名古屋大学国際教育交流センター紀要

創刊号

留学生支援事業
「日本のものづくり
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自らのキャリアについて考える機会を提供するのが狙

1．はじめに

いである。また留学生を採用する意欲のある企業に，

法務省の統計によると，平成25年度に卒業・修了後

名古屋大学で学ぶ留学生の姿を知ってもらうことも本

に日本で就職するために在留資格変更許可の手続きを

プロジェクトの重要な目的である。平成25年度は愛知

行った留学生の数は前年と比べて27％以上もの伸びを

県に縁が強いものづくり企業として （株） ミツカング

示している。平成20年のリーマンショックの影響で，

ループと （株） LIXIL，そして愛知県岡崎市にある松井

日本で就職を希望する留学生の数は一時的に落ち込み

本和蝋燭工房の協力を得て，計７回のワークショップ

を見せていたが，日本経済の上昇傾向も後押しし，大

とサイトスタディを実施した。本稿ではプロジェクト

１

幅な回復を見せている 。この統計を裏付けるのが，

の活動内容について，特に協力企業とのワークショッ

株式会社ディスコが行った調査である。調査対象と

プ及びサイトスタディを中心に紹介する。

なった日本企業のうち，平成25年度に外国人留学生を
採用した企業は全体の35.2％に上った。更に平成26年
の採用見込みでは，留学生を採用すると答えた企業が

2．プロジェクトの背景と概要

48.4％とほぼ半数に達していた２。日本企業の留学生

そもそも留学生のキャリア教育において，なぜもの

を採用したいという意欲と，留学生の日本で就職した

づくりに着目したのか。その答えは名古屋大学の位置

いという双方の意欲，言わば需要と供給がマッチして

する愛知県の「地の利」にある。愛知県は全国一の工

おり，今後も日本で就職を希望する留学生がますます

業出荷額を誇り，輸出産業の一大集約地として日本経

増加すると予想される。

済を支えている。また歴史的にみても陶業，繊維業な

この需要と供給の境に位置する大学において，留学

どが古くから盛んであり，これらの技術は現代にまで

生のキャリア教育，キャリア支援に関する様々な試み

受け継がれている。留学生が日本のものづくりの伝統

が行われている。平成25年度留学生支援事業の支援を

や文化，さらには今後の展望について実践的に学ぶの

受けた「日本のものづくり

愛知のものづくりプロ

に，愛知県ほど適した場所はない。また留学生はとも

ジェクト」（以下，ものづくりプロジェクト）もその

すれば「日本」という大枠から経済や産業を見てしま

３

試みの一つである 。「ものづくりプロジェクト」は愛

い，地域経済や地場産業について目を向けることが少

知県にあるものづくり企業と留学生の交流推進を目的

ない。だが実際には愛知というローカルな地域が日本

に企画された。留学生が日本のものづくりの現場を訪

の産業を動かし，グローバルな競争力もこのローカル

れ，企業の開発部門や人事担当者らとの交流を通じ，

な活力を源泉としている。この地域―国家―グローバ

１

法務省（平成26年）「平成24年における留学生の日本企業等への就職状況について」 http://www.moj.go.jp/content/000113259.

pdf（平成26年７月７日閲覧）
２

株 式 会 社 デ ィ ス コ「 外 国 人 社 員 の 採 用 に 関 す る 企 業 調 査 ア ン ケ ー ト 結 果 ＜2013年9月 調 査 ＞ 」 http://www.disc.co.jp/

uploads/2013/10/201310_gaikokujin_kigyou_full.pdf（平成26年７月７日閲覧）
３

プロジェクトの企画・運営は国際教育交流センター教育交流部門／国際言語文化研究科国際化推進教員・伊東章子，工学研究科

国際化推進教員・レレイト・エマニュエル，西山聖久，国際教育交流センターキャリア支援部門・今井千晴の４名が当たった。
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ルというダイナミクスを留学生が間近に感じられるの

第7回：松井本和蝋燭工房サイトスタディおよび最

も，愛知県の持つ「地の利」の一つである。

終討論会（平成26年1月9日，日本語）

一方，名古屋大学は日本の産業集積地において，製

＊カッコ内は実施日と使用言語を示す。

造業の発展に資する人材の育成を担ってきた。グロー
バルビジネスの中核を担う人材として外国人留学生を

下記図1は各ワークショップとサイトスタディの

採用する動向は中部地区でも広がりを見せ，今後名古

関連性とプロジェクトの全体像を示す。初回ワーク

屋大学で学んだ留学生に対して製造業を中核にした中

ショップでは，留学生に馴染みの薄い「ものづくり」

部産業界から寄せられる期待はますます大きくなると

とは何かを手掛かりに，日本と愛知のものづくりにつ

予想される。

いて導入的な知識を深める場とした。サイトスタディ

これらの背景を踏まえ，「ものづくりプロジェクト」

準備ワークショップでは，訪問先企業の歴史や商品に

では留学生と地域企業双方の観点に立ち，次の3点を

ついて学ぶとともに，企業から与えられた課題につい

プロジェクトの目標に定めた。

て参加留学生がグループに分かれてディスカッション

1）日本のものづくりに対する知識の獲得

を行った。そしてものづくりの現場を訪れるサイトス

日本企業への就職を希望する留学生が，日本と愛知の

タディでは，見るだけがメインとなるいわゆる工場見

ものづくりについて実践的に学ぶ。

学のみには終わらないよう，訪問先社員との意見交換
やプレゼンテーションに十分な時間を設けた。ワーク

2）地域企業が求めるグローバル人材の理解

ショップとサイトスタディは，毎回全学の留学生より

日本のものづくり企業が期待する留学生の人材像（知

参加者を募った。協力企業の受け入れも考慮して，定

識やスキル，国際感覚など）を明らかにする。

員を20名までと設定した。

3）グローバル化時代のものづくりを考える
日本のものづくりが直面する問題やグローバルな発展
性について，企業と留学生が直接意見交換する機会を
提供する。
以上三つの目標を設定し，協力企業ととも十分に協議
を重ねた上で，年間の活動計画を決定し，下記の通り
実施した。
第1回：初回ワークショップ「ものづくりとは何か」
（平成25年7月19日，英語）
第2回：（株） ミツカングループ・サイトスタディ事
前オリエンテーション（同10月4日，日本語）
第3回：（株） ミツカングループ・サイトスタディ事
前ワークショップ（同10月11日，日本語）
第4回：サイトスタディ「（株） ミツカングループ・

図１

中部工場見学および開発部門担当者との意見交
換会」（同11月18日，日本語）
次に，活動の詳細として，（株） ミツカングループ，

第5回：（ 株 ） LXIL サ イ ト ス タ デ ィ 事 前 ワ ー ク
ショップ「未来のトイレを考える―世界トイレ

（株） LIXIL，そして松井本和蠟燭工房にご協力いただ

の日」（同11月19日，英語）

いたワークショップとサイトスタディの事例をまとめ

第6回：サイトスタディ「INAX LIVE ミュージア

る。

ムと LIXIL 榎戸工場見学会及び開発部門担当
者との意見交換会」（同11月22日，英語）
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るなら，どんなメニューで売り出しますか？

３．ワークショップとサイトスタディの事例―
（株）ミツカングループ

（注
 ：同様の内容のディスカッションシートを「金
のつぶにおわなっとう」，「追いがつおつゆ」，「だ

（株） ミツカングループは調味料や納豆などを主力

しむすび」についても作成した）

とする食品大手企業である。愛知県半田市に本社を置
き，創業は1804年に遡る。近年多くの海外食品メー

翌週開催したサイトスタディ事前ワークショップ

カーの買収を進め，グローバルな事業展開を行ってい

（10月11日）では，各班に分かれてグループディスカッ

る。（株） ミツカングループが製造・販売する製品の多

ション行った。ディスカッションシートを元にそれぞ

くは日本の食文化に特有なものが多い。「食」はどの

れの参加者が自国の食文化などを交えて，自分の感想

留学生にとっても関心が高く，取り組みやすい課題設

や意見を述べあった。グループの中には異なる出身国

定が可能である。また （株） ミツカングループは既に

からの学生がいるので，他の参加者に分かりやすいよ

留学生の採用実績があることから，「ものづくりプロ

うにと自分の調理した料理の写真やビデオなどを持っ

ジェクト」への協力をお願いすることとなった（資料

て来た者も多くいた。グループディスカッションの最

１）。

後には，ディスカッションシートの質問４，５および

（株）ミツカングループからはワークショップとサイ
トスタディの実施にあたり，ミツカン製品の提供を受

６の中から課題を決めて，グループ毎のプレゼンテー
ションを取りまとめ，発表を行った。

けた。
「金のつぶにおわなっとう」，
「追いがつおつゆ」，

続く10月18日に実施したサイトスタディでは，愛知

「だしむすび」そして「五目ちらし」の4製品である。

県高浜市にあるミツカンフレシア中部工場を訪問し，

まずサイトスタディ事前オリエンテーション（10月4

納豆の製造ラインを見学した。まず工場関係者より，

日）では，ミツカンの沿革や事業展開などについて全

中部工場の生産能力や稼働状況，他の工場を合わせた

体学習を行った。その後参加留学生に納豆以外の3製

ミツカングループ全体での納豆の製造状況，さらには

品より最も興味のある製品を選んでもらい，それに

納豆の原料である大豆の調達から製品の出荷にいたる

従ってグループ分けを行った（追いがつおつゆ班，だ

までの製造プロセスなどについて説明を受けた。その

しむずび班，五目ちらし班の編成）。例えば「五目ち

後参加留学生は衛生服を着用し，稼働中の生産ライン

らし」を選んだ留学生には，「五目ちらし」と共通品

を見学した。見学後は工場で出来たばかりの，まだ発

目である「金のつぶにおわなっとう」を持ち帰っても

酵前の納豆を試食させてもらいながら，工場関係者へ

らい，実際に自宅で調理して食べてみることを課題と

の質問の時間が設けられた。留学生からは新パッケー

して与えた。その際，以下の内容のディスカッション

ジのデザインについてや，食品工場としての厳しい衛

シートも一緒に配布し，翌週のワークショップまでに

生管理と品質管理について質問があがった。

完成してくるように指示した。

中部工場見学後は愛知県半田市にある （株） ミツカ
ングループ本社へ移動し，社員の方との意見交換会に

問1：このプロジェクト以前にちらし寿司を食べた
ことがありましたか？

臨んだ。（株）ミツカングループから出席のあった方々
は，人事部門担当者，グローバル事業担当者，さらに

問2：ミツカン「五目ちらし」を食べた感想は？

今回提供を受けた４製品の開発部門担当者だった。人

問3：あなたの国にちらし寿司に似た食べ物はあり

事部門担当者からは （株） ミツカングループにおける

ますか？

留学生の採用実績と今後の採用計画についての説明が

問4：あなたの国にミツカン「五目ちらし」に似た

あり，さらには実際に留学後に採用された社員が現在

製品はありますか？それは日本の消費者にも

自分がどんな仕事を任されているかを話してくれた。

好まれると思いますか？

その後各グループが，ワークショップでの議論をまと

問5：あなたの国の料理とミツカン「五目ちらし」

めてプレゼンテーションを行った。例えばだしむすび

を組み合わせて，日本の消費者に新しい料理

班からは「だしむすび」とメキシコ料理をマッチング

を提案してください。

させる提案が発表された。「アメリカでは徐々に納豆

問6：あなたの国でミツカン「五目ちらし」を販売す

を食べる人が増えている。アメリカ人の好きなメキシ
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コ料理のブリトーの中のお米を『だしむすび』で味付

よって，世界のトイレ環境の改善に関する諸活動を支

けし，ピントビーンズ（うずら豆）に代えて納豆を入

援する目的で制定された日である４。ワークショップ

れて和風にすればヘルシーだし，アメリカできっと人

には世界のトイレ環境に精通し，「世界トイレの日プ

気がでる」というアイディアだった。また五目ちらし

ロジェクト」も手がける （株） LIXIL 総合研究所の山

班からは，
「五目ちらし」使った中華風の新作料理（酢

上遊氏を講師として招いた。山上氏からは現在世界人

豚のような料理）が，実際に調理した写真やレシピを

口の約三分の一がトイレを持たず，不衛生な環境での

添えて紹介された。どの発表にも，特にその製品の開

排泄を強いられており，早急な解決が必要であるとの

発担当者から質問が相次ぎ，さらに議論が発展するこ

報告があった。その上で （株） LIXIL がケニアで実施

とも多かった。追いがつおつゆ班に対しては，製品の

中の無水トイレ（グリーントイレ）を普及させる取り

担当者から「追いがつおつゆ」の味がそのまま留学生

組みが紹介された。また山上氏によると，無水トイレ

の出身国で受入れられると思うか，といった市場調査

はケニアのような途上国ばかりではなく，上下水道が

さながらの質問がなされ，それぞれの留学生が率直な

整備され，水資源も豊富な日本においても普及の必要

意見を述べる場面もあった。

性があるという。東日本大震災後に大きな問題となっ

参加した留学生の中にはその製品の製造・販売に携

た簡易トイレの例が取り上げられた。

わる社員に向かって，新しいアイディアを提案するこ

山上氏の講演の後，参加留学生はグループに分かれ

とにプレッシャーを感じていた者もいた。しかし，自

て「未来のトイレ」について意見を出し合った。山上

分のプレゼンテーションに対して多くの社員から直に

氏の講演に感銘を受けたグループは災害に強いトイレ

フィードバックがもらえたことがまたとない経験とな

を中心に議論を行い，また別のグループではスマート

り，自信につながったようである。改めて自国と日本

フォンのアプリに連動したトイレなどのアイディアが

市場における消費者の志向や選択などの差異について

出された。ワークショプの最後には各グループがそれ

関心を抱いた参加者もいた。参加していただいた社員

ぞれの考えた「未来のトイレ」についてプレゼンテー

の方からは「新しいマーケットを探る上での手がかか

ションを行った。
11月22日に実施した （株） LIXIL サイトスタディ

りになった」，「自分が長らく手がけている商品を全く
違った視点で見ることができた」との感想が聞かれた。

では，まず愛知県常滑市にある INAX LIVE ミュージ
アムを訪れた。ここでは館内の展示を見学しながら，
ミュージアム関係者よりトイレの歴史や旧 （株） INAX

４．ワークショップとサイトスタディの事例―
（株）LIXIL

創業の経緯について説明を受けた。江戸期の衛生陶器
には工芸品のような美しい絵付けが施されている物も

建材・住宅設備機器最大手の （株） LIXIL は，その
前身の一つに旧 （株） INAX を有する。旧 （株） INAX

あり，参加留学生の多くがその美しさに見入ってい
た。

は陶管やタイルなどを生産した伊奈製陶所（愛知県常

その後参加留学生は （株） LIXIL 榎戸工場に移動し，

滑市）がその創業である。今回 （株） LIXIL にはト

衛生陶器の製造ラインを見学した。（株）LIXIL 榎戸工

イレを題材にしたワークショップとサイトスタディに

場には最新の生産設備が導入され，製造ラインのオー

協力をお願いすることになった。食に引き続きトイレ

トメーション化が進んでいた。工場関係者から主要な

もまた，出身国を問わず誰にとっても身近な問題であ

生産過程の説明を受けた留学生からは，手作業による

る。特に日本は他国にはない機能的なトイレが多く，

検品作業や原材料のリサイクルなどについて質問が出

留学生にとってはトイレは関心の持ちやすい題材であ

ていた。

る（資料２）。

製造ラインの見学後，トイレ事業担当者との意見交

（株） LIXIL サイトスタディ準備ワークショップは，

換会が行われた。（株）LIXIL からは開発担当者や海外

「世界トイレの日」（World Toilet Day）に当たる11月

事業担当者などの出席があった。参加留学生はここで

19日に開催した。世界トイレの日は国連・ユニセフに

事前ワークショプで議論した「未来のトイレ」につい

４

「世界トイレの日」の詳細については以下を参照。http://worldtoiletday.jp/
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てプレゼンテーションを行った。防災を学ぶ留学生は

松井氏からは時代が移り変わっても和蠟燭の製法を

「手動で便と尿を分離させる装置」を提案した。これは

守り続ける強い意思が伝わってきた。その一方で，今

山上氏より受けた，トイレの悪臭の主原因は尿で，便

の時代に合わせ，顧客の開拓，和蠟燭の良さを若い世

だけであれば土壌に混ぜるなどして一時的な処理が可

代に伝える活動，モダンなデザインの導入など，新た

能であるとのアドバイスを基に生み出したアイディア

な試みもなされている。留学生の中にはゆくゆくは自

だった。また日本人の健康志向に着目した別のグルー

国に戻り，起業を考えている者も多い。自らの製品と

プからは「毎日尿検査が自動でできるトイレ」が発案さ

ものづくりの姿勢に確固たる信念を持ちながら，ビジ

れた。人間の尿は健康状態を示すので，トイレを日々

ネスとしての柔軟性も併せ持つ松井氏のような人物か

の健康管理にもっと役立てようとするアイディアだっ

ら学ぶことは多かったようである。留学生のキャリア

た。

教育にもっと起業の要素を取り入れるべきではないか

（株）LIXIL においても留学生のプレゼンテーション

と感じた。

に対して担当者より専門的なコメントや質問が相次い
だ。日本と海外のトイレ文化や衛生観念の違いについ
ての質問も多く，参加留学生との間で議論が弾む場面

6．まとめ

も多かった。留学生もトイレ事業担当者も，文化的背

以上ワークショップとサイトスタディの事例を中心

景の異なるこれだけの人が集まり，タブー視されるこ

に，プロジェクトを振り返った。どのワークショップ

とも多いトイレについて話し合える場は非常に貴重で

もサイトスタディも，計画にあたっては協力企業と入

あるとの意見で一致した。

念な打ち合わせを何度も重ねた。今回「ものづくりプ
ロジェクト」に寄せられた協力が各企業の全くの厚意
によるものであるのは言うまでもないが，だからこそ

5．ワークショップとサイトスタディの事例―
松井本和蠟燭工房

協力をお願いする大学として，この企画が留学生だけ
ではなく，企業側にとっても益のある機会になるよう

昨年度「ものづくりプロジェクト」最後の企画とし

最大限努力した。多様な文化的背景を有する留学生を

て，平成26年1月9日に愛知県岡崎市にある松井本和

対象に協力企業の商品の潜在的な可能性や海外市場の

蠟燭工房を訪れた。ここでは松井規有氏が全行程手作

動向を探る機会できないか，もしくはこれから労働市

業で，昔ながらの純木蝋を原料に用いた和蠟燭の製

場に参入する留学生の実像を早期に把握し，人材活用

造・販売を行っている。岡崎の和蠟燭は16世紀頃に生

について検討する機会にならないか等，企業側に積極

産が始まったとされているが，安価な西洋ロウソクの

的に提案を行い，企画の詳細にも企業側の意見をなる

普及により，現在では生産者が松井氏を含めほんの数

べく反映させた。このような努力の結果，将来のグ

名にまで減っているという。現代にまで引き継がれる

ローバル人材の育成に向けて，大学と企業との間に連

ものづくりの伝統と文化の貴重な例として，本プロ

携を築けることの意義は非常に大きい。

ジェクトへの協力をお願いした。

本プロジェクトは昨年度初めて実施したこともあ

サイトスタディではまず，松井氏より和蠟燭の原料

り，反省すべき点も多かった。幸運なことに「ものづ

について説明があった。原料であるハゼの実は栽培農

くりプロジェクト」は平成26年度も留学生支援事業費

家の後継者不足や高齢化のために年々国産品の入手が

の支給を受けることが決定している。今年度の活動内

難しくなっていると言う。続いて和蠟燭作りの工程に

容を改善させるためにも，反省点をまとめておきた

ついて，松井氏による実演を交えた解説があった。ど

い。一つ目の反省点は使用言語である。使用言語につ

の留学生も和蠟燭自体を見たことがなく，その丹念な

いては，計画当初プロジェクト全体を英語で行うこと

作業に驚きの声をあげる参加者も多かった。松井氏の

にしていた。しかし協力企業との話し合いを進めるう

手ほどきを受けて，
「上部切り」という工程にチャレン

ちに，必ずしも英語の使用がプロジェクトの目的に適

ジする者もいた。また見学の最後には，和蠟燭と一般

しているわけではないことが明らかになった。そのた

的な西洋ロウソクに共に火をつけ，炎の様子を比較す

め昨年度はワークショップやサイトスタディごとに使

る燃焼実験も行った。

用言語を日英どちらかに設定することになった。その
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結果，日本語を使用言語とすると参加希望者が多くな

このため「ものづくりプロジェクト」の取り組みに関

るものの，特定の所属部局や出身国からの留学生が集

心があるものの，授業の関係で参加できないない学生

中しやすくなり，英語を主言語とすると参加希望者は

が多く出てしまうこととなった。開催日時については

かなり少なくなるものの文化的多様性は広がるという

これ以上の調整が難しいこともあり，今年度の実施に

傾向が如実に現れた。今後も協力企業の意見を交えな

ついても頭を悩ませている。

がら，使用言語について細かな調整が必要になるだろ
う。

最後になるが，言うまでもなく「ものづくりプロ
ジェクト」は協力企業なしには成り立たなかった。留

反省点の二つ目は開催日時の設定である。ワーク

学生たちを暖かく迎え，そして真剣に向き合ってくだ

ショップは学生が参加しやすい平日夕方に開催できた

さった （株） ミツカングループ，（株） LIXIL そして

が，サイトスタディは工場見学との兼ね合いでどうし

松井本和蠟燭工房の皆様に，改めて感謝を申し上げた

ても平日午後に限定されてしまう（通常１２時半に東山

い。

キャンパスを出発し，１８時頃キャンパスへ帰着した）。
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