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Harvard University Business School 
 

アメリカで最古の大学ハーバード大

学。そのビジネス・スクールは、もと

もとロースクールで開発されたケース

メソッドを取り入れたことで有名で

す。ここでは世界中から集まってきた

ＭＢＡ候補生たちが、気象変動などの

地球環境や、戦争など国際情勢の変化

が経済に与える影響など、あらゆる角

度からビジネスについての研究に取り

組んでいます。 
 

New Balance 
 

世界的に有名なスポーツシューズ

企業のニューバランスは 1906年に

ボストンで創業されました。100年

以上、フットウエアの進化と流行

に貢献し、業績を伸ばしてきた裏

にはどのような工夫や理念がある

のでしょうか。ワールド HQ見学で

ぜひ自分なりの分析をしてみてく

ださい。 

 

 

アメリカン・ビジネスを実際に見て

聞いて学ぶプログラムです。多様な

ビジネスの現場を訪問して様々な観

点からアメリカのビジネスについて

学びます。地元のビジネス、起業サ

ポートサービス、大企業のビジネス

パーソンなどの生の声も聞けます。

また、授業では国際ビジネスで必要

なビジネス用語、コンセプト、マナ

ーなども勉強します。 

ハーバードビジネススクールも見学

します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massachusetts Growth 
Capital Corporation 
 

非白人種や女性のマイノリティー起

業家をサポートする非営利団体で

す。移民や経済的弱者がアメリカで

独立し成功する近道は自分のビジネ

スを立ち上げることです。ビジネス

のアイデアをビジネスプランにまと

めることから会社設立手続きや資金

集めなどの相談に乗ります。MGCCの

CEO から話を伺います。 
 

 

http://www.google.com/imgres?biw=1350&bih=624&tbm=isch&tbnid=DYmtqTjJwjBb2M:&imgrefurl=http://www.harvard.edu/harvard-glance&docid=4oqar2iXno6PPM&imgurl=http://www.harvard.edu/sites/default/files/user13/harvard_shield_wreath.png&w=403&h=425&ei=qR1gUt3cC-LcyQG3yID4Cw&zoom=1&ved=1t:3588,r:57,s:0,i:258&iact=rc&page=3&tbnh=198&tbnw=200&start=36&ndsp=22&tx=115&ty=74


 

 

 

 

移民、原住民、歴史、カレッジライフ、ボランティアイズム、政治、アート、音楽

などアメリカ文化を全般的に学びます。また、アメリカの歴史がどのようにアメリ

カ文化に影響を与えたのか、フィールドトリップ、ゲストスピーカーの講義やディ

スカッションを通して考えます。 

        

Boston Tea Party Museum 

アメリカ独立戦争のきっかけともなったボストン茶会事件。 

18世紀の船のレプリカ博物館で、当時の人に扮した解説者が 

独立戦争の歴史とそれに関わった人々のことについて解説。 

歴史的資料も数多く展示されており、アメリカ

建国の歴史をわかりやすく学べます。 

 

American Arts and Culture Workshop 

 
アメリカは世界中から集ってきた人たちが、それぞれの文化をアメリカに紹介し、 

他の文化と融合してユニークな文化を形成しています。毎年アーティスト、ダンサー

などアメリカの文化芸術を体験するワークショップを行っています。 

 

Isabella Stuart Gardner Museum 

ボストンは日本となじみの深い街です。イザベラ・ス

チュアート・ガードナー女史は世界中を旅してアート

を収集し、ボストンでは岡倉天心の心強い友人として

日本美術と文化紹介に尽力しました。ガードナー女史

の邸宅でもあったイタリア様式の美術館を訪ねます。 

 

 

Plimoth Plantation (オプショナルトリップ) 

移民の国としてのアメリカのルーツを学びたい人にお勧めし 

たいのはプリマス オプショナル フィールドトリップです。 

昔のネイティブ・アメリカンとヨーロッパからの移民の当 

時の生活を垣間見ることができます。 



                                                                                                                                                                                                                 

フードマネジメント  

 

フードマネジメントプログラムでは、

食品会社、レストラン、スーパーマー

ケット、食材配給会社などの現場を見

学します。食の生産管理や流通、品質

安全管理、アメリカにおける食の課題

など、様々な場面で、食安全とマネジ

メントの分野で活躍する人たちの生の

声を聞きます。 
 

 

 

 

 

 

Sodexo – International Food Management/Service 
現在、世界 80か国、34,000 サイト(1日あたりのｻｰﾋﾞｽ利用者 7500万

人)で企業食堂、大学食堂などでのフードサービスを中心に事業展開し

ているグローバル企業。従業員数は 42 万人。この巨大国際企業を訪問

して、仕入れ管理やスタッフマネジメントなど、Sodexo のフードマネジ

メント・システムをマネージャーから学びます。 

 

 

 

Sysco - Food Distribution Company  
レストランや食堂などに食材を配給する会社を訪問して、流通、販売、

食安全マネジメントについて学びます。また、HACCP（Hazard 

Analysis and Critical Control Point）など、生物学的、化学的、お

よび物理学的なリスクを分析、コントロールするマネジメントシステム

が実際の現場でどのように運用されているのかも学びます。 
  

 

 

 

Food Diversity and Trend in America 
多民族国家のアメリカでは、さまざまな国の食文化が共存

し、影響しあい、新たにアメリカナイズされ、常に進化して

います。 

オーガニック、ベジタリアン、ヴィーガン、コーシャー、ハ

ラール、サプリメントなどアメリカの多様な食生活について

スペシャリストからお話を伺います。また、最近の食トレン

ドや政府による食安全規制などについても学びます。 

 

 

 

世界中からさまざまな民族が集まっているボストンでは多様な食文化を楽しむことができます。

ボストン名物のベイクド・ビーンズやロブスター、エチオピアのダボやメキシコのチミチャンガ

までいろいろ試してください。 
 



ホスピタリティプログラムは、ホテル、フードサービス、航空会社、旅行会社などの現場を見学し、    

いろいろな場面で活躍する人たちの生の声を聞きます。また、ホスピタリティマネジメントの講座を   

持つ大学の訪問も予定されています。 

日本の「おもてなし」は世界に誇るホスピタリティですが、将来海外のホスピタリティ業界で働きたい

方、海外からのお客様をもてなしたい人は、アメリカの現場で現地の人々との交流を通じて海外の   

ホスピタリティを学び、更に「おもてなし」の精神を広げてください。 

 

   

 

Boston Park Plaza Hotel 

アメリカのホスピタリティー産業といえば、たいていの人は 

まずホテルをおもいうかべるのではないでしょうか。この  

プログラムでは 1927 年創立の Boston Park Plaza Hotel で老舗 

ならではのホスピタリティーを学びます。 

 Hospitality  in Boston 

SODEXO 

レストランやカフェ手エリアの経営や関連事業などを含む多角

企業型フードサービスは欧米で始まり、現在も年々拡大してい

る産業です。日本では給食業者といったイメージで捉えられて

いますが、アメリカではその裾野は多岐に及んでいます。その

大手の一つ SODEXO で、実際のサービス現場の人に、顧客の管

理といったシステムなどの話を聞きます。 

JAL １日シャドーイング 

2012 年 4 月に JAL ボストンオフィスが設立され、成田ーボストンの直行便就航 7 年が経ちました。 

JAL ボストン支店のご協力を得て、空港業務を 1 日シャドーイングして現場の方々のお話を伺います。      

今求められているサービス、ホスピタリティとは何かを探ります。 

当日は JAL のスタッフとしてお客様と対応しますので、リクルートスタイルの黒または                

紺のスーツ、白いシャツ・ブラウス、靴はベルトコンベアや格子階段でも安全なヒールの                 

幅が２cm 以上、高さ２－６cm のものをご用意ください。 

 

※このプログラムは JAL ボストン支店の多大なるご協力を頂いております。 



WGBH  

 
ボストンのNHKのような存在の

WGBH。ニュース、教育、教養番組

を中心に番組編成しています。昭

和女子大学の坂東理事長もこのス

タジオで日本女性の社会進出につ

いてインタビューを受けました。

WGBH のスタジオ見学をして、 

番組の編成、制作などのお話を 

伺います。 

Emerson College Radio Station 
 
映画、テレビ、舞台、ジャーナリズムを学ぶことができる

大学として全米でも知られており、関根麻里さんも卒業生

です。エマーソン大学で教鞭を執っている先生の案内で 

大学のラジオ局と大学について話を聞きます。 

Reuters, NYC  
 

（NYオプショナルツアー申込者の先着順） 
ニューヨークに本社がある世界的ニュース、情報配信企業のロ

イターは、政治、経済、社会、世界情勢など、様々なニュース

を提供している会社です。ニューヨークのオプショナルツアー

では、12名限定で特別にロイターの日本人リポーターからお話

を伺い、案内していただきます。 

ニューイングランドの文化と国際性が融合した街ボストンで、アメリカのメディ

アについて学んでみませんか。アメリカン・メディアでは、アメリカの歴史、文

化、芸術に触れることはもちろん、アメリカの情報発信と情報シェアの手段とし

てのさまざまなメディアの実態、トレンドなどについて考察します。グローバル

なメディア感覚を身につけましょう！  

in Boston 



 

地元では MFA と呼ばれ、親しまれているボストン美術館。近代ヨーロッパや東洋の美術はもちろんのこと、 

現代美術やアメリカのルーツを知る美術作品も興味深い。 

 

ボストン美術館、イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館、ハーバード大学付属博物館、 

アートギャラリーなど、世界的評価が高い美術館・博物館・建築物を訪れ、ミュージアムの運

営、展覧会企画、作品展示、作品保存などについて、現職学芸員やスタッフに講義してもらい

ます。日本とも縁の深いボストンで、日本文化を外から見つめ直す機会となります。 

 

ミュージアム&アート・コレクションズ 
in Boston 

イザベラ・スチュアート・  

ガードナー美術館 

イザベラ・スチュアート・ガード

ナーはアートの収集家として、ま

た岡倉天心の友人として日本美術

と文化の紹介に尽力したことで知

られています。ガードナー女史の

邸宅が美術館になっており、素敵

な庭園でも知られています。 

ハーバード大学美術館博物館 

 

ハーバード大学には美術館、博物

館、研究施設が数多くあります。

自然史博物館内には、天体として

の地球、動植物、および人間と文

化は密接に繋がっていることを学

べる植物学博物館、比較動物学博

物館、鉱物学博物館、と考古学民

俗学博物館が入っています。 

SOWA ギャラリー 

 

無人の倉庫街だった建物群を再開

発し、ボストンの新しいアート発

信地として注目を集めている

SOWA。ここには 37 のアートギャ

ラリーの他に、アンティーク・デ

ィーラー、ブティックなども入っ

ており、アート地区として知られ

ています。 



 

 

 

  

アメリカ社会に活きている心理学を学ぼう 
 
心理学プログラムでは、大学の研究所、病院、特別支援学校などの現場を見学します。様々な場面で心理学を活用し

て、活躍する人達の生の声を聞きます。広く多様な心理学の世界に触れ、心理学が実践現場と社会でどのように活きてい

るのかを体験します。英会話、アメリカの歴史・文化・芸術、そしてアメリカ社会の最先端の心理学を学ぼう！  

 

[注意事項] 訪問先の関連領域について事前・事後の討論を行います。心理学の話題を理解するために、「心理学概論／ここ

ろの科学」を履修済みであることが望ましいです。 

 

Boston Children's Hospital 
1869年に設立されたボストンこども病院は、ハーバー

ド医科大学の提携病院でもあり、全米でトップの小児

病院として知られています。難病を抱えた子ども達の

治療の他にステムセル研究など最先端の研究も盛んに

行われておりここで研究者の方のお話を伺います。 

 
 

 Perkins School for the Blind 
ヘレン・ケラーも学んでいた歴史ある視覚障がい者のた

めの学校ですが、障がい者教育の他に、障がい者のため

の法的サポートなど行政にも働きかけ、障がい者理解の

ためのワークショップなども行っています。パーキン

ス・スクールのキャンパスツアーでは最先端の視覚障が

い者の教育やメンタルサポートについて学びます。 

 

 
Salem （オプショナル・フィールド・トリップ） 
この街は 1692年に「魔女狩り」が始まった場所とし

て知られています。数年間に 200人近くの人が、魔法

を操ったとして裁判にかけられ、14人の女性と 5人の

男性が「魔女」として処刑されました。人間心理と歴

史的、社会的背景の関連性を考察するよい機会となる

でしょう。 

 

 

Boston Crime Tour ボストン犯罪ツアー 

心理学プログラムのユニークなフィールド・トリップの一つ

です。全米に指名手配されながら 20年間隠れ続け

たアイリッシュマフィアのボスのホワイティー・バルジャー

や、警察も心霊者に頼ったほど解決困難だった連続

殺人事件など、歴史上有名な犯罪者や犯罪を通し

て犯罪心理について考察します。 

 

MBTI  Myers-Briggs Type Indicator 

ユングの性格類型論に基づく、マイヤーズ・ブリッグス・タ

イプ・インディケーター（MBTI）について学び、実際に

体験します。人の心を多面的に捉えるアセスメントに加

えて、自己理解を深めるためのフィードバックのプロセスを

重視しています。 



* 

Volunteer in Boston 
アメリカ社会に根付いているボランティア精神。もと

もとはキリスト教の信仰による慈善活動として定着し

ていましたが、現代では様々な目的を持ったボラン

ティア活動が広がり、個人や企業が日常的に活動して

います。子供、女性、高齢者、疾病や障害を抱えてい

る人など、あらゆる生活者を取り巻く社会問題と、そ

の問題解決を図る福祉施設や非営利団体の活動につい

て学び、実際にボランティアを体験しながら、ボラン

ティアの社会的意義やアメリカのコミュニティー・

サービスの仕組みについて理解します。この経験は、

福祉の専門的な学びを深めるだけでなく、これまで福

祉に関心のなかった学生さんにとっても、生き方の視

野を広げ、今後の人生設計に必ず役立つはずです。

ボランティア体験を聞く 

ハーバード大学フィリップス・ブルックス・ハウス協会（PBHA)は、学生

の運営するボランティア団体で、大学で最大の学生グループです。ローカ

ルからグローバルまでさまざまなボランティア活動をしています。PBHAの

幹部だった方から体験談を聞きます。ケネディー大統領の呼びかけで始

まったPeace Corps 「平和部隊」の隊員としてアフリカでボランティアをし

た方のお話も伺います。

アメリカ社会における食問題

アメリカではあらゆる面において、食は大きな課題となっています。大量に

消費されるジャンクフード、肥満、成人病、農薬、貧困層の住む地域には

スーパーが入ってこないなど、多くの社会問題が食と繋がっています。多く

の食品が捨てられていくなかで、日に1、2食しか食べられない子供もいれ

ば、新鮮な野菜や果物は高すぎて買えない人も多くいます。貧しい人にも健

康なオーガニックの野菜を提供する団体 Gaining Ground のファームで

ボランティアをします。ボランティア活動がしやすい服装、帽子を準備しま

しょう。 



Art & Design in Boston 
 

石畳の伝統的な町並み、様々な領域で全米をリードする

教育機関、また豊かなアートやデザインの風土が共存す

る街、ボストン。様々な生活や環境に関するデザインの

現場を訪問し、アメリカならではのデザインに触れなが

ら、授業や現地での体験を通して基礎的な英語での 
コミュニケーションを学びます。 

 
 

 

Boston Design Center  
ボストンデザインセンターへはインテリアデザイナーや 

空間コーディネーターはじめ、一般の人たちが最新の 

デザインコンセプトを見に来ます 

 
 

環境デザイン学科学生 限定 
 

Massachusetts College of Art and Design  
マス・アートと呼び親しまれているこの大学は、アートと 

デザイン専門の大学で、全米でも唯一の公立アート大学  

です。アメリカの学生がどのようなミディアムを使って  

どのような作品に挑戦しているのか、実際に見学します。 
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