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東京福祉専門学校 第1校舎東京福祉専門学校 第2・3校舎

江戸川区西葛西 5-10-32 江戸川区清新町 2-7-20

11:00-16:00
S U N

会　場

校舎間のバス送迎あります！！

明るい！元気な！新しい！福祉・保育・リハビリ！！

# 学園祭

# 東京福祉専門学校

#グルメ

#TCW

# ママ
フェス

タ

お問い合わせ 学園祭実行委員会 03-3804-1515

# ライ
ブ

#ワークシ
ョップ

各ブース現金での購入はできません。各校舎受付で金
券を購入のうえ、お楽しみください。なお、金券の払い戻
し・換金は受け付けておりません。ご注意ください。

全てのクイズに答えて、スタンプを集めよう！
４つ全てのスタンプを集め終わったら、第1校舎か第3校
舎の受付に行こう！

謎を解いて
スタンプを集めよう！

それではスタート！

金券について

スペシャルイベントSpecial Event

ステージイベントStage Event

東京福祉専門学校 第2・3校舎

東京福祉専門学校 第1校舎
江戸川区清新町 2-7-20

江戸川区西葛西 5-10-32

会　場

会　場

第2校舎
2F

第3校舎
3F

第1校舎
3F

第3校舎
5F

11:30-12:20

第1校舎

￥
金券

ママも楽しめる「ママフェスタ」来校

第3校舎

エスプリドゥ：心のこもった様々な種類のパンを
　　　　　　販売します。
プレジール：東葛西で人気のカフェです。
　　　　　　スパゲッティと味付きご飯のお弁当
　　　　　　を販売します。
ベリィソイズ：北小岩で豆乳を使用したふわふわもち
　　　　　　もちのドーナツを販売します。

オリンピック・パラリンピックの開催地にもなる江戸川区と
のコラボ企画。実際に車いすに乗ってのバスケットボール
や、目隠しをしながらのブラインドサッカー体験ができます。

5F地域で人気のグルメ集合！！

江戸川区コラボ
～車いすバスケットボール
　ブラインドサッカー体験～

第3校舎

全国初の福祉のチョコレー
ト工房。チョコレート菓子や
焼き菓子、すべて手描きで
仕上げているパンダチョコ
レートなどを販売します。

5FCHOCOLABO[ショコラボ]

食べる

食べる

第3校舎

第3校舎

「カフェ併設のお花屋さん」
として 原 宿 で 人 気 の
「social flower shop」。
ホットサンドやスープ、また
フラワーアレンジメントも
楽しめます。

5F

2F

12:40-13:00 誰もが知っているそんごくうのお話のオペレッタ（ミュー
ジカル）です。みんなでそんごくうを応援しましょう！

保育科卒業生によるオペレッタ♪
（ミュージカル）

13:10-14:00 当日は2匹の介助犬と触れ合うことができます。先着順で
体験もできるので、ご希望の方はお早めに！

千葉介助犬協会コラボ
～介助犬と触れ合ってみよう！～

14:10-14:40 社会福祉法人 市川レンコンの会の職員と利用者が奏で
るダンスライブです。

レンコンバンドプレゼンツ
～バンドとダンスのコラボライブ～

15:00-16:00
NHK5代目歌のお兄さんだったかしわ哲が結成し
たロックバンド。ポリバケツにガムテープを貼った
手作り太鼓で自由なリズムセッションが楽しめま
す！一緒にライブを作りあげましょう！

ピースなエネルギーを
爆裂させろ！
サルサガムテープ生LIVE！

ローランズ原宿

食べる

食べる

学 ぶ

体験

校舎間のバス送迎あります！！

第1校舎3F、第2校舎2F、第3校舎3F・5Fの
計4カ所にクイズが設置してあります。

１0：0０ １0：２０ １0：4０
１１：２０ １2：0０ １2：4０
１3：0０ １3：２０ １3：4０
１4：0０ １4：２０ １4：4０
１5：0０ １5：２０ １5：4０
１6：1０ １6：3０

第2・3校舎
１0：0０ １0：２０ １0：4０
１１：００ １1：4０ １2：2０
１3：0０ １3：２０ １3：4０
１4：0０ １4：２０ １4：4０
１5：0０ １5：２０ １5：4０
１6：1０ １6：3０

インスタ映え! !
#tcw学園祭！！

インスタ映え! !
#tcw学園祭！！

インスタ映え! !
#tcw学園祭！！

インスタ映え! !
#tcw学園祭！！第3校舎

知的障害を持った人たちを
中心としたメンバーでぶど
う畑の開墾からワインを製
作。学園祭では3種類のぶ
どうジュースを楽しめます。

5Fココ・ファーム・ワイナリー

第2校舎 ママフェスタ

第3校舎

ワークショップ、ハンドケア、石鹸・アクセサリー
販売、バリニーズフットマッサージ、セルフまつ
げエクステ、性格まるわかり診断など、ママも楽
める内容が盛り沢山です。

1F

東京ベルエポック製菓調理専門学校
姉妹校による「萌断サンドイッチ作り」「デコ
レーションクッキー作り」体験が楽しめます！
デコレーションクッキー
10：00・10：30・12：00・14：00・15：00
萌断サンドイッチ作り
11：00・13：00

3F

食べる

体験

食べる

体験

第3校舎
マナティ食堂

おいしい焼きそばと飲み物を用意しています。
ゆっくり食べられるスペースもあります☆彡

2F

第1校舎
認知症は特別なこと？映画ケアニン上映会

認知症の症状があるご家族やご友人
をお持ちの方も、認知症が身近でない
方も大歓迎！人や地域へのまなざしが
変わる２時間半のプログラムです。
13:00開演 15:30終了予定

2F

入退場自由・鑑賞無料！！

参加賞も
あるよ！



受付・案内・金券交換所
第１校舎１階  　第2校舎1階
第3校舎1階

第3校舎 心理カウンセラー科1年 3F

5F
6F

4F
3F
2F
１F

4F
3F
2F
１F

3F
2F
１F？ ？￥ ￥ ？￥

国際福祉ビジネス科
キャリアデザイン科

介護福祉士科
介護福祉士短期養成科

入場無料／入退場自由 2019.10.2011:00-16:00
S U N

フランクフルト、飲み物（ゼ
リーが入ったもの）を販売し
ます。

3FCAFÉ AGEA

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科2年

福祉に関するクイズを８問
廊下に掲示し回答してもら
います。ビンゴ形式で景品、
参加賞があります。

3F福祉クイズ

第3校舎 ボランティアサークルDaisy

ボランティア活動と宝石石
鹸づくり体験と、お茶の提供
を行います。

3Fカフェテラス Daisy

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科3年

色付き綿あめを販売します。
レインボーカラーの可愛く
て美味しい色付きわたあめ
が食べられます！

1Fレインボーわたあめ

第3校舎 

地域の子どもたちを対象に
11か国の外国のお兄さん、
お姉さんが、国の言葉などを
優しく楽しく教えます♡

3F

第3校舎 作業療法士科1年 4F

第1校舎 介護福祉士科1年2年 2F

第1校舎 介護福祉士科1年2年 2F第1校舎 介護福祉士科1年2年

第1校舎 介護福祉士短期養成科2年

日本に居ながら様々な国の
料理が味わえます。8ヵ国・
13種類のメニューをお楽
しみください★

3Fワールドカフェ

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科2年

認知症の方の世界をVRで
体験し、理解を深めてもらい
ます。

3F認知症VR

第2校舎 こども保育科１年2組

焼き鳥の販売、射的、おえか
きせんべいの製作が体験で
きます。

2Fこども縁日

第2校舎 こども保育福祉科3年１組

豚汁、ヨーヨーつり、わたが
し、たこせんの販売を行い
ます！

2Fこども縁日

第2校舎 こども保育科2年2組

衣装を着た学生を見つけ、
スタンプラリーを楽しめま
す。年齢関係なく参加でき
ます！色々なブースを回りな
がら景品がもらえます♪

4Fスタンプラリー

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科2年

視覚障害の体験としてブラ
インドウォークを行います。

3Fブラインドウォーク体験
第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科1年

カラフルチュロスの販売と、
マリアカフェとのコラボもあ
ります。

Café Yamazak!
～みんなで食べようプロジェクト～

ぷよぷよボール・射的・お
えかきせんべいを体験で
きます。

介護えんにち
GAME2019

普通の10倍‼トントン相撲
で勝負だ‼自分だけの軍配
を作るコーナーやフォトス
ポットもあります★

すもりーとふぁいたーⅡ
（ちゅー）

スープ3種類・餃子・焼き鳥
を販売します。

介護えんにち
多国籍のお料理

介護を身近に感じて頂くた
めの美味しいスープで身体
も心も温まろう！トロミのセ
ルフサービスもあります。

介護えんにち　
Soup Stand Tofuku～トロトロスープ～

プロジェクト活動の活動報
告の展示を行います。

プロジェクト活動の
活動報告の展示

豚汁販売、ミサンガ作成、作
業療法士（OT）の説明を行
います。

OT食堂
～ミサンガを添えて～

今年はフランクフルトと今や
大流行のタピオカドリンクを
売っています‼是非、この秋
にいかがですか⁇

食欲の秋に
フラっとタピる？？

心理検査（子どもから大人ま
で楽しめる心理テスト、バウ
ムテスト、箱庭療法、アロマテ
ラピー）の体験ができます。

自分をもっと身近に
～心の冒険をしよう～

コニカミノルタ社提供「ケア
サポートソリューション」のデ
モンストレーションを通じて先
進的な介護を体感できます。

コニカミノルタICT介護
実習室でミライの介護を体験！

第1校舎

11:10～お茶の入れ方講座
12:20～転倒しない為の介護予防教室
13:30～ハーバリウム作り体験
 (15名様限定)
14:40～つまみ細工で
 お花飾りを作ろう
 (20名様限定)

1Fなごみの家ワークショップ

第1校舎 介護福祉士科3年

味が選べるポテトを販売し
ています。元気で明るく楽
しいクラスです。お待ちし
てます♪

3F揚げないポテト

第2校舎 こども保育科１年１組

おばけマシュマロ、ちびパン
ケーキ、ドリンクなど、見ても
かわいい食べても美味しい
‼ハロウィンの世界にもぐり
込んでみませんか？

4Fハロウィンカフェ

第2校舎 こども保育科2年１組

老若男女、食べやすい大き
さのおいしいチョコバナナ
を販売します♪

4Fチョコバナナ

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科2年

ドキュメンタリーなどの福祉
に関する映画の上映を行い
ます。

3F福祉に関する映画上映
第3校舎 作業療法士科2年 4F

第1校舎 介護福祉士科1年2年

介護福祉士科イケメン学生
たちが映画製作に初挑戦。
あなたも介護のイメージが
変わります。学生の本気作品
を見逃すな！

2F自主製作映画上映

第1校舎 卒業生×コニカミノルタ 1F

第2校舎 こども保育福祉科3年2組

ドリンク、ポップコーン、輪投
げ、スーパーボールすくい、
駄菓子すくいの体験ができ
ます♪

2Fこども縁日

第2校舎 こども保育科夜間主コース1年

撮って！見つけて！作ろう！イ
ンスタ映え間違いなしの宝
探しゲーム‼スライムやマ
ント、眼鏡を作ろう‼参加賞
もあります!!

3Fハロウィン バルーンハウス

第2校舎 こども保育福祉科夜間課程3年3F？￥

おむつ替え・授乳スペース

第１校舎

第2校舎

第3校舎

3F

3F

外国の言葉を覚えて
その国を知ろう！

食べる

食べる

食べる食べる

食べる

食べる

食べる

食べる

食べる

食べる

体験

学ぶ

学ぶ

学 ぶ

学ぶ

体験

体験

体験 体 験

体 験

体 験

体 験
体験

体験

食べる

体験

食べる

体験

食べる

体験

食べる

体験

食べる

学ぶ

3F

インスタ
映え! !

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科2年

第3校舎 社会福祉士・精神保健福祉士科2年

多目的
トイレ

多目的
トイレ

子供
トイレ

●エスプリドゥ
●CHOCOLABO[ショコラボ]

●プレジール
●ローランズ原宿

●ベリィソイズ
●ココ・ファーム・ワイナリー

Stage Event

（みんなの遊々保育園内）
第１校舎1階  　第2校舎1階
第3校舎1階




