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1. はじめに

「百聞」もして、かつ「一見」もするのが理学療法学科の海外研修の要だと考えています。インター
ネット等で今はどんな情報にでもアクセスすることができます。しかし、画面上でエジプトの
ピラミッドの写真をみて、それでピラミッドを「見た」ことになりますか？それで満足できる
人は、おそらく海外研修にいってもその価値を見出すことはできないでしょう。海外研修は「そ
の経験を通じて何かを学べるはずだ」と信じることのできる人たちのための機会です。

今回の研修の特徴は、旅の段取りについて「自分たちでやれること」を最大化することでした。
結果として専門旅行業者の介入ゼロの研修となりました。今回の研修参加者が 3名と少ない
のは残念でしたが、逆に、事前の準備のためのミーティングは常に全員参加で「傍観者」の存
在できないグループです。過去の研修と比較してもその準備には最も長く時間がかかりました。
現場での、さまざまな（小）トラブルもありました。しかし費やされた時間は無駄ではなかっ
たと確信しています。

今回の研修も、大学および国際交流委員会、理学療法学科そして保護者のみなさんの支援の結
果実現することができました。この貴重な経験は、その経験者自身の言葉をもって次の学生達
に伝えられることにより、本学・本学科の新しい「伝統」の基礎になることでしょう。この報
告書をお読みになっていただいて、その意気を感じていただけることを望みます。

理学療法学科　久保雅義
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2. メンバー紹介

名前名前

地神裕史　
行った理由行った理由

アメリカで使ったお金アメリカで使ったお金

1 番の思い出1 番の思い出

自分がやらかした事件自分がやらかした事件

名前名前

久保雅義
行った理由行った理由

アメリカで使ったお金アメリカで使ったお金

1 番の思い出1 番の思い出

自分がやらかした事件自分がやらかした事件
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名前名前

阿部望（2 年生）
行った理由行った理由

アメリカで使ったお金アメリカで使ったお金

1 番の思い出1 番の思い出

自分がやらかした事件自分がやらかした事件

名前名前

田中菜津美（2 年生）
行った理由行った理由

アメリカで使ったお金アメリカで使ったお金

Jigami on the bed
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名前名前

高野侑希（2 年生）
行った理由行った理由

アメリカで使ったお金アメリカで使ったお金

1 番の思い出1 番の思い出

自分がやらかした事件自分がやらかした事件

1 番の思い出1 番の思い出

自分がやらかした事件自分がやらかした事件
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治安・雰囲気

America

Calforlnia

3. 場所紹介

正式名称は、
United States 
of America 北
アメリカ大
陸および北
太平洋に位
置する連邦
共和国。

首都は Washington, D.C. で最大の都市は
ニューヨークである。現在の大統領はバラ
ク・オバマで人口は 3 億人強である。

カリフォルニアはアメリカ合衆国西部、太
平洋の州。アメリカ西海岸の大部分を占め
る。

州都は、サクラメントである。州土は日本
全土より約 46000km²（北海道の約半分程
度）ほど大きい。最も人口の多い州であり、
アメリカ合衆国人口の 12% を占める .

サンフランシスコ・ベイエリアを中心とす
る北部と、農業が盛んな中部、ロサンゼル

ス～サンディエゴ帯を中心とする南部に
分かれる。ロサンゼルスはハリウッド
を抱えるなど、エンターテイメント

産業の世界的中心である。



7

 〈サンフランシスコ〉 〈サンフランシスコ〉

観光地情報観光地情報
アラモスクエアはドラマ　フルハウスで
も使われた家を見ることができる。パシ
フィックハイツはユニオンストリート・
チェスナッツストリート・フィルモアス
トリートのレストランやカフェなどもあ
るショッピングエリアがある。ヨセミテ
国立公園は１８６４年に保護する目的で
政府から指定され、１８９０年に国立公
園に指定された。約１００種類の哺乳類、
２００種類の鳥類が生息している。

治安・雰囲気治安・雰囲気
治安は基本的に昼は良い、夜はゴールデ
ンゲートブリッジ、シビックセンター周
辺、soma 地区南側は危険度が増すので
要注意。交通機関は分かりやすく充実し
ている。

坂道が多いが意外にも徒歩でのびのびと
楽しめる街。天気がよく人々も陽気で街
全体が明るい雰囲気を出している．

基本情報基本情報
人口 / 約８１００００人

気候 / 地中海気候に属し、１年中気温の
差があまりなく、住みやすい都市。最高
気温の平均は１４～１８℃、最低気温の
平均は８～１１℃である。私たちが行っ
た３月は天気がよく日差しが眩しいくら
いでした。

別名 /SF、Frisco、San-Fran

現地で使った乗り物現地で使った乗り物
BART/ 料金表を見て目的地までの料金
を確認してお金を投入。「prints $ ○
ticket」ボタンを押せば、投入した金額
がチャージされたチケットがでてくる。
minubus/ バスの車体正面上部に記され
ている路線番号を確認、乗車は前ドア
からでその時に 1 人 2 ドル払う。乗り
換えが必要ならトランスファーを受け取
る。降りるときは窓近くの紐を引けば
ok

ケーブルカー / チケットは発着所にある
チケットブースで買うか、乗車時に車掌
に直接払う。
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 〈サクラメント〉 〈サクラメント〉

観光地情報観光地情報
カリフォルニア州庁舎は州行政の中心地
となっている。カリフォルニア州鉄道
博物館はオールドサクラメント内にある
州立の鉄道博物館で、大人も子どもも
楽しめる。パワーバランスパビリオンは
NBA のサクラメントキングスの本拠地
で 17317 人収容可能、コンサートやイ
ベントも行われる。サター砦はジョン・
サター砦。サクラメントの歴史やゴール
ドラッシュ時代の様子がよくわかる。

治安・雰囲気治安・雰囲気
州都でもあることから治安は良い。しか
し深夜のバス停留場やダウンタウン付近
は治安のいいところではなく、浮浪者な
ども多いので注意。

こじんまりとしていてのんびりとでき、
徒歩での移動もできる。散歩しながら観
光地を巡るのも楽しいかも！

現地で使った乗り物現地で使った乗り物
路線バス : Sacramento Regional Transit 
(RT)

サクラメントをはじめ、シトラスハイツ・
ランチョコルドバ方面にも路線を伸ばし
ている。主な観光ポイントへはダウンタ
ウンからRTのバスで行くことができる。

一部を除いて全線均一運賃 2 ドル 50 セ
ント。

YOLOBUS 42A/B 系統運賃は２ドル

基本情報基本情報
人口 /47 万人カリフォルニア州内で第
6 位、米国全体では 35 位らしい。

気候 / 冬は朝０℃で最高 10℃くらいだ
がユキは降らないが霧がよく出る。夏は
朝 15℃くらいで涼しいが昼 35℃くらい
になる。年に数日は 40 度以上になる。
大変乾燥していて 5 月から 10 月の間は
ほとんど雨が降らない。夏の日差しが強
いわりには、日陰にはいると涼しく感じ
る。
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 〈フレズノ〉 〈フレズノ〉

観光地情報観光地情報
観光地ヨセミテ国立公園、セコイア国立
公園に近い。タクシーのドアにヨセミテ
のプリントがしてあった。フレズノ美術
館はサンフランシスコとロサンゼルスの
間にある唯一の現代美術館です。20 世
紀ヨーロッパ絵画や彫刻、写真などが中
心ですが、メキシコ美術のコレクション
も充実している。

とても穏やかでのんびりと過ごしたい方
にはオススメ！！

治安・雰囲気治安・雰囲気
ＬＡやロサンゼルスと比べて、郊外にあ
るし、大学周辺しか行かなかったので、
治安の悪さは特に感じなかった。

大学の周りは農場で広がっており、田
舎っぽい。周りに何もなく自然が広がっ
ているところが医療福祉に似ていた。

自然であふれているため、車での移動が
多く、交通量が激しかった。車線は６車
線くらいありました。朝は特に激しいで
す。

基本情報基本情報
人口 / 約４８万人で、農業が盛ん。大学
の周りも広大な農地だった。

気候 / 私達が訪れたとき、日中の気温は
２０°近くで、天気がとてもよかった。
短パン、Ｔシャツの学生がいる中でコー
ト、マフラーの私達は汗だくでした…

ここでも、サングラスは必須アイテム！
日差しが強すぎて、目は開きません。

現地で使った乗り物現地で使った乗り物
今回私たちは乗り物を利用しなかった
が、フレズノ都市圏はカリフォルニア州
の中央にあることで、鉄道交通の中心で
もある。地域内にはサンタフェ乗客駅と
マデラ駅と 2 つのアムトラック・サン
ホアキン線の駅がある。

フレズノ地域急行とマデラ郡急行がフレ
ズノ市中心街に向かうバス便を運行し
ている。グレイハウンドとオレンジベル
ト・ステージズが長距離バスを運行して
いる。
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 〈ロサンゼルス〉 〈ロサンゼルス〉

観光地情報観光地情報
ディズニーランドを始めとするテーマー
パークや映画で有名なハリウッドがあ
る。ハリウッドはチャイニーズシアター
は有名人の手、足型がありおススメ ! ま
た、海岸沿いを散歩しながらショッピン
グを楽しめるサンタモニカや L.A. を一
望できるグリフィス天文台は恋人と訪れ
たい場所 NO1 に間違いなしです。私た
ちが拠点としていたダウンタウンは高層
ビルが立ち並び、リトル東京は日本を感
じどこか安心できます。

治安・雰囲気治安・雰囲気

基本情報基本情報
人口 / 約 360 万人で、全米 2 位の人口
規模をもつ大都市！

気候 / 私たちが行った 3 月は最高気温
22℃最低気温 10℃でした。日中は暑
いくらいだが、日差しがない朝や夜は
寒いので羽織るものやストールがある
と Best! 日中はサングラスが欠かせませ
ん !!

その他その他
今回私たちはロサンゼルスにもっとも
長く滞在し、NBA やグリフィス天文台、
ハリウッドなど多くの観光地にも行くこ
とができました。

また一番怖い体験をしたのもこのロサン
ゼルスでした。すばらしい場所がたくさ
んあり、苦い経験もでき充実した 6 日
間となりました。
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現地で使った乗り物現地で使った乗り物
地下鉄 / メトロ・レイル地下鉄 / メトロ・レイル

one way: ＄1.50　１日 4 回以上乗るな
ら、１Day チケット＄5

切符はクレジットでもキャッシュでも買
うことができる。路線は 7 つ、主にレッ
ドラインを使用。地下鉄は 5 ～ 20 分間
隔で運行。

切符を買ったが改札は切符なしでも自由
に行き来できる。乗ってる最中に駅員さ
んが切符を確認しに来るらしいが、今回
は 1 回も出会うことはなかった。

DASHDASH

ロサンゼルス市交通局が運営するバス。
25 セントでお釣りはない　小銭がない
場合は、何人かで一緒に払うとよい。今
回はグリフィス天文台に行くときに使
用。平日のみ運行する路線や土日のみ運
行する路線もあるので要注意 !!

ビックブルー・バス (BBB)ビックブルー・バス (BBB)

サンタモニカ市の運営するバス。75 セン
トお釣りはない　サンタモニカからダウ
ンダウンは＄1.75。サンタモニカに行く
ときに使用。バス停乗り場に要注意…。
 FlyawayFlyaway

L.A.空港まで直通のバス。＄7　クレジッ
トカードのみ。30 分ごとに運行してい
る。搭乗する空港場所を聞かれるので確
認しておくこと！運転手さんはアメリカ
ンジョークをかましてくる陽気な運転手
さんだった。

タクシータクシー

初乗り＄2.85、以降約 157m ごとに¢
35 加算。チップは料金の 15 ～ 20％支
払う。夜間運転してもらった時は、多め
にチップを渡すこと !

タクシーは、ホテルで呼んでもらうと良
い！今回は 5 人だったため、ワゴンタ
クシーを使用した。

レンタカーレンタカー

あらかじめ予約しておくとスムーズ。空
港からレンタカーショップまで直通のバ
スが出ている。

アメリカの高速道路は無料で多くの人が
利用しており、日本の首都高速道路にに
ていて複雑だった。

しっかり調べておかないとすぐ道に間違
えてしまうので、細かい地図が重要…。

夕方、ダウンタウンに向かう道は渋滞に
巻き込まれるので注意。

CARPOOL CARPOOL 

平日朝 5 時～ 9 時、夕方 3 時～ 7 時と限
られた時間に限り 2 人以上 ( 場所によっ
ては 3 人以上 ) 乗っている車、オートバ
イ 、もしくはハイブリッド車しか走って
はいけないという制限付きになる車線で
す。

渋滞緩和の為に作られた車線で、1 人乗車
の車両に対して有料で通行を認めていま
す。料金は交通状況により、1 マイル ( 約
1.6 キロ ) あたり 25 セントから 1 ドル 40
セント支払うことになります。

私たちは 5 人乗車だったので、渋滞時に
巻き込まれることなく走行できましたが、
車線変更は、かなり大変そうでした。
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治安・雰囲気

観光地情報

 〈サンティエゴ〉 〈サンティエゴ〉

治安・雰囲気治安・雰囲気

基本情報基本情報

現地で使った乗り物現地で使った乗り物

観光地情報観光地情報
アメリカでトップクラスのサンディエ
ゴ動物園や Sea world があり、マリンス
ポーツやゴルフなどのスポーツを楽しめ
たり、レゴランドのようなテーマパーク
は大人から子どもまで楽しむことができ
ます。

Sea World は、アメリカの広大な敷地を
使って、アトラクションと水族館が一緒
に楽しめる場所です。Sea World に言っ
たのならシャームーのショーを見なきゃ
損。ライドは水上くだり、激流下りなど
盛りだくさんです。
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 〈韓国〉 〈韓国〉

治安・雰囲気治安・雰囲気
道でマップを見ていると、日本語でどこ
に行くの？と話しかけてくれる方に数
回出会った。また、道に迷って人に尋ね
たときも言葉が通じなくても地図を指し
て、教えてくれた。親切な人たちが多い
し、日本人にも興味があるようだ。お店
でも、日本語で商品についてお勧めされ
たり、自分の話をしてくれたりとても楽
しい雰囲気でした。

雰囲気は、日本に似ているような気がし
ます。

基本情報基本情報

人口英語表記 /South Korea。 

韓流ブームですっかりお馴染みの国。

ソウルには人口のほぼ半数の約 2.000
万人が住む。またソウルは長岡市と同緯
度にある。

気温 / 年較差、日較差が大きい。日本か
ら飛行機で 2 時間半。

観光地情報観光地情報
化粧品なども安価でショッピングも楽し
いし、キムチや焼き肉などの食べ物もお
いしい。日本人が多く、お店に行っても、
観光名所に行っても、日本人観光客があ
ふれていました。明洞は東京見たいに人
があふれかえっており、お店やビルが立
ち並んでいました。韓国のチムジルバン
はお勧め。疲れた体を癒してくれる。全
部で 10 種類くらいあり、1 番高温のチ
ムジルバンは蒸し焼きにされそうでし
た。

現地で使った乗り物現地で使った乗り物
地下鉄：ソウル市内には 2，3 分おきに
運行しており、移動に便利。目的地まで
の料金＋ 500W のＩＣカード代で買う。
カードは使用後機械で換金できるので忘
れずに。時間にゆとりがないと換金でき
ないカードを私達のようにお持ち帰りし
てしまうので、注意…

日本人観光客が多いからか、チケット売
り場には日本語が話せる駅員さんがいま
した。わからなくなったら、その方に聞
くべし！
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4. 持ち物

キャリーケースはMまたはLサイズのもの。
お土産とかも入れるので大きいサイズお勧
めですが、、、
小さい子は大きすぎると持ち運びができ
ないので自分に合ったサイズのものがベス
ト !!
< 中身 >
・洋服（すぐに羽織ったり脱いだりできる
上着があると便利）
・下着
・パジャマ
・シャンプー・リンス・ボディソープ
・歯磨きセット
・洗剤（共有可）
・充電器（日本のもので OK）
・化粧道具 ( 女の子の必須アイテム )
・パソコン（探し物をするのに大活躍 !!）

キャリーケースキャリーケース
機内や移動のときにいつも持ち歩くか
ばん。リュックやショルダーバックの
ような両手が開くようなかばんがお勧
め。いろいろ詰め込めたる大きめのか
ばん、収納があると便利。
< 中身 >
・航空券（絶対に忘れてはいけない）
・筆記用具
・携帯 (ipone なら wifi 使えるので便利 )
・財布（日本円とドル）
・デジカメ（旅の思い出にたくさん撮ろ
う）
・クレジットカード
・パスポート ( 入国できません )
・常備薬（リップクリームや酔い止めな
ど）
・ハンカチ・ティッシュペーパー

< 普段 >
すきな格好。今回は春の陽気だと思っていたが、朝と夕方が寒かった。だんだん南に行
くにつれて日中は暑かった。
< 学校訪問時・施設訪問時 >
ジーンズやパーカーといったカジュアルな服装はよろしくない。チノパンやシャツ、ジャ
ケットなどの正装で印象良く！

〈持って行って良かったもの〉
・サングラス（カリフォルニアは日差しがとても強い、現地の人になりきれるかも）
・防寒具（薄めのコートとか）
・スリッパ（機内でもらえる、ホテルで使える）
〈持って行ったが使わなかったもの〉
・変圧プラグ（日本のもので OK）
・タオル・バスタオル（ホテルにあった）
・辞書（使うタイミングがあまりなかった）
〈持って行った方が良いもの〉
・髪大事な人はドライヤー（基本的にはホテルについているが性能が良くない）
・日焼け止め（日差しが強いから）

手荷物手荷物

その他その他

衣装・服装衣装・服装
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ESTA申請

90 日以内の短期滞在を目的でアメリカを訪問する場合、ビザではなく事前に電子
渡航認証システム（ESTA）の申請をしなければならない。

専用ウェブから申請する　https://esta.cbp.dhs.gov/

申請書の入力（サイト上の申請ページで必要事項を記入）⇒申請書の送信（入力し
た情報を確認）⇒申請番号の受領（申請番号が発行されるので印刷するか控えてお
く）⇒支払い 14 ドル（クレジットカード、デビットカードのみ使用可）⇒申請に
対する回答の受領（「渡航認証許可」が表示されたら ESTA 承認されたことに）

５. 事前準備

専用ウェブから申請 申請書の入力

（サイト上の申請ページで必要
事項を入力する）

申請書の送信

（入力した情報を確認する）
申請番号の受領

申請番号が発行されるので印
刷するか控えておく。

支払い 14 ＄

（クレジットカード、デビット
カードのみ使用可能）

申請に対する回答の受領

「渡航認証許可」が表示された
ら ESTA が承認されたことに
なる。

90 日以内の短期滞在を目的でアメリカを訪問する場合、ピザではなく電子渡航認証システ
ム（ESTA ）の申請をしなければならない。

日本からのお土産
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空港コードとは空港一つ一つにつけられるコードのことで世界に1万以上ある空港
にコードが割り振られている。また航空券を買うときに必要で、地名ではなく空港
コードを入れないと行きたい空港を探すことができない。

新潟空港は KIJ

ロサンゼルス国際空港は LAX

サンフランシスコ国際空港は SFO

そしてフレズノ空港は FAT　　　FAT ってどうよ（久保）

　　

case Acase A 新潟出身の場合新潟出身の場合
県内の場合、地元の市役所のパスポートの窓口で申請を行うことができます。
必要な書類は上記であげたものを持参し、申請日から早くて１週間程度でパスポートを
受け取ることができます。　

Case BCase B 群馬県出身者の場合群馬県出身者の場合

県外の場合でも新潟県の新潟市パスポートセンター (NEXT ２１の５階 ) で申請が行うこ
とができます。
必要な書類は特に変わりません。
持って行かなければならないものは、戸籍抄本と住民票の写しと新潟市内に住んでいる
ことが確認できる書類です。
戸籍抄本、住民票の写しは群馬県のものを取り寄せます。私の場合は、実家に帰れなかっ
たので親に用意してもらい郵送してもらいました。
新潟市内に住んでいることが確認できる書類は、学生証があれば大丈夫です！
わからないことがあれば直接電話すれば教えてくれます。
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Booking.comBooking.com
ホテルの予約時に使用した。

5つ星などで評価されていることやホテル周辺および部屋の中の写真も掲載され
ているため選びやすかった。

予約はクレジットで行うので早めに準備しておくといい。

部屋もいろいろ種類があり、いいところに泊まりたいなら早めに予約を !

ticketmaster.comticketmaster.com
ミュージカルのチケットの購入に使用した。早めに購入したほうが安く買える。

ミュージカルは早めに買わないと売切れてしまうので要注意です !!

日本から席の予約が可能。早めに予約して日本に航空便でチケットを郵送して
もらうこともあるが、基本は Will Call が多い。

expedia.comexpedia.com
航空券の購入に使用した。

今回は、事情により最終的に日本人オペレーターとの電話での予約となった。
わからない点を直接聞くことができたので良かった。

しかし予約は基本的に秒単位。ちょっとでも躊躇していると席がなくなるし、
値段も変わる。またいったん購入すると、後で変更するのには、たんまりお金
がかかる。慎重かつ大胆に利用したい。ちなみに一社で決めてしまってはだめ。
travelocityとかorbitzなど他社と値段を比べることが大事です。かなり違います。

NBA.comNBA.com
NBA 観戦のチケット購入時に使用した。

日本から席の予約および購入が可能。郵送してもらうため現地で買うよりも高
くなってしまうが、引換券ではないので、すぐに入場の列に並べる。

Web Sites for TicketsWeb Sites for Tickets
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10 月 25 日10 月 25 日 ...... ......TEAM2012 メンバー集合する。TEAM2012 メンバー集合する。
女 3 人という最小メンバーで参加決定した！女 3 人という最小メンバーで参加決定した！

12 月 13 日12 月 13 日 ...... ......研修計画づくりスタート研修計画づくりスタート
久保先生の研究室で過去の先輩方の記録を見て、アメリカ研修の計久保先生の研究室で過去の先輩方の記録を見て、アメリカ研修の計
画を考え始める。これを読んでいる皆さんにはこの報告書が役に立画を考え始める。これを読んでいる皆さんにはこの報告書が役に立
つはずつはず

12 月 22 日12 月 22 日 ...... ......アメリカホテル決定する！アメリカホテル決定する！
地図を見てホテルが決まればインターネットで予約。いい部屋 GET地図を見てホテルが決まればインターネットで予約。いい部屋 GET
する。当然クレジットカードがなければ話にならない。今回は、田する。当然クレジットカードがなければ話にならない。今回は、田
中さんのカードにいったんチャージして後で払うことにする。中さんのカードにいったんチャージして後で払うことにする。

12 月 27 日12 月 27 日 ...... ......アメリカ大まかな日程決定する。アメリカ大まかな日程決定する。

1月 4日1月 4日 ........... ...........2012 年初集合！2012 年初集合！
大雪で寒かった…。大雪で寒かった…。
理学合同研究室にてアメリカ行き航空券 2 時間電話して購入した。理学合同研究室にてアメリカ行き航空券 2 時間電話して購入した。
なぜか地神先生だけ購入できなかった。そのため、少し高めの値段なぜか地神先生だけ購入できなかった。そのため、少し高めの値段
で購入。で購入。

1 月 13 日1月 13 日 ........ ........ESTA 申請行うESTA 申請行う
1月 23 日1月 23 日 ........ ........アメリカでの詳しい内容決定する。アメリカでの詳しい内容決定する。
2月 2.3 日2 月 2.3 日 ....... .......SF、LA、サンディエゴの詳しい内容をさらに田中家でなり直す。SF、LA、サンディエゴの詳しい内容をさらに田中家でなり直す。

夜更かししながら決めました！夜更かししながら決めました！

2 月 8日2月 8日 ........... ...........2・3 日で決めた内容を久保先生、地神先生に報告。2・3日で決めた内容を久保先生、地神先生に報告。
いろいろダメ出しをうけつつ決定～！いろいろダメ出しをうけつつ決定～！

3 月 5日3月 5日 ........... ...........フィリピン研修の人たちと英会話練習。フィリピン研修の人たちと英会話練習。
英会話なかなか難しかく、アメリカで話せるか不安に陥る。英会話なかなか難しかく、アメリカで話せるか不安に陥る。

3 月 6日3月 6日 ........... ...........久保先生と英会話。久保先生と英会話。
YOUTUBE を使い、話す練習。YOUTUBE を使い、話す練習。
中学レベルの英語力で通じるらしいが、なかなか言葉に出てこない！中学レベルの英語力で通じるらしいが、なかなか言葉に出てこない！

3 月 8.13 日3 月 8.13 日 ..... .....佐々木先生に英会話の特訓してもらう！佐々木先生に英会話の特訓してもらう！
入国手続きや食事の場面など、日常生活で必要な英会話を教えても入国手続きや食事の場面など、日常生活で必要な英会話を教えても
らい、準備万端なはず !!らい、準備万端なはず !!
そして、佐々木先生からアメリカの話を聞きさらに楽しみになる！そして、佐々木先生からアメリカの話を聞きさらに楽しみになる！

６. 旅日記
"We go to US.""We go to US."

Oct 25  Oct 25  
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07300730 ................. .................新潟空港集合新潟空港集合
大きいキャリーケースを持って集合。大きいキャリーケースを持って集合。
わくわくしながらいざ出発 !! 久保先生が搭乗場所を間違えて、名古わくわくしながらいざ出発 !! 久保先生が搭乗場所を間違えて、名古
屋に行こうとしてたことは秘密です。屋に行こうとしてたことは秘密です。
国際線ターミナルは空いているので手続きは順調。液体物を持ち国際線ターミナルは空いているので手続きは順調。液体物を持ち
込みたいときは、預け入れ (check in かジップロックの袋にいれて込みたいときは、預け入れ (check in かジップロックの袋にいれて
Carry on. 量が決まっているので持込は要注意。Carry on. 量が決まっているので持込は要注意。

09300930 ................. .................仁川空港到着仁川空港到着
新潟空港からアメリカ直通の飛行機がないため韓国経由でアメリカ新潟空港からアメリカ直通の飛行機がないため韓国経由でアメリカ
へ。仁川空港は国際的ハブ空港を目指して新設された空港のため、へ。仁川空港は国際的ハブ空港を目指して新設された空港のため、
設備は充実。しばし免税店を散策。阿部サングラス購入でアメリカ設備は充実。しばし免税店を散策。阿部サングラス購入でアメリカ
行くのに準備万端！行くのに準備万端！
ちなみに、円でも WON でもドルでも使えます。いくら興奮しても、ちなみに、円でも WON でもドルでも使えます。いくら興奮しても、
この段階でお土産を買ってはいけません。この段階でお土産を買ってはいけません。

16101610 ................. .................仁川空港発仁川空港発
長時間のフライト。日付け変更線を越えアメリカへ長時間のフライト。日付け変更線を越えアメリカへ

「長時間のフライトではお尻が痛くなるので、いろいろ姿勢を変えた「長時間のフライトではお尻が痛くなるので、いろいろ姿勢を変えた
くなる。そこでベルトを緩めにする人が多いが、それは間違い。飛くなる。そこでベルトを緩めにする人が多いが、それは間違い。飛
行機のシートは良く考えられていて、腰をシートにがっちり固定し行機のシートは良く考えられていて、腰をシートにがっちり固定し
た状態で最高の性能を発揮する。したがって、私はシートベルトはた状態で最高の性能を発揮する。したがって、私はシートベルトは
常に力いっぱい締め上げてまず。これ、ホンと（久保）」常に力いっぱい締め上げてまず。これ、ホンと（久保）」

10351035 ................. .................サンフランシスコ空港到着サンフランシスコ空港到着
初めて入国手続きはドキドキしながら英語で受け答えをしました。初めて入国手続きはドキドキしながら英語で受け答えをしました。
第一関門突破 !!「日本人はほぼ問題なく通過できるが、今でもアラブ第一関門突破 !!「日本人はほぼ問題なく通過できるが、今でもアラブ
系の女性などはかなり時間をかけて調べられました。（久保）」系の女性などはかなり時間をかけて調べられました。（久保）」

11001100 ................. .................BART という地下鉄を利用して、パウウェル駅へ。BART という地下鉄を利用して、パウウェル駅へ。
サンフランシスコ中心街の私たちの泊まるユニオンスクエアープラサンフランシスコ中心街の私たちの泊まるユニオンスクエアープラ
ザホテルへ移動。BART 乗り場は飛行場と直結している。BART のチザホテルへ移動。BART 乗り場は飛行場と直結している。BART のチ
ケットは自動販売機で購入。現金やカードが使えます。もちろんすケットは自動販売機で購入。現金やカードが使えます。もちろんす
べて英語表記で、後ろに人が並ぶとパニくるので、空いているマシべて英語表記で、後ろに人が並ぶとパニくるので、空いているマシ
ンを選び時間をかけてじっくり買いましょ。ンを選び時間をかけてじっくり買いましょ。

12001200 ................. .................いざサンフランシスコ散策！いざサンフランシスコ散策！
チャイナタウンにてお昼。庶民的な中華店で、観光客だけでなく地チャイナタウンにてお昼。庶民的な中華店で、観光客だけでなく地
元の中国人が買い物にくるスーパーなどもたくさんあります。別の元の中国人が買い物にくるスーパーなどもたくさんあります。別の
意味での異国情緒で。。意味での異国情緒で。。
ご飯の量は、アメリカなので当然アメリカ SIZE でかなりお腹いっぱご飯の量は、アメリカなので当然アメリカ SIZE でかなりお腹いっぱ
いになる。高野は選択ミスで食べきれずに残す一方、他の 4 人はおいになる。高野は選択ミスで食べきれずに残す一方、他の 4 人はお
いしくいただく。いしくいただく。

13001300 ................. .................ケーブル博物館ケーブル博物館
サンフランシスコおなじみのケーブルカーは道路の真ん中の溝の中サンフランシスコおなじみのケーブルカーは道路の真ん中の溝の中
を走る太いケーブルをつかむことで動力を得ている。そのすべてのを走る太いケーブルをつかむことで動力を得ている。そのすべての
ケーブルを引き回しているのがここ。ケーブルカーの歴史を知る博ケーブルを引き回しているのがここ。ケーブルカーの歴史を知る博
物館だけでなく、ケーブルカーシステムのの心臓部がここにある。物館だけでなく、ケーブルカーシステムのの心臓部がここにある。

March 18  March 18  

Day 1: San Francisco[1]Day 1: San Francisco[1]

14001400 ................. .................グレース大聖堂グレース大聖堂
初めて大きな教会を訪れた。初めて大きな教会を訪れた。
ステンドグラスを通して入る光がとても綺麗だった。ちょうど結婚ステンドグラスを通して入る光がとても綺麗だった。ちょうど結婚
写真の撮影を行っている人たちがおり、外人さんのウェディグドレ写真の撮影を行っている人たちがおり、外人さんのウェディグドレ
ス姿は雑誌に出てる人みたいでとても素敵だった！憧れる !!!ス姿は雑誌に出てる人みたいでとても素敵だった！憧れる !!!
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Union square plaza hotel Union square plaza hotel 
サンフランシスコで利用したホテル。地下鉄 BART の駅
から歩いて10分もかからない。坂道を登っていく感じ。
少し古めのホテルだが居心地がよかった。
ここでアメリカと日本の水の違いによる髪の毛のごわご
わ感を体験した。ドライヤーも音がものすごくうるさく
て、日本から持って行ったほうが良いと感じた。
近くには Walgreen など日本のコンビニ的なお店や食料
品店もたくさんあり、買い物にはこまらない。日本から
持っていくか迷うものは、現地で買ったほうがよい。
先生の部屋での夕飯がとてもおもしろかった !?

University Inn FresnoUniversity Inn Fresno
過去のフレズノ研修ではほぼ毎回使用している定宿。値
段の安さと学校に歩いていける距離が魅力。しかし部屋
に備えつけの備品はほとんどないので、シャンプーな
どは気になる人は日本から持ってくるのがよい。無線
LAN は無料で使えるが、部屋によっては電波が弱いの
で結局ホテルのロビーで使うことになるはめに。
朝食はベーグルやジュース等のいわゆるコンチネンタル
スタイル。暖かいものはない。コインランドリーもある
が、今回はドライヤー（乾燥機）が途中で壊れて大トラ
ブル。しかし、最終的にはホテルのリネン用のランドリー
ルームで乾燥に成功。

Vagabond innVagabond inn
サクラメントの Amtral 駅から見える場所にあり、荷物
を引いて歩いていける距離。
朝ごはんにセルフでワッフルを作ることができるのが
A+。やり方がわからず迷っていたら、親切な男性のお
客さんが丁寧に教えてくれた。コーヒーや 100％りん
ごジュースなども飲める。裏手にあるタイ料理のお店は
晩御飯によい。隣のデニーズは朝食と昼食によい。それ
以外は食事ができるようなところは近くにないので、明
るいうちに買い物は済ませておくのが良い。

Miyako HotelMiyako Hotel
日本人街のすぐそばにあるホテル。フロントでは日本語
が使えないこともないが、ここはあえて英語で ...。
地下鉄の City Center 駅や、Union Station などにも徒歩
でいける圏内。近くに日本のスーパーなどもあり買い物
に便利。真向かいの大黒屋はホットなスポットで、夜中
まで列が切れません。
すぐそばロサンゼルスしけ市警本部や市庁舎もあり、正
しい方向に進めば夜でも安心。
ただし、方向を間違えると数分以内に二度と行きたくな
い SKID ROW もあるので注意。

Stay at HotelsStay at Hotels
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15001500 ................. .................minibus に乗ってゴールデンゲートブリッチへ。minibus に乗ってゴールデンゲートブリッチへ。
その橋の大きさと高さにぞくぞくしました。｢ フルハウス ｣ で見たその橋の大きさと高さにぞくぞくしました。｢ フルハウス ｣ で見た
通りだったので赤いオープンカーに乗ってあの橋を渡りたくなった。通りだったので赤いオープンカーに乗ってあの橋を渡りたくなった。
思っているよりかなり大きいし高い。交通量も多い !! 自転車で通っ思っているよりかなり大きいし高い。交通量も多い !! 自転車で通っ
ても気持ちいいと思う。やはり、観光客で溢れている。中央部はかても気持ちいいと思う。やはり、観光客で溢れている。中央部はか
なり高く下を見たらぞくぞくします !! 高所恐怖症の高野は久保先生なり高く下を見たらぞくぞくします !! 高所恐怖症の高野は久保先生
に連れられ ... 親子みたいだった！笑に連れられ ... 親子みたいだった！笑

16001600 ................. .................チェスナッツ ST.チェスナッツ ST.
かわいいお店、家が立ち並ぶ。女子は可愛いものには目がないといかわいいお店、家が立ち並ぶ。女子は可愛いものには目がないとい
うがこのことを言うのだと思いました。紙専門店や本屋に入り地味うがこのことを言うのだと思いました。紙専門店や本屋に入り地味
に盛り上がる３人でした。に盛り上がる３人でした。

「... 紙専門店で可愛いって ... どうなの正直なところ？（某教員談）」「... 紙専門店で可愛いって ... どうなの正直なところ？（某教員談）」

18001800 ................. .................mimubus で帰宅。mimubus で帰宅。
17 時以降は BUS の数減少するので要注意。結局、1 時間くらい寒い17 時以降は BUS の数減少するので要注意。結局、1 時間くらい寒い
中待ってた。待ちきれずにタクシーを捕まえる人もでますわ、そりゃ。中待ってた。待ちきれずにタクシーを捕まえる人もでますわ、そりゃ。
1 番時間を長く感じたひと時でした。1 番時間を長く感じたひと時でした。

20002000 ................. .................ミーティング＆夕食ミーティング＆夕食
先生方から勉強になるお言葉をたくさんいただいた。先生方から勉強になるお言葉をたくさんいただいた。
そして、商品開発も！？そして、商品開発も！？

「ブラのフロントホックが栓抜きになっていると、旅先などでは案外「ブラのフロントホックが栓抜きになっていると、旅先などでは案外
便利ではないか？などという程度の話。女性が多いと、こういう話便利ではないか？などという程度の話。女性が多いと、こういう話
になるってことです。」になるってことです。」

China TownChina Town
アメリカでも大規模なサンフランシスコのチャイナタウン。ユニオンスクエアから歩い
て約 5 分で着く。ドラゴンゲートと呼ばれる門をくぐると、漢字の看板が増え、提灯が
通りに飾ってあったりいきなり中国の雰囲気が広がっている。八百屋や鮮魚、精肉屋な
ど店が立ち並び多く立ち並んでいる。中華料理屋さんも庶民的な店からレストランまで
たくさんある。なかなか日本で見られない食材や鳥の丸焼きが売っているので通りを歩
くと珍しいものばかりだった。クッキーのサイズがアメリカン SIZE ！日本ではなかなか
食べられないのでぜひ食べてみるべき！久保先生オススメのパン屋があったが昼食を食
べたばかりで食べれなかったのが残念。

Cable Car MuseumCable Car Museum
ケーブルカーが走る全ての路線のケーブルがここに集まっており、実際に動いている様
子が見られる。昔のケーブルカーが展示や、写真や資料もありケーブルカーの歴史を知
ることができます。サンフランシスコの象徴であるケーブルカーは街の雰囲気とマッチ
していました。また、坂の多いサンフランシスコにケーブルを町中に張り巡らせる技術
がすごいと思いました。この博物館は無料だし、雰囲気もいいのでお勧め。
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08000800 ................. .................起床起床
09000900 ................. .................ホテル近くのハンバーガーショップで朝食。ホテル近くのハンバーガーショップで朝食。

小銭を使おうと思ってぴったり料金を準備していたら、TAX があっ小銭を使おうと思ってぴったり料金を準備していたら、TAX があっ
たため支払いでまた小銭増える、結局だめじゃん、阿部。たため支払いでまた小銭増える、結局だめじゃん、阿部。
量が多すぎて食べきれずに半分は To　Go( 持ち帰り ) した高野、田中量が多すぎて食べきれずに半分は To　Go( 持ち帰り ) した高野、田中
水を注文しした時、日本人英語だったので、water 聞き取ってもらう水を注文しした時、日本人英語だったので、water 聞き取ってもらう
のに苦労した。America 初ファーストフードおいしかったけど、朝かのに苦労した。America 初ファーストフードおいしかったけど、朝か
らは、油ぽかった。らは、油ぽかった。

10001000 ................. .................フィッシャーマンズワーフ（ピア３９、ロンバート St.）観光。フィッシャーマンズワーフ（ピア３９、ロンバート St.）観光。
見所満載！天気もよくて最高でした。名物のクラムチャウダーを食見所満載！天気もよくて最高でした。名物のクラムチャウダーを食
べました。パンの中にクラムチャウダーが入っており、size もかなりべました。パンの中にクラムチャウダーが入っており、size もかなり
大きい。１人では食べきれない !! ミルクが嫌いな、高野、田中はパ大きい。１人では食べきれない !! ミルクが嫌いな、高野、田中はパ
ンのみ。おいしそうな食べ物の店が立ち並んでいるのでご飯時がおンのみ。おいしそうな食べ物の店が立ち並んでいるのでご飯時がお
勧め。時間なかったので、終始早歩きでした。高野は小走りで必死勧め。時間なかったので、終始早歩きでした。高野は小走りで必死
についてきて可愛かった。小さい子って…。笑についてきて可愛かった。小さい子って…。笑
そしてバスでUSFへ。私達は駐車場から侵入したようです・・・。ちょっそしてバスでUSFへ。私達は駐車場から侵入したようです・・・。ちょっ
とした丘のようなところに立あったので坂道のみ。きっと次の日はとした丘のようなところに立あったので坂道のみ。きっと次の日は
筋肉痛だろうと思いました。筋肉痛だろうと思いました。

16001600 ................. .................アルカトラズ島ツアーに参加。アルカトラズ島ツアーに参加。
人気ツアーの為、夕方のチケット購入になる。搭乗時刻ギリギリで人気ツアーの為、夕方のチケット購入になる。搭乗時刻ギリギリで
駆け込み乗船。駆け込み乗船。
始めはケーブルカーで移動。始めはケーブルカーで移動。
港に巨大客船があり皆その大きさにびっくり！港に巨大客船があり皆その大きさにびっくり！
写真では表現できませんが…とにかくでかいんです！！写真では表現できませんが…とにかくでかいんです！！

19001900 ................. .................ケーブルカーで帰宅。ケーブルカーで帰宅。
じゃんけんに負けた地神先生・阿部（２日連続）ホテル近くのスーパーじゃんけんに負けた地神先生・阿部（２日連続）ホテル近くのスーパー
で買い出し。歩いて買出しに出かけられるところがサンフランシスで買い出し。歩いて買出しに出かけられるところがサンフランシス
コ中心部らしい。高野、田中はちょっとデパートへ。広すぎて戸惑コ中心部らしい。高野、田中はちょっとデパートへ。広すぎて戸惑
いました。店も多いため迷わないように要注意です。いました。店も多いため迷わないように要注意です。

19301930 ................. .................ミーティング兼夕食。ミーティング兼夕食。
クラッカーを買って、野菜の缶詰、チーズ、ハムなどを乗っけて食クラッカーを買って、野菜の缶詰、チーズ、ハムなどを乗っけて食
べました )^o^(べました )^o^(
先生方のいい話、言ってはいけない言葉など夜な夜な話しました。先生方のいい話、言ってはいけない言葉など夜な夜な話しました。
この日もなかなかの盛り上がりで就寝は遅くなる。この日もなかなかの盛り上がりで就寝は遅くなる。

Day 2: San Francisco[2]Day 2: San Francisco[2]
March 19March 19

Pier 39Pier 39
海上に設置された台で野生のアシカが大量にひなたぼっこをし
ている。何とも言えない泣き声で騒がしかった。良い香りの石
鹸のお店、有名なスポーツ選手や俳優のサイン入りのポスター
店、チョコレート屋さんなどいろんなショップがありました。

Fisherman's WharfFisherman's Wharf
イタリア人漁師の船着き場として栄えた。港町サンフランシスコ
を代表する観光エリア。天気がめちゃめちゃよくて、気持ちよかっ
た！
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WaWalgreenslgreens
日本で言うセブンイレブンのようなアメリカのどこにでもあるコンビニ。本業はド
ラッグストア。お土産からお水までいろいろ売っているため、入ったらついつい何か
を買ってしまいたくなるお店。田中はここでチョコレートのお土産を購入しました！

夕飯で野菜の缶詰、クラッカー、チーズ、ハム、お菓子、飲み物をたくさん購入しました。

初めてアメリカの食文化に触れ、とてもジャンキーなお食事でした！

Lombard StreetLombard Street
世界一曲がりくねった坂道と言われる。ケーブルカー
で行った。1920 年に急斜面を車でも交通可能にする
ために８つのカーブができた。皆楽しそうに下ってい
た。８つもカーブをつけてまでして道を作っちゃうの
がすごい。

University of California University of California 
San FranciscoSan Francisco

急ぎ足で、バスを降りて、とにかく坂を登る登る！小
高い山のような所にありました。America の大学見学
の際にはキャンパスマップが必須。広すぎて、ワケわ
かんない。失敗。 

Alcatraz Island TourAlcatraz Island Tour
午前中にチケットを買いに行ったのに、4:00PM から
の便しかない人気ツアー。ここは 1934 年から 1963
年まで実際に刑務所として使用され、この間 1576 人
の囚人達が収監された。島を取り巻く早い潮の流れと
冷たい水温のため、絶対に脱出ができないと言われた。
島からの景色はさんすらンシスコの綺麗な街並みが一
望でき、それが逆に囚人をいらいらさせたらしいと久
保先生がおっしゃっていた。ツアーではフェリーに
乗って、刑務所の中を日本語の音声ガイドを貸しても
らってゆっくりまわれる。

風がつよくて寒いので暖かくしていきましょう。
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Day 3: SacramentoDay 3: Sacramento
March 20March 20

06070607 ................. .................アムトラックでサクラメントへ。アムトラックでサクラメントへ。
アムトラ内で朝食、ヨーグルトのスプーンがなかったためバナナにアムトラ内で朝食、ヨーグルトのスプーンがなかったためバナナに
ヨーグルトをつけ食べる。ヘルシーな朝ごはん。バナナヨーグルトヨーグルトをつけ食べる。ヘルシーな朝ごはん。バナナヨーグルト
おいしかった。おいしかった。
車内で Wi-Fi が飛んでおり、かつテーブル席もある。マジで仕事が十車内で Wi-Fi が飛んでおり、かつテーブル席もある。マジで仕事が十
分にできる環境。日本にないのが不思議なくらい。地神先生の仕事分にできる環境。日本にないのが不思議なくらい。地神先生の仕事
ははかどった模様。ははかどった模様。

08000800 ................. .................ホテルに荷物を置き徒歩で会場へ。ホテルに荷物を置き徒歩で会場へ。
朝早すぎて当然チェックインはできないが、フロントのお姉さんは朝早すぎて当然チェックインはできないが、フロントのお姉さんは

「朝食どうぞ」とすごくいい人。自分でワッフルをやいて食べた、小「朝食どうぞ」とすごくいい人。自分でワッフルをやいて食べた、小
さな楽しみでした。さな楽しみでした。

09000900 ................. .................Legislative Days に参加　Legislative Days に参加　
カリフォルニア州議員とカリフォルニア州の理学療法士協会が主催カリフォルニア州議員とカリフォルニア州の理学療法士協会が主催
するイベントに参加させていただいた。Lagislative day ってなんだかするイベントに参加させていただいた。Lagislative day ってなんだか
わかりますか ? 日本語でも難しい内容の話を聴いた。                       わかりますか ? 日本語でも難しい内容の話を聴いた。                       
最初に寝たのは阿部。州議員や理学療法士の熱い話を聞くことがで最初に寝たのは阿部。州議員や理学療法士の熱い話を聞くことがで
きとてもいい経験となった。　〈寝てたのに？）きとてもいい経験となった。　〈寝てたのに？）

13001300 ................. .................デニーズで昼食。デニーズで昼食。
初外食！初外食！
サラダのドレッシングを 6 人全員が違うドレッシングにして、食べサラダのドレッシングを 6 人全員が違うドレッシングにして、食べ
比べ。お勧めは…皆さんのお好みで !比べ。お勧めは…皆さんのお好みで !
学生 3 人はサラダしか頼んでいないのにおなかいっぱいになる米国学生 3 人はサラダしか頼んでいないのにおなかいっぱいになる米国
サイズに満足。サイズに満足。

14001400 ................. .................Old Town Downtown　散策。Old Town Downtown　散策。
映画鑑賞。ジョン・カーターという映画をみた。映画鑑賞。ジョン・カーターという映画をみた。
３D ですごい迫力だった。内容は奥が深くよくわからなかったため３D ですごい迫力だった。内容は奥が深くよくわからなかったため
日本でもう一度みると決意した。実は、寝ていたということは秘密日本でもう一度みると決意した。実は、寝ていたということは秘密
です。それをアメリカの人に笑われたのも秘密です。です。それをアメリカの人に笑われたのも秘密です。
お菓子のお店が多かった。いろいろな種類のソフトキャンディーがお菓子のお店が多かった。いろいろな種類のソフトキャンディーが
あり、つまみ食いしている人も。私たちにはつまみ食いできなかった。あり、つまみ食いしている人も。私たちにはつまみ食いできなかった。

03000300 ................. .................起床起床
いくら時差の力を借りても、朝の 3 時から行動はなかなかです。いくら時差の力を借りても、朝の 3 時から行動はなかなかです。

04450445 ................. .................BART でリッチモンドへ。BART でリッチモンドへ。
Richmond で Amtrak と BART が接続しているため、まず移動。朝早Richmond で Amtrak と BART が接続しているため、まず移動。朝早
すぎてみんなテンション低かった。街の中心部から郊外へすすむ場すぎてみんなテンション低かった。街の中心部から郊外へすすむ場
合は、行き先が分かれるので注意。間違えると、AMTRAK を逃す。合は、行き先が分かれるので注意。間違えると、AMTRAK を逃す。

21002100 ................. .................タイ料理　テイクアウト。タイ料理　テイクアウト。
行こうとしていたお店が８時で閉まる。お店探しから。２回目デニー行こうとしていたお店が８時で閉まる。お店探しから。２回目デニー
ズになるところだった。フロントのお姉さんが教えてくれたお店。ズになるところだった。フロントのお姉さんが教えてくれたお店。
お店の人が優しくお水くれた。お店の人が優しくお水くれた。
ミーティング兼夕飯ミーティング兼夕飯
タイ料理辛すぎ！量多すぎ !!タイ料理辛すぎ！量多すぎ !!
じゃんけん負けたら残りを全部食べるという急に決まったルール…じゃんけん負けたら残りを全部食べるという急に決まったルール…
つらかったです。つらかったです。
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What is Legislative Day and Direct Access ?

カリフォルニア州議事堂でカリフォルニア州理学療法士協会の人々が、上院議
員に直接、法律の改定を訴えることができる日です。今回は主にダイレクトア
クセスについてです。PT の先生方が議員さんに質問をぶつけている姿は印象的
でした。また、FRESNO の学生は授業の一環として参加していました。

Direct Access とは開業している理学療法士が医師の処方なしで診療できること。
この制度は州ごとに認められています。医師を通して理学療法を受けると医療費
は高くなりますが，ダイレクト・アクセスで軽減されます。アメリカの場合はほ
とんど自分で保険を払っているため，できるだけ少ない費用で医療を受けること
が可能となります 。( 医学書院 )

StrollingStrolling
オールドサクラメントは昔ながらの雰囲気がありのんびりと
過ごせる場所だった、サクラメントがゴールドラッシュだっ
たときの建築物や雰囲気を再現しており観光名所となってい
る。

サクラメント市街は大きなショッピングモールもあり買い物
も楽しめる。

お菓子の店が多く着色料など怪しげなお菓子がたくさんあっ
てアメリカだと思った。

基本的にはどこのお土産屋さんも売っているものはほぼ同
じ。３Ｄの映画は迫力が日本とは全く異なっていて驚いた。
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530530 .................... ....................起床　起床　遅めの起床 2 日目　毎日早すぎる起床と移動。遅めの起床 2 日目　毎日早すぎる起床と移動。

06400640 ................. .................アムトラックに乗って Fresno へ移動。アムトラックに乗って Fresno へ移動。
この時は寝るのもよし、Wifi で調べるものをするのもよし、外の景色この時は寝るのもよし、Wifi で調べるものをするのもよし、外の景色
見るのもよし。アムトラック快適に過ごすことができます。外の景色見るのもよし。アムトラック快適に過ごすことができます。外の景色
はだんだん農場が増えてきて、牛や馬がいたり、田舎の雰囲気。!はだんだん農場が増えてきて、牛や馬がいたり、田舎の雰囲気。!
とりあえず、アムトラックでも爆睡する３人。いい夢見れただろうとりあえず、アムトラックでも爆睡する３人。いい夢見れただろう
朝食は昨日のタイ料理で胃もたれていたため食べませんでした。朝食は昨日のタイ料理で胃もたれていたため食べませんでした。

09000900 ................. .................Fresno 着　Fresno 着　タクシーで University Inn Fresno へ。タクシーで University Inn Fresno へ。
タクシーの運転手さんイカついおじさんだったけど、笑顔が素敵な人タクシーの運転手さんイカついおじさんだったけど、笑顔が素敵な人
だった。Fresno にいる間かなりお世話になりましただった。Fresno にいる間かなりお世話になりました

09300930 ................. .................いざ！ CSU　Fresno 大学へ。いざ！ CSU　Fresno 大学へ。
大学の敷地は想像以上に大きく学生の数も多い。隣には学校とは思え大学の敷地は想像以上に大きく学生の数も多い。隣には学校とは思え
ないデザインの高校もあった。図書館が特に大きく、館内にはなんとないデザインの高校もあった。図書館が特に大きく、館内にはなんと
スタバが入っていて、私たちも小腹が空いたので飲み物等を購入してスタバが入っていて、私たちも小腹が空いたので飲み物等を購入して
一休み。一休み。

12001200 ................. .................学内のお店で昼食。学内のお店で昼食。
Subway や中華料理など店がたくさんあり、何食べようか迷ってしまSubway や中華料理など店がたくさんあり、何食べようか迷ってしま
う。各自が食べたいものを買って、天気が良いので外のテラスで食べう。各自が食べたいものを買って、天気が良いので外のテラスで食べ
ました。この日はイベントをやっていたようでテラス席でもライブをました。この日はイベントをやっていたようでテラス席でもライブを
していました。ライブをしている人たちはプロか学生かでミニ討議していました。ライブをしている人たちはプロか学生かでミニ討議

（笑）熱烈なファンもいましたよ。　そして地神先生が白いポロシャ（笑）熱烈なファンもいましたよ。　そして地神先生が白いポロシャ
ツにコーヒーをこぼすというハプニング！なぜか記念に変顔でパシャツにコーヒーをこぼすというハプニング！なぜか記念に変顔でパシャ
リ。リ。

1400 ～ 15301400 ～ 1530 .. ..バランスクリニック・Musculoskeletal ( 筋骨格系 ) クリニック見学バランスクリニック・Musculoskeletal ( 筋骨格系 ) クリニック見学
学生が実際の患者さんや怪我した学生に対し理学療法を行っていた。学生が実際の患者さんや怪我した学生に対し理学療法を行っていた。
クリニックが大学にあること自体驚いたし、そこで実際に学生が理学クリニックが大学にあること自体驚いたし、そこで実際に学生が理学
療法を行っていたので日本とは違い新鮮に感じた。また、実際に来て療法を行っていたので日本とは違い新鮮に感じた。また、実際に来て
いる患者さんとの信頼関係もしっかりしていた。いる患者さんとの信頼関係もしっかりしていた。

18501850 ................. .................HotelHotel
ホテルに戻ってきてすぐに今回の研修で初の洗濯！洗濯中はみなさんホテルに戻ってきてすぐに今回の研修で初の洗濯！洗濯中はみなさん
ベッドでお休みでした。ところが、洗濯が終了し乾燥機にかけようとベッドでお休みでした。ところが、洗濯が終了し乾燥機にかけようと
したところ、お金を入れても動いてくれずホテルの人を呼びました。したところ、お金を入れても動いてくれずホテルの人を呼びました。
直しに来てくれた男性はなんと、りんごをまるかじりしながらの登場直しに来てくれた男性はなんと、りんごをまるかじりしながらの登場
で思わず笑ってしまった３人。結局直らずシーツとかを洗う業務用ので思わず笑ってしまった３人。結局直らずシーツとかを洗う業務用の
乾燥機を使わせてもらいました。乾燥機を使わせてもらいました。

1900 ～ 21001900 ～ 2100 .. ..学生交流：ボーリング大会学生交流：ボーリング大会
大学内にボーリング場やビリヤードがありました。大学内にボーリング場やビリヤードがありました。
学生がピザを用意してくれたがかなり大きかった。学生がピザを用意してくれたがかなり大きかった。
ボーリング大会は英語がわからなくても雰囲気で楽め、言葉なんて関ボーリング大会は英語がわからなくても雰囲気で楽め、言葉なんて関
係ないと感じた！！係ないと感じた！！
みんなアメリカの学生は優しいし、楽しませてくれる !! そして、美男みんなアメリカの学生は優しいし、楽しませてくれる !! そして、美男
美女が多かった。美女が多かった。

21002100 ................. .................帰宅＆ミーティング　帰宅＆ミーティング　

Day 4: Fresno[1]Day 4: Fresno[1]
March 21March 21
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630630 .................... ....................起床。起床。
天気は今日も快晴！大学に向かう途中のセブンイレブンで朝ごはん天気は今日も快晴！大学に向かう途中のセブンイレブンで朝ごはん
を買ってほおばりながら向かう。研修で初めてのセブンイレブン！を買ってほおばりながら向かう。研修で初めてのセブンイレブン！
アメリカンコーヒーの一番小さいサイズが＄２なり。アメリカンコーヒーの一番小さいサイズが＄２なり。
ゆきちゃんは飲めません…。ゆきちゃんは飲めません…。

800800 .................... ....................解剖学の授業に参加。解剖学の授業に参加。
学生と一緒に脊柱の小テストを解いてみる。学生と一緒に脊柱の小テストを解いてみる。
なかなか細かい構造についてで、マニアックで解けず。なかなか細かい構造についてで、マニアックで解けず。
でもものすごく細かく丁寧な授業だったので、この授業なら確実にでもものすごく細かく丁寧な授業だったので、この授業なら確実に
知識がつくだろうと思った。日本でもこのくらいの丁寧さ（時間）知識がつくだろうと思った。日本でもこのくらいの丁寧さ（時間）
があれば・・・があれば・・・

10001000 ................. .................レスリーさんの車で転倒予防教室の施設に向かう。レスリーさんの車で転倒予防教室の施設に向かう。
アメリカのおばあちゃんはみんなカラフルな服を着ていて、テンショアメリカのおばあちゃんはみんなカラフルな服を着ていて、テンショ
ンも高い！トレーナーとして、学生も参加していましたンも高い！トレーナーとして、学生も参加していました
阿部はあるおばあちゃんに毛糸で編んだペットボトル入れをいただ阿部はあるおばあちゃんに毛糸で編んだペットボトル入れをいただ
きました。高野は 90 歳のおばあちゃんに 20 歳なのに 12 歳と間違きました。高野は 90 歳のおばあちゃんに 20 歳なのに 12 歳と間違
われました…（笑）われました…（笑）

14001400 ................. .................タクシーでバランスクリニックに向かう。Ｉタクシーでバランスクリニックに向かう。Ｉ
GA203 教室のようなベッドがたくさんある部屋で全体説明を受けたGA203 教室のようなベッドがたくさんある部屋で全体説明を受けた
後、違う部屋に移動して授業。授業の後半はバランスボールや DISK後、違う部屋に移動して授業。授業の後半はバランスボールや DISK
で誰が一番バランスをとれるかを競っていました。みんなで輪になっで誰が一番バランスをとれるかを競っていました。みんなで輪になっ
て DISK から落ちないようにボールをランダムに回すのが難しかったて DISK から落ちないようにボールをランダムに回すのが難しかった
けどとても楽しかったです。けどとても楽しかったです。

18001800 ................. .................よしさん、ＢＢさんの車で dinner。よしさん、ＢＢさんの車で dinner。
Fund raising お肉・ドリンクはやはりアメリカンサイズ！阿部とFund raising お肉・ドリンクはやはりアメリカンサイズ！阿部と
田中は 1 杯目のレモネードが大きすぎてそれしか飲んでいない気田中は 1 杯目のレモネードが大きすぎてそれしか飲んでいない気
が・・・笑　先生方はやっぱりアルコール！地神先生は若く見らが・・・笑　先生方はやっぱりアルコール！地神先生は若く見ら
れたようで年齢確認をされていました。私たち 3 人が食べたお肉れたようで年齢確認をされていました。私たち 3 人が食べたお肉
は固かったので久保先生のリブをみんなで一口ずつ頂戴しました。は固かったので久保先生のリブをみんなで一口ずつ頂戴しました。
久保先生、地神先生をはじめ、フレズノの先生方もかなりのハイ久保先生、地神先生をはじめ、フレズノの先生方もかなりのハイ
テンションですばらしい交流ができたと思います。テンションですばらしい交流ができたと思います。

21002100 ................. .................4 人をお誘いしてホテル来てもらう。4人をお誘いしてホテル来てもらう。
America での PT についてや、生活について、なぜ America にいるのAmerica での PT についてや、生活について、なぜ America にいるの
かなどお話しを伺った。みなさんそれぞれアメリカに来た理由は違かなどお話しを伺った。みなさんそれぞれアメリカに来た理由は違
いましたが、共通点としては意志が高い！妥協をせずにさらなる上いましたが、共通点としては意志が高い！妥協をせずにさらなる上
を目指していることがかっこ良いと思ったし私たち学生が見習わなを目指していることがかっこ良いと思ったし私たち学生が見習わな
ければいけない点でもあると思いました。ければいけない点でもあると思いました。

22002200 ................. .................皆さんが帰った後、反省会皆さんが帰った後、反省会
貴重な機会に積極的に喋れなかったことについてダメだしを受ける貴重な機会に積極的に喋れなかったことについてダメだしを受ける

（；：）後悔。せっかくホテルまで着て頂いて、アメリカで生活して（；：）後悔。せっかくホテルまで着て頂いて、アメリカで生活して
いる日本人の方と日本語で話せるというのに・・・日本人に質問でいる日本人の方と日本語で話せるというのに・・・日本人に質問で
きなくてアメリカ人に質問きるわけがありませんよね。大きな反省きなくてアメリカ人に質問きるわけがありませんよね。大きな反省
点でした。点でした。
その後気分を入れ替えつつ、紙でビール瓶の蓋を開ける神技を久保その後気分を入れ替えつつ、紙でビール瓶の蓋を開ける神技を久保
先生より伝授。なっちゃん◎阿部×　高野は日記書いてました先生より伝授。なっちゃん◎阿部×　高野は日記書いてました

Day 5: Fresno[2]Day 5: Fresno[2]
March 22March 22



28

430430 .................... ....................ホテル発ホテル発
頼んでおいたタクシーに乗車。アメリカでは頼んでおいたタクシー頼んでおいたタクシーに乗車。アメリカでは頼んでおいたタクシー
が時間通りに来ればラッキーと思ってください。が時間通りに来ればラッキーと思ってください。

555555 .................... ....................国内線でロサンゼルスへ！国内線でロサンゼルスへ！
LAX はとても広く空港内を移動に使うバスと飛行機が行きかう光景LAX はとても広く空港内を移動に使うバスと飛行機が行きかう光景
が新鮮でおもしろかった。が新鮮でおもしろかった。
レンタカーを借りるセンターにいく専用シャトルバスに乗る必要がレンタカーを借りるセンターにいく専用シャトルバスに乗る必要が
ある。Herz のシャトルはほぼ 5 分おきにくるが、今回予約してあるある。Herz のシャトルはほぼ 5 分おきにくるが、今回予約してある
Dollarはなかなき来ません。なぜあえてDollarにしたのか、それは謎。Dollarはなかなき来ません。なぜあえてDollarにしたのか、それは謎。

730730 .................... ....................レンタカーを借りてカリフォルニア州立大学フラトン校へ レンタカーを借りてカリフォルニア州立大学フラトン校へ 
久保先生の運転、普段マニュアル車のためオートマ車に苦戦（注 : 久保先生の運転、普段マニュアル車のためオートマ車に苦戦（注 : 
それに久々の左ハンドルだし [kubo]）。ファミレスで朝食を食べ、それに久々の左ハンドルだし [kubo]）。ファミレスで朝食を食べ、
大学へ。大学近くの道で迷うが無事到着。大学へ。大学近くの道で迷うが無事到着。

11001100 ................. .................英語の授業見学英語の授業見学
be ~ing を一人がジェスチャーしてほかの学生が当てるというゲームbe ~ing を一人がジェスチャーしてほかの学生が当てるというゲーム
感覚の授業で、学生も先生もすごく楽しんで授業を進めていました。感覚の授業で、学生も先生もすごく楽しんで授業を進めていました。
日本人だとなかなかみんなの前でジェスチャーとかをするのは恥ず日本人だとなかなかみんなの前でジェスチャーとかをするのは恥ず
かしがりますが、ここの学生さんは積極的にやっていました。だかかしがりますが、ここの学生さんは積極的にやっていました。だか
らこそ楽しい授業になるのだろうと感じました。らこそ楽しい授業になるのだろうと感じました。

330330 .................... ....................起床起床

10001000 ................. .................こちらの大学勤務の上田さんに大学案内していただく。こちらの大学勤務の上田さんに大学案内していただく。
大学の施設やシステムについて伺う。ロッククライニングを練習す大学の施設やシステムについて伺う。ロッククライニングを練習す
る場所や看護学科のシミュレーション施設などがあった。また、こる場所や看護学科のシミュレーション施設などがあった。また、こ
の大学の看護学科はとても人気のようで、入学するのに何年か待たの大学の看護学科はとても人気のようで、入学するのに何年か待た
なければいけないらしい。日本では考えられないことですよね。フなければいけないらしい。日本では考えられないことですよね。フ
ラトン大学は語学留学の学生さんが多く、世界各国から留学生が学ラトン大学は語学留学の学生さんが多く、世界各国から留学生が学
びに来ているそうです。びに来ているそうです。

11301130 ................. .................英語の授業見学　　　　　　　　　　英語の授業見学　　　　　　　　　　
Independent Clause と Dependent Clause についてのプリントを使っIndependent Clause と Dependent Clause についてのプリントを使っ
て授業をした。いろいろな国の学生がいたことと、先生がとてもおて授業をした。いろいろな国の学生がいたことと、先生がとてもお
もしろくたくさん話しかけていただいた。また私たちも授業の最後もしろくたくさん話しかけていただいた。また私たちも授業の最後
にいくつかの質問をさせていただいた。（注：サウジアラビア等の中にいくつかの質問をさせていただいた。（注：サウジアラビア等の中
東からの学生の割合が高く、本当の「王子」な学生もいる。）東からの学生の割合が高く、本当の「王子」な学生もいる。）

Day 6: Los Angeles[1]Day 6: Los Angeles[1]
March 23March 23

What is UPS?
格安チケットは原則一切変更が効かないか、変更にものすごく料金がかかる。そこで
UPS 使用しての必殺技をくりだす。荷物は LA へ UPS で。我々は飛行機を途中下車で
LA へ。

しかし、後になり細かなミスも発見される（例：地神先生国際免許スーツケースにい
れて送ってしまう。従って、Second driver の登録できず撃沈）。スーツケースの手荒
い扱いのため、地神先生のスーツケースの中で謎の液体がこぼれ、お土産予定だった
本学科刺繍入りポロシャツ一枚汚損。おみやげには使えなくなったので、後に洗濯後、
厳正な審査の上に T 野さんに贈呈となる。
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12001200 ................. .................ベトナム料理店でお昼。ベトナム料理店でお昼。
女性教員の職員４名も加わり、日本のことや米国のことをいろいろ女性教員の職員４名も加わり、日本のことや米国のことをいろいろ
話をしました。料理もとてもおいしかったです。日本では知らない話をしました。料理もとてもおいしかったです。日本では知らない
人もいない「ジブリ」について、アメリカでも有名だと思い込んで人もいない「ジブリ」について、アメリカでも有名だと思い込んで
いましたが、案外知りませんでした…それから日本の有名人や観光いましたが、案外知りませんでした…それから日本の有名人や観光
名所など知っていることで話が発展したりしました。名所など知っていることで話が発展したりしました。

16301630 ................. .................ホテル着　ホテル着　
荷物を置いて、スーパーに買い物へ。荷物を置いて、スーパーに買い物へ。
日本村のスーパーで梅干しや漬け物、お寿司や洗剤等、本当に日本日本村のスーパーで梅干しや漬け物、お寿司や洗剤等、本当に日本
のスーパーみたいでした。ご飯とか食べたかったけどせっかくアメのスーパーみたいでした。ご飯とか食べたかったけどせっかくアメ
リカに来たのでそこは我慢のしどころでした。リカに来たのでそこは我慢のしどころでした。

18001800 ................. .................夕飯兼ミーティング。夕飯兼ミーティング。
学生間の話や先生の考え方など話し合いました。先生方がどのように学生間の話や先生の考え方など話し合いました。先生方がどのように
考えて授業や試験を行っているのか、普段の学校生活では絶対に聞け考えて授業や試験を行っているのか、普段の学校生活では絶対に聞け
ないような話しを聞くことができて良かったです。ないような話しを聞くことができて良かったです。
今日は早めの就寝。今日は早めの就寝。

Japanese villageJapanese village
大黒屋というラーメン屋が人気のようで毎日混んでいた。久し
ぶりに日本の商品をみて懐かしくなった。キャラクターはトト
ロ、ピカチュウ、キティちゃんがお土産として多かった。

ホテルもアメリカに来ているのに日本語が話せるスタッフが多
かったので、むしろ新鮮だった

600600 .................... ....................起床起床
この日は比較的遅めの起床この日は比較的遅めの起床

730730 .................... ....................グランドキャニオンのツアー。グランドキャニオンのツアー。
お昼はバイキング。お昼はバイキング。
バンでホテルまで迎えに来てもらい市内の小さな飛行場から 20 人のバンでホテルまで迎えに来てもらい市内の小さな飛行場から 20 人の
り程の小型飛行機ででグランドキャニオンへ。り程の小型飛行機ででグランドキャニオンへ。
グランドキャニオンは広大な景色が広がり見る角度や場所、時間にグランドキャニオンは広大な景色が広がり見る角度や場所、時間に
よって全然見え方が違いアメリカの自然に圧倒されました !!よって全然見え方が違いアメリカの自然に圧倒されました !!
高野はへっぴり腰でした。高野はへっぴり腰でした。
お昼のバイキングは、肉料理満載でおいしかったです。久保先生オお昼のバイキングは、肉料理満載でおいしかったです。久保先生オ
ススメの ( グダグダ）スパゲッティーは何とも言えない味でした！ススメの ( グダグダ）スパゲッティーは何とも言えない味でした！

15301530 ................. .................ホテル帰宅ホテル帰宅
グランドキャニオンの興奮も冷めない中ホテルで少し休憩です。グランドキャニオンの興奮も冷めない中ホテルで少し休憩です。

16001600 ................ ................ファーマーズマーケットへ目指すが…ファーマーズマーケットへ目指すが…
アメリカの治安の悪さ NO1 のスキッドロウに迷い込む。身の危険をアメリカの治安の悪さ NO1 のスキッドロウに迷い込む。身の危険を
感じたため、プラン B に変更。地神先生に引き止められなかったら感じたため、プラン B に変更。地神先生に引き止められなかったら
浮浪者の中を突き進んでいたでしょう。先生に本当に感謝です。浮浪者の中を突き進んでいたでしょう。先生に本当に感謝です。

Day 7: Los Angeles[2]Day 7: Los Angeles[2]
March 24March 24

700700 .................... ....................Subway (Trial 1)Subway (Trial 1)
アメリカはサイズが多いしボリュームたっぷり 3 人で仲良く食べまアメリカはサイズが多いしボリュームたっぷり 3 人で仲良く食べま
した。した。
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19001900 ................. .................グリフィス天文台へ。グリフィス天文台へ。
ベルモント・サンセット駅の出口にバス停あり。そこから路線バスベルモント・サンセット駅の出口にバス停あり。そこから路線バス
で山頂へ。バスの本数が少ないのであらかじめ調べていくと良い。で山頂へ。バスの本数が少ないのであらかじめ調べていくと良い。
暗くならないと夜景にならないので、早く行き過ぎないように。プ暗くならないと夜景にならないので、早く行き過ぎないように。プ
ラネタリウムなどは暗くなくても見られるが、有料。ラネタリウムなどは暗くなくても見られるが、有料。
LA を一望でき、本当に綺麗でした。LA を一望でき、本当に綺麗でした。
地球が丸く感じられたひと時でした。地球が丸く感じられたひと時でした。
次は恋人と来ようと決意した 3 人でした。次は恋人と来ようと決意した 3 人でした。
  

23002300 ................. .................帰宅、ミーティング。帰宅、ミーティング。
お留守番をしていた久保先生に B プランから帰ってくるまでのハプお留守番をしていた久保先生に B プランから帰ってくるまでのハプ
ニングを興奮気味に話す（笑）全体を通してこの日が一番ハプニンニングを興奮気味に話す（笑）全体を通してこの日が一番ハプニン
グが多い日でした。。。　ちなみに高野はこの日からロサンゼルスがグが多い日でした。。。　ちなみに高野はこの日からロサンゼルスが
怖くなったらしい（笑）　怖くなったらしい（笑）　

Grand Canyon National ParkGrand Canyon National Park
アメリカアリゾナ州北部にある。造山活動により流れを変えたコロラド川に浸食により
削りだされた地形の 1 つです。幅 6 ～ 29km、深さ 1~1.6km でゴールデンゲートブリッ
チが 3 つ入ってしまうほどの大きさ。珍しい植物や野生の動物も多いので、突然見るこ
とが出来るかもしれません。

また、サウス・リムは 1 年中観光が可能だが、温度差が激しく、降水量少ない。そのた
め、暖かい恰好、水持参していくといいです！私たちが行った時は日差しが強くむしろ
暑いくらいの恰好でした。

また、公園内のホテルは 2 年後まで予約がいっぱいで、峡谷に下るツアーやコロラド川
を下るツアーも人気なため 2 年待ちの状態です。

今回は HIS ツアーに参加しました。限られた時間の中で絶景ポイントやグランドキャニ
オンについて詳しくお話ししてもらえました。柵の有無や絶壁に行くことで見え方が変
わりました。1 日ということもあり、ゆっくりできませんでしたが、写真やテレビで伝
えきれない自然の壮大さを感じられました。

次は泊まりで訪れたいという気持ちになります !!

17001700 ................. .................地下鉄でハリウッドへ。地下鉄でハリウッドへ。
人が多く賑わっており、俳優や女優のサインや手形足形がたくさん人が多く賑わっており、俳優や女優のサインや手形足形がたくさん
あり、好きな俳優を見つけた時は感激して写真をたくさん撮ってしあり、好きな俳優を見つけた時は感激して写真をたくさん撮ってし
まいました。ここでパフォーマーにセクハラを受けた阿部。高野は、まいました。ここでパフォーマーにセクハラを受けた阿部。高野は、
楼人形にビビる。歩道にはスパイダーマンやジャックスパロウなど楼人形にビビる。歩道にはスパイダーマンやジャックスパロウなど
など有名人に扮したパフォーマーの方々がたくさん！！でも、だかなど有名人に扮したパフォーマーの方々がたくさん！！でも、だか
らといってキョロキョロしすぎると絡まれるから要注意！らといってキョロキョロしすぎると絡まれるから要注意！
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Skid RowSkid Row
ロサンゼルス市ダウンタウンの中心部にある地区名で、南北
を 3 番通り～ 7 番通り、東西をアラメダストリートとメイン
ストリートに囲まれた区域のことを言います。

　私たちが、泊まったホテルの近く、リトル東京の南側に位
置しています。路上生活者や薬物中毒者が多く、貧困層やマ
フィアによる殺人・強盗・強姦・薬物売買などの犯罪多発地区です。

(wikipedia より )

安全度 0% で日本人観光客が迷い込んだら命はないと考えたほうがいいらしいです。メ
トロ 16 番のバス停があるのでバス乗る時は気を付けてください。

地神先生判断のおかげで私たち 3 人は命拾いしました、、、地神先生命の恩人です。

そして、L.A. の怖さを知った日でした。

HollywoodHollywood
地下鉄レッドラインで約 15 分、Hollywood/Vine から Blvd
にかけ劇場、映画館、ショッピングモール、ホテルなど東京
ドーム 15 個分の巨大な映画の都となっている。歩道には約
2400 人の有名スターの名前が書かれた「ウォーク・オブ・フェ
イム」があり、通りには映画のヒーローに扮したパフォーマー
が多くみられる。

オススメはグロウマンズチャイニーズでオープンは 1927 年で 6 つのスクリーンを持つ
映画館でロサンゼルスでは有名。そこには有名スター約 230 人の手形足形があり、お気
に入りの人を見つけるのも楽しい。またコダックシアターは、アカデミー賞受賞式で有名。
この時期になるとレッドカーペットが敷かれ、有名スターをはじめ、セレブや世界中の
人が大勢訪れる。そのほかにも、ハリウッド・ワックス・ミュージアムやバビロン・コー
トなど Hollywood の大通りを歩くだけでも楽しめる。

私たちはパイレーツオブカリビアンのジャック・スパロウに扮したパフォーマーと写真
を撮ったり、チャイニーズシアターでマイケルジャクソンの手形足形に感動したり、通
りを歩くだけでアメリカ映画の文化に触れた気がします。

とにかく、パフォーマーの人が多く、これは似てないと思う人も多かった気がします。
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08300830 ................. .................Sabway（Trial2）Sabway（Trial2）
本日オーダー担当はなっちゃん。本日オーダー担当はなっちゃん。
ローストビーフのはずが、出てきたのはチキンでした（笑）ローストビーフのはずが、出てきたのはチキンでした（笑）
何故、注文したものが出てこないのか ? むしろ不思議。何故、注文したものが出てこないのか ? むしろ不思議。

09000900 ................. .................The Big Blue Bus (BBB) でサンタモニカへ。The Big Blue Bus (BBB) でサンタモニカへ。
バス停発見して記念撮影！わーいと思いつつ、バスが来ない・・・。バス停発見して記念撮影！わーいと思いつつ、バスが来ない・・・。
反対方向行きのバス停にいたらしく、目的地行きのバスは道の対岸反対方向行きのバス停にいたらしく、目的地行きのバスは道の対岸
にありました。にありました。
行き先は Farmers　market だったのに、そのいくつか前のバス停で行き先は Farmers　market だったのに、そのいくつか前のバス停で
Last Stop ！と降ろされる・・・Last Stop ！と降ろされる・・・
土砂降りの中、ショッピングモールでお買いもの。晴れていたらもっ土砂降りの中、ショッピングモールでお買いもの。晴れていたらもっ
と買い物してたかも・・・そんな中、地神先生大人買い 1 回目。おと買い物してたかも・・・そんな中、地神先生大人買い 1 回目。お
子様へのおみやげ買っていました。翔ちゃんにデレデレなパパです。子様へのおみやげ買っていました。翔ちゃんにデレデレなパパです。

13301330 ................. .................再度 BBB で UCLA へ。再度 BBB で UCLA へ。
行き先を確認後、バスに乗り込む。どこ行きか運転手に確認するこ行き先を確認後、バスに乗り込む。どこ行きか運転手に確認するこ
とはとても大事！！ということを学びました。とはとても大事！！ということを学びました。
地神先生大人買い 2 回目。UCLA のバックなど買っていました。田地神先生大人買い 2 回目。UCLA のバックなど買っていました。田
中と阿部は大学のロゴ入りのファイルを、高野はパーカーを買いま中と阿部は大学のロゴ入りのファイルを、高野はパーカーを買いま
した。大学のショップなのに広くて、一般のお客さん（特に小学生）した。大学のショップなのに広くて、一般のお客さん（特に小学生）
が多かったです。子供用の服やおもちゃまで売ってましたからね。が多かったです。子供用の服やおもちゃまで売ってましたからね。

16301630 ................. .................BBB でホテルへ。BBB でホテルへ。
いそいでスーパーで買い出し、小腹を満たす。いそいでスーパーで買い出し、小腹を満たす。
阿部はカップ麺を食べちゃう。阿部はカップ麺を食べちゃう。

18001800 ................. .................タクシーでステイプルズセンターへ。タクシーでステイプルズセンターへ。
高野お待ちかねの NBA 観戦！会場についた瞬間テンション MAX ！高野お待ちかねの NBA 観戦！会場についた瞬間テンション MAX ！
お土産と飾るしかできないようなビックサイズの服を大人買い。お土産と飾るしかできないようなビックサイズの服を大人買い。
ホームのレイカーズは…負けちゃいました（涙）ホームのレイカーズは…負けちゃいました（涙）
でも 3 人とも終始興奮しっぱなしで応援し続け、終わったときにはでも 3 人とも終始興奮しっぱなしで応援し続け、終わったときには
のどが痛かったです。　休憩時間にも観客が飽きないようなさまざのどが痛かったです。　休憩時間にも観客が飽きないようなさまざ
まな工夫があって、あっという間に時間が過ぎてしまいました。まな工夫があって、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

< ステープルズセンター >　ロサンゼルスのダウンタウンにある屋内< ステープルズセンター >　ロサンゼルスのダウンタウンにある屋内
競技場で NBA のレイカーズやグリッパーズの本拠地でもある。競技場で NBA のレイカーズやグリッパーズの本拠地でもある。

< レイカーズ情報 >　ロサンゼルスに本拠地を置く全米プロバスケッ< レイカーズ情報 >　ロサンゼルスに本拠地を置く全米プロバスケッ
トボール協会のチームで、最も多く NBA ファイナルに出場し、優勝トボール協会のチームで、最も多く NBA ファイナルに出場し、優勝
回数は歴代 2 位の 16 回と、日本でも有名な NBA チームである。回数は歴代 2 位の 16 回と、日本でも有名な NBA チームである。

22302230 ................. .................タクシーでホテルへ。タクシーでホテルへ。
近辺すぎるということでなかなかタクシーが捕まらない。雨も降り近辺すぎるということでなかなかタクシーが捕まらない。雨も降り
出し、タクシーに乗りたい人は大勢いるのでタクシーの運転手と交出し、タクシーに乗りたい人は大勢いるのでタクシーの運転手と交
渉ということになる。はっきりと「XXX$ 払うので乗せてくれ」と渉ということになる。はっきりと「XXX$ 払うので乗せてくれ」と
いうと案外乗れる。はらはらしながらも無事到着…！結局アメリカいうと案外乗れる。はらはらしながらも無事到着…！結局アメリカ
はお金しだい！？はお金しだい！？

23002300 ................. .................ミーティング兼夕飯ミーティング兼夕飯
買っておいた夕飯を食べつつ、試合についてあーだ、こーだいいつつ、買っておいた夕飯を食べつつ、試合についてあーだ、こーだいいつつ、
明日のサンディエゴまでの道を探索。明日のサンディエゴまでの道を探索。

02000200 ................. .................就寝就寝

Day 8: Los Angeles[3]Day 8: Los Angeles[3]
March 25March 25
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06000600 ................. .................起床起床
早起きも慣れてきました笑早起きも慣れてきました笑

07000700 ................. .................Subway (Trial3)Subway (Trial3)
今日の注文担当は高野。阿部に手伝ってもらいながらなんとか注文今日の注文担当は高野。阿部に手伝ってもらいながらなんとか注文
できました。（笑）できました。（笑）

730730 ................... ...................レンタカーでサンディエゴへ。レンタカーでサンディエゴへ。
２時間もの車移動、景色が奇麗でしたが、やはり阿部は寝ました。２時間もの車移動、景色が奇麗でしたが、やはり阿部は寝ました。
なぜか先生から歌えと言われ・・・まぁだれも歌いませんでしたがなぜか先生から歌えと言われ・・・まぁだれも歌いませんでしたが
♪車の中も賑やかでいろんなお話をしましたよ。♪車の中も賑やかでいろんなお話をしましたよ。

10-160010-1600 ........... ...........シーワールド。シーワールド。
地神先生はシーワールドの入り口まで来ているが、ここで中には入地神先生はシーワールドの入り口まで来ているが、ここで中には入
らず一期生の小林さんの車に乗り換えサンディエゴの町へ。詳しくらず一期生の小林さんの車に乗り換えサンディエゴの町へ。詳しく
は「地神先生のちょっといい話」のコーナーへ。は「地神先生のちょっといい話」のコーナーへ。
基本的に「水族館」だけどアトラクションやライドがあり１日中い基本的に「水族館」だけどアトラクションやライドがあり１日中い
られるテーマパークだった。水に濡れるものが多いので、その気でられるテーマパークだった。水に濡れるものが多いので、その気で
準備してきた方が楽しめる。濡れた人のための「全身ドライヤー」準備してきた方が楽しめる。濡れた人のための「全身ドライヤー」
もある。もある。
アシカやイルカショーもある中、やはり一番のお楽しみはシャチのアシカやイルカショーもある中、やはり一番のお楽しみはシャチの
ショー。迫力がすごかった。ショー。迫力がすごかった。SHAMUSHAMUでしょ、やっぱり。でしょ、やっぱり。

16001600 ................. .................Burger King にてお話。Burger King にてお話。
小林さんから米国にきた理由から現在通っている大学の仕組みなど小林さんから米国にきた理由から現在通っている大学の仕組みなど
伺った。現在は St. Augustine University の DPT コースで勉強中。た伺った。現在は St. Augustine University の DPT コースで勉強中。た
だし、tDPT なので F1 visa を維持することがむずかしく、そのためだし、tDPT なので F1 visa を維持することがむずかしく、そのため
に別の学校にも通っているという不思議状態。に別の学校にも通っているという不思議状態。
小林さんと久保先生の熱いディスカッションは見物でした。小林さんと久保先生の熱いディスカッションは見物でした。

<F1visa とは >　通常学生ビザといわれ小学生から博士課程の学生ま<F1visa とは >　通常学生ビザといわれ小学生から博士課程の学生ま
でほとんどの留学生が対象となる。このビザは留学期間に合わせて、でほとんどの留学生が対象となる。このビザは留学期間に合わせて、
通常 6 ヶ月から 5 年間の長さで発行されます。ビザの期間とアメリ通常 6 ヶ月から 5 年間の長さで発行されます。ビザの期間とアメリ
カ国内に合法的に滞在できる期間は違うので、その辺りが難しいとカ国内に合法的に滞在できる期間は違うので、その辺りが難しいと
のことでした。のことでした。

20002000 ................. .................ホテル着　ホテル着　
21002100 ................. .................韓国料理店で夕飯with 亀尾先生。韓国料理店で夕飯with 亀尾先生。

他の用事で LA に来ていた亀尾先生と合流。ホテルの向かい、大黒屋他の用事で LA に来ていた亀尾先生と合流。ホテルの向かい、大黒屋
隣の韓国料理店。みんなで一口ずつ料理交換してどれもおいしかっ隣の韓国料理店。みんなで一口ずつ料理交換してどれもおいしかっ
た。た。
東京の歌舞伎町の有名人と亀尾先生が似ていて間違われたという話東京の歌舞伎町の有名人と亀尾先生が似ていて間違われたという話
など、普段ワイルドな亀尾先生のお茶目な部分も見れた気がします。など、普段ワイルドな亀尾先生のお茶目な部分も見れた気がします。

22002200 ................. .................ミーティング。ミーティング。
地神先生にサプライズお土産。地神先生にサプライズお土産。
先生が大好きなシャチのボトル、喜んでいただけました。先生が大好きなシャチのボトル、喜んでいただけました。
その後 you tube でそれぞれの best 動画発表会。久保先生のはおもしその後 you tube でそれぞれの best 動画発表会。久保先生のはおもし
ろく、地神先生のは感動系でした。もはやミーティングじゃない？！ろく、地神先生のは感動系でした。もはやミーティングじゃない？！
笑　たまにはこういう夜も有りです！笑　たまにはこういう夜も有りです！

200200 ................... ...................就寝就寝

Day 9: Los Angeles[4]Day 9: Los Angeles[4]
March 26March 26
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Mr.KobayashiMr.Kobayashi
新潟医療福祉大学理学療法学科の一期生で現在はサン
ディエゴの大学に通っていらっしゃる。アメリカに留学
しにきた理由や、アメリカ生活での不便なこと、医療福
祉の学生時代のことなどたくさんのお話を聞くことがで
きました。

Santa MonicaSanta Monica
海辺の街らしい開放的な雰囲気が溢れるストリート。カジュ
アルファッションを扱うセレクトショップに加え、ジュエリー
ショップ、インテリアショップなどがたくさんあります。 雑
貨や服を扱ってるお店で買い物をしました。

晴れてたらもっとよかったと思うので、ぜひリベンジしたい！！

Sea WorldSea World
米国国内最大級のエンターテインメント、この日の営業時
間は 10 時から８時まで、入場料は米国６．５$ 日本円で約
６０００円だった。私たちが行った日は平日にも関わらず家
族連れがとても多かった。また水族館だが水系のアトラクショ
ンもありびしょびしょに濡れたりしてとても楽しかった。

ペンギン、白クマ、気持ち悪い模様のカエル、ラッコなど…たくさんいた。アシカショー
はコミカルでジョークもたくさんあり笑いが絶えないショーで面白かった。イルカショー
はストーリーがあり、イルカ以外にもカラスやサギのような大きな鳥、白鳩を用いたり、
スタッフが約８ｍの高さから飛び込んだりと盛りだくさんのショーだった。

シャチショーはなんといってもシャチが大きい！他のショーとは異なりものすごく迫力が
あるショーで見ごたえもばっちりだった。日本では絶対見られない !! シャチ好きの地神先
生は見れなくて悔しがってました ! どのショーも前の方の席だと動物に水をかけられるた
めびしょ濡れになる。ショーの時間が決まっているので、あらかじめ見る順番を決めてい
くと全部制覇することができる。ショーを待っている間は、乗り物に乗ろう ! 乗り物は全
部で６種類。私たちは３種類乗りました。制覇したかった…。

地神先生のちょっといい話地神先生のちょっといい話
地神先生が一歳のころ、地神先生のお父さんがサンディエゴ
の大学で研究をされていたそうです。ですから地神先生もそ
のころはサンディエゴ在住だったわけです。

今回その当時住んでいたお家を探しに、地
神先生が一番行きたがっていた Sea World
を断念し、小林さんとサンディエゴの街を探
索しに行きました！

その結果、なんと幼少期に住んでいた家を発見！！

現在は別のご家族がお住まいになっていたようですが、記念に写真を撮
らせていただいたようです。
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05450545 ................. .................起床、Subway (Trial4)起床、Subway (Trial4)
さすがに注文にも戸惑うことなくスムーズになってきました。さすがに注文にも戸惑うことなくスムーズになってきました。

07300730 ................. .................車でロマリンダ大学へ出発車でロマリンダ大学へ出発

09000900 ................. .................トニー先生にキャンパス見学トニー先生にキャンパス見学
今までの大学と雰囲気が異なると感じた。今までの大学と雰囲気が異なると感じた。
運動施設やシミレーションセンターなど施設がかなり充実しており運動施設やシミレーションセンターなど施設がかなり充実しており
大学とは思えないなかった。大学とは思えないなかった。
また、肉やカフェインなども学校においていないので、健康的な食また、肉やカフェインなども学校においていないので、健康的な食
生活を送ることができる生活を送ることができる

1050 ～ 12201050 ～ 1220 .. ..Nutrition( 運動生理学 ) 授業参加Nutrition( 運動生理学 ) 授業参加
脂質などの生理学が苦手で計算が苦手なわたしには難しかった。脂質などの生理学が苦手で計算が苦手なわたしには難しかった。

1330 ～ 14301330 ～ 1430 .. ..LAB　LAB　
( 脈拍、血圧、形態測定 )( 脈拍、血圧、形態測定 )
私たちが授業で習った脈拍の取り方や血圧測定を二人一組で行って私たちが授業で習った脈拍の取り方や血圧測定を二人一組で行って
いました。先生が二人ほどいらっしゃって、わからないところをすいました。先生が二人ほどいらっしゃって、わからないところをす
ぐに聞く姿勢はアメリカだなと思いました。あと、廊下で地べたにぐに聞く姿勢はアメリカだなと思いました。あと、廊下で地べたに
座ってやっている学生には驚かされました。座ってやっている学生には驚かされました。
日本もアメリカも勉強することは変わらないと改めて感じました。日本もアメリカも勉強することは変わらないと改めて感じました。
  

16001600 ................. .................フラトンへ寄り道フラトンへ寄り道
18301830 ................. .................帰宅帰宅
19001900 ................. .................地下鉄でマンマミーアの会場へ地下鉄でマンマミーアの会場へ

初めてミュージカルだったので歌の迫力に圧倒され、初めてスタン初めてミュージカルだったので歌の迫力に圧倒され、初めてスタン
ディングオーベーションを体験した。ディングオーベーションを体験した。
近くにいたアメリカ人のおばさまはいきなり踊りだしていたので驚近くにいたアメリカ人のおばさまはいきなり踊りだしていたので驚
きました !!きました !!
席は 5 人バラバラでしたが、見ているものは同じ！笑いあり感動あ席は 5 人バラバラでしたが、見ているものは同じ！笑いあり感動あ
りで、とてもおもしろかったです。りで、とてもおもしろかったです。

200200 .................... ....................帰宅帰宅
興奮冷めやらぬ中、今日の反省や明日の道調べなどミーティング、興奮冷めやらぬ中、今日の反省や明日の道調べなどミーティング、
そして就寝。そして就寝。

Day 10: Los Angeles[5]Day 10: Los Angeles[5]
March 27March 27

Pantages TheaterPantages Theater
1930 年オープンしたアール・デコ調のエレガントな劇場。
かつてアカデミー賞授賞式でも使われていた。現在はミュー
ジカルを上演している。

私たちは、ここで「マンマ・ミーア」を鑑賞した。中は、
どこかのお城のような作りになっていました。観客の方はドレスアップをしている人が
多く驚きました。知っている内容、歌だったので楽しめました。スタンディングオーベー
ションはアメリカだと感じた。
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Day 11: Los Angeles Day 11: Los Angeles 
March 28March 28

07000700 ................. .................地神先生からの電話で起床地神先生からの電話で起床
本当は 6:30AM 集合だったのに、目覚ましでだれも起きず。本当は 6:30AM 集合だったのに、目覚ましでだれも起きず。
疲れているときには、複数の目覚ましをかけるとか、いつも以上に疲れているときには、複数の目覚ましをかけるとか、いつも以上に
注意が必要です！！注意が必要です！！

07300730 ................. .................亀尾先生と一緒にタクシーでUSC メディカルへ亀尾先生と一緒にタクシーでUSC メディカルへ

08000800 ................. .................整形外科の授業を見学、休憩時間に施設見学整形外科の授業を見学、休憩時間に施設見学
Achilles　Tendon （アキレス腱）についてでした。Achilles　Tendon （アキレス腱）についてでした。

09300930 ................. .................Systematic Procedures の授業参加。施設見学Systematic Procedures の授業参加。施設見学
Email の設定について話をしていました。Email の設定について話をしていました。
ハイテクなコンピューターや小児ラボの研究施設を見学させていたハイテクなコンピューターや小児ラボの研究施設を見学させていた
だきました。壁に画像を映し出し、そこに文字を書いて講義したりだきました。壁に画像を映し出し、そこに文字を書いて講義したり
討論しやすい環境になっていました。さすがアメリカ !! また、小児討論しやすい環境になっていました。さすがアメリカ !! また、小児
ラボは、VICON と同じような機器でかなり精密な機器です。子供がラボは、VICON と同じような機器でかなり精密な機器です。子供が
飽きないようにおもちゃもおいてありました。飽きないようにおもちゃもおいてありました。

1200 メインキャンパスへ1200 メインキャンパスへ
一度別のシャトルバスに乗ってしまい、もう一度もどって乗一度別のシャトルバスに乗ってしまい、もう一度もどって乗
り換えり換え学食でお昼にしました。学食でお昼にしました。
広くて綺麗！自由な雰囲気でした。広くて綺麗！自由な雰囲気でした。

13301330 ................. .................マウントセントメアリー大学へマウントセントメアリー大学へ
USC から歩いて 20~30 分で着く、ヨーロッパのようなおしゃれな家USC から歩いて 20~30 分で着く、ヨーロッパのようなおしゃれな家
が立ち並ぶ町中にありました。リー先生にお会いして、午後から授が立ち並ぶ町中にありました。リー先生にお会いして、午後から授
業を行う教室に連れて行ってもらいました。業を行う教室に連れて行ってもらいました。
構内は落ち着いた雰囲気で、学生さんも先生方もとても親切でした。構内は落ち着いた雰囲気で、学生さんも先生方もとても親切でした。

14001400 ................. .................Health Care Procedures: Gait Traniing の授業Health Care Procedures: Gait Traniing の授業
学生と一緒に杖や歩行器で歩行や階段昇降をしました。学生と一緒に杖や歩行器で歩行や階段昇降をしました。

16301630 ................. .................三人でシャトルバスでユニオン駅までいき、徒歩でホテルへ三人でシャトルバスでユニオン駅までいき、徒歩でホテルへ
先生がいないため緊張…。先生がいないため緊張…。
バス停を聞いたり、バスに乗る前に運転手さんに確認もしました！バス停を聞いたり、バスに乗る前に運転手さんに確認もしました！

18001800 ................. .................再度ユニオン駅へ再度ユニオン駅へ
ホテルから荷物をごろごろ引きずりながら、ホテルから荷物をごろごろ引きずりながら、駅中のスタバで韓駅中のスタバで韓
国を検索。時間と闘いながら、必死の作業…。国を検索。時間と闘いながら、必死の作業…。

19001900 ................. .................Fly Away バスで LAX へ！Fly Away バスで LAX へ！
３人だけの移動ということで、緊張していたが、バスの運転手のフ３人だけの移動ということで、緊張していたが、バスの運転手のフ
レンドリーさに和まされる（´ ｀）レンドリーさに和まされる（´ ｀）

23002300 ................. .................Good bye, America!Good bye, America!
空港でゆっくりして、飛行機で韓国に向かって出発！空港でゆっくりして、飛行機で韓国に向かって出発！
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04300430 ................. .................韓国の仁川空港着韓国の仁川空港着
アメリカとはまた違う雰囲気で空港内に車や韓国の民族衣装などがアメリカとはまた違う雰囲気で空港内に車や韓国の民族衣装などが
展示してあった。気をつけることは空港内でソウル市内の地図を手展示してあった。気をつけることは空港内でソウル市内の地図を手
に入れておくこと。に入れておくこと。
ほかにも免税店などのお土産屋さんがたくさんあり、買うわけでもほかにも免税店などのお土産屋さんがたくさんあり、買うわけでも
ないのにシャネルなどの普段入れないようなお店に行ったりして、ないのにシャネルなどの普段入れないようなお店に行ったりして、
楽しんでいました。楽しんでいました。

05300530 ................. .................空港鉄道でソウル駅へ空港鉄道でソウル駅へ
始発ということもあり誰もいなかった、白と青色が基調で 5 人で韓始発ということもあり誰もいなかった、白と青色が基調で 5 人で韓
国の予定を確認しあいました。国の予定を確認しあいました。

06150615 ................. .................ソウル駅着。ソウル駅着。
駅が広くて目的の出口迷うが久保先生が発見。駅が広くて目的の出口迷うが久保先生が発見。

07000700 ................. .................シルロアムでサウナ・温泉シルロアムでサウナ・温泉
サウナの種類がたくさんあって大満足、高野と田中はサウナ全制覇サウナの種類がたくさんあって大満足、高野と田中はサウナ全制覇
しました！しました！
温泉では日本のようにシャンプーが置いていなかったので髪は水洗温泉では日本のようにシャンプーが置いていなかったので髪は水洗
いで我慢。いで我慢。
そして朝ご飯と称して田中、阿部は韓国料理をがっつり食べる。先そして朝ご飯と称して田中、阿部は韓国料理をがっつり食べる。先
生と高野はお風呂上りのスムージーで一休み、おいしかったです。生と高野はお風呂上りのスムージーで一休み、おいしかったです。

10301030 ................. .................地下鉄でミョンドン駅へ地下鉄でミョンドン駅へ

11-120011-1200 ........... ...........焼き肉。焼き肉。
肉以外にも韓国料理を堪能した。肉以外にも韓国料理を堪能した。
店員さんがこの肉にはどのタレかなどいろいろ親切に教えてくれ、店員さんがこの肉にはどのタレかなどいろいろ親切に教えてくれ、
とってもおいしく食べました。とってもおいしく食べました。
本場のキムチは野菜の甘さがしっかり出ていた。本場のキムチは野菜の甘さがしっかり出ていた。

12-130012-1300 ........... ...........買い物。買い物。
田中さん店員につかまり無料フルメイク。田中さん店員につかまり無料フルメイク。
阿部は自分でフルメイク。阿部は自分でフルメイク。
オーナーにたくさんサービスしてもらった。オーナーにたくさんサービスしてもらった。

Day 12: In the airDay 12: In the air
March 29March 29

機内　みんな爆睡でした…。機内　みんな爆睡でした…。
  
日付変更線を越える。日付変更線を越える。

Day 13: Day 13: Last StopLast Stop  
March 30March 30
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13001300 ................. .................地下鉄で安国駅へ地下鉄で安国駅へ
韓国語読めない中３人行動。韓国語読めない中３人行動。
地図を見て人に聞いたにも関わらず道に迷う。地図を見て人に聞いたにも関わらず道に迷う。

13151315 ................. .................観光。雲観光。雲 宮、昌慶宮へ宮、昌慶宮へ

16001600 ................. .................地下鉄で安国駅からソウル駅へ　地下鉄で安国駅からソウル駅へ　
　　　　　　

16151615 ................. .................空港鉄道で空港へ空港鉄道で空港へ
電車を乗り間違えて集合時間ギリギリに到着しそうになりめちゃく電車を乗り間違えて集合時間ギリギリに到着しそうになりめちゃく
ちゃ焦る 3 人。先生と連絡を取る手段がないためさらに焦る 3 人。ちゃ焦る 3 人。先生と連絡を取る手段がないためさらに焦る 3 人。

16301630 ................. .................電車正しいのに乗り換える。電車正しいのに乗り換える。
親切な女性が大丈夫だよと声を掛けてくれた。親切な女性が大丈夫だよと声を掛けてくれた。

17201720 ................. .................仁川空港着。仁川空港着。
電車降りてからダッシュ！！電車降りてからダッシュ！！
手荷物検査で田中引っかかりまた焦る。手荷物検査で田中引っかかりまた焦る。
　　

18001800 ................. .................仁川空港発仁川空港発
なんとか飛行機に間に合った、先生本当に本当にすみません。なんとか飛行機に間に合った、先生本当に本当にすみません。

19301930 ................. .................新潟空港着、解散新潟空港着、解散
最後にいろいろなハプニングがあり、最後にいろいろなハプニングがあり、
先生方にご迷惑をおかけしましたが先生方にご迷惑をおかけしましたが
あっという間に 13 日間のアメリカ生活が終わりました。あっという間に 13 日間のアメリカ生活が終わりました。
地神先生ともここでお別れです。地神先生ともここでお別れです。
いろいろとありがとうございました !!いろいろとありがとうございました !!

ChanggyeonggungChanggyeonggung
ソウル市にある李氏朝鮮時代の宮殿。昌慶宮の正門である弘化
門や韓国の国宝に指定されている正殿の明政殿など多くの建築
物があり、敷地内はとても広く２時間くらいでは全てまわれな
かった。日本人観光客が多く現地のガイドツアーの人たちが多
かった。私たちもたまにガイドさんの話を聞いてみたり・・・

屋根の裏の模様が花模様のようでかわいかったが昔は手で描い
ていたと考えると非常に細く何日かかったのだろうかと思っ
た。全ての模様が同じで手が込んでいた屋根の上には河童や動
物の置物があり、沖縄のシーサー的な役割をしていた。

Myeong-dongMyeong-dong
明洞はソウルに来たら必ず立ち寄ると言われているほどソウル
を代表する繁華街の一つ。デパートや免税店、ホテル、ファッ
ションビルのほか、レストラン、エステやマッサージなどお店
がぎっしり。日本でいう原宿のようなところ、若者で賑ってい
た

日本人が多く客寄せもバンバン日本語で手慣れている様子。通
りを歩くだけで化粧水やパックをたくさんもらえる。
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７. 大学紹介

General InformationGeneral Information

サンフランシスコ州立大学（San Francisco State 
University）は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サ
ンフランシスコ市レイクマーセド地区に本部を置く
アメリカ合衆国の公立大学である。1899 年に設置さ
れた。23 あるカリフォルニア州立大学機構の支部。
1899 年に創立。レイクマーセド地区にメインキャン
パス、ダウンタウンにビジネススクールキャンパスを
構える。学部においては 112 分野、大学院では 96 分
野のコースとカリフォルニア大学バークレー校、カ
リフォルニア大学サンフランシスコ校と共同となる
4 つのコースを提供している。現在、全米各州、世界
106 ヶ国から約 30000 人の生徒を抱える。留学生比
率が他校に比べて高いのが特徴。学部は商学部・人文
学部・教育学部・行動社会科学部・理工学部・健康人

USF: University of San FranciscoUSF: University of San Francisco

間科学部などがある。
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FFRESNO STATE: California State RESNO STATE: California State 
University FresnoUniversity Fresno
HISTORYHISTORY

1911 年創立の公立の大学で学生数は 25,000 人で 8 学部 56 学科
である。全米でも最大級の広大なキャンパスは大学所属の農場や牧
場も加えると 1400 エーカーの敷地を有する。スポーツでは野球、
アメリカンフットボールやバスケットボールが盛んで、全米におい
て応援マスコットである「Fresno State Bulldog」が有名。ショッ
プには沢山の応援グッツがあった。大人から子供まで着れるジャー
ジや普段着、日用生活品まで…。とりあえず、大学は大きいし、広い。

Bowling AlleyBowling Alley

学校の構内にあり、１０レーン程ある立派なボーリ
ング場だった。学生交流会では、一切れがとても大
きなピザを食べながら皆で楽しんだ。ストライクが
出たと思ったらガーター連発したり、ハイッタチし
て盛り上がった！地神先生はストライクが決まるた
びに、変顔とガッツポーズをしてくれた。
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Blance CinicBlance Cinic

Sensory Organization TestSensory Organization Test Student HealthCenterStudent HealthCenter

Lite GaitLite Gait

AnatomyAnatomy
解剖学の授業にも参加してきました。
今回は胸椎についてでした。1 番最初に脊
柱についてのテストを行ったのでが、忘
れてるところが多く、3 人で協力して解い
たけれど全部解くことはできませんでし
た。かなり細かいところまでテストに出
されていました。もう 1 度日本に帰って
復習 !!
胸椎の授業もかなり細かい関節、靭帯、
筋を勉強していました。90 分の胸椎の授
業はかなり深い授業で私たちの知らない
ところもありました。今回の授業で学ん
だところも多々、、、。解剖の深さを知り、
解剖の山田先生は 1 年の授業の時もっと
語りたかったのかなと授業を受けて思い
ました。
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University CafeteriaUniversity Cafeteria
Subway や中華のファーストフード、ハンバーガーショップなど日本では考えられないよ
うなお店がたくさんあり、毎日選び放題。学生証がなければクレジットカードが使えな
いレジがあるので注意。サラダや果物など fresh ごはんもあります。ここでもドレッシン
グがいろいろあり、天気もよかったので、外のテーブルでご飯を食べた。地神先生はお
かずを服にこぼしてしまいました。

LibraryLibrary
カルフォルニア州で最大規模のものらしく、ま
だ新しい。本棚はボタン一つで自動に動く仕組
みになっている。２階建てで、スタバがあり、
飲食可能で勉強できるスペースも沢山ある。
検索も容易だし、あんな図書館があったらいっ
ぱい勉強しちゃうのになあ。今回はテスト期間
だったのででたくさんの学生が利用していまし
た。イスがソファーみたいで、長時間勉強する
にも快適。ちょっとした睡眠とるにも快適かな。

Fall ProofFall Proof
近くのジム付きの体育館のような施設で
行った。隣ではむきむきの選手達がトレー
ニングをしていました。
１０人程の高齢者対象に、ストレッチか
ら始まり、バランスボールを用いてのト
レーニングや、課題付きの歩行を行った。
80 歳代のおばあちゃんたちだが、みなさ
ん元気はつらつな人ばかりでした。利用
している方は実際にお金を払って参加し
ています。学生もトレーナーとして参加
していた。近くで指導しており、参加し
ているおばあちゃんたちと仲良かった。
なかなかハードなプログラムだったが、楽しく運動をしていた。おばあちゃんたちは、
私たちも親切に教えてくれました。カラフルな服を着てるし、最後までハイテンションで、
アメリカのおばあちゃん！という感じでした。阿部はおばあちゃんと仲良くなって水筒
入れを貰ってました。

Ms.LeslieMs.Leslie
フレズノ大学でお世話になった。転倒予防教室に
行くときには授業を遅らせて、私達を会場まで
送ってくださった。
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Mr.KandaMr.Kanda
アメリカでＰＴのクリニックをしている。日本の大学を出てから渡米したらし
い。自分は動きだすのが遅かったけど、そのチャンスを逃すな！ということを
おしゃっていた。また目標の高い人達の中にいることで、自分自身がいい影響
を受けられる、とおっしゃっていた。TEAM2012 全員がメロメロになっちゃっ
たかわいらしい奥様がいます…。

Mr.FuijiiMr.Fuijii
プロボクサーの資格をもっているらしく、体つきがすご
い！アメリカの大学を卒業しており、PT の免許を持っ
ている。とてもやさしくしていただいた。　

Mr.BabaMr.Baba
通称 BB さん。日本で PT として働いているが、1 年間サクラメ
ントで理学療法に関する資格をとるために渡米。1 年前には自
分がここにいることは想像もしていなかったとおっしゃってい
ました。水泳関係で、地神先生と繋がっていたことが判明！休
会届をお願いしていました笑

新潟医療福祉大学はフレズノ大学と国際協力の協定を結んでおり、研
究者・学生の交流、学術情報及び教材（資料）の交換、学術的出版物
の交換、共同研究計画の構築／作成と実施、会議・研修会及び相互援
助についての情報交換とともに、共同会議の立案と実施、セミナーの
立案と実施などを行っています。これからもっよろしくお願いしま
す！！
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HistoryHistory
創立 1957 年の歴史ある大学で、カリフォルニア
州全域から学生を集めている総合州立大学であ
る。州民であれば授業料は免除という特典もあっ
て、安定した人気を誇っている。
生徒数は約 27,000 人で全世界の 50 カ国から集
まった留学生比率は約 4％である。留学生のゴー
ルは大学進学、会話力向上、ビジネスイングリッ
シュの習得など、さまざま。日本とも積極的に留
学を行っているそうだ。

CSUF: California Staste University CSUF: California Staste University 
FullertonFullerton
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American Language Program: American Language Program: 
Class Observation 1Class Observation 1

大学生が受ける。１０人程の少人数クラス
だった。Ms.Lily はびっくりするくらいハ
イテンションで、大声をだしたりと、学生
も身を乗り出して積極的に授業に参加して
いた。Be ing ～についてジェスチャー当て
ゲームをしていた。とてもおもしろい授業
だった。

American Language Program: American Language Program: 
Class Observation 2Class Observation 2

大学院生が受ける
20 人程のクラスだった。Mr.Jim は私達
にどんどん質問をふってくれる、気さく
な 先 生 だ っ た。Independent Clause と 
Dependent Clause についてのプリントを
使って授業をした。
私達が喋る機会をいただいたのでいくつか
質問をした。アジアや中東の方もいて、世
界中から仕事や研究の為に来ているそう
だ。日本のイメージを尋ねると、素晴らし
い技術をもった国、と答えてくれた。

Mr.UedaMr.Ueda
フラトン大学でキャンパス見学をしてくれたり、易しい英語で話してくれ
た。日本の大学中に留学し、そのままこっちに来たという驚きの人生歴。

ちなみに名前はゆうきさんというのだが、英語表記では Yuki ちゃんと一緒
です。ずれた手内骨を地神先生が修復していました。写真は手を繋いでい
るのではありません、治療中なんです！

タイ料理店につれていってもらいました。フォーなどさっぱ
りとした食べやすいしょくじでした。なかなかのボリューム
でお腹いっぱい！先生方や、ホスト役の大学生とたどたどし
くお話をしました。

手内骨→手内骨→
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HistoryHistory
州立、1881 年創立　5 つの学部と 7 つの専門大学院から構成され、
2012 年現在、約 4000 人の職員と約 37000 人の学生が在籍している。
アメリカ合衆国を代表する教育・研究拠点であり、世界有数の名門大学
として世界的にも有名。スポーツ分野でも NCAA で過去最多の優勝を獲
得するなどしており、プロスポーツ選手の輩出も多い。

Souvenir  ShopSouvenir  Shop
ジャージや T シャツ、パーカー
といった服から、教科書、文房
具類、キーホルダーやぬいぐる
み、お土産用品など品揃えも豊
富で大学のショップとは思えな
いほどのスケールだった。ネッ
トでも購入可能。UCLA ブラン
ドの衣服やアクセサリーは国外
でも広く販売されており、人気
を博している。これは UCLA の
学問・スポーツ両分野での名声、
そして自由や一年中を通して降
り注ぐ日差しに代表されるよう
な南カリフォルニアのライフ・
スタイルを強く喚起する、とい
うのが理由とされる。売り上げ
のほとんどは北東アジアで、日
本での UCLA グッズの売り上げ
は UCLA グッズの海外における
売り上げの約 25% に達する。

UCLA: University of California Los UCLA: University of California Los 
AngelesAngeles
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HistoryHistory
私立、キリスト教の一会派であるセブンデイズ・アドバンティストが設立した。医学院、
歯学院、看護学院、薬価学院、公衆衛生学院、科学技術学院などがから成る。80 カ国以上
から 4000 人の学生を受け入れており、小児心臓移植では世界的に知られた研究教育拠点
でもある。宗教の関係上学内では肉・コーヒー・コーラなどが禁止されており学食にも売っ
ていなかった。

LLU: Loma Linda UniversityLLU: Loma Linda University

What is Diff erential Diagnostics?

Differential　Diagnostcs は日本で言う診断学 ( 鑑別 ) です。診断学とは患者の状態
を診察、検査などを行い、疾患に限らず、健康でない状態の原因を分析、判断する
学問です。(wikipedia) 医師 ( 開業医 ) が習得しており、患者の疾患 ( 自分の領域か )
を鑑別しています。この Differential Diagnostcs を習得することで、患者さんは理
学療法が必要か不必要かを判断することができます。必要な場合はそのまま、評価・
治療を開始し、不必要な場合、Dr の方に行ってもらいます。つまり、日本で医師
が行っていた理学療法が必要かどうかを判断することをPTが行うことになります。

現在、CA はダイレクトアクセスが可能になるか否やの状態です。今まで、
Diagnostcs( 診断学 ) を行えるかが PT と Dr で言い合いになっいたが、今回の
Lagislative Day で Dr が譲歩し 30 日以内または 60 日以内に Dr にかかるならばダ
イレクトアクセスの制度に賛成するということになった。ＣＡでもダイレクトアク
セスが可能になるはもうすぐです！
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Simulation CenterSimulation Center
地震時にがれきで埋もれた人を救出する練
習や揺れるヘリコプター内での治療の練習
が出来るような設備が整っていた。日本に
はない設備だったので驚くことが多かった。

シミュレーションをしながら、指導したり、
テストしたりします。

Dissencting RoomDissencting Room
全部で 48 体の献体があり先生一人に学生
が 4 人ほどつき、詳しく勉強するらしい。
私たちも献体室に入り、見学させていただ
きました。かなり広く、きれいな教室でした。
白衣を久々に着て少しわくわくしました！

E x e r c i s e  P h y s i o l o g y : C l a s s E x e r c i s e  P h y s i o l o g y : C l a s s 
ObservationObservation

Exercise Ohysiology Lab:Class Exercise Ohysiology Lab:Class 
ObservationObservation

形態測定・バイタルサイン測定
血圧・脈拍や大腿周径などの測定方法を
習っていました。先生からの説明の後二
人一組になり各自で練習を行っていまし
た。

Dr.TonyDr.Tony
朗らかでとても親切に施設案内等をしていただいた。時折
ジョークもまじえながらわかりやすく説明してくださり、
気さくな方だった。

FOODFOOD
宗教上の理由で学内では肉・カフェイン・
酒・タバコの販売は禁止されている。そ
のため学食では野菜のハンバーガーや、
大豆を肉に見立てた料理などがありまし
た。飲み物はココナッツ味のドリンクが
あり、とても健康的で痩せそうでした。
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1880 年に創立されたアメリカ西海岸最古
の私立大学。アメリカ合衆国カリフォルニ
ア州ロサンゼルスにある。メインキャンパ
ス (University Park Campus) があり、その
他に医学部、医療系など Health Sciences 
Campus(HSC)、情報工学系研究機関の USC
　information Science Institute(USC-ISI) な
どがある。教育環境や教授の質の高さで米
国で知名度が高い。ジョージ・ルーカスや
スティーブン・スピルバーグ映画監督も OB
としても有名です。

USC: University of Southern USC: University of Southern 
CaliforniaCalifornia
HistoryHistory

VICONVICON
うちの大学よりも少し広い部屋で、階段昇
降やダンス時の動きも調べている。

Meeting roomMeeting room
プロジェクター使用時に壁に直接文字を書
ける、専用のペンなどの機器があった。カ
メラが付いており、いろいろな角度から患
者さんをみれることができる。壁の全てが
ホワイトボードのようになっていてグルー
プでディスカッションしやすい。大人数で

O r t h o p a e d i c s  C l a s s : C l a s s O r t h o p a e d i c s  C l a s s : C l a s s 
ObservationObservation
アキレス腱ついて授業を行っていました。
エビデンスに基づいて、アキレス腱の形態、
組織、治療の過程などについて学んできま
した。亀尾先生が授業の進め方を絶賛して
いました！笑

ChildrenChildren LaboratoryLaboratory
小児用の VICON 部屋で子供をあやすおも
ちゃ等もあった。久保先生が研究時に使用
していたらしい。

Systematic reviews class:Class Systematic reviews class:Class 
ObservationObservation
パソコン設定を行い、症例検討を行う。私
たちが授業を受けた時、パソコンの設定だ
けで症例検討については触れられなかった
が、生徒が積極的に質問をしていました。
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MountMount  st Mary's   College  st Mary's   College  
of Southern Californiaof Southern California
HistoryHistory
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ADL:Class ObservationADL:Class Observation

Dr.LeeDr.Lee
今回の授業を教えていただきました！生徒さんとも仲良さそ
うでいした。DPT1 年生のクラスのみなさんは、実技の時、
短い単語でわかりやすく教えてくれました。何よりも、親切
でフレンドリーなみなさんでした！

建物の周りは緑いっぱいで、（良すぎる）天気の元、気持ちが良く授業を行いました。少人
数での授業だからこそ、このように課外授業ができるのだと思いました。とにかく自然が
とてもよくて、また違う季節（もっと涼しい時…。）に訪れてみたいなと思いました。

Flipped classFlipped class
外に出る前に Flipped class を体験しました。これは
事前に先生が授業内容をネット上で学習ガイドと一緒
に生徒に提示しているので、授業はその内容について
の生徒からの質問から始まりまるという授業の仕方で
す。ちなみに Flipped とは、（カードなどを）裏返す
という意味です。

学生の積極的な発言げ授業が作られていって、一般的
な授業とはちがう雰囲気でした。生徒が授業に参加す
ることで授業が活き活きするし、居眠りすることもな
いし、とても効率のいい授業スタイルだと思いました。

私たちは授業中に発言することが少ないので、こう
いった授業スタイルで授業をおこなったらどうなるの
かなと思いました。予習に十分な時間が必要だし、授
業中は気が抜けない！中身の濃い授業になるのかなと
思いました。
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アメリカでは全州で飲酒は21歳からと決まっています。お酒を買うときは、ID（身分証明書。
免許証やパスポート）の提示が義務付けられています。お店側も 21 歳未満にお酒を販売
すると厳しい罰があるので、これは徹底されています。レストランでお酒を頼むときもウェ
イターに ID を提示するように言われます。（地神先生は要求されてました。）

まずアメリカの食事で、一番驚くことは、量が多いということだ。

ジュースは花瓶みたいなカップだったり、一番小さいサイズで M からＬサイズだったり。
ちなみに水道水は飲むことはできないので、500 ｍｌで＄２程のペットボトルを買ってい
ました。

ケーキやクッキーは、青色やオレンジなど、人口的なカラフルな色がついていた。甘さもびっ
くりで、砂糖しか入ってないでしょ！と思う位、とにかく甘い !!

Sabway や Mac はサイズの違いくらいだったが、Deneys で食べたサラダは超ビックで、グ
リルチキンが中央にあり、甘いドライフルーツを混ぜてあって、日本では絶対ないだろう
な・・・と思いました。日本人の高野さんと田中さんはなかなか苦戦していました。

美味しかったけどいちばんきつかったのは（お腹の容量的に）、サクラメントのホテルの近
くでテイクアウトしてホテルで食べたタイ料理。笑

あと久保先生はグレープフルーツが好物ですが、自分で剥くと手が荒れちゃうので、むい
てあげましょう（^^）

長距離の旅客鉄道で全米を走っています。走っていない州はアラスカ、サウスダコタ、ワ
イオミング、ハワイの４州のみ。１日に数本なので、出国前に時刻表を調べておく必要が
ある私達はサンフランシスコからサクラメントに向かう時と、そこからフレズノに向かう
時に利用しました。車内は広々していて快適だし FreeWi-Fi もありました。途中で車掌さ
んが回ってくるので、乗る前に購入したチケットを見せます。

フレズノ国際空港からロサンゼルス国際空港までの移動に利用した。一般の飛行機と同様
に登場手続きをする。機体は狭く、モニター、トイレもない。CA もちょっと怖い…笑。
国際線に比べ快適とは言えませんが、早朝移動だったので皆即効寝ました。飛行機嫌いな
高野さんでさえ、この時は疲労により ? 離陸から着陸までぐっすりでした笑

８. 豆知識

大韓航空・仁川空港 /BART/Amtrak/American Air/ 普通のタクシー / 大型タクシー
/ レンタカー / 大学キャンパス間シャトルバス /BBB/FlyAway/muni(SF)/Metro(LA)/
Advantage(Rent-A-Car)/ 韓国地下鉄
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アメリカでは 1979 年に American Physical Therapist Association（APTA）が養成教育を
学士から修士レベルに引き上げるという方針が発表され、各プログラムは修士課程へと変
化していった。1990 年代終わりまでは、PT 養成教育は、学士と修士課程が混同してい
たが、2002 年より、全ての課程が修士レベル以上であることになった。一方で Doctor of 
Physical Therapy といわれる PT 専門博士教育課程が 1990 年代初めより設立され、年々
プログラム数が増加し、現在では、DPT プログラムがアメリカの PT 養成教育の主流となっ
ている。一連の流れをみてみると、現在、アメリカの PT は、学士（PT）、修士（MPT）、
博士（DPT）と様々な過程を卒業した人々が混在している。このような状況で、APTA では、
2020 年までに全ての PT が DPT 教育レベルを有していることを目標として、学士、修士
のみを持つ PT の為に短期間で DPT を取得できる移行プログラムも多く設立されている。

DPT 課程修了まで大体 3 年ぐらい掛かかるが、多くのプログラムが夏学期から開始され
ている。最初は、解剖学等の基礎科目から始まり、やがて、薬理学、経営法、Evidence 
Based Medicine 等も含めた、様々な理学療法専門教育 ( 内容は日本のカリキュラムに似て
いる ) を学んでいく。　大学院レベルの学生は、アメリカの一般大学生のような夏季の長
期休暇はない。学生は授業だけでなく、勉強、レポート作成、グループワーク、ミニ試験
対策（日本のように中間、期末試験のみでなく、小試験が沢山出る授業もある）等に追われ、
かなり忙しい学生生活を送るらしい…。

 初めての臨床実習も 1 年次の終わりから 2 年次にかけて、8 週間と行い、その後、3 年次
までに別の 8 週間の実習を 2 回、最終学期で、16 週間の実習を実施していくので、この
間の体調管理も重要となっていく。

国家試験はアメリカの場合、あくまでも学生の自己責任に委ねていて、学校の方で対策
を取ることはしない。それでもアメリカの PT 養成校を卒業した人の National Physical 
Therapy Examination( 国家試験に相当 ) の合格率は 9 割に達す。

州にもよるがアメリカの PT は開業権を持っているので、卒業後、開業出来る PT を養成し
ようとしている。（ちなみにカルフォルニア州は開業権がない）

日本で言う心づけ、サービスを受けた際に、感謝の気持ちで渡すお金のこと。アメリカ合
衆国の場合、このチップの習慣があるため、レストランのウェイター・ウェイトレス、ホ
テルのドアマン、タクシーの運転手などは、基本の店・会社からもらう給与は予め低く設
定されている。そして、このチップによる収入が、これらの職業につく人たちの、重要な
収入の一部分となっていることを、まず理解すること。

私達が実際に払ったチップ

・タクシー料金＋ 20%; 

・朝ホテルを出るときに、掃除の方へ、一人＄１

・レストランの食事代＋ 15-20%: 

・ミヤコホテルのドアマンに荷物を預けたとき、一人＄１

宅配サービス。日本でいうクロネコヤマトのようなもの。荷物の重さによって値段が変わ
り、値段によっても扱い方が変わってくるので高めにお金を出せば、丁寧に扱ってくれる。
近いところなら、1日で着きます。私たちは普通料金で使用しました。そのため、新しいスー
ツケースに傷やシールが…。
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９. 英会話

Excuse meExcuse me::

How are you?How are you?:: 

I’m good/Fine/Happy/SleepyI’m good/Fine/Happy/Sleepy ここで話
が広がる時もあります。気分を表す言葉は英語が喋れない人ほど覚えると会話が豊かにな

ると思った。アメリカで初めて買い物をしたとき、How are you doing? と店員さんに聞

かれた田中 & 阿部は…China town ！ ( 汗 ) と答え、お姉さんを困らせた…。

We want to go ~We want to go ~

Pardon?/Sorry…Pardon?/Sorry…
聞きとれなかった時に相手に伝える。相手も必ずゆっくり
喋ってくれます！

Can I ~?Can I ~? take a picture/get this paper など許可を求め
る時に用いる。施設見学では写真を撮っていいかは聞いた方が
よい。

WeWe　　have have four years physical four years physical therapy program. I am therapy program. I am the second graders.the second graders.
アメリカと日本では理学療法士の資格
をとるシステムが違うので、４年制で
あることを伝えて、２年目であること
を言う。

Dose this bus go Dose this bus go to ~?:to ~?:
このバスは～に行きますか？この表現
は必須です。しつこいくらい確認はしっ
かりしましょう !!! 私達はこの確認を疎
かにしたために、行き先を間違えたり、
途中で Last stop!! と降ろされたりしま
した。涙

Have a good day /Have a Have a good day /Have a nice trip!nice trip!
別れ際に言われて嬉しかった言葉。
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今回は特に移動が多かったので交通費がかかりました。1 ドル札は必須でコインもあると
便利だった。

いろいろなところで使用できたのでお金の払い方や乗り方をマスターできたかも !!

何よりもクレジットカードの怖さ、、、日本に帰ってからの請求書は目をつぶりたくなりま
した。

食事は、約 3 回外食だったのにもかかわらず、高額な費用に…、たくさん食べたり飲んだ
りしてアメリカの食文化を学べたと思います。

航空券は 1 日単位ではなく数十分の単位で値段が変動するので、何よりも早く購入したほ
うが断然お得！

ホテルはネットで写真を見つつ値段と相談しながら決めました。学生 3 人だったので二人
部屋＋簡易ベッドの予定だったが、どのホテルにも結局簡易ベッドはなく、仲良くみんな
で寝てました。

海外保険は業者にも頼めるしネットや空港でも購入できる。今回私たちは業者とネットで
購入した。何が起こるかわからないので念のために購入しておいたほうが良いかと思いま
す。

お土産は参加させくれた親と、あとは自分にたくさん買ってあげましょう！

その他は NBA やミュージカルなどのチケット代もろもろです。

10. 費用
America費用
航空券 121,310
国内線 11,480
ESTA 1,090
*HOTEL 32,928
* 乗り物 12,136
* 飲食代 20,136
*SEA world 6,120
HIS 32,000
*UPS 2,520
海外保険 9,160
* お土産 25,570
その他 20,000
合計 294,614

＊：日本円 84 円
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高野侑希高野侑希
他の 2 人がしっかりしていたため大学の場所等の調べ
物を任せてしまったこと。自分の携帯が使えなかった
こともあったが、もっと積極的に参加すべきだった。

キョロキョロしすぎた。日本でも基本的にキョロキョ
ロしているためアメリカでそれを発揮したとたん絡ま
れたり怖い思いをたくさんしたのでキョロキョロしな
いようにする。

・大学の先生や学生、関わった方々にもっと話しかけれ
ばよかった。向こうの方たちも気を使ってたくさん話
しかけてくれたり場を盛り上げてくれたのに、英語を
話せないことを怖がって質問や日常会話をする機会を
自ら逃してしまった。これからはもっともっともっと
積極的に質問やコミュニケーションを取っていくよう
にしたい。

11. ハプニング集

阿部望阿部望
目的地までの地図をよく書きましたが、正確
にかけていなかったり、緊急時に対応でき
なかったりでした。。。レンタカーを借りたら
マップも合わせて準備すべきだと思いまし
た。久保先生区のダイナミックかつはらはら
な転回運転はちょっとおもしろかったです。

授業中に（よく）寝てしまったこと。言い訳
ございません。眠むたかったんです。。。

積極的に自分の気持ちをつたえることが不十
分でした。英語がしゃべれないのは勉強と経
験不足です。そして自分の意見がいえないこ
ともわかりました。

田中奈津美田中奈津美
積極的に話せなかった。せっかくアメリカにいっ
たのに、もったいない場面がたくさんあった…。
悔しい !! 授業の時寝てしまった。英語をもう少し
勉強すればよかったと何度も感じました。

場所、道を調べるとき曖昧なまま調べ終わらせて
しまっていたため、道に迷うことが増えて時間を
無駄にした。

また、久保先生にプランＣまで考えなさいと日本
にいる間、何度も言われていたのに考えてなくて
時間を無駄にすることが多かったので、どこにい
ても、予定通りにはいかず必ずハプニングが起こ
るのでプランＣくらいまで考えて行動すること。
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久保先生が国内線名古屋行きのゲートと間違えた

田中がお湯の沸かし方（コーヒーメーカーの使い方）間違え地神先生のカップラー
メンほぼ水だった

阿部がジャックスパロウの真似してる人にお腹もまれる

高野がマイケルジャクソンのロウ人形の真似してる人をガン見して追いかけられる

スキッドロウに迷い込む

スーツケースの中でワインをこぼし、お土産のポロシャツを汚してしまった。

クローブのファーマーズマーケット：スキッドロウのバス停に浮浪者がたくさんいて、
バスを待っていられなかった、危険を察知したから。命の恩人地神先生。

サンタモニカのファーマーズマーケット：雨の中乗っていたバスの運転手さんに途中
のバス停で降ろされたから。あきらめた。

ウォルマート：阿部と田中の調べた場所が違ったため見つからなかった。

地図が読めない女たち：地誌的障害→地理や場所がわからなくなる障害です。症状と
して、地図が読めない、使えない、目的地にたどりつけないなどがある。

男は女の ｢ 生理的に無理 ｣ はという言葉に女が思っている以上にダメージを受けて
いる

「人生は常に選択の連続だ」　久保先生のお言葉です。
目標の高い人たちの中にいることで自分自身いい影響を受ける」　神田さんのお言葉
です。

「時間を守ること」　理学療法士として、社会人として絶対に守らなければならない
こと！　今回私たちはこのことを身にしみて経験してきました。
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3 月 31 日アメリカでの行動を反省し次の日から田中家で報告書の計画を立て始める。

大まかな流れを決定しこの日は終わり !!4 月 5 日久保先生に確認してもらい、いざ報告書
製作開始～。しかし、誰のＰＣにも専用ソフトが入っておらず、原稿制作に取り掛かる。
忘れる前にひたすら PC に向かう 3 人・・・。なかなか駆け出しはいい３人。先生の PC
を使いレイアウト作り！

初めてのソフトだったため使い方に戸惑う阿部。高野、田中は写真をコピペしたり、足
りない原稿を制作する。息抜きで１輪車をしたり、毎回楽しく進める 3 人だったが、4
月週 1 しか集まらなかったので全然進まず完成 30％未満と先生に言われかなり焦り始め
る・・・。

ついに 5 月に突入 !!

5 月に入り、終わらないだろうとあせり、毎日交代制でレイアウト制作する。土曜日にやっ
たり、夜 8 時までやったり、昼休みだけ行ったりと時間を無駄にせずアメリカ報告書に
専念する !! 自分のレイアウトセンスがナンセンスで嘆いたり、PC の使い方が慣れ始める
が、やっぱり、久保先生に頼らないとできなかったりと問題がおきるが、ひたすら進める。

6 月 1 日やっと久保先生駄目だしに突入～！ 6 月に入り、テストがあったりレポート提
出があったりとなかなか集まれなかったのであまり進まないが、そんな中でも時間をみ
てできる人がきて、報告書制作頑張りました !!6 月中に終わらせるために、さらにやる気
UP!!

7 月はテストに追われ誰も来れず終わらなかったので、、、8 月に突入。お盆の前にやっと
のことで完成～ !! 長い長い報告書制作…。

報告書はもっと早くから初めて、４月には終わらせる勢いで制作しておけばよかったと思
います。時間はあっという間に過ぎていくので、時間は大切に使いましょう !!

計画通りうまくいかないことばかりでしたがいい経験となりました。

12.
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Nozomi  AbeNozomi  Abe

13. 感想

大学生になって、海外に行きたいという気持ちはあるものの、友達同士で行く勇気は
なかった。久保先生からメールが来た時も迷ったが、久保先生の次行けるかわからな
いし、今行った方がいい！という言葉を聞いて、行くことを決めた。

　参加者は私を含め三人で、少人数で融通が効くのはいいが、ひとりずつの役割が多
く、すべきことに追われて大変だった。でもとにかく、わくわくしていた。

　アメリカは理学療法発祥の地であるし、ＰＴになるからには見ておきたい場所だっ
た。日本との違いはやはりＰＴの資格制度の違いだ。州によってはＰＴが医者を経由
しなくてもよいほど、ＰＴの立場は日本とは違う。その分レベルが高いし、大学では
留年する人も多いらしい。日本の理学療法ももっと活動の場を広げる為にも、アメリ
カのやり方から学ぶことがあると思った。

　いくつかの大学見学をしてみて、それぞれ学生や授業の雰囲気がかなり違っていた
ことに驚いた。共通していたのは先生が話を聞いている時以外に学生がよく喋ってい
ることである。先生に列を作って質問に行っていたり、機械の操作を生徒だけで話し
合いながら扱っていたり。ある大学で飲食をしながら授業を受けている自由な感じは
さすがアメリカだと思った。。。

　この旅でなによりよかったのは、久保先生、地神先生、ゆき、なっちゃんと沢山話
ができたことだ。先生方の話を聞いていると、さすが教授だなあと思った。大きい動
きだけをみるのではなくて、下の小さな動きもしっかりとらえること。日常の中に選
択する場面があって、その積み重ねが未来に繋がる。そういっていた先生の言葉が特
に印象に残った。寝る間も惜しんで話こんでいたので、その反動はありましたが・・・。

アメリカでクリニックを開いていたり、勉強の為にアメリカに来ている日本人の方と
話す機会をいただいた。その時私達は聞くことに徹して、質問をしたり、話を積極的
に伺うことができずに、久保先生からなんでこんないい過会を無駄にするんだ、アメ
リカに来た意味がない！と散々言われた。集団にいて話を聞くことに慣れている私た
ちは、チャンスをしっかりものにすること、じぶんからチャンスを作っていくこと、
それができていないんだなと痛感した。フラトンの大学には、久保先生は日本からメー
ルを送って、今回初めて訪れた場所だと言っていた。そうやってどんどんチャンスを
作っていく姿勢は本当に見習いたいと思った。何もしなければ何も変わらない、すれ
ば何か変わる。

日常生活では決して出会うことのない人達との新しい出会いを体験することができ
た。自分の知らない世界はまだまだあるのだなと気が付き、未来の選択肢は自分自身
が行動することで無限にある、と思った。英語で会話ができるようになり、理学療法
の基礎がきちんと身に付いたら、もっとたくさんの人と関わることができるようにな
る。どちらもまだまだできていないが、どちらも努力すれば身につけることは可能だ。

快く送り出してくれた家族やアルバイト先の方々、アメリカで散々振り回してしまっ
た先生方、毎日一緒に寝て食べて、一緒にいっぱい反省した侑希となっちゃん、あり
がとうございました！
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今回の研修は史上最少人数（3 人）・最多移動ということもあり、ホテルや航空券な
どなど全て自分たちで決めたため、準備からレポートまでとても大変だったが自分た
ちで調べた分しっかりと身についたと思うし、これからいろいろな場面で役立たせて
いきたい。

今回の研修で印象的なのは、2 日間お世話になったフレズノ大学と NBA 観戦だ。フ
レズノ大学では学内のクリニックで学生が主体となり治療やリハビリを行っていたこ
とに驚いた。また、バランス検査をやらせていただいて自分のバランスの悪さが分かっ
たし、夜にはピザを食べながらボウリングをしたりたくさんお話をさせていただいて
とても楽しませてもらった。またフレズノ大学の学生が手伝っている転倒予防教室に
も参加させていただいた。おばあちゃんたちはとても元気で明るく、見ず知らずの私
たちにたくさん話しかけてくれて嬉しかった。今となっては 90 歳のおばあちゃんに
12 歳と間違われたのも良い思い出だ。フレズノで出会った方々とお別れするのは寂
しかったがとても仲良くしていただいて嬉しかった。

NBA 観戦は、私が死ぬまでに一回は見に行きたかったもので、本当に興奮した。始
まる前にユニフォームやら２万近く購入し、試合開始後も終始テンションマックスで
声が枯れるくらい応援していた。会場の雰囲気やパフォーマンスも最高におもしろく、
楽しくて大満足であった。

帰国間際に寝坊や遅刻をしてしまい先生方に大変なご迷惑をお掛けしてしまいまし
た、本当にすみませんでした。反省し帰国した今、時間厳守を徹底するよう心がけて
いきます。いろいろやらかしてしまった３人ですが、今後それらの失敗や多くの貴重
な経験をしたことを活かしていきたい。最高に充実した１２日間であった。久保先生、
地神先生、なつみ、のぞ、本当に感謝しています。またこの研修に参加させてくれた
家族にも感謝します。本当にありがとうございました。

Yuki takanoYuki takano

I wanted to go Grand Canion in America. This is the place is famous for great nature. It was 
very nice weather, when we went to. I feel very comfortable and wonderfully, because there 
is so magnifi cent.
It is very important that always punctual for an appointment. But we wasn’t. I brace oneself 
to spend conforable trip. 
 America is very big conture, I want to go a lot of  place. Especially, sanfuransisco again , and 
NY city ! So I have to study English, and make progress with read a map… Many pleasant 
experience make me big.  I felt happy, sleepy, hungry, dizzy, and very exciting this trip!!I 
wanted to go Grand Canion in America. This is the place is famous for great nature. It was 
very nice weather, when we went to. I feel very comfortable and wonderfully, because there 
is so magnifi cent.
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In this travel was able to experience a lot of very valuable. American people are bright and 
active, we had a great time. Students have been actively questions the teacher and student 
motivation to study was higher.  So, I think that I have to study hard. 

There 12 days was the fullest. I would like to thank the family made me participate in this 
travel.

Natsumi TanakaNatsumi Tanaka

私は今回のアメリカ研修で初めて海外に行きました。今まで行きたいと思っていても
なかなか行動に移せずにいました。しかし、今回は学生のうちに出来ないことをやろ
うと思ったので、思い切って参加しました。また、アメリカの大学や理学療法につい
ても知ることができるのでさらに自分を磨けると思いました。実際アメリカに着くと、
見るもの、聞こえること、喋っていることなど、すること全て日本と違うことばかり
で戸惑うことが多かったけれど、毎日が楽しくて 2 週間あっという間に過ぎて行き
ました。

印象的だったことはアメリカの大学で授業に参加したこと、アメリカの理学療法のせ
いどについてです。アメリカの大学はとにかく敷地が広かったです。施設も大きいし、
いろいろな施設があるので迷子になりそうでした！ 1 番アメリカっぽいと感じたの
が、それぞれの大学で大学名が入ったグッズを販売しているところです。学生が普段
着としてトレーナーやジャージを着ていたり、大学名が入ったコップやリュックなど
いろいろなものに大学名が入っていて商品のクオリティーも高く、さすがアメリカす
ごいなあと思いました。私は結局、ファイルしか買わなかったです。ちょっと後悔か
な？？アメリカの学生さんたちはの雰囲気はとにかく明るくて積極的でした。授業の
時も積極的に質問や意見をいったり、私たちにたくさん喋りかけてくれたり、知らな
い人でもとにかく喋りかけに行く姿勢は日本人にはない積極性、明るさなので見習い
たいと思いました。また、アメリカの理学療法士協会で Lagislative Day があり、上
院議員の方がこられて、ダイレクトアクセスについて話し合いを行っていました。英
語でほとんど理解できなかったが、久保先生に教えてもらい改めてすごいことを行っ
ているのだち思いました。日本では考えられないような行事で、このような行事でど
んどん制度が変わっていくので文化の違いは大きいだなぁと感じました。そして、人
間性、積極性重要だと思いました。やっぱり、アメリカはすごいと感じるばかりです！

私は、アメリカでに行ってグランドキャニオンはもう 1 度行きたいスポットです。
言葉では表せない、伝えきれないような素晴らしさです！グランドキャニオンにいる
ときは「すごい OR 綺麗」しか言ってなかったです。語彙力が少ないのか、感動しす
ぎてそれしか出てこなかったのかは謎ですが、、それくらいすばらしい景色で、自然
のパワーをもらったような気がします。

今回のアメリカ研修は、自分たちで決めて行動しました。そのため、失敗ばかりの連
続で先生方には大変迷惑をかけました。その分私の足りないところがアメリカに行っ
て明らかになり、後悔すること、反省すること、これから直すべきこと、見習いたい
ところいろいろ発見することができました。この機会を無駄にせず、自分をさらに磨
いていきたいと思います。また、英語をもっと勉強したいと思いました。先生方が丁
寧に説明しくれているのにわからないことばかりでもったいないことをしているなと
思いました。専門用語だけでもわかるようにしたいです！
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I enjoyed going to america.Because it was the fi rst foreign countries!

I  found 3 diference different between America and Japan.

First , the size of the food was very large . I alwaysbecame a full stomach!! When the food was 
large, it was separated by us. There ware just amount for Japanese! and America foods were 
high calories. so, I wanted to eat natto in America.

Secound, when I wait on customers best,I have to pay tip. For example When I rode a taxi ,I 
tipped the driver fare together.Japan did not pay it. But America was very important thing. I 
thought I must not forget it.

Third, America  people ware friendly.because everyone said “How are you?”or “Hi”. They 
know even if it isnot ,talk me. I was surprised I could not speak anything. But Iwas ableto 
answer after a few days. I enjoyed speaking English! Icould not make many friends.So,Iwant 
to speak English more.

Thank you!I enjoyed going to america.Because it was the fi rst foreign countries!

初めて、女 3 人で同じベットで寝たこととか、毎晩先生方とのお食事会＆ありがた
いお言葉をいただいたりとか今後経験できないようなことばかりでした。今しかでき
ないことを今後たくさんやっていこうと思います !! これを機に、海外にも行こうと
思います！今回 TEAM2012 メンバーのぞ、ゆき、久保先生、地神先生には本当に感
謝します。また、アメリカでお世話になった方に感謝します。また、アメリカ行きた
～い !!
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14. あとがき
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