
東京医薬専門学校／東京福祉専門学校／東京スポーツ・レクリエーション専門学校／東京メディカル・スポーツ専門学校
札幌ベルエポック製菓調理専門学校／札幌ベルエポック美容専門学校／福岡ベルエポック美容専門学校／東京ベルエポック製菓調理専門学校

東京ベルエポック美容専門学校／専門学校東京ウェディングカレッジ／専門学校札幌ホテル・ウェディングカレッジ
東京バイオテクノロジー専門学校／ベルエポック美容専門学校／日本医歯薬専門学校／新東京歯科技工士学校／新東京歯科衛生士学校

赤堀製菓専門学校／埼玉福祉・保育専門学校／埼玉ベルエポック製菓調理専門学校／北海道ハイテクノロジー専門学校
北海道メディカル・スポーツ専門学校／北海道エコ・動物自然専門学校

2019.4

滋慶学園EASTグループ

海外研修のご案内海外研修のご案内

海外で異文化を感じ、
「好きな事を仕事にする素晴らしさ」を学ぶための
滋慶学園EASTグループ海外研修をご紹介します。

滋慶学園
EASTグループ

OVERSEAS STUDY PROGRAMS



保育の海外研修
Nurture

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。1

DenmarkDenmarkDenmarkDenmark デンマーク研修 こども保育・こども福祉

世界一幸せな国！
北欧のデンマークで、
現地のこども達とのふれあい体験

東京福祉専門学校
埼玉福祉・保育専門学校
東京スポーツ・レクリエーション専門学校

VISITING COUNTRY

2

対象校

PICK UP!

PICK UP!

日本と全然違う保育体験！

福祉・保育の先進国であるデンマーク。提携しているスヴェンボー市の「森の幼稚園」
をはじめとする特色ある保育園・幼稚園で、２日間の実習を体験します。 日本とデ
ンマークの保育の違いに驚き、感動する２日間になることは間違いなし。現地のこ
ども達とも心が通じるふれあい体験ができます。保育園での実習の前に、まずは
短時間、現地のこども達とふれあう体験プログラムがあり、言葉が通じなくても、
５分もすればそこかしこで学生とこども達の笑い声が聞こえてきます。

PICK UP!

PICK UP!

クリスマス市
海外研修は例年１１月末～１２月上旬ごろに行われ
るため、現地ではクリスマスシーズン真っ盛りです。
日本よりも本格的に準備をするため、クリスマスの
ための市場がたち、日本とはまた違う雰囲気を味
わえますよ。

チボリ公園
コペンハーゲンで泊まるホテルの近くには、ディズニー
ランドの基となった「チボリ公園」というテーマパー
クがあります。中に入って遊ぶもよし、外からイルミ
ネーションのきれいさを鑑賞するもよし。とてもおしゃ
れなスポットです。

衛兵交代式
コペンハーゲンでのフリータイムでは、さまざまな
体験ができます！
正午には王宮で衛兵の交代式が行われ、観光ス
ポットの１つになっています。整然と規律正しく行
われる様子は、とても圧巻でした！

　21世紀は益々グローバルな社会となる。
　
　インターネットの発達など、国境がなくなり世界が狭くなってくる。しかし反面、民族や国のアイデンティティも尊重される様になる
だろう。又、諸君が目指すテクノロジストの仕事は国境を越え、世界での活躍の場を広くしていく。コミュニケーションの手段として英
語が世界の共通言語となり、コミュニケーションツールとしての英語を身に付けることは益々大切になっていく。
　「実学教育」「人間教育」「国際教育」を建学の理念にしている滋慶学園グループでは英語教育には力を入れている。英語教育は「クイー
ンズランド大学」「ウエストフロリダ大学」の協力をいただき、コミュニケーション言語としての英語の基本が教育される。その上に選択
科目としてよりレベルの高い英語教育がＩＴ活用も含めなされている。
　又各々のジャンルの専門英語を理解する事は、より専門の研修のための理解力を高めるために必要である。海外の学校や施設で学習
し体験する海外研修や海外インターンシップも実施される。
　これらを通じ他国の同じ道を目指す学生同志によるコミュニケーションや各国の業界業務を認識し、世界の情勢、価値観の違い、又
伝統・文化の違いや共通するものを感じて貰いたい。同時に自分たちの文化、伝統、歴史をもう一度考え、自分の考えをしっかり持ち、しっ
かり話すための日本語の大切さやプレゼンテーションの大切さを認識して貰いたい。
　
　体験・実感・感動を通じ、国際的感性を身に付けて貰いたい。
　
　他国の価値観や文化・歴史の大切さを理解し、又自分たちのそれらをしっかり認識する。
国際的感性はそこから生まれてくる。
　このようなことを海外研修で多くの人と接することによって感じ学んでいって欲しい。そし
て自分の将来の活躍の場を世界に、また、世界の人達とコミュニケーションし、コラボレーショ
ンしながら仕事を進めてゆく為の準備として欲しい。
　
　海外研修の多くの感動が諸君の将来への新しい扉をあけてくれることを期待する。

中国
北　京★首都医科大学
上　海★同済大学
 ★上海医療器械高等専科学校
 ★上海中医薬大学
 ★上海市黄浦区教育局
 ★中華職業高等学校
 ★上海外服新通国際教育諮詢服務公司
浙江省★浙江中医薬大学
 ★杭州東方中学
廣東省★廣州中医薬大学
 ★廣東医学院
 ★深圳職業技術学院
 ★広東薬学院
 ★広東嶺南職業技術学院
 ★広東順徳職業技術学院
 ★広東軽工業職業技術学院
江蘇省★江蘇省太倉職業教育中心校
 ★蘇州工業園区服務外包職業学院
山東省★山東力明科技職業学院
 ★威海機械工程高級技工学校
香　港★香港理工大学

英国／ロンドン
◆コベントリー大学
◆トニー＆ガイ ヘアードレッシング・アカデミー

オランダ／アムステルダム
◆SVGBマイスター学校

スウェーデン／マルメ
◆スウィーディッシュ・ヘルスケアAB

デンマーク
◆スヴェンボー市庁

ドイツ／フォルツハイム
★フォルツハイム大学
★アイントラハト・フランクフルト

フランス／パリ
★ストレート・スクール・オブ・デザイン
★エコール・グラン・ショコラ・バローナ
◆メイクアップ・フォーエバー・アカデミー
★モーガン・ヒルガーズ・アカデミー
★ジャン・ドルーアン
ソー（Sceaux）
★フロリアン国立美容高等専門学校
◆セプロック（カリナリー職業ヨーロッパセンター）
ニース
★エレガンス・スパ＆ビューティーアカデミー
ベルサイユ
◆ISIPCA

スイス／ローザンヌ
★エコール・ホテリエ・ローザンヌ
チューリヒ
★シュルテス・クリニック

イタリア／ミラノ
◆オリアニ・マッジーニ・カレッジ
★ヨーロッパデザイン・インスティチュート

韓国
★啓明文化大学
★研成大学
★漢陽サイバー大学
★仁川生活科学高等学校
★ビューティ産業研究所
★西江大学ゲーム教育院

ケニア共和国／ナイロビ
ナイロビ大学◆

★海外提携校（覚書・契約）
◆海外研修実施校
■滋慶学園グループ校

アメリカ
ワシントン州

スポケーン・コミュニティカレッジ◆
スポケーンフォールズ・コミュニティカレッジ◆

ピアス・カレッジ◆
ショアライン・コミュニティカレッジ◆

ノースシアトル・コミュニティカレッジ◆
ワシントン大学◆

クローバー・パーク・テクニカルカレッジ◆
ハイライン・カレッジ◆

ゴンザガ大学★
グリーンリバー・コミュニティカレッジ★

ベルビュー・カレッジ★

アメリカ
カリフォルニア州

シトラス・カレッジ★
シティカレッジ・オブ・サンフランシスコ◆

サンフランシスコ・ステイト大学◆
サンディエゴ・メッサ・カレッジ◆

パロマ・カレッジ◆
セリトス・カレッジ◆

サウスウエスタン・カレッジ◆
ロマリンダ大学◆

カリフォルニア・ステイト大学フルトン◆
カリフォルニア・ステイト大学ノースリッジ★

エルカミーノ・カレッジ◆
ニューヨーク・フィルムアカデミーL.A.★

ステラ・アドラーアカデミー★
オーティス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン◆

デブライ大学★
カリフォルニア・ポリテクニック・ステイト大学ポモナ校◆

Ａ.Ｉ.Ｔ.Ｉ研修科◆
レッドランズ大学◆

アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン◆
ノモン・スクール・オブ・ビジュアルエフェクト◆

ネバダ州
カレッジオブサザンネバダ★

マレーシア
セランゴール州

ユニター国際大学★

オーストラリア／ブリスベン
クイーンズランド大学★

メルボルン
ラトローブ大学★

アデレード
アデレード研究科◆

タイ／バンコク
マヒドン大学★

ベトナム／ホーチミン
ホーチミン医科薬科大学★ アメリカ

ニューヨーク州
★ブロードウェーダンスセンター
■ザ・コレクティブ スクールオブミュージック
■ザ・エレクトロニックミュージックコレクティブ
メリーランド州
◆ハワードコミュニティカレッジ
イリノイ州
◆カレッジオブドゥページ
◆イリノイ大学シカゴ校
フロリダ州
★ウエストフロリダ大学
◆IMGアカデミー

アメリカ
アイオワ州
★カークウッド・コミュニティ・カレッジ
オレゴン州
◆ポートランド・コミュニティカレッジ
◆オレゴン健康科学大学
マサチューセッツ州
★バークリー音楽大学

ハワイ州
★ハワイ大学 コミュニティーカレッジズ

台湾／太平区
★慈明高級中学

国際ネットワーク

滋慶学園グループ　総長　浮舟　邦彦

海外研修で学ぶこと

３つの
教育理念

実学
教育

国際
教育

人間
教育



PICK UP!

福祉の海外研修
Welfare

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。3

介護福祉士･社会福祉士･精神保健福祉士

“学びがある” “発見がある” “創造がある”
～福祉大国の北欧スウェーデン・デンマークと
　日本の「地域福祉」の違いを学ぶ！～

東京福祉専門学校／埼玉福祉･保育専門学校

4

対象校

作業療法士

ヘルシンボリ病院
作業療法チーム訪問

医療機関の見学と実際に行われている作業療法
を体験させてもらいました。
日本とは異なる病院のプログラムやリフトの利用
は、職員のために・・・という考え方が印象的
でした。

リハビリクリニック・
補助器具センター訪問
誰もが利用できるクリニックと、補助器
具を選ぶ場所・加工する場所・販売す
る場所を訪問。補助器具を体験すること
もでき、スウェーデンの作業療法は個人
因子よりも環境因子に特に目を向けて行
われていることが理解できました。

デンマークの首都コペンハーゲン
観光・修了式

コペンハーゲン市内では、おもいおもいの時
間を過ごしました。
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・
作業療法士と様々な仕事を目指す学生が集
まって海外研修に参加するので、他の学科と
の交流もでき、他職種理解・他職種連携の
大切さを感じることもできます。

マルメ市内観光
マルメ市内の旧市庁舎を見学。スウェーデンマルメ市の歴史的背
景を学びます。その後、市街地を観光。歴史的建造物になってい
る場所もたくさんあり、北欧らしい雰囲気を感じます。

スウェーデンの作業療法入門～医療・福祉の現場から
スウェーデンの医療制度や作業療法教育についてマルメ市内の大学で学びました。主体
性を重視した作業療法教育を行っていて、一方的な講義だけではなく、考える時間が多い、
アクティブラーニングを取り入れていました。学生たちが日本で学んでいることと共通する
ことも多く、大変興味深い時間でした。

PICK UP!

PICK UP!

SwedenSwedenSwedenSweden
DenmarkDenmarkDenmarkDenmark スウェーデン･デンマーク研修

VISITING COUNTRY

福祉先進国スウェーデンで
リハビリテーションの見識を深める。

東京福祉専門学校対象校

SwedenSwedenSwedenSweden
DenmarkDenmarkDenmarkDenmark スウェーデン･デンマーク研修

VISITING COUNTRY

学生交流
職業訓練校の学生たちとランチタイム
を一緒に！
英語や身ぶり手ぶりで楽しくコミュニ
ケーションを取って、日本のことを伝
え、知ってもらおう。

ランチタイム
デンマークの代表料理オープンサンドを
ランチで ！ 色とりどりの種類がある中から
好きなものを選んで食べます。小さいから
おなかいっぱいになるの？と思いますが、
意外とボリュームがあり、みんな満足しま
すよ ！

コペンハーゲンの街並み
海外研修の最後は、コペンハーゲンを
観光し、一番美しい景色の「ニューハ
ウン」を見学。
散策したり、写真を撮ったり、美しい
街並みを満喫できます。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

学生の説明を聞く
職業訓練校を訪問し、学生から実際に
学んでいることを見せていただきなが
ら、お話を聞きます。日本との違いを
感じつつ、同じ勉強をしている学生同
士で共感することがたくさんあります。

PICK UP!

マルメ市庁舎見学
普段は中に入ることがで
きない、スウェーデン･マ
ルメ市の旧市庁舎を見学。
歴史的建造物として、結婚
式等の特別な時に使用され
ています。装飾品が素晴ら
しく、歴史を感じます。

更生保護施設でお話を伺う
ほとんどの学科で更生保護を学ぶため、
施設見学に行きます。
担当の方々から貴重なお話を伺い、
日本との違いを理解します。
自然が豊かで、広大な敷地の中にある
のも日本とは大きな違いです。

介護と社会で情報シェア
施設訪問後は、学科毎に見学した施設
や聞いた話、感じたことを共有します。
介護福祉士科と社会福祉士科では視
点が違うので、そこもみんなで共有で
き、異なる視点からの学びもあります。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

国境の橋
デンマークのコペンハー
ゲンの空港からスウェー
デンに移動する際に通る
橋をバックに！
橋の途中に国境がありす。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!



PICK UP!

アメリカ西海岸最古の名門私立大学内の歯科技工所見学
では、１０年以上働いている卒業生が責任者として様々な
国籍の従業員と共に働いています。歯科技工所内は整理
整頓されており、扱っている仕事は精度の高いものばかり
です。大学の歯学部の学生へ向けて講義を行うこともあり、
歯科技工士の可能性についての説明や、アメリカで歯科
技工士を行うために必要なことなどをお話いただきます。

歯科技工所を開業している卒業生や現地で働く卒業生にお
会いし、アメリカ本土とハワイの歯科技工事情の違いやライ
センス制度の違いなどを詳しく知ることができます。また、
卒業生に講演を行っていただき、同じアメリカという国であ
りながら本土とハワイでは歯科技工の内容、働き方が違うこ
となどを知ることができます。海外研修での体験から現地で
働きたいという目標を持つ学生が毎年多数います。

医療の海外研修
Medical treatment

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。5

ロサンゼルス・ハワイ研修

6

歯科技工先進国であるアメリカにて最先端の歯科技工技術に触れる海外研修。
本校提携先である国際研修科（A.I.T.I.）の協力の元、コンピューターによるセラミックの歯の製作
実習を行うことで、今後日本で導入される技術を体験することができます。

インストラクター講義
国際研修科のインストラクターから実習手順についての講義を受
けます。通常カリキュラムでは触れることの出来ない歯科用ジル
コニアの特徴や性質まで細かく講義が行われます。A.I.T.I.の山
下恒彦所長からは、臨床におけるインプラントの症例について講
義が行われます。山下先生の講義は学会で発表されている内容
になるため学生には難しい部分もありますが、理解し易い言葉や
山下先生の人柄もあり、学生達は集中してより臨床的な内容を理
解することができます。

ランチタイム
ランチは Den Tech International の現地ス
タッフ（歯科技工士、事務の方）と一緒に行
います。最初は緊張もありますが、学生達は
片言の英語で一生懸命コミュニケーションを
取り、アメリカでの歯科技工や生活について
聞くことのできる貴重な時間となっています。

ジルコニアクラウン製作
講義を受けた内容をすぐに実践してジルコニア（白い歯）の被せ物を製作してい
きます。今まで触れたことのない材料に興味を持ち、楽しみながら製作を進め
ていきます。２日間の実習で仕上げ、完成まで行うことができます。２日間の実
習で修了証が発行されます。

市内視察
市内視察ではハリウッドスターの手形で有名なチャイニーズシ
アターとアカデミー賞の受賞式に使用されるドルビーシアター
やビバリーヒルズの視察を行います。チャイニーズシアターで
はハリウッドスターの手形を探して自分の手を合わせて記念撮
影、誰もがテレビで見たことのあるハリウッドサインを眺める
ことができ、雑誌やテレビで観ていたロサンゼルスを体感す
ることができます。

USC

PICK UP!

ハワイ卒業生講演

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

歯科技工士

最先端の歯科技工技術であるＣＡＤ／ＣＡＭと
３Ｄプリンター模型を使用したセラミックの歯の実習体験と
アメリカの歯科技工事情を学びます。

新東京歯科技工士学校対象校

参加学生より

参加学生より

＊A.I.T.I とは The Aesthetic and Implant Technology Institute の略称になります。

オーデンセの街は、 非常に整備され、 清潔感

があり、 労働においても無理な働き方はせず、

生活しやすいという印象でした。

医療においては、 施設の多くにテクノロジーが取

り入れられ、より安全に、より快適に効率よくサー

ビスが受けられる工夫がされていました。 患者と

医療者は対等で、 治療の方針などは、 患者

側にも決定する権利があるのは、 日本と大きな

違いがあると感じ、非常に有意義な研修でした。

地元の大学生との交流を通じて感じたこと

は、 積極性、 向上意欲を持って授業にのぞ

んでいることです。

デンマークでは、授業で質問する学生が多く、

家庭学習、 自宅での予習は当たり前の文化

があります。

また、 授業中は、 自分たちから進んで手をあ

げる姿があり、 とても印象的でした。

日本ではできないジルコニアの実習ができたこ

とが１番の経験となりました。 またそのなかで

も作業のコツやそれがクラウンの研磨にもいか

せるということを、 A.I.T.I の技工士さんが実

際に手本を見せてくれたりと、 とても充実し

た実習となりました。

また、 山下先生の貴重なインプラントのお話

を聴くことができたのもすごく良い一生の経

験となりました。

USAUSAUSAUSA
VISITING COUNTRY

DenmarkDenmarkDenmarkDenmark デンマーク研修 学科合同

「世界で最も幸せな国」
といわれるデンマーク。
幸せの源である医療と福祉そして、
「ヒュッゲ (hygge)」の精神を感じる研修。

東京医薬専門学校／日本医歯薬専門学校

VISITING COUNTRY

対象校

ビジオン・クリニック視察
視能訓練の現場視察を行います。日本の検査との違いや、
役割の違いを学びます。
デンマークでは、視能訓練士が眼の状況を確認し、めがね
やコンタクトレンズを選定します。検査の方法も様々で、日
本と違う検査を体験することができます。

現地学生との交流パーティー
お互いの国の文化や学校の違いなど様々な話が
できます。たくさんの驚きや発見もありつつ、医
療を志す仲間として分かり合える部分も沢山あり
ます。限られた時間ではありますが、新たな仲間
を作るきっかけになります！

PICK UP!

PICK UP!

南デンマーク大学での聴覚研修
大学内の施設視察を行い、現地の学生がどのような
環境で、どのような事を学んでいるのかを知ります。
聴覚科の学生の受ける授業に入り、学生と交流を
行います。医療分野を目指す学生と意見交換を行
い、考え方の違いや共通部分を発見でき、視野を
拡げるきっかけを得られます。

オーデンセ市運営の
ケアホーム視察
デンマークのケアを行う最前線で、実際の
福祉機器を体験して学びます。その方にとっ
て、本当に必要な支援、生活は何か？を考
えることで、どのように関わっていけば良い
かを学びます。

南デンマーク地方救急センター視察
デンマークの救急事情の紹介と実際に使われて
いる救急車の視察を行ないます。実際に使われ
ている救急車や機材を実際に体験するなど、日
本との違いを学びます。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!



保育園では、元気いっぱいな子どもたちを対象に歯ブラ
シ指導を行いました。教室は年齢ごとに分かれていて、学
生達は日本から用意してきた媒体を使って虫歯や歯ブラシ
について説明をしました。その後は、新聞紙で一緒にカブ
トを作成したり、歌を一緒に歌って遊びました。園児達も
キラキラした笑顔を見せてくれて、言葉が通じなくてもボ
ディランゲージなどで繋がることができると感じました。

日米両方の歯科衛生士免許を取得しＷライセンスで活躍
している先輩歯科衛生士の講義を受けました。
その後、クリニックに移動し感染予防対策の実践、お口
の中にできる癌チェックの仕方について実習を行い、と
ても充実した時間を過ごしました。
講義、実習を通し、学生の中には日米両国の歯科衛生
士免許取得を視野に入れる学生も出てきました。

カピオラニ・コミュニティ・カレッジ
ハワイの文化や歴史について学び、英語でコミュニケー
ションを取りながら自己紹介や簡単なゲームをしました。
紙に好きな食べ物や趣味などを書いて会話をしたり、チー
ムに分かれ体を使ってじゃんけん大会を行ったり、英語
で会話をする体験に学生達も刺激され、とても楽しそう
でした。その後、保育園実習に備えて園児に伝わる英語
なのか再確認して頂き、表情や体の動き、絵など園児に
伝わりやすい表現方法の指導を受けました。

保健所
すべての住民に医療が提供できるように政府が設けたコ
ミュニティーセンター（保健所）です。総合クリニックで、
歯科、内科、産婦人科もありました。
歯科では、病院内での治療見学だけではなく州から提供
された車を改造し、歯科の診療台を車内に設置してある
医療用バスを見学させて頂きました。医療用バスで定期
的に小学校に訪問し、歯科検診、虫歯の予防処置を無
料で行っている活動に学生たちも驚いていました。

フラダンス
フラダンスのプロの先生に、時間をかけてゆっくりス
テップや手の動きを教えて頂きました。
一つ一つの手の動きに「花」や「星」などの意味があり、
ハワイの文化を体感することができました。
ウクレレや歌声に合わせて練習して、最初は全然踊れ
なかった学生も、段々踊れるようになり達成感と笑顔
が見られました。

保育園実習

PICK UP!

クリニック実習

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

医療の海外研修
Medical treatment

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。7

ハワイ研修

8

海外研修に行く前は、 保育園実習で子供たちに

歯磨きについて説明できるのか、 異文化交流では

楽しんでもらえるかと不安がありました。

しかし、 実際に行ってみると英語が苦手な私でも

ジェスチャーと英語を使い楽しくコミュニケーションを

とることが出来ました。

保育園実習の他にも、 保健所、 大学、 矯正歯科

医院の見学、 日米両国のＷライセンスの歯科衛生

士からの講演、 実習など日本では経験する機会が

少ない内容を学ぶことができました。

是非、 みなさんも海外研修に参加し現地でしか

体験できない経験をして下さい。

一生の宝物になると思います。

歯科衛生士

笑顔溢れる島、ハワイで学ぶ
最新の歯科事情！

新東京歯科衛生士学校
東京医薬専門学校
日本医歯薬専門学校

対象校

ウェディング・ブライダルの海外研修
Wedding, Bridal

ヘアメイク実習
ブライダルヘアメイクを担当されてい
るプロから海外ウェディングのトレンド
ヘアメイクを教わり、現地モデルを
使って、自分たちでブライダルヘアメ
イクをします。

ブライダルヘアメイクモデル、
ブライダルフォト
ヘアメイク後、モデルにドレスフィッ
ティングをし、プロからフィードバック
を受けます。また、フォトロケーション
を自分たちで選び、撮影も行います。

模擬挙式
自分たちで模擬挙式を行い、ハワイ
で行われる挙式を体験します。新郎
新婦役やヘアメイク、アテンドは自分
たちで行います。新郎新婦の衣装選
びも行い、自分たちで作り上げます。

教会会場見学
ハワイらしさ満点の人気教会、白い
ビーチに面している式場、ハワイで初
めて日本人挙式が行われた教会や
ガーデンチャペルでも有名なハワイの
伝統的なスタイルの挙式が行われる
会場を見学します。

PICK UP!

ビーチヨガ
ハワイの青い空、青い海で流行りの
ビーチヨガを体験します。心も体もリ
フレッシュします。

学科合同

海外リゾート婚といえば、やっぱりハワイ！
青い空と青い海で、リゾート感を楽しめ、
一番人気の地でブライダルに関するチャペルや会場、
ドレス、ヘアメイク、フォトが学べます

福岡ベルエポック美容専門学校
専門学校 札幌ホテル・ウェディングカレッジ
専門学校 東京ウェディングカレッジ

対象校

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

USAUSAUSAUSA ハワイ研修

VISITING COUNTRY

参加学生より

USAUSAUSAUSA
VISITING COUNTRY



PICK UP!

PICK UP!

製菓・調理の海外研修
Confectionery, Cooking

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。9

ItaryItaryItaryItary イタリア研修

世界最先端の食文化を知り、
たくさんの刺激の中で
本場の「おいしい」を学ぶ

VISITING COUNTRY

10

札幌ベルエポック製菓調理専門学校対象校

ミラノ市内散策
ミラノのシンボルである大聖堂「ドゥ
オーモ」を見学。ミラノ市内を食べ歩
きやショッピングをして楽しみました。

ワイン農場見学
ワインカーブ見学。広大な土地
での見学は海外研修ならでは。

充実した設備のなか、講義と実習を通じて、本場イタリアンジェラートの作り方を学
びます。本場のジェラート実習は感動ものです。

ジェラート実習

製　菓

ICIF（イチフ）
外国人のためのイタリア料理学校

外国人のためのイタリア料理学校 ICIF（イチフ）
はプロ養成を目的としたピエモンテ州政府認定
校でイタリアの食材、料理やワインへの理解を深
められます。他にもチーズファクトリーやワイナ
リー見学など、イタリア文化に触れながら、広い
視野や知識を習得できます。

主な研修先

ヴァローナ社での研修
ＢＡＵシェフ監修による滋慶学園グループの学生の為のオリジナル講義・実習メニュー、カカオ
の基礎知識、チョコレート博物館、チョコレート実習、最先端の技術が詰まった製菓講義と実習、
フランスの食文化を学ぶ。

PICK UP!

調　理
札幌ベルエポック製菓調理専門学校／東京ベルエポック製菓調理専門学校
埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

対象校

チーズ工場見学
グラナパダーノという大きなチーズの
工場見学。高く積まれたチーズの迫
力に圧倒。

ワイナリー見学
ワイナリーで本場のワイン生産者のお話
を聞きました。また、普段はなかなか見
られないような施設を見学しました。

ミラノ市内散策
市内を巡りながら、イタリア
の食材や文化に触れました。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

調理・製菓

PICK UP!

主な研修先

ユネスコ文化遺産が世界一存在するフランスの二大都市にて、
その歴史、文化を感じながらの市内見学。
世界を牽引する有名シェフパティスリーや老舗パティスリー巡
り。食文化の中心となる中央市場見学。

パリ／リヨン散策

ヴァローナ
チョコレートブランド

「ヴァローナ」は、世界の一流パティシエか
ら絶大な信頼を得て、愛されているトップチョ
コレートメーカー。世界No１パティシエを競う
クープデュモンドを主宰しています。そのヴァ
ローナ本社にて、パティシエ、ショコラティエ
としての最新の知識・製菓技術を学び、広
い視野を身につけることができます。

Frédéric BAU　フレデリック・ボウ
ヴァローナ クリエイティブディレクター／エクゼクティブシェフ

チョコレート界の第一人者。その最先端の技術
をトッププロに伝授する為に世界を飛び回る。

東京ベルエポック製菓調理専門学校／埼玉ベルエポック製菓調理専門学校／赤堀製菓専門学校対象校

世界のトップ・パティシエたちに愛される
ヴァローナの創業の地
最上のチョコレートが生み出される
フランス、タン・レルミタージュで学ぶ！

Fr anceFr anceFr anceFr ance フランス研修

VISITING COUNTRY

製菓



PICK UP!

PICK UP!

12

PICK UP!

スポーツ・リハビリの海外研修
Sports, Rehabilitation

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。11

ロサンゼルス研修

ロマリンダ大学

理学療法士であるセンター長が、Q&Aを交えながら、施設の特徴を説明し
てくれます。カナリ熱い先生で、学生も引き込まれていきます。

日本で行われている訓練方法との違いや特徴を学び、技法の引出し
を増やす事ができます。効果の目的は同じでも、方法は数多くある
ことに気付きます。

大胆な体操療法を実際の症例を交えて、大胆な体操療法を体験できま
す。運動を楽しみながら行う大切さを学べます。

主な
研修先

リハビリテーション先進国で、最先端の理学療法を学ぶ（ロマリンダ大学）

歩行の聖地  ランチョ･ロス･ナショナルリハビリテーションセンター
で歩行分析を学ぶ

理学療法士

東京メディカル・スポーツ専門学校対象校

ランチョ･ロス･アミーゴス
ナショナル
リハビリテーションセンター

世界的に有名な歩行の聖地といわれるセ
ンターでの研修です。このセンターで書
かれた文献が日本では教科書に使われて
います。
一生の思い出になることでしょう。

歩行分析

脳卒中に対する理学療法
アメリカでの解剖は、理学療法士が解剖学の教授をしており、理学療法的な見地
で指導されるので、とても有意義です。

解剖見学実習

パーキンソン病に対する理学療法 ロマリンダ大学付属メディカルセンター施設見学

ディズニーワールド研修
サービスマインドと価値観の違いを学ぶ。アメリ
カでは、ファンタジックな雰囲気を楽しむゲスト
が多いことに気付きます。アトラクション間を走っ
ているのは我々外国人だけかも…。

USAUSAUSAUSA
VISITING COUNTRY

４大スポーツ観戦
アメリカの４大スポーツ（アメフト･アイスホッケー･バスケ･野球）を観
戦します。迫力と熱気は日本とは比べ物になりません！
オプションで、２競技観戦も可能です。

サンフランシスコ研修 鍼灸師･柔道整復師

柔道整復師

アメリカの医療＋スポーツを楽しく学べる！
圧倒的な技術力と広い世界を堪能しよう！

東京メディカル・スポーツ専門学校対象校

解剖実習

サンフランシスコシティーカレッジ

日本での解剖実習もとても勉強になりますが、アメリカでの解剖実習
は筋・骨がはっきりと分かり、筋の走行や重なりをしっかり学べます。
先生もとても親切に教えてくれます。

アメリカの
スポーツ医学を学ぶ
アメリカのスポーツ医学を現地
で学ぼう！ スポーツ現場で活躍
されているトレーナーから、貴
重な知識・技術を学び、日本
との違いを経験しよう！！

CCSA
プロトレーナーのテーピング技術を間
近で見られます。講習もありますので、
大いに盛り上がります。

PICK UP!

アメリカで活躍されている日本人鍼
灸師･トレーナーによるプログラム。
MLB（野球）でトレーナーをされて
いる講師による座学･実技はここで
しか経験できません。

鍼灸師

自由の国アメリカ！
サンフランシスコは小さな町で、観光も買い物も徒歩圏内。勉強だけ
でなく、文化を感じることもとても大切なプログラム。自由研修では仲
間と計画を立て１日を有意義に過ごそう！

USAUSAUSAUSA
VISITING COUNTRY

アメリカで活躍する
日本人鍼灸師･トレーナー

アスレチックトレーナーからトレーニング方法やストレッチ技術を学びます。
ＢＬＳ講習やヨガの体験にも行ってたくさん勉強します。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

12

共通の
研修先



PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

滋慶学園の提携先である
ドイツ・ブンデスリーガ所属の
アイントラハト・フランクフルトで
本場のサッカービジネスと育成システムを知ろう！！

東京スポーツ・レクリエーション専門学校／東京メディカル･スポーツ専門学校
北海道メディカル･スポーツ専門学校対象校

スポーツ・リハビリの海外研修
Sports, Rehabilitation

試合観戦
アイントラハト・フランクフルトの試
合をメインに、ブンデスリーガ１部、
UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA
ヨーロッパリーグを観戦します。
本場ヨーロッパのハイレベルな試
合を、最高の雰囲気で堪能でき
ます。

スタジアムツアー
アイントラハト・フランクフルトの
ホームであるコメルツバンク・ア
レナのスタジアムツアーに参加し
ます。
普段は入ることができない、試合
前のピッチやロッカールーム、プ
レスルームなどを見学できます。

ドイツ流トレーニング実践
アイントラハト・フランクフルト
のトップチームの練習を見学し、
ドイツ人コーチから直接トレー
ニング指導を受けます。
本場ドイツのトレーニングを学
ぶことで、ドイツの強さの理由
を知ることができます。

ユースアカデミー視察
アイントラハト・フランクフルトの
ユースアカデミーを視察します。
ドイツ育成年代の指導方針や
強化方針、育成システム、育
成環境を知ることで日本との違
いや強さの秘訣を学びます。

日本人トレーナーとの交流
ドイツ・ブンデスリーガ１部で活
躍する唯一の日本人トレーナー、
黒川孝一氏と交流。
黒川氏から貴重なお話を聞くこ
とで、海外と日本の違いや、海
外で活躍するために必要なこと
を学べます。

市内視察
フランクフルト市内をはじめ、
世界遺産であるケルン大聖堂
やハイデルベルク城などを観光
し、ドイツの歴史や文化に触れ
ます。

トレーニングルーム テニスコート トロッコ 食事 疲労回復 テーピング
年４０億稼ぐスーパースタープレ
イヤーを多く輩出している世界
的知名度ナンバーワンのスポー
ツアカデミーである、ＩＭＧアカデ
ミーで研修を行います。最先
端の設備で最新の技術を学び
ます。

IMGアカデミーにはなんとテニ
スコートが５５面！！
現在、世界ランキングに入って
いる選手が中学生から４年間特
訓を受けたＩＭＧの施設で、テニ
スのトレーニングをします。

テニスコート５５面･サッカー場
１６面･野球場４面･ゴルフコース
１８ホール･フットボール場２面･
バスケットボールコート４面な
ど、東京ドーム４３.５個分の広大
な敷地をトロッコで移動します。

ＩＭＧアカデミーのアスリートを目
指す学生達が食べる栄養満点の
食事ができます。
アスリートを目指す為に必要な食
事を知ることができます。

アスリートが使用するメドマー
を体験します。
むくみ・筋肉疲労回復効果が
あります。
メドマーは、アスリートが愛用
し遠征にも持参するものです。

アメリカで活躍するトレーナーか
ら最新のテーピング技術を学び
ます。
足首・肩・腰等スポーツ現場で
起こりうるあらゆる場面を想定し
てテーピングを行ないます。

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。13

USAUSAUSAUSA フロリダ研修 全学科

全学科

スポーツトレーナー育成の先進国
アメリカのトレーナー技術を知ることで
自分自身の可能性を広げよう

東京スポーツ・レクリエーション専門学校

VISITING COUNTRY

GermanyGermanyGermanyGermany ドイツ研修

VISITING COUNTRY

14

対象校

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

IMGアカデミー
主な
研修先

チェンマイにあるCLSマッサージスクールで
自分たちだけのプライベート研修！
現地のスタッフは日本語が話せるので安心、
日本語のテキストを使いながら二人一組にな
り研修をします。プライベート研修なので、
通常６日から約１ヶ月のメニューで研修を行う
ところ、ポイントを絞って集中的に行うので３
日間で修了することが出来ます。

PICK UP!

プライベート研修なので、貸切で
ノビノビ研修を受けることができます。
屋根はありますが壁がないので、スコールの
時は涼しい風が研修会場を爽やかにしてくれ
ます。昼食は、この建物１階で食べます。
休憩時間には、庭に実っているマンゴーや、
バイクで売りに来るアイスを買って一休み。

PICK UP!

研修修了後には、タイ文部省の
認定証が発行されます。
最終日には、タイの神様に全員でお祈りを捧
げ、一人一人認定証が手渡されます。認定
証には、個人の顔写真、受講した時間数が
記載されています。

PICK UP!

研修中の夜は、市内観光や買い物を
楽しむことができます。
日本では、なかなか体験できない買い物の
値段交渉やフレッシュなフルーツ、トムヤムク
ンなどの伝統料理を堪能できます。
バンコク市内観光では、エメラルド寺院やワッ
トポー等の世界遺産を観光し、異文化に触
れ、タイ古式マッサージのルーツに迫ります。

PICK UP!

Hong KongHong KongHong KongHong Kong 香港研修 義肢装具士

鍼灸師

海外における義肢装具士の役割と
義肢装具を学び、
日本との相違点から必要とされる
義肢装具士像を確立する

北海道ハイテクノロジー専門学校

VISITING COUNTRY

本場タイで
タイ古式マッサージ研修と
世界遺産ワットポー見学！

ThailandThailandThailandThailand タイ研修

VISITING COUNTRY

対象校

北海道メディカル・スポーツ専門学校対象校

香港理工大学
アジアで唯一の国際義肢装具学
会 (ISPO) カテゴリー１認定の養
成校。

卒業研究
交換プレゼンテーション
香港の学生と日本の学生が取り
組んでいる卒業研究について英
語でプレゼンし意見交換を行いま
す。香港理工大学の学生からも
活発な質疑もあり、グローバルな
コミュニケーションが行われます。

病院見学
香港の義肢装具士が実際に働い
ている様子を見学します。
日本では珍しい見たこともない器
具や装置、義肢装具を見学する
ことができます。その知識は大き
な財産になってみんなの経験に
つながっています。

JAPAN Night（交流会）
香港理工大学の学生と日本の学
生が各々の文化紹介やゲームを通
じて交流します。
将来、互いに同じ立場で患者さん
の幸せを考え、仕事をしていきま
す。いつかどこかの学会で昔話
ができたらいいですね！

自主研修
香港からフェリーで１時間の
マカオまで行き自主研修を
行った。
ポルトガルと中国の文化が混
じりあった街並みには３０ヵ所
の世界遺産が！

参加学生より

海外研修に行くことで世

界で自分達と同じように

同じ道を目指している人が

居る事を知った。 英語に

対して苦手意識があったけ

れど、 英語を話せるかどう

かよりもっと大切なコミュニ

ケーションの方法について考

えられるようになった。 けれ

ど、 英語はやっぱり大切だ

と感じた。



テロワール
土地の違いを目で、舌で感じる
フランスブルゴーニュに研修に行く意味は、
テロワールといわれる農地の違いを実際に
見て、そこで生み出されるワインの違いを
感じること。現地のソムリエとともにワイナ
リーをめぐります。

ワインとチーズ
醸造発酵技術をあわせて学べる
ワイン学習にあわせて、現地でチーズなどほか
の醸造食品も学びます。ブルゴーニュで作られ
るウォッシュチーズの生産工程から味わいまで実
地で。目の前で製造の様子を見学し、できたて
のチーズをワインとともにテイスティングします。

十字架の畑
ロマネコンティの畑にも
ブルゴーニュに行くからには、ロマネコン
ティの畑にも立ち寄ります。フランス研修
ではそのほかにも、パリでエッフェル塔や
凱旋門など主要な観光地をツアー形式で
巡り、より思い出深い研修になります。

バイオの海外研修
Biotechnology
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バイオテクノロジー技術が
世界で共通であることを実感する。
また現地の大学生との交流を通じて
国際感覚を身につける。

北海道ハイテクノロジー専門学校

SingaporeSingaporeSingaporeSingapore シンガポール研修

VISITING COUNTRY

対象校

バイオテクノロジー

歴史を感じるワインカーブの奥へ
日本のワイナリーとは明らかに違う、何十年、何百年の歴史ある
ワインカーブの奥まで立ち入ることができます。生まれた年のワ
インはもちろん、保護者の方の生まれ年のワインやさらに昔の物
が眠る場所まで見学ができます。飲食店で一本数万円もするワ
インを惜しげもなくテイスティングさせてくれることもあります。本
場で本物に触れることが今後の自信と励みにつながります。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

醸造発酵バイオ･くすり

現地でこそ文化が肌で感じられる！
ワイン文化の発祥地で
ソムリエとともにワイナリーをめぐる

東京バイオテクノロジー専門学校対象校

シンガポールサイエンスセンター
シンガポールサイエンスセンター Ｃｒｉｃｋ-ｌａｂで「FORENSIC 

ANALYSIS OF DNA PROFILING 」の実習を受けます。自分の頬
の粘膜からDNAを取り、PCRで繰り返し配列（STR）の部分の増幅
を行い、電気泳動で分析、繰り返しが何回あるかで個人の特定を
行うという科学捜査に使用される技術です。

ブラザー＆シスタープログラム
シンガポール大学のボランティア学生２

名と一緒に自主研修でシンガポール市
内を見学しました。同じ年代の現地の
学生とコミュニケーションを取ることが
目的です。

自主研修
ラッフルズ卿上陸地点やマーライ
オン公園、ユニバーサルスタジ
オシンガポール、チャイナタウン
など市内観光を満喫。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

ニューウォーターセンター見学
シンガポールはその地形上、飲料水な
どをマレーシアから購入していますが、
それを自前でまかなうための再処理施
設がニューウォーターセンターです。

PICK UP!

サンフランシスコで汚水処理場！！？？
普通の海外旅行だったらまず行かない、まずできない。そんなこ
とができてしまう海外研修です。大観光地サンフランシスコの汚水
処理はどうなっているの？その水質分析はどうしているの？そんな裏
側まで見に行くことができます。そういうことを見てきたからこそ、
日本に戻ってから海外との比較で考えられたりできるわけです。

PICK UP!

海外の大学で講義・実験、ミニ留学気分
サンフランシスコの海外研修では、業界への見学に加えて、サンフランシス
コシティカレッジで、講義や実習を行います。食品コースはＨＡＣＣＰの修了書
がもらえたり、分析コースは実際のフィールドワークで採取したものの分析を
行ったりします。ＤＮＡコースでは遺伝子組み換えに関する検査実験をしたり、
国内と違う雰囲気で研修を行います。

PICK UP!

サンフランシスコといえばこれ！
海外研修は、海外旅行じゃないので観光地はあまりめぐ
りません。ただ、初日に市内の主だった観光地はツアー
形式でめぐります。今回が最初の海外旅行という人も、
今まで映像でしか見たことのない実物をしっかり目に焼き
付けて、明日以降の学びの気持ちを湧き立てていきます。

PICK UP!

FranceFranceFranceFrance フランス研修

VISITING COUNTRY

アメリカで、
世界の本物に触れ、文化を感じる。

東京バイオテクノロジー専門学校
東京医薬専門学校

対象校

USAUSAUSAUSA サンフランシスコ研修

VISITING COUNTRY



動物自然の海外研修
Animal Nature
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動物自然

環境保全とエンターテインメントを融合した
未来型動物園「ライプティヒZOO」
広大なアフリカの景観が再現された「キウァラ・サバンナ」、最先端
の研究施設でもある、世界最大の類人猿施設「ポンゴ・ランド」と
園内は壮大な野性の世界が広がる。そして２０１１年に誕生したヨーロッ
パ最大の熱帯体験施設「ゴンドワナランド」、この巨大ドームは熱帯
植物が生い茂り動物たちが自由に動き回っている様はまるでジャング
ルそのもの。人工の川を下りながら動物を発見できるボートツアーや、
12ｍのつり橋があるなど冒険の世界が凝縮された空間です。

世界一イヌが幸せな国と言われる
ドイツのドッグインストラクターが経営する
「プロドッグスクール」
イヌが人と共に電車やバス、レストランにも自由に出入り
できる国ドイツ。街のいたるところで人のパートナーとして
共に生活しているイヌ達。「イヌと子どものしつけはドイツ
人に任せろ」という格言があるぐらいイヌ達はよくしつけら
れています。そんなドイツのイヌ達と飼い主が共にトレーニ
ングするイヌの学校。それがプロドッグスクールです。

PICK UP!

PICK UP!

特に注目したいのは、扉を開けるとそこはジャングル！？マダガスカルの熱帯雨林を再現し、動
物達の野生を感じることができる「マソワラ・レインフォレスト」、そしてタイの森林をイメージ
して設計された「エレファントパーク」。屋内外にある広大な敷地の中で象の群れがのびのびと
暮らしている。今後も規模を拡大し続けるチューリッヒ動物園では動物たちとの出会いや新たな
発見がいっぱい！！

極限まで自然環境を再現した新感覚動物園「チューリッヒZOO」 100年以上前に開園したドイツ唯一の民間動物園
「ハーゲンベック ZOO」
創設者カール･ハーゲンベック卿が考案した「パノラマ展示」と「無柵放養式展示」は、
世界中の動物園に大きな影響を与え、今なお古さを感じさせない。
２００４年に完成したオランウータンの施設も見所の１つ！！ボルネオの森林を再現する
植物の為にドーム型の天井が開閉可能。その森林の中を自由に暮らすオランウータ
ンを間近に感じることが出来る。さらに園内に新設された水族館も必見です！！

ヨーロッパ最高の動物保護施設
「ティアハイムベルリン」
ドイツ語で「ティア」は動物、「ハイム」は家、１９世
紀末からボランティアと寄付で営まれている動物保護団
体。特にベルリンは東京ドーム約４個分に及ぶ面積を
誇り、イヌやネコはもちろんウサギやハムスターなどの
小動物から爬虫類、そして馬などの大型動物まで多種
多様な動物を保護している。まさに世界一の動物福祉
国家ドイツの象徴的施設です。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

流行の最先端、パリの街での課外
研修！美術館やベルサイユ宮殿な
どで美に対しての感性を磨きます。
フランスと日本の文化の違いを再
確認。マナー研修では、美味しい
フランス料理が楽しめます。

PICK UP!

片言のフランス語で楽しいお買い
物！ フランスの有名デパート『ギャ
ラリーラファイエット』や『プランタ
ン』へ最新の化粧品を探しに行き
ます。

PICK UP!

美容の海外研修
Beauty

エステ

エレガンス フランス アカデミー
老舗のエステスクール

フランスのリゾート地、南欧ニースの町にある老舗のエステ
スクール『エレガンス フランスアカデミー』でのエステティッ
ク授業の様子。エステティックの本場であるフランスで、エ
ステティシャンとしての知識や技術を習得します。

研修最終日。みんなで修了証書を
手にすることができました！！

授業を教えてもらった先生や、交流会で仲良くなった世界中からエステティックを
学びに来ているエレガンス フランス アカデミーの学生さんたちと一緒に！

主な
研修先

エステティック発祥の地、フランスで
最新のエステ＆スパ技術・知識を身につけ、
国際的な感性を磨く

FranceFranceFranceFrance フランス研修

VISITING COUNTRY

札幌ベルエポック美容専門学校／ベルエポック美容専門学校／
東京ベルエポック美容専門学校／福岡ベルエポック美容専門学校対象校

世界一動物が幸せに暮らす国ドイツ。
国民投票で環境保全施設として動物園が機能するスイス。
日本の１００年先行く動物業界を目の当たりにする！！

北海道エコ・動物自然専門学校対象校

SwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSwitzerland
GermanyGermanyGermanyGermany スイス･ドイツ研修

VISITING COUNTRY

課外研修



ネイル 研修PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

Nesou Salon
LAにあるNesou SalonにてWELLAトップアーティストによる技術講習会を実施。
NY・Paris コレクションなどで施術するアーティストの技術を間近に見る事ができ学生たちも真剣にデモン
ストレーション見学をしています。見学後はウィッグに学生たちが施術をしていきます。
その際にもアーティストたちは気さくに学生の手をとり丁寧に技術を教えてくれました。

MarkSennettStudioにて撮影実習
MarkSennettStudioにて撮影実習をしました。ヘアメイクはWELLAトップアーティストたちから指導を受
け、自分たちでモデルを仕上げていきます。外国人モデルを起用しており、学生は言葉は通じない中で
もコミュニケーションをとり作品を仕上げていきます。
撮影後はディプロマを頂きアーティスト・モデルとともに研修を終了しました。

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

有名俳優の手形や足形があることで有名なチャイ
ニーズシアターを散策！
敷地の中には、ショッピングやアメリカンフード
を味わえるレストランが多数あり学生たちも楽し
く過ごしていました！

映画の撮影でも有名なサンタモニカを観光！
サンタモニカで一番の観光スポットルート６６
の終着点で皆で記念撮影！サンタモニカは綺
麗な夕日も有名でサンセットに合わせて皆で
ビーチへ移動し、サンセットを鑑賞しました。

研修の締めくくりは、ＬＡのディズニーランドへ行きました！
日本とは違うパーク内の雰囲気や日本未発売のグッズなどに学
生たちは研修の疲れも見せずに、丸一日パークを満喫しました！

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。19

美容の海外研修
Beauty

AmericaAmericaAmericaAmerica ロサンゼルス（アメリカ）研修 ヘアメイク

Sixth Sence
～本場ＬＡで第六感を磨こう～

札幌ベルエポック美容専門学校
ベルエポック美容専門学校
東京ベルエポック美容専門学校
福岡ベルエポック美容専門学校

VISITING COUNTRY

FranceFranceFranceFrance フランス研修

VISITING COUNTRY

20

対象校

パリコレなどで活躍するメイ
クアップアーティスト、モル
ガン・ヒルゲース先生によ
るメイクアップレッスン。骨
格・肌質・肌色の違いなど
も知りながらパリのトレンド
メイクを学びます。学生一
人ひとりにアドバイスも！

パリでも大人気のM･A･Cで
は、人気のM･A･Cアーティ
ストからトレンドメイクを学
べます。メイクレッスンの後
はパリでしか手に入らない
アイテムなど、最新コスメの
ショッピングも楽しめます。

香水の国立学校である
ISIPCA校でのフレグランス
研修では香りについて深く
学び、好きな香りを調香して
自分たちでフレグランスを作
ります。香水の本場フランス
で、ビューティアドバイザー
として将来活躍するための
貴重な知識を習得します。

ヨーロッパ最大規模のデ
パート「ギャラリーラファイ
エット」では、化粧品カウ
ンターの研修を受けました。
現地ビューティアドバイザー
からメイクやフレグランスに
ついて学び、日本との文化
や感性の違いを体験します。

フランストップクラスの
ネイリストによるネイル
アート研修。日本とは
違うとても繊細なフラッ
トアートデザインは感動
レベルです。

パリで美容について学ぶ現
地の学生達との交流会を実
施。日本のネイルの施術を
してあげてとても喜ばれまし
た。現地の学生からはハン
ドマッサージを行ってもら
い、国際交流を深めます。

ユネスコ世界遺産でもあるヴェル
サイユ宮殿を見学。バロック建築
の豪華な内部を見学し、フランス
人の美へ
のこだわり
を 感 じ、
感性が磨
かれる研
修です。

PICK UP!

メイク＆ネイル＆ファッション

最先端の美容の発信地 PARISで
最新技術と知識を身につけ、
たくさんの刺激を受けて感性を磨く

札幌ベルエポック美容専門学校／ベルエポック美容専門学校
東京ベルエポック美容専門学校／福岡ベルエポック美容専門学校対象校

行く前はもちろん楽しみでしたが、 いろいろ不安が
ありました。 しかし行ってみると、 姉妹校の参加者
とも仲良くなり、 楽しく研修ができました。
初めて外国人のモデルさんにヘアメイクをしたのです
が、 骨格の違いから考えていたメイクができず、 そ
の場でモデルさんに合わせたメイクに変更しました。
自信を持って出来たと思うし、 その場にいた海外
のメイクさんにもすごく褒めて頂きました。
今度は、 仕事で海外へ行ってみたいと思います。

ワーナーブラザーズスタジオ
ハリウッド映画の舞台裏をのぞき見ることが出来るワーナー
ブラザーズスタジオを見学。
人気映画やドラマで撮影したセットを実際に見たり、映画
のワンシーンを体験する事で、スケールの大きいハリウッド
の撮影現場を疑似体験しました！自分たちが見ていた作品
の中に入り込む事で、学生たちは大いに盛り上がり、自身
の作品へのインスピレーションを養いました。

参加学生より

銀座支店
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-8-2 銀座御幸ビル 8 階

TEL：03-3572-0514　FAX：03-3571-7447

私たちは「人と人との出会い」と
そこから生まれる「コミュニケーション」を大切にし、
心豊かな社会の発展に貢献します。L A 課外研修

メイク研修



美容の海外研修
Beauty

OVERSEAS STUDY PROGRAMS ／  渡航先・プログラムは 変更になる場合があります。21 22

東京、韓国研修
Domestic, Korea training

美　容

PICK UP!

サロン体験

韓国研修
韓国のメイクアップアーティストさんによるデモ
ンストレーションの後、研成大学の学生さんとの
タッチアップメイク授業を受けました。お互いに
言葉はあまり分からない中ですが、通訳も交え
て、ジェスチャーや片言の韓国語や英語を使っ
てメイクのポイントなどを教えていただきました。

明洞散策
韓国の人気ブランド、STYLENANDA
のミョンドン店にある、PinkPoolCafe
で今人気の「コットンキャンディーアイ
スクリーム」 を食べました。

全国的にも人気のトップサロンに施術を受け
に行きました。憧れのサロンに緊張していま
したが、最先端のカラー技術や、カットのテ
クニック、接客力にみんな感動！就職したい
サロンが見つかった学生もいます。

ベルエポック美容専門学校

esNAIL

M・A・C （マック）
原宿のど真ん中にある姉妹校でトップ
サロンゼミを実施。

海外店舗も含めて１４店舗を構えてい
る。有名芸能人とネイルのプロデュー
スをするなど有名モデル、女優さんが
数多く利用しており、年齢を問わず大
人気のネイルサロン。

M・A・C （マック） 表参道ヒルズ店。
日本で唯一の路面店。
高い芸術性と豊富なカラーバリエー
ション、高品質が特徴のメイクアップ
アイテムが多数。

The United KingdomThe United KingdomThe United KingdomThe United Kingdom
FranceFranceFranceFrance イギリス・フランス研修

美容やファッションのトレンド発祥地で
最新の美容技術やセンスを身につける！

VISITING COUNTRY

美容師

札幌ベルエポック美容専門学校／ベルエポック美容専門学校／
東京ベルエポック美容専門学校／福岡ベルエポック美容専門学校対象校

TokyoTokyoTokyoTokyo
KoreaKoreaKoreaKorea 東京・韓国研修

流行の発祥地「原宿」
美容先進国「韓国」で学ぶ最新の美容！

VISITING COUNTRY

札幌ベルエポック美容専門学校
福岡ベルエポック美容専門学校対象校

ロンドン実 習 PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

PICK UP!

パリ・ロンドン市内視察
街を歩くだけで刺激的。どんな写真でもインスタ映えします。美的感性を磨こう。

PICK UP!

ヘアメイクアーティスト研修
ＴＶや雑誌で活躍するプロのヘアメイク
アーティストの先生が、ヘアメイクの仕事
の裏側、現場で使われるテクニックを教
えてくれました。将来の夢が明確になり、
学生のモチベーションも上がりました。

原宿散策
原宿表参道で流行のスイーツを食べたり、
作品撮影をしたり、流行の発信地を満喫し
ました。

PICK UP!

海外のアーティストの斬新な発想力や技術の高さを間近

にみることができ、 今までに感じなかったセンスや考え方を

学んで、 発想の幅が広がりました。

また、 アーティストのデモンストレーションは今後のコンテスト

のヒントになりました。 外国人モデルを使った実習では、

コミュニケーションの大切さを感じました。 英語が不安だっ

たけど、 単語やジェスチャーで通じました。

色々なお店に行き、 清潔感や髪の扱い方など日本との

違いも感じました。

機会があったらまた海外を見て回りたいです。

ベルエポック卒業生でロンドンを拠点に活躍している佐藤千恵先生。
現地のプロモデルを使ったデモンストレーションを間近で見ることがで
き、日本人モデルにはない独特の雰囲気を感じることができます。
また、技術指導はもちろん美容師として大切な心構えなども伝えてくれ
ます。

実習はグループで作成したコンセプトシートを基に現地のプロモデルにヘ
アメイクを行います。
髪質や顔の骨格など日本人との違いを考慮しながらヘアメイクをすることに
より新しい発見、ヘアメイクとしての技術の幅が広がって行きます。また、
モデルさんとのコミュニケーションも大切にしていきます。

ヘアメイクをしたモデルさんをプロカメラマ
ンに撮影してもらいます。撮影中もモデルさ
んのヘアを整えたりポーズを変えたりしなが
ら、自分の納得のいく作品にしていきます。
撮影後はモデルさんがキャットウォークを行
いコレクションの雰囲気を体験します。

参加学生より

憧れのサロンにカットとカラーをしにいきました。 その場だけでなく、 家に帰ってからもス

タイリングがしやすい髪型を提案してくれました。 流行の色にカラーをしてくれて、 色

が落ちてもとてもかわいくて、 大満足でした。 トップサロンの技術力、 接客力を間

近で勉強できて、 とても感動しました！！

　
　
MACでは普段習うことのない、 メイクを見ることが出来ました。

眉を逆立てるためにスティックノリを使ったり、 ショーで映えるように、 ビビットカラーをア

イメイクで使用していて、 見ていて引き込まれました！

　
　
原宿は街全体がおしゃれなので、 裏路地などで作品撮影を沢山しました。 作品撮

影の意欲もあがり、 感性が磨かれた気がしますので、 沢山の事が吸収できますよ。

東京研修を楽しみにしていてくださいね。

　
　
憧れのイベント、 TGC のショーを見ました。 東京にしかないものや、 東京でしか体験

できないことが沢山できるので、 本当に勉強になりますよ。

　
　
韓国研修のメイクではフルメイクを学んだのですが、 日本と違ってハイライトなどを使

わず、 ファンデーションとパウダーで仕上げていました。 そういうやり方もあるんだと知

れて面白かったです。 アイラインの引き方も教えてもらったので、 学んだことを練習し

て身につけようと思います。 また、 韓国 だけでなく他の海外のメイクも学びたいと思

いました。

参加学生より

パリ実習

超有名海外アーティストを数多く手がける
ジャン・ミッシェル先生によるカットの講習。
フランスのトレンドスタイルのカットと、高度
な技術を間近で見ることができ、一人ひとり
に丁寧にアドバイスもくれるのでしっかり技
術が身につきます。

カラーの技術や特殊メイクなど日本とは違う施術の仕方や感性などを学びインスピレー
ションをたくさん感じることができます。
また、日本ではなかなか学ぶことのできない技術を身につけるチャンスが海外研修にはた
くさん。将来の美容師としての活躍の幅を広げます。
最後は全員にディプロマ（修了証・認定証）が授与され、技術を身につけた証になります。

フランスにある大規模な美容用具専門店。
サロンで使う道具は何でもそろっており、日本で
は見ないものもたくさんあります。
値段もやすいのでついついまとめ買いをしてしま
います。


