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全学教養科目「東南アジアにおけるビジネスキャリア・海外研修」
実践報告
国際教育交流センターアドバイジング部門キャリア支援室
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はじめに

①事前授業

名古屋大学では，2015年度より全学教養科目の配当

11月より毎週１コマ90分の事前授業を行なった。事

科目として，海外研修とその前後の授業とを一体化さ

前授業の前半の45分間は，タイに対する理解を多角的

せた「全学教養科目特別研修」を運営している（宮崎

に深めるため，「政治」，「経済」，「農業」，「文化・宗

ら2016）。その科目の1つである，キャリア教育の要

教」，
「教育」，
「現代社会」等のテーマを学生一人ひとり

素を取り入れた「東南アジアにおけるビジネスキャリ

に割り当て発表を行わせ，発表後にクラス全体で学生

ア・海外研修」を，2016年度は筆者が担当した。本稿

及び教員間で質疑応答を行なった。後半の45分間は，

では，その教育活動の実践について報告を行なう。

企業訪問に際し，調査対象先（訪問企業）の選定理由
や，訪問時の質問内容について担当教員を交えてディ
スカッションを行なった。

１．実施概要

なお，第1回目の事前授業時には，本学バンコク事

（１） 教育目標

務所副所長の村瀬潤准教授（農学部）をゲストに招いた

本科目では，10コマの事前授業に加え10日間に及ぶ

オリエンテーションを実施し，筆者より企業研究の手

タイでの現地調査（企業への訪問及びインタビュー調

法について講義を行なった。第8回目の事前授業時に

査）を通じて，日系企業のグローバル展開の在り方に

は，国際開発研究科のカンピラハーブ・スネート講師

ついて理解を深めることを教育目標として定めた。そ

によるタイ語の日常会話に関するレクチャーを行なっ

して，将来はグローバルに活躍することを希望する学

た。また，一連の事前授業には同国での滞在経験を持

生が，海外で奮闘しているビジネスパーソンの姿に直

つ国際教育交流センターの松尾憲暁特任講師及び小倉

接触れることで，卒業後のキャリア（ありたい姿）を

みどり事務補佐員も参加し，学生たちが同国をさらに

具体的にイメージできることを目指した。

理解するためのヒントや情報の数々を提供頂いた。
②現地研修

（２） 教育方法

平成29年2月21日より3月2日の10日間，タイ・バ

企業訪問に際し，自らの興味や関心を顕在化させ，

ンコクを訪問した。3社（5部門）への企業訪問に加

課題（リサーチクエスチョン）を設定するよう指導し

え，チュラロンコン大学生との交流会（料理を通じた

た。先ず，調査対象先（訪問企業）を選び，学生同士

交流会：写真1），同大学生が同伴したチュラロンコン

で訪問企業先に関する合意形成を行なうようにした。

大学内のキャンパスツアー（写真2），文化施設への

企業との訪問のための交渉や，訪問日時の調整は，学

フィールドトリップ，文化体験（学内施設での民族楽

生自らがメールで行なうようにしたが，その文面の作

器体験）などを研修に取り入れた。現地では，本学バ

成を含め，企業とのコミュニケーションに関する一連

ンコク事務所教職員より学生引率の協力を得て，企業

の支援は担当教員が徹底して行なった。また，企業訪

訪問及び文化体験等を実施した。

問時のインタビュー内容も自ら考えるよう事前授業を

また企業訪問を行なう前日は，具体的に誰がどのよ

運営し，教員は学生からの質問があった場合に助言を

うな質問をするのか参加学生間での役割分担に関する

行なうように努めた。

最終確認を行ない，企業訪問後には「反省会」と称し
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写真1．チュラロンコン大学生との交流会の様子

写真2．チュラロンコン大学内キャンパスツアーの様子

て，企業訪問を通じて得られた情報を引率教員と共に

とを支援できるようなファシリテーターとしての役割

振り返るようにした。

が徹底的に求められることを実感した。このことは，

③事後授業

次年度以降の本研修の実践にさらに活かしたい。

3月31日に成果発表会として，「事前研修及びタイ
現地研修を通じて学んだこと・感じたこと，その上で
今後の学生生活或いは人生で何をどのように活かして

謝辞
本研修では，平成28年度国際機構プロジェクト経費

いきたいか」をテーマとして，参加学生達は20分程度

より助成を得て，一連の研修を実践することができま

の個人発表を行なった。

した。また，現地研修では，AJINOMOTO Thailand
（４） 参加学生

Co.,Ltd. の 多 湖 泰 裕 氏，Ishida Taiseisha Thailand

計6名の学生（農学部3名，経済学部2名，教育学

Co.,Ltd. の 厚 見 紀 彦 氏，UNIQLO THAILAND Co.,
Ltd. の谷健太郎氏より，本学学生の訪問をお認め頂き，

部1名）が参加した。

各企業への訪問が実現いたしました。各訪問企業の従
業員の皆様との交流を通じ，参加学生達は大きな学び

2．学生アンケートの結果

を得ることができました。また，名古屋大学バンコク

研修後に参加学生達に回答を依頼し，全員から回収

事務所のウィラヤー特任助教，ナッター職員より，参

したアンケート調査の結果を，別表にまとめた。参加

加学生の受入れ及びチュラロンコン大学生との交流に

学生から概ね高い満足度を得ることができた。

際し，多大なるご支援を頂きました。事前授業よりお
世話になった農学部村瀬准教授，国際開発研究科ス
ネート講師，国際教育交流センター松尾特任講師，小

3．まとめ（成果と課題）

倉事務補佐員及び小川事務補佐員，学生交流会に参加

上述のアンケートのとおり，参加学生達は本研修の

したチュラロンコン大学生達をはじめ，この研修でお

事前授業，現地研修での企業訪問等を通じ，卒業後の

世話になった全ての皆様のご厚意に，心より感謝申し

キャリア観が顕在化され，また同世代の学生との交

上げます。

流を通じ，タイへの理解が一層深まったことが伺え
る。その一方，事前授業時は，学生達はビジネスパー

参考文献

ソンに対する「問い」を形成することに不慣れであっ

宮崎志穂，河嶋春菜「海外研修一体型全学教養科目（NU-

た。このような授業では，学生達が主体的に「問い」
を形成するために，教員は知識を伝授する存在という
よりも，学生達が主体的に知識を取得し，構築するこ
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ǟĸeŅƓõ»ƬƟƋŧŀeŲpčŲĽƈƋŮƅƅƠưǞƽǠǞƏƎƐƅŶŻƭĕŹůƍĊŰƋŮƅųŦ
ťÒ[ƓÁƬĠNƌŴƨƍŮůƓƔƏŲƏŲƌŴƏŮŚƏƓƌŮ.ƈƋB5ŽƋƟƥůƍƈƅŧ
ǟÒ[æeǡò·ǢƐB5ŽƅŶŦƃƓƌĐ-ųơƍơƍĕŴƅŮRƌŭƈƅƽưƓó!ųŭƈƅŲƦŧ
ťƃƓňŗơfŶŦ`eňų,ƨƍŮůŹƍƬñƧB5ƬÎƠƅŧ
ǟƃƩƞƌƐlŽƋơÛÍ4ƌŭƈƅĐ-ƓàßƬZŰƨƅƠŧƞƅŦĔĦƓǎǝƵǙǓƌƔƏŮƓƌĔĦƐ
ťĐ

ƓƏŮĐ-ƌơB5ŽƣſŲƈƅƅƠŧ

ǟŉ·ƓæeƬŽƅŮƍƈƅųŦ°·êƐŁŶò·ƓÒ[ó!ƬŽƋűƧŦƃƓƏŲƌđKƬơƈƅŲƦ
ǟ^eãÐƌƇĹƠƨơƓųƏŲƈƅŲƦŦŲƐƬŽƅŮƍƈƅƅƠŧÒ[ƌ"ŶŹƍƐØÜƍŽƅ
ťđKƩųŭƈƅƅƠŧ
ūǩŬ¸ó!ƬľžƋŦƎƓƥůƏŹƍƬeƗƞŽƅŲǡŮƔŦžƞŽƅŲǢǭǡĐäğļǢ
ǟåƌÐĵŻƩƋŮƨ¸

ƔŦ¸ƍƽưƓŹƍƬƥŶñƈƋŮƋŦű

ŮƬǌǙǀǄƐęƋſƨŹƍƬ^ƐŽƋűƧŦ

ťƞƅŦŨ7zſƨŹƍƬƈƋŮƏŲƈƅƍŮůAĬƬDŷƞŽƅŧ
ťùƔǚǠƾǠƍŽƋB5ŽƋƵǛǠǎƓªJ
ťņĘ

ƬÎƠƅƧŦīĩƬŀƠƨ|ƬůŹƍƌŦĐ-ƓęƣĊŰƬŰƨŹƍƓ

ƍŏŽŻƬžƞŽƅŧƞƅuƐàßƬŽŮƉƞƌƐħųƬƣƨŲƬ¯ôƐŽ*µſƨ

ťƺƳǛơó!ƬĕůƌĶƐƉŮƅƍŮƞſŧ
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ŦŹƓó!ƬƧŲŰƨƍŦĐ-Ɠƌ]ƐƏƩƨơƓƬęƉŷŦƃƩƬƣƧƑŶƅƠƐơwŮĚŇƬơƈƋ

ťĕ8ŽƋŮŶŹƍƓ^.ŻƬžƞŽƅŧ
ǟƃƩƞƌƓĐ-ųŦR+ƌ"ŶŹƍƍÒ[ƌ"ŶŹƍƬ<0ŽƋĊŰſŵƋŮƅŹƍŧ
ťưǞƽǠǈǀǄƌĨƛƅƧŽƋČŶƓƍŦhŎƐàUƚĕƈƋƟƨơƓƍƓsŧhŎƐĐ-ƓëƌęƋƟƨŹƍƓ^.Żŧ
ťƷǒǗǇƶǠƸǘǞǁǠǛƍŽƋƓĔĦƓ^.ŻŧƏƎ
ǟĔĦƓĘ

ǡĔĦSƌƏŶƍơǢ R+[ƐōƦƀēŨƏTUƐĕŶŹƍ æeƐđKųÖŮƅ

ťĐ-ƓãƞƩƅ¸ŦIEqƐïųÖŮƅ Đ-ųƏŹƍǟaŴƏŹƍƬƕſ
ťǡĐ-ƓƮưǃǞǂƯǂƯƍƏƨƥůƏơƓƬƉǢ Đ-ųpŴƅŮčÁŦčûƐƉŮƋơƈƍñƨƛŴ
ǟŮƪŮƪŭƨųĘĂŽƋŽƞůƍŦÒ[ƌ"ŶƍŮůŹƍƔ^ZƏ-ŦƦƩƨŹƍơ\ŮƍŮůŹƍ
ť"ŶƍŮůc:ƔÒ[ơ¸ơZƫƧƔƏŶƟƭƏí3ƐƬŽƋŮƨƍŮůŹƍŧ
ťƽưƓăÔ¿sƐƉŮƋ2ó!ƌñƈƋƔŮƅơƓƓŦƣƔƧhŎƐęƋƟƨƍ#ƓơƓƆƈƅŹƍŧ
ťƽưƓeãƔƟƭƏě.ƌŦƓ

ƬŮƣƈƅƧŦƟƭƏƍÂŽŶłźſŹƍųƌŭƨƍŮůŹƍŦ

ť7zơŔyƈƋŮƨųŦƍƋơ&hŽƅeããÐƬłźŽƋŮƨƍŮůŹƍŧ
ǟĔĦƓ7zųĲƧƏŮƍžƅŧÒ[ƐĕŶŎƔŦƃƓRƓĞĦơoŽƔ7zŽƅƜůųƥŮƍeƭƆŧ
ťƽưų#Ɛ½ŰƋŮƅŧ
ťƿǗǙ^Ɠeãų7zŽƋŮƨcƬęƅƧŦśŮUƐŮƨªƌơÊĐ-ƌ°ŋƬCƈƋ7zŽƋŮƨƍhŎƐČŮƋŦ
ťĐ-ơŔyƪůƍƈƅŧ
ťĐ-ƓaŴƏŹƍŦƣƧƅŮŹƍŦ-ŇƬơƈƋŮƨ
ūǪŬğūǩŬƬĴƞŰŦ

~ƓeããÐŮƔ

ƔŦĐ

ųŭƈƋzŮƏƍžƅŧ

ãƌŦƬƎƓƥůƐÐŲŽƋŮŴƅŮƌſŲǭ

ǟ/ƠƋÒ[ƚĕƈƋoŽĄyŽƅųŦŹƓăŚƬÐŲŽƋƜŲƓŹƍƐơŽƅŮƍƈƅŧ
ťhŎƐĕƈƋƟƅƧŦĤŽƋƟƏŮƍŦƃƓRƓŐQÍƣRÌ ƔƏŲƏŲƫŲƦƏŮƍƈƅăŚ
ťƬÐŲŽƋŦeãƓůƇƐÅŨƏRƐĕƈƅƧŦƃƓRƓ ƍĤſÇƬġŷƋŦĚŇƣĊŰªƬwŸƥůƍƈƅŧ
ť7zƓ^.ŻƬƖŽƖŽƍžƅƓƌŦ Đ-ųƍƈƋŮƨÁŦ©ČŦŮƪƭƏ-ŇƓ¸ƏƎñĪƬYƣŽƋŮŴƅŮŧ
ťƽưƍŮůƩƏŮWƌãÐŽƋŮƅƍŴŦĖƓŘ²ƬƟƅƧŦĮŮÝƐĕŶƆŷƌơŦƠƀƦŽŮÚƐÍƊŮƅƧŦ
ťÏÓŶĊŰƋĕ8ŽƅƥůƐŦ¸ƓuãÐƌơơƈƍĐ-ƓŕƌĊŰƋĕ8ŽƋŮŴƅŮƍƈƅŧ
ǟŮƪŮƪƏŹƍƐƿǖǜǞƹŽƋŮŴƅŮŧŹƓó!ơ>ƕűĢŽúxƌ9ŽƋƍƋơƥŲƈƅƓƌŦ
ťŮƪŮƪƏƍŹƪƐƮǞǂǆƬyƈƋãÐŽƋŮŴƅŮŧƌơŦĐ-ƓŽƏŷƩƕŮŷƏŮ7zǟóüƐƉŮƋƔơƇƪƭ
ťŽƈŲƧƣƦƏŷƩƕƍŮñƦŻƩƅŧ
ǟĔĦƬ7zſƨǡÞƐĔĤǢŦƅŶŻƭ¬ƬſƨŦæeƬſƨ
ťĐ-ųƏŹƍŦaŴƏŹƍƬơƈƍýŴģƠƨ
ǟ PƓăŚƬŦĐ-Ɠm¹Ɠ#ƐƉŮƋĊŰƨŹƍƐãŲŽƋŮŴƅŮŧ
ǟĐ-ųwŮĚÚƌęƅƍŴƐƎƓƥůƏ ŋƌŭƨŲƬƘƞŰƉƉŦĐ-ųƣƧƅŮƍƈƅŹƍƬ
ťƉŴƉƠƋƣƈƋŮŴƅŮƍƈƋŮƞſŧ
ǟùƔơƩƀƐſƨŹƍŦÝƐƉŮƋÓŶĊŰƨŹƍŦĐ-Ƭé ſƨŹƍƔƎŹƓRƌŭƩĘ
ťƍŻƩƨįİƆƍŮƞŽƅŧŹƩŲƦ÷Ɛ,ƋƬſƨƥůƐƏƈƅ°ŦuƐſƨc:Ƭ^.ƐŽŦ
ťűiÅƣMLƐƉŮƋÓŶĊŰƨŹƍƌƴǚƱưǂƯǍƏéƣÀƬƌŴƨ ƐƏƈƋŮŴƅŮƌſŧ
ūǫŬŹƓó!ƐB5ŽƋŦĐ-ƓƌZ;ŽƅŹƍƔŭƧƞſŲǭǡĐäğļǢ
ǟŠƓƌðî°ŋųŉſŵƨƓƔơƈƅŮƏŮƍžƨƥůƐƏƧŦ¶®ŶıŴƨƥůƐƏƈƅŧō
ťƦƩƅ°ŋƓƌŦŠƬƎůƣƈƅƦµĈƐŰƨŲĊŰƋĕ8ſƨƥůƐƏƈƅŧ
ťÒ[ƚĕŶŹƍƚƓǉǠǅǛųoŽƆŷųƈƅŧ
ǟĐ-Ƭé ſƨƥůƐƏƈƅŧ Đ-ƐoŽĐ ųƋƅŧ ēƭƏŹƍƐŽƅŮƍŰƨƥůƐƏƈƅŧ
ǟĐ-ų ~ƎůŽƋŮŴƅŮƓŲƍŮůëÆųƌŴƞŽƅŧ
ǟƐơÛÍ4ƌŭƈƅųŦoŽƊƉëÆųęŰbƠŦ ƣƨƛŴŹƍŦƣƧƅŮŹƍųŽƈŲƧƍ,ƋŴƋŦ
ťƃƩƐJŲƈƋĕ8ſƨŹƍųƌŴƨƥůƐƏƈƅ
ǟĐ-ƓƣƧƅŮŹƍƬƣƨƥůƐƏƈƅŧ
ťe¾Ɠ7zƐĐ-ƐƍƈƋƣƨƛŴŹƍųŭƨƍžŦƃƩƬýŴģƠƋƣƨƥůƐƏƈƅŧ
ǟÒ[ƐlſƨđKƔƍƋơ^ŴŶƏƈƅŧÒ[ƐơơƈƍĕƈƋƟƋŦŮƪŮƪƏâXƣ§;ƐĝƩƋƟƅŮƍžƅŧ
ūǬŬƃƓŦŲűÍŴƓÚǡĒŲƈƅÚǟ£OſƛŴÚǢųźżŮƞŽƅƦŦĐäƐğļŽƋŶƆŻŮŧ
ǟĐ-ƌđKƓŭƨÁåŦÁƬńŽƋƮǐƬƍƨÚųƥŲƈƅƍŮƞſŧ
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ǟąGêƐ¸{ƐĒŮó!ƌŽƅŧŭƧųƍůźżŮƞŽƅŧ
ǟ·ŋųŠşŋƍòŶơŉŶơƏŶƇƤůƎƥŲƈƅŧťÁĠNƍ§;ŚƓǊǙǞƺųĒŲƈƅŧ
ťV

'ãŦ¸{ƐŭƧųƍůźżŮƞŽƅŧ

ǟĐ-ƅƇƌĠN'ƓÁƬÎƠŦƮǐưǞǄǔǞǄƬƍƨƍŮůƓƔ
ťůƓƌŦ

~ƍƋơ|ƐþƉŹƍƆƍ

~ơŹƓó!ƌƔƂƖCƧ(ƩƨƍŮŮƍŮƞŽƅ

ǟŜŌċƓªŨųƟƏŻƭ¸{Ɛ%ŽŶŦěĶƐƏƈƋ¢ŰƋŶƆŻƧ6ŲƧƞŽƅŧ
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