになりました。やはり英語は
本気で勉強したいなら本場で学ぶべきだなと思いました。
サンフランシスコ、フレズノ、ロサンゼルスと3つの土地を巡りましたが、一番
思い出に残っているのはロサンゼルスです。なぜかと言うと、グランドキャニオ
ンへ行ったからです。ロサンゼルスでは私は飛行機に乗ってグランドキャニオン
へ行ってきました。気温は－1度くらいでちょっと寒かったですが、あれは本当に
絶景でした。景色をグワーっと眺めた時は口が開いたまま塞がりませんでした。
それくらい壮大な景色がそこには広がっていました。写真もたくさん撮ってきま
したが、今見返してみても全くその凄さが伝わってきません。正に百聞は一見に
如かずの景色でした。今回は行った時間帯が昼間だったので、今度行ときは朝日
か、夕日が見られる時間帯に行ってみたいです。グランドキャニオンは絶対に人
生に一度は行ってみるべき素晴らしい場所です。武重快人は激しくお勧めしま
す！
今回の研修では沢山のクリニック、病院を見学してきました。しかし、そこで
思った事は専門用語の英単語の勉強不足のせいで、現地の先生方は詳しく説明を
して下さったのですが、通訳をしてくれる先生がいなかったときはほとんど理解
をすることができませんでした。もし、また海外研修に行くとしたら今度はしっ
かりと専門用語の英単語を勉強して覚えてから研修に行きたいです。
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丸山優
今回海外研修に参加をし、自分にとってかなり刺激になったと思う。日本とア
メリカとの理学療法士になるまでの過程の違い、大学での授業のカリキュラム・
内容の違い、アメリカの学生の授業を受ける時の姿勢や考え方、研究室、病院に
おいてのリハビリテーションの違い、院内のリハビリ施設の充実している点な
ど、海外に出て実際にその場に行き、見学し、話を聞くことで初めて知ることが
多くあった。特に病院におけるリハビリテーションの違いが日本と大きく異なる
ように感じた。アメリカでは保険制度の関係で入院期間が1～3週間という短い期
間で、その短い期間で患者様を退院させ、外来に回すようにしているということ
や、1回のリハビリに数時間という長い時間のリハビリを行う点、より効果の高
いリハビリを行えるようにさまざまな器具・施設の充実したものが備えられてい
て、日本よりもリハビリをする環境が整っているように感じました。また、ラン
チョ ロス アミーゴス リハビリテーションセンターにおいては、昔に建てられ、
ずっとリハビリを行っている施設ですが、古いものから最新のものの中からそれ
ぞれの良いところ・良いものを取り入れていました。今までの知識や経験だけで
なく、最新の技術や情報も取り入れ、常に最高のリハビリと環境を提供し、また
退院後に外来で受診した際にも入院時に担当していたPTが対応していることなど
患者様のことを考えた配慮がきっちり行われていることには驚きでした。患者様
を第一に考え、徹底した管理とリハビリが短い入院期間でも患者様の治療と回復
を可能いしているのだなと思い感激でした。
他にも大学での授業を見学・参加した時、日本の学生より積極的で、率先して
質問や意見を発言していると感じた。アメリカの学生一人一人の意識の高さがう
かがえ真剣にPT になろうとしているたように見え、この姿勢は自分も見習わな
ければいけないと感じた。自分たちに対しても日本の大学の授業について質問さ
れたりと興味を持って接してくれたりと拙い英語ではあったが、交流したことは
良い思い出です。
今回のこの海外研修に参加することができて海外のPTがどのような環境の中で
リハビリを行っていて、日本とどのようなところが違っているのかを知ることが
できたことや、海外のPTを目指している学生がどんなところでどんなことをして
いるかを知ることもできた。これらのことは日本国内にいるだけでは知りえな
かったことばかりで大変勉強になったと思うし良い経験をすることができた。海
外でさまざまな方々に出会って話を聞き、今後自分がどのような道を進んで行く
かの選択肢を増やすことができたことにも今回参加したからこそだと思う。これ
らの体験から感じたこと、学んでことを振り返って、これからの学校生活におい
てもっと積極的に取り組んでいこうと思い、そのために自分の生かすべきところ
と直すところも反省したいと思う。
海外での生活は自分にとって大きな分岐点だったと思います。今回の経験した
ことを生かし自分を見つめなおし変わろうと思いました。
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平林怜

今回の14日間のアメリカ研修で、今後理学療法士を目指すうえで貴重な経験が
できました。日本にいては気付けなかったことや、アメリカの生徒たちの態度な
ど、自分にとってとても得るものがあり、これからの勉学に向上心が更に高まり
ました。
サンフランシスコに到着し、まず英語が通じるかとても不安でした。そんな気
持ちも初めて見たアメリカの街並みに感動し無くなりました。自分たちでバスに
乗り目的地に着く事ができ、買い物など全てが初めての経験で、とても良い経験
になりました。クリニックは、実際に患者さんと同じリハビリを自分たちも行
い、筋肉トレーニング、バランスボールなどを使ったバランストレーニングをや
ることで、実体験できて良かった。
フレズノでは、カリフォルニア州立大学フレズノ校、病院を見学しに行きまし
た。大学見学では、授業を見学し、新潟医療福祉大学での授業内容と大きく変
わったことはなかったが、授業風景では大変びっくりしました。生徒の態度がと
てもラフで、片足を椅子の上に乗せている人もいれば、飲食をしている人もい
て、とても自由でした。しかし、授業では積極的であり、質問があればすぐに質
問をし、休憩時でも多くの人が質問しに行き、日本の授業風景とは大変異なり、
私も見習いたいと思いました。ラフなところではなく、積極的に授業を受け多く
のことを学んでいきたいです。
ロサンゼルスでは、病院見学でランチョに見学しに行き、日本とは違い、病院
で患者さんを対象に研究をしていました。保険制度の違いから、リハビリ計画も
日本とは違い、リハビリ内容に大変興味深かったです。私も臨床の場にでたら、
研究し探究心をもっていきたいと思いました。ロサンゼルスでは、観光地も楽し
かったです。まずは、NBAを観戦しに行きました。レイカーズVSホーネッツの試
合で、バスケットの試合を観るのは初めてだったが、とても興奮し楽しむ事がで
きました。コビーのプレーは凄く、MVPに選ばれました。次は、ディズニーに行
きました。日本に無い乗り物もあり、乗る事ができました。また、待ち時間は長
かったが、ミッキーと写真を撮れ、サインも貰えて嬉しかったです。特に、花火
はとても感動しました。ティンカーベルは夜空から舞い降りてきて幻想的でし
た。
最後に、この研修を通し多くのことを学べ、経験でき、大変貴重な財産になり
ました。この経験を活かし、勉学を頑張っていきたいです。
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吉田拓人

今回のアメリカ研修は経験値を貯めることが目的だったのですが、自分の中で
は十分達成できたと思います。移動手段はガイドを使いバスや地下鉄を調べ、英
語を駆使し町の人に聞き、観光スポットや買い物へ行けました。何でも自分たち
で考えて行動したので、今度一人でアメリカへ出掛けても何とかなるだろうとい
う謎の自信がつきました。心境も大きな変化がありました。アメリカの理学療法
の授業や研究を見学させて頂いて、内容は英語だったので、半分も分からなかっ
たですがとても高度なことをやっていて、今までは臨床でやっていこうと思って
いたのですが、研究もいいなと思い始め、勉強に対する意欲も湧いてきました。
私が行ってよかったと思えたスポット・イベントは、一つはNBAです。バスケッ
トを経験している、してない関係なしに楽しめます。世界最高峰というだけあっ
て同じ人間がやっているとは思えないプレーの連発、会場の盛り上がり、一体
感、テレビで見ているのとは一つ次元が違う興奮を楽しめると思います。チケッ
トは現地で買わず、出発一カ月前くらいにインターネットで注文したほうがいい
と思います。元値より少し…いや、だいぶ値段は上がりますが、いい席をとれた
ほうが確実に楽しめます。二つ目はグランドキャニオンです。世界遺産というこ
とだけあって、広大な自然を体験することができます。ガイドさんが日本人だっ
たので詳しい解説も聞けました。この自然は言葉でうまく説明できませんが、見
てもらえばその感動を体感できると思います。一つ覚えておいて欲しいことは、
グランドキャニオンで買い物をするときはキャッシュでわざとお釣りをもらうよ
うにするとグランドキャニオン限定２５セントコインがお釣りとしてもらえま
す。三つめは、グリフィス天文台です。ロスの街を一望できるスポットで夜景が
特にきれいです。そこから山に書いてある「HOLLY WOOD」の文字も見えます。
小林さんもおっしゃっていましたが、ここでプロポーズしたら落ちない人はいな
いと思います。
やはり海外は生活、考え方、制度といろいろな違いがあり、良い意味でも悪い
意味でもとても刺激的でした。こればかりは行かないと分からないと思うのです
が、必ず自分自身が成長できたと感じることができると思います。この冊子を読
んで少しでも行きたいと思ったそこの君！是非行って欲しいです。損はしませ
ん。僕が保証します。
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後給鈴菜

海外研修にあたり、一番の目的は、日本との違いを体感することでした。医学的
な面はもちろんのこと、生活面、制度など様々なことを知りました。漠然と、規
模の大きさをまず一番に感じ、何より学生あるいは理学療法士の姿勢に、改めて
心が熱くなりました。大変良い刺激になった旅だったと有意義に感じています。
私にとって印象に残っているのは、アメリカでの理学療法士の必要性が高いこと
です。現在の日本の理学療法士は需要に対し、供給が上回る状況下にあります。
これから理学療法士が溢れるであろう中で、どうしていくことが必要なのか、非
常に考えさせられました。アメリカでの理学療法士は、日本とな法的にも社会的
にも異なるので、同じようにとはいかないのは当然であると思います。日本でも
高齢化社会であり、理学療法士が介入していく所は大いにあると思います。しか
し、必要性が低下しているのが現実で、理学療法士として何か特化した専門性を
持つことが要求されてきているのではないか、と感じます。アメリカで専門性を
追求するコースがあると知り、非常に興味を持ちました。日本でもコースはあ
り、理学療法士として介入すべきことを専門性を持ちつつより広い視野で見てい
く必要があると思いました。これからは職域を広げていくと共に、制度改革も起
きてくるであろうと思います。そういったときに対応できるよう、より多くの経
験と知識を身に付けていきたいと思いました。そして、我々が自身の存在の意味
を胸を張って掲示できるよう、努力し続けたいと思います。多くの人々に、良い
影響を与えられるようになりたいと思いました。与えられた状況の中で何ができ
るのか、また、何を変え、何を守っていく必要があるのか、しっかりと吟味して
いきたいと思います。向こうで得たものを、形は違えど活かしていきたいと思い
ます。
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Sayaka Oike
It is meal in Fresno that I was the most interesting.
Japanese school student prepared meal in Fresno.
The dessert of Japan was served in the dish at the end. In it, bean
jam “annko”had gotten on the white gem“shiratama”.
My friend got excited because she saw bean jam. She said so. "I
love annko" and she ate bean jam one after another.
The plate was empty when noticing. And, she said so. "Morimori no
unnko tabe tyatta" .“Unnko”is called "shit" in English. A surrounding friend was laughing.

Haruka Kimura

Because it is a story that cannot be said in Japanese very much,
it says in English .There are three talks.
The first story's my nakedness was seen by sayachan. I seem to
have been unskilled how to take the shower. Therefore, water
overflowed even in the rest room. It was surprised. And, I shouted
「sayachaaaaan!!!」. She came here and laughed. Because my hips
were lovely.
The second story is that everyone ate meal. There was my loved
bean jam in that. I ate a lot of bean jams. I said annko wrong. I
said unko. Everyone was surprised and burst out laughing.
Last story is I imitated Mr.egasira2:50 in my best. While I was
United States staying I was made to do many times.

60

Daisuke

Honnma

It was the first foreign countries for me. There were a lot of
being surprised . First of all, it was food in the United States
that was surprised first. It was thought that the United States
food was larger than Japan. It was actually large. It went to
hamburger shop in San Francisco. It asked for the set of the
hamburger, the potato, and the drink. All were sizes that were
bigger than Japan. As many as five catsups has adhered. I was
surprised to have followed by 5 pieces.
There were five lanes when the road was seen. It is up to three
lanes that I have seen in Japan. Only the car and the person saw a
lot and it was happy. I thought that there were a lot of accidents, too, when there were such a lot of cars. In addition, the
United States is right traffic though Japan is left traffic. It was
felt that it was interesting though it was in prior as knowledge
because it renewed.
There was a surprise when the subway was used in Los Angeles.
The payment of the charge is very vague. Even if the ticket was
not bought, it was possible to get on through the gate though it
paid a fare, the ticket was bought, the gate passed, and it got on.
Japan might be not loose ..so... It was muttered the country of
freedom though it did.
This United States were still unlike Japan a gastronomic culture, a language, and various differences and was very interesting. A very good experience was able to be done. The word muttered most in the United States was "American sedge. "

ooo!!!
o
a
a
a
Waa
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Kaito Takesige
I like baseball. My favorite food is steak.
My best memory on this trip was going to Grand Canyon. We can
see beautiful view there. Exactly, it was ‘Seeing is believing’. I
recommend the place for you. It is remark for everybody. And
finally I have a advise for you. Let's take a lot of one dollar
bills. They are used as a chip.
Thank you.

Ryo Hirabayashi
That I am ready to die in the U.S. is gone to the slums in Los
Angeles.
We got to miss the bus when the bus back to the hotel. After
passing one street and there were many homeless people on both
sides of the road. We went up to the finish; they ended up homeless people everywhere. The last stop in a dangerous place and
we ran to the restaurant at full. We call a cab until it arrived at
the restaurant in a hurry and was full of anxiety. Our taxi arrived at the same time I missed the power of the body at ease.
We are from a taxi driver and "Why do you have to walk here?
Area here is very dangerous area!"We felt safe and really good
to take a taxi hears his words. We were able to come home safely
but became teary-eyed at the hotel. We arrived at the hotel after a teacher reported, was said to be the correct action can be
great improvisation.
Finally, we have also discovered the wonders of America, also
found differences between rich and poor.
We learn many things to think and act by them, I was very proud
to be participating in this study abroad. Thank you.
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Yu Maruyama
A building and food, a way were big at all and felt the first
thing that I went abroad and thought of. It was put up in the topography totally different from a Japanese building and I was
different in a design and architecture and came to feel, "I did it
abroad". When I ate a hamburger, I was surprised at the size and
size of the drink. A stomach became full just to have eaten one.
The first memory in U.S.A. is that I played bowling with people of
the student of Fresno in an exchange meeting and that it was
possible for a story while eating ice and a pizza together.
It was English that was not good, but I could talk and was able to
enjoy it very much.

Takuto Yoshida
My most enjoyable thing was bowling and eating pizza and ice
cream with students at Fresno University as Welcome party. My
biggest purpose of this trip was speaking English a lot. So, I enjoyed because I could achieve my purpose.
NBA game was also excited for me! As a basketball experienced
person, I was so happy to be able to see the real game. I was satisfied to see the wonderful game that not betrays me.
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あとがき

今回のアメリカ研修の特徴は、１）学生自身の自主性を重んじ、学生自らが計画・行動す
ること、そして２）他学科（健康栄養学科，社会福祉学科）と合同で研修を行ったことです。
１）については久保先生から「有意義な研修には事前準備がものをいう」を学生が何度も言
われ、訪れたことのない土地について一生懸命調べている姿が非常に印象的でした。もち
ろん、学生のみの力では限界があり、その際に意見・助言をくださったJTB中村さんには大
変お世話になりました。２）では初めての試みでもあり、しかも研修参加者は20名を超える
大所帯となってしまい、日程調整をしてくださった久保先生は相当な苦労をされたと思いま
す。しかし2週間もの間を他学科の学生と生活を共にするということは、普段の大学では経
験できないものであり、学生たちはもちろん私たちにとっても非常に有意義な時間となりまし
た。
アメリカでの訪問先でほぼすべての人たちから心配されたことが、3月11日に日本を襲っ
た大地震と大津波、そして原子力発電所の事故についてでした。「なぜこの時期に海外研
修へ行くのか」そんな質問も実際に飛び交っていました。私も含め学生たちも次にいつ海外
研修に行けるかわからないというなか、この「機会」を逃さなかったのはとても意味のあるこ
とだと考えています。なぜなら、この時期に海外へ行くことで、海外から日本への関心や心
配をまさにタイムリーに感じることができたからです。そして、そのことから改めて私たちの住
む日本の大切さを実感することができたと思います。
最後に、渡航前に学生たちに英語の講習を開いてくださった英語科の先生方、研修実
現にご協力、ご支援くださった教職員の皆様、そして学生たちの研修を許可してくださり支
援してくださった保護者の方々に心から感謝申し上げます。

菅原和弘
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