国際機構プロジェクト

全学教養科目「東南アジアにおけるビジネスキャリア・海外研修」
国際教育交流センターアドバイジング部門キャリア支援室

坂

井

伸

彰

である（参照：表１）。

はじめに

表1．事前授業スケジュール

海外短期研修にキャリア教育の要素を取り入れた

日

「東南アジアにおけるビジネスキャリア・海外研修」を

程

内

容

筆者が担当した。本稿では，その内容について報告す

８月〜

本研修の周知開始

る。

10月４日・10日

事前説明会

11月１日（６限）

第１回授業（オリテンテーション）

11月８日（６限）

第２回授業（企業研究 Vol.1）

11月15日（６限）

第３回授業（企業研究 Vol.2）

11月22日（６限）

第４回授業（企業研究 Vol.3）

11月29日（６限）

第５回授業（企業研究 Vol.4）

12月６日（６限）

第６回授業（企業研究 Vol.5）

・海外で活躍するビジネスパーソンとの交流を通じ，

12月13日（６限）

第７回授業（企業研究 Vol.6）

卒業後のキャリア（ありたい姿）をイメージでき

12月20日（６限）

第８回授業（企業研究 Vol.7）

るようになる

12月20日（５限・６限）第９・10回授業（タイ国理解）

1．実施概要
(１) 教育目標
本科目では，以下の内容を，教育目標として定めた。
・日系企業・団体のグローバル展開の在り方につい
て理解を深める

・自らの興味や関心に基づいて課題を設定し，その
課題解決のためのプロセスを体感できるようにな
る

１月10日（６限）

第11回授業（企業研究 Vol.8）

１月24日（６限）

第12回授業（現地事情理解）

第13・14回授業（危機管理＆現地研
２月16日（３限・４限）
修準備）

(２) 教育方法

２月21日〜３月２日

「自らの興味や関心に基づき，課題を設定する」こ
とを教育目標の一つとして定めたことから，現地実習

タイ・現地実習

３月８日（３限・４限） 第15・16回授業（成果発表会）

時の調査対象先（訪問企業・団体）は自ら選定するよ
う学生に指導した。そのため，訪問交渉（アポイント

(２) 現地研修

メントの調整），インタビュー内容も，学生が主体と

平成30年２月21日より３月２日の10日間，タイ・バ

なり考えるようにした。事前授業では，企業訪問に際

ンコクを訪問した（参照：表２）。４社への企業訪問

し，自らの興味や関心を顕在化させ，課題 ( リサーチ

に加え，チュラロンコン大学生との交流会及び同大学

クエスチョン ) を設定するような授業の運営を心掛

生が同伴した同大学内キャンパスツアー，文化施設

けた。

へのフィールドトリップ，文化体験などを研修に取り
入れた。特に企業訪問時には，本学バンコク事務所教
職員にも同行して貰い，学生・企業関係者とのディス

2．実施内容

カッションにも参加した。企業訪問終了後は，本学バ

(１) 事前授業

ンコク事務所に戻り，同事務所教職員を交えた「反省

11月より毎週１コマ90分の事前授業を行ない，合計
14コマ実施した。詳細のスケジュールは下記のとおり

会」及び次回企業訪問時の学生間での役割（特にイ
ンタビュー内容）の分担を確認するミーティングを
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表2．現地実習スケジュール
日

程

内

容

（AM）名古屋

→

バンコク

移動

Day １

２月21日 （水）

Day ２

2月22日 （木）

Day ３

２月23日 （金）

Day ４

２月24日 （土） （終日）アユタヤフィールドトリップ

Day ５

２月25日 （日）

Day ６

２月26日 （月）

（AM）企業訪問 （２） H.I.S.Tours. Co., Ltd.
（PM） ミーティング @ 本学バンコク事務所

Day ７

２月27日 （火）

（AM）企業訪問 （３） Calbee Tanawat Co., Ltd.
（PM） ミーティング @ 本学バンコク事務所

Day ８

２月28日 （水）

Day ９

３月１日 （木）

Day 10

３月２日 （金）

（PM） バンコク着，学生寮入寮
（AM）オリエンテーション
（PM） Campus Tour
（AM）企業訪問 （１）
独立行政法人国際協力機構タイ事務所
（PM） ミーティング @ 本学バンコク事務所
休養日

（AM）企業訪問 （４） Mazda Sales Thailand Co., Ltd.
（PM） ミーティング @ 本学バンコク事務所，文化体験（料理教室）
Wrap-up ミーティング @ 本学バンコク事務所（深夜便で帰国）
バンコク

写真1．チュラロンコン大学生との交流会の様子

→

名古屋

移動

写真2．アユタヤフィールドトリップの様子

行った。

2．学生アンケートの結果

(３) 事後授業

研修後に参加学生達に回答を依頼し，全員から回収

３月８日に成果発表会として，「事前研修及びタイ
現地研修を通じて学んだこと・感じたこと，その上で

したアンケート調査の結果を，別表にまとめた。参加
学生から概ね高い満足度を得ることができた。

今後の学生生活或いは人生で何をどのように活かして
いきたいか」をテーマとして，参加学生達は20分程度
の個人発表を行なった。

3．まとめ ( 成果と課題 )
上述のアンケートのとおり，参加学生達は本研修の

(４) 参加学生

事前授業や現地実習での企業訪問等を通じ，卒業後の

計11名の学生 ( 文学部３名，教育学部１名，工学部

キャリア観か醸成されたことが伺える。また，同世代

４名，理学部１名，農学部１名，情報学部１名，教育

の現地の学生との国際交流を通じ，タイへの理解が一

学部１名 )が参加した。

層深まったようである。その一方，事前授業時は，企
業訪問時のリサーチクエスチョンの形成，企業への訪
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問アポイントメントの取得など，学生間で進捗にバラ

氏，H.I.S.TOURS CO., LTD. 津田周和氏，樺島正浩氏，

ツキが見られた。特に，早期に企業訪問のアポイント

伊奈敬二氏，CALBEE TANAWAT CO., LTD. 大山

メントを取得した学生には，その後の事前授業が「間

勝也氏，Mazda Sales(Thailand)  CO., LTD. 安本篤

延び」したように思われた。そのような学生は，他の

之氏，田中浩紀氏，原晋太郎氏には，本学学生の訪問

学生に対して課題の形成や企業との調整を支援するよ

をお認め頂き，各企業への訪問が実現いたしました。

うな指導が求められる。

御忙しい中，貴重なお話の数々，誠に有難うございま
した。また，名古屋大学バンコク事務所のウィラヤー
特任助教，ナッター職員より，参加学生の受入れ及び

謝辞

チュラロンコン大学生との交流に際し，多大なるご支

本研修では，平成29年度国際機構プロジェクト経費

援を頂きました。事前授業よりお世話になった国際教

より助成を得て，一連の研修を実践することができま

育交流センター松尾特任講師，小倉事務補佐員及び大

した。また，現地研修では，独立行政法人国際協力機

場事務補佐員，学生交流会に参加したチュラロンコン

構タイ事務所澤内絢子氏，同機構「タイ・メコン地域

大学生23名をはじめ，この研修でお世話になった全て

人身取引被害者支援能力向上プロジェクト」小田哲郎

の皆様のご厚意に，心より感謝申し上げます。
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2018年5月

「東南アジアにおけるビジネスキャリア・海外研修」参加アンケートまとめ
名古屋大学 国際教育交流センター
アドバイジング部門

【１－１】事前研修について（11月～２月実施）、最も当てはまる内容を以下から一つお選びください。
大変
満足

㻠

概ね
満足

㻢

どちらとも
いえない

㻝

やや
不満

㻜

大変
不満

㻜

【１－２】上記回答理由を記述して下さい。（自由記述）
・しっかりと事前授業で準備して研修に参加できたのは良かったことだと思う。
挨拶レベルのタイ語をやっておけば役に立つと思う。
皆さんとてもまじめですごいと感じた。
授業の時間帯が遅い上に回数が多かったため負担は感じた。
・企業様についてしっかりと下調べができた結果全ての企業様から良いお返事を頂けたから。
・企業研究を行い、企業訪問のアポイントメントを取るという経験はなかったため、とても良い経験をさせていただきました。
また今回は唯一の3年生ということで、リーダーという役割でしたが、リーダーらしく研修のメンバーをまとめると
いったことはできませんでした。自分に足りないものが見つかりました。今回、この研修を通して自分の課題に
気付くことができてとても良かったと思います。
・訪問したい企業の質問内容や、なぜ訪問したいのかという理由をみんなで考えていく際に
なぜを繰り返し問うことが身についたから。
・アポイントメントがいつ取れるか分からなかったため仕方がないと思うが、毎回の授業で何をすればいいのか分からなかった
から。でも、生徒が主体となって授業を組み立てるという意味では良かったと思う。
・複数回の事前研修をすることで、皆が行きたい企業に確実にアポを取ることができて満足だった。
ただ、わざわざ集まってもアポ取りの進捗報告だけで終わってしまう日もあったので、
もう少し毎回の事前研修で何をやるかを具体的に決めておく必要があったと感じた。
・満足した点としては、生徒自身が主体性を持って取り組む方式により、普段の講義に比べ、より知識を経験として得ることが
できたこと。また反省点として、もう少し効率的に議論を進めることができれば、余った講義の時間を知識としての現地事情の
理解に費やすことができたかな、という思いがあるので、総合的に概ねという回答をさせていただきました。
・現地での研修だけではなく、渡航前の企業へのアポイント取りや質問考案も
社会勉強として大変良い経験ができましたし、またそうした準備があってこそ、アポイントの成功と
訪問時に企業様から評価をいただくこと(Mazda様に訪問時、質問が多く出る、というお言葉を頂いたこと)に結びついた
と思います。 現地の言葉の学習を取り入れるという意見や毎回の授業で企業だけではなく
タイについても触れていくという意見には私も賛成です。
今回の学習ではチュラロンコン大学の学生さんが、日本についてとても詳しく知っていることに比べ
自分達がタイについてあまりにも知識が無いことを少し申し訳なく、恥ずかしく感じてしまいました。
・事前準備の際に時間を無駄に使ってしまっていたような気がしたから。
(各自がもっと下調べした上で授業に臨むと良いと思う)

【２－１】現地研修時の企業訪問について、最も当てはまる内容を以下から一つお選び下さい。
大変
満足

㻝㻜

概ね
満足

㻝

どちらとも
いえない

㻜

やや
不満

㻜

大変
不満

㻜

【２－２】上記回答理由を記述して下さい。（自由記述）
・私が以前から興味があった商品開発のお話を聞くことができ、また、海外で働くことに非常に興味が湧いたから
・一番行きたかったJICAに訪問することができたし、その他の企業も本当に自分のキャリアプランを考えるのに良い刺激となった。
・全員で同じ企業に訪問するシステムのため訪問先が限られてしまった部分は残念だった。タイでしか聞けないような話を
聞くことができてとても有意義だった。
・ とても丁寧に、期待以上の対応をしていただけたから。
・どの企業、団体でもとても有意義なお話を聞くことができ、今後の学生生活や人生のためになることを
多く学ぶことができたからです。
・自分が興味を持っている企業について理解を深めることができたから。
また、これまで興味のなかった分野の企業にも興味を持つことができたから。
・今回食品、製造、旅行、国際協力と異なる業界の企業や団体をしたことで
自分が関心の無かった業界の話しをも聞くことができ、興味を広げることができたから。
また海外で働く日本人の方の話を聞いて、海外で働くことについて改めて
考え直すきっかけとなったから。
・自分が行きたかった企業だけでなく、全く関心がなかった企業などにも行くことができ予想外のありがたいお話を聞くことが
できたから。
・訪問する前はもう少し堅い雰囲気で研修が行われるものだと思っていたが、実際は企業の皆様はとてもフレンドリーな方で、
僕たち学生が積極的に参加・質問できる環境を作っていただけて、予想していた以上の多くのことを学べたため。
・とても多くの、今、自分が求めている情報を聞かせていただけました。大学生活のうちに考えておくべき、これからの人生に
ついての明確なビジョンを作る。その一助となる知識を得ることができ、また想定外の発見や自分が思いもしなかった
分野での展望も知ることができ、本研修の主目的を果たすことができたと、そう思ったので大変満足とさせていただきました。
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・自分が以前には興味を全く抱いていなかった企業 自動車、食品 にも訪問したことで、自分の将来の選択肢が大きく
広がったと感じています。 自分の今までの将来選択が、どれだけ先入観や思い込み、無知によって狭められていたかを
実感するとともに、もっと色々な業界を調べる必要性に気がつくことができました。

【３】各企業・団体を訪問した感想を教えて下さい。
＜３－１：JICAバンコク事務所様＞（自由記述）
・ 人身取引を身近な問題として考えなければならないと思った。
・個人的には一番行きたかったところ。人身取引についてだけではなく、それに伴ってJICAの活動も深く知ることが出来て
良かったと思う。
・人身取引という難しいテーマだったが深刻な社会問題の中身を知ることができ新しい発見が多かったので良かった。
・人身取引の問題について知れてとてもためになった。
・今まで全く触れてこなかった分野について知る良い機会となりました。あまり意識してこなかった問題も、
意外と身近に潜んでいることを学ぶことができました。
・日本でも人身取引は身近な問題であるということに驚いた。また、問題解決にはまだまだ課題が残っているなと感じた。
・人身取引は自分には関係のないものだと思っていたが、日本も関係しているという話を聞き
常に物事の背景を考える大切さに気が付きました。海外ボランティアに関心があるので
Oさんの学生時代の話を聞き自分もボランティアに行こうと思います。
・まずJICAについてあまり知らなかったが、事前に調べて行くうちにJICAがどのような組織なのか徐々に知ることができた。
実際に訪問してみて、その仕事内容が草の根レベルであることに驚いた。そのような活動を海外でコツコツとなさっている
小田さんが素晴らしいと思ったし、海外で働くには相当な覚悟がいることを実感した。
・人身取引問題の解決の難しさを再確認でき、この問題は社会全体の問題として一人一人が関心を持つべきだと改めて
感じた。
・日本という国に引きこもっているだけではわからない事情を多く伝えていただくことができたと思います。たとえ自身の
専門分野ではなく、また将来関わることがないにしても、知っておかなければならない大切なことの一端を学ぶことが
できました。
・Ｓさんと共に事前調査やアポイント取りで担当させていただきました。
国際的な問題の解決には２国間の国の歩み寄りが大切だということについての強い印象が残っております。
事前に人身取引やJICAのプロジェクトについて調べたり、国際協力について考えたりした時には
より発展途上にある国(人身取引においてはタイ)の問題に目を向けがちでしたが今回のお話の中で、もう片方の側
(人身取引においては日本)の問題への注意も喚起していただき片方の国だけ働きかけても問題解決には至らないのだと
いうことを感じました。実際に問題とされている国に赴くことばかりが、問題解決への協力になるのではなく
日本で自分が出来ることが色々あるのではないか、という考えにも思い当たりました。

＜３－２：H.I.S. TOURS CO., LTD. 様＞（自由記述）
・仕事をアグレッシブに行なっているような姿に惹かれ、自分もこのようになりたいと思った。
・ハングリー精神を感じさせられた企業様だったと感じる。業界破壊などというインパクトのあることばを用いながら、
イキイキと企業説明をしていらっしゃる様子が印象的だった。
・海外で生き生きと働いてる従業員の皆さんを見て海外で働くという良さを感じることができた。
しかし用意してくださったスライドがネットからのコピペが多かったことが…。
・大きな夢を持つ事の大切さを感じた。
・今まで就職先としては、あまり意識をしていなかった分野の企業でしたが、訪問させて頂くことでとても興味がわきました。
旅行業は無限大のビジネスだ、という言葉が印象的でした。とても貴重なお話を聞くことができ、ありがたかったです。
・今後タイの国内旅行の分野へ参入するためのアイディアが魅力的に感じた。
以前よりも旅行会社で働くということを具体的に考えることできるようになった。
・旅行業界に関するお話しもとても面白かったのですが、旅行業は平和産業であるとおっしゃっていた
のが印象に残っています。自分が働いてどのようなことが生み出したいのか、考えるきっかけに
なりました。学生時代にしておくべきアドバイスも生かしていきたいです。
・まず印象的だったのが、働いている方々がとても活き活きしていることでした。そして、HISの企業理念である業界破壊
というものにも感動した。海外で働くには、ということで日本でなくわざわざ海外で働くのはなぜか、なぜ自分でなければ
ならないのか、という言葉にはハッとした。どんな会社で働くにしても自分の仕事に誇りを持って働きたいと思った。
これから世界に視野を広げていかなければならないと思った。
・ハングリー精神をもって、周りに合わせてばかりいるのではなく自分で選んだ道を歩んでいきたいと思った。また、今後の就活
にむけて日本の大企業ばかりではなく、様々な企業についても研究していきたいと思った。
・前述のJICA様とは違い民間の会社ということでとても多くの驚きを得ることが出来きました。民間ならではの生き残りをかけた
国際競争の厳しさを肌で感じることができ、自身が今まで興味を持っていなかったサービス業というものに関しての関心を
高めることができたのが収穫でした。
・海外で生き抜く、生き残る、という覚悟と意思の強さ、アグレッシブな姿が強く印象に残っています。
海外の競争の激しさ、その中で生き残る戦略、様々な方面での事業展開等のお話を通して大きな目標について、それを
日々ブレイクダウンしていく、ということの大切さを実感を持って感じました。 また、雇用方法や社会保障、家族の問題と
いった、海外で働くということの派手で魅力な部分に隠れた 非常に現実的なリスクについてのお話も勉強になりました。
実際に海外で長く働き、自分のご家庭を築いてらっしゃる方とお話したからこそ伺えた、非常に大切なことではないかと
思います。

＜３－３：カルビータナワット 様＞（自由記述）
・以前から興味があった食品開発のお話を聞くことができた。
・特に慈善活動に関心を抱いた企業様だった。奨学金など、親と子を繋ぎ、それを広げていくという、地域に根差した活動を
しているなと感じた。まずは社員に幸せになってほしいという良い雰囲気が感じられた。
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・現地に合わせたシステム、従業員のことを考えた福利厚生など日系企業が海外で成功するための方法を学ぶことができた
のが、バディーの人たちに喜ばれたじゃがりこの話も聞けて良かった。
・異国に乗り込むということの苦労がわかった。タイ人の従業員さんへの対応に感動した。
・タイ人従業員の方々のことを考えて、会社として様々な努力をしていることを教えて頂きました。お菓子メーカーとしても、
雇用主としても現地に受入られるために努力している点は、とても勉強になりました。
・従業員に対しての福利厚生が充実していることが就職の定着率に関連していることが分かった。
商品の味に口出しをしないことや、従業員の意見を尊重していることから「タイの会社」にしようとしているんだなと強く感じた。
・商品開発のお話しや進出した際に苦労した話を聞いた際に、日本の常識を捨てタイの実態を受け入れるという考えが
常に背景にあることが感じられ海外で働くにはその国の文化を尊重することの大切さを実感しました。
また提案活動や奨学金、社会貢献活動など日本のやり方を取り入れているところもあり、働きやすい
職場である印象が強くやる気を引き出すのがとてもうまいと思いました。
・自分が行きたかった企業であり、特に気になっていた商品開発について詳しく知ることができて良かった。商品開発につい
ては自分が想像していた感じではなかったが、現実を知ることができ、今後の参考になった。また、社会貢献や社員との
関わり方など海外の企業としてのあり方も知ることができた。
・日本で成功したからといって、必ずしも同じやり方で海外に通用するとは限らず、その土地で成功するためには
その土地に根ざしたやり方を試行錯誤で見つけるという地道な努力が必要で、食品企業の海外展開の難しさを
学ぶことができた。
・HISさんとは一転して、少し落ち着いたと言いますか、タイという土地に根ざした企業を目指している、というお話がとても
印象的でした。常に新しく、加速し続けるようなHISさんのお話とは対照的に、地域に根ざして、地に足をつけて地域と
一緒に成長していく。イメージ的にはタイという国を海外という外側の枠で見るのではなく、日本と変わらない内側の
地域という枠組みで見て、その地域を少しずつ拡大していく。HISさんとは違ったコンセプトの話が聞けてよかったと思います。
・現地従業員の方とうまく会社を回していくための様々な工夫が印象に残っています。文化や価値観、考え方の違いを乗り
越えるタイに適したCSR活動や5s活動についてのお話を通してこうした工夫をしながら、海外の方と一緒に何かをやり
遂げる、いうところに、私は非常に魅力を感じました。食品開発についても、以前は理系の人が味を分析したり、香料などを
調合して味付けしているのだろうと決めつけ、自分には関係ない、と考えていましたが、違うということが分かって自分の
視野が広がりましたし、タイの人の味覚というローカルな事情に合わせるための工夫も知ることができました。海外で
展開していくためには、日本の技術や方法だけではなく、現地の事情も考慮する必要性とその魅力を感じた
企業訪問でした。

＜３－４：Mazda Sales Thailand 様＞（自由記述）
・シェアを伸ばすために行なっているマツダ独自の商品開発に非常に驚き、車の商品開発にも興味が湧いた
・自分の専攻である心理学が顧客調査に使われているとは目から鱗だった。理系の人が多く就職するのだろう、と縁遠く
感じていたが、意外にも文系も採用枠があるのだと感じた。社員様の熱意も感じられ、アグレッシブだなという印象をもった。
・現地調査でタイ人の家の中まで調査されていてことに驚いた。しっかりと現地調査をし、現地の人が求める製品を
作っていることがとても印象的だった。とても丁寧にいろいろなことを話してくださってとてもよかった。
・自分達が期待されているということを改めて感じた。念入りな調査に感動した。
・商品開発に関して非常に詳しく教えて頂き、とてもためになりました。お話をして頂いた方がとてもいききと業務に取り
組まれていることが伝わりました。そのほかにも、海外で働きたいと考えている私にとって、具体的なことをたくさん
教えていただいたため、自分の将来像を少しですが描くことができました。
・商品開発のための地道な努力をしってとても驚いた。
お客様により良い車を販売するのには様々な観点から物事をとらえていくことが必要であるんだなと感じた。
・特定のお客様に向けて車を作っているということや、顧客調査では家の中まで調査するということが
衝撃でした。海外で働くにあたって、自分のありたい姿や成し遂げたいことを明確に描くことが必要だとおっしゃって
いて、まずどうして海外で働きたいのか考え直すきっかけとなりました。
・マツダでは思ってもなかった開発の話を聞くことができためになった。マツダさんのような大企業がタイでシェアを上げる
ためにコツコツと頑張っていらっしゃることに驚いた。また、企業の中で海外で働く人になるには他の人にはないもの、
熱意が必要という言葉にはなるほどと思った。
・顧客調査・販売の方法を具体的に学ぶことができ、こういう仕事にも興味が出て、今自分が勉強している専門だけに限らず
様々な分野にも興味を持ち、将来への選択肢を広げていきたいと思った。
・自身が当初から訪問を希望し、以前から興味を持っていた分野であったので、とても楽しみにしていました。訪問の感想と
しましては、私の持っていたイメージに関しての固定観念が破壊された。というのが大きいです。商品開発について。
どのような職員がいて、どのような人材が必要なのか。海外で働く際に必要なこと。心得。将来展望。夢。凝り固まった
思考の殻を打ち抜く多くの驚きと、言う名の弾丸を打ち込んでくださいました。他に聞くことができたお話も、期待通りを
越えて期待以上に刺激的で驚きに満ちたものでとても満足いく訪問であったと思います。けれど今回お話を聞いただけ
では意味がありません。それをどう実行に移し、自らの糧にしていくかが肝心だと思います。むしろ大切なのはここから、
せっかく殻を破っていただいたのにそのままではもったいない。その殻を超えるくらいに成長し、大きくなれるようこれからも
努力して生きたいです。
・カルビー様に引き続き、現地に合わせていく工夫とその魅力を感じた企業様でした。 カルビー様では主に従業員の方に対する
工夫をお話いただいた一方 マツダ様ではお客様に対する工夫と商品開発における工夫をお話いただきました。 特にニーズ
調査に関してはターゲットの家や部屋、冷蔵庫まで調査する徹底ぶりに驚くとともにそこまでの調査も、海外でのマツダ様の
成長における鍵なのだろうな、と納得感を得ました。 お話頂いた方の一人に、「海外で違いを乗り越えて成し遂げることの
楽しさも海外で働く理由だ」ということを仰っていた方がいらっしゃいましたが、今のところ自分も同じところに海外で働く
ということの魅力を見いだしているように気づき、これからの自分の将来の方向付けに関して、大きな影響を頂きました。
加えて、今まで注意してこなかった自動車産業の、知らなかった一面、文系の自分でも関われること
興味が持てることを知り、将来選択の幅が広がったことにおいても非常に良い経験を頂いたと感じています。
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【４－１】現地研修時のﾁｪﾗﾛﾝｺﾝ大学生との学生交流について、 最も当てはまる内容を以下から１つお選びください。
大変
満足

㻝㻝

概ね
満足

㻜

どちらとも
いえない

㻜

やや
不満

㻜

大変
不満

㻜

【４－２】上記回答理由を記述して下さい。（自由記述）
・ 現地の人たちしか行かないところに連れて行ってもらうことができ、また、タイの歴史についても教えてもらうことができたため。
・バディさんが２人つくのは良かったと思う。どちらかが都合が悪くても、どちらかは来てくれるという状況があれば、こちらも
安心できた。いろんな所に連れていってもらい、素敵な思い出をたくさん作らせてもらった。
・全体的にやさしくて親切だった。日本人だけでは行きにくいような場所に連れて行ってくれたりしてとても充実した日を送れた。
2人バディーがいて、片方はほぼ毎日つきあってくれてありがたかったが、片方は誘ってもすべて断られたのはちょっと
苦い思い出。
・チュラロンコン大学の学生さんたちはみなさんとても優しくて、本当に感謝しかありません。
・企業訪問の空き時間に、バディの方には本当に色々なところに連れて行って頂きました。そこでは観光だけでなく、タイの
文化や現地の生活をリアルに体感することができました。 同時に、訪問する企業についてバディの学生に印象なども
聞いてみました。
バディの方々のおかげで、とても楽しい時間を過ごさせて頂くと共に、企業訪問がより充実したものとなったからです。
・バティの方はもちろんバディではない学生さんがとても親切に対応してくれたから。そして、タイの文化についてもチュラ大の
学生さんからたくさん学ぶことができたから。
・タイに関する知識を教えてくれたり、タイ料理を食べに連れていってくれたりと、
現地の事情をより知ることができたうえに、何より不安なく楽しく過ごせたのは心強いバディのおかげでした。
・企業訪問以外のほとんどの時間を一緒に過ごし、海外の人々との関わり方を学べた気がしたから。
私たちだけでは行けないようなとこに沢山いけたし、タイの現地の文化にも触れることができた。特にチュラロンコン大学の
方々は 思いやりとおもてなしの精神が素晴らしく、人間として尊敬したいと思った。
・想定していたよりもより多く、かつ親密に現地の学生と関わることができたと思います。
それによって、海外旅行などではなかなか知ることができない現地の生活に根ざした知識や経験、また人生にとってかけがえ
のない友人を得ることができました。これは学校主催の研修等でしか得られない経験だと思いますし、その点についてとても
満足しています。
・ほぼ毎日、名大生が行きたいところに連れて行ってくれたり、逆におすすめの場所を案内してくれて、内容の濃い日々をすごす
ことができたため。交通機関の利用・買い物・食事においてもタイ語が分からない名大生を付きっきりでサポートしてくれたため。
・企業訪問だけではなく、チュラロンコン大学の学生さん達と、タイの様々な場所に行くことでタイという国についての理解が
深まり今までの対のイメージが覆されました。 更に学生さん達とたくさん話をすることで、異文化理解という面でとても良い
経験ができたと感じています。日本語が通じる現地の方が側に居てくださったことで、慣れない国でも安心感を持って
生活することができました。生活面でのサポートから観光まで、とても親切にしていただき、本当に感謝しております。
誠にありがとうございました。
また、日本に帰った現在でもSNSで連絡を取りあっており、これからも是非関係を続けていきたいと思っています

【５－１】本研修について、全体を振り返り、最も当てはまる内容を以下から一つお選び下さい。
大変
満足

㻝㻜

概ね
満足

㻝

どちらとも
いえない

㻜

やや
不満

㻜

大変
不満

㻜

【５－２】上記回答理由を記述して下さい。（自由記述）
・企業訪問によるキャリア教育という面でも、現地の学生さん達との交流を中心とした異文化理解という面でもとてもよい研修に
参加できたと感じております。他研修に比べて、事前学習・事後学習も充実しており、現地での体験を一層活かす
工夫があること。企業訪問という特殊な内容があり、単なる文化体験に終わらずに将来設計により繋がるプログラムで
あることから、特にこの研修に参加して良かったと感じます。また、現地大学生との交流なども、自分達で自由に計画
できるため、自分の得たい経験を選択できたと感じています。
更に渡航期間が比較的短いこと、奨学金や単位の授与などがあることも
費用や時間の不安を抱えていた私にとってとてもありがたいことでした。
・企業訪問、そして現地の大学生との交流の両方をメリハリをつけて行うことができたため。
・本来の目的を達成するだけではなく、日頃目を向けていなかったこと(集団行動における自分の在りかた、異文化理解など)
にも焦点を当てて考える機会を生み出すことができたのは自分にとって有益だったと感じる。
・バンコクは日本のものが多くとても暮らしやすかった。とても充実していてあっという間に過ぎてしまった。もう2日くらい
欲しかった。個人的にはもう少し英語を使ったり、海外ならではの刺激が味わいたかったと感じている。
・すべてが勉強になった。また、これからの大学生活のモチベーションが向上した気がする。
・企業訪問を通して、現地で働く方々の現状や現地で働くために必要なことなどを教えて頂きました。実際にタイに行き、
タイの生活に触れた上で企業の方々にお話を聞くことができ、とても有意義な時間を過ごせました。
また、チュラロンコン大学のバディの学生との交流でも色々なことを学ばせていただきました。
ただ、観光でタイに行っても、日本で海外経験がある方にお話を聞いても、決して得られないことを得ることができたため、
今回の研修は非常に貴重な経験となったからです。
・企業訪問の面でもタイの文化を知るという面でもたくさんのことを学ぶことができたから。それと同時に今私は何をすれば
いいかなと、考える機会となったから。
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・企業訪問やチュラ大生との交流を通して気が付いたことがたくさんあったから。
・キャリア形成について学ぶという本来の目的を存分に果たせただけでなく、この研修に参加しなければ触れることのなかった
タイの文化に触れ、海外に友達も作ることができた。また、一緒に行った仲間も志が高く、同じ立場にこんな子達がいるのだと
とても刺激された。この研修で出会った人々は一生の宝物になると思った。
・とても、とても楽しかったので。
・事前研修は大変ではあったが、そこでしっかりと準備したことで、企業訪問では自分たちの聞きたいことを遠慮なく質問できて
多くのことを学ぶことができた。また、企業訪問以外の時間にも、タイの文化体験や現地の学生との交流ができて、
全体を通して、無駄の無い研修であったため。
・企業訪問では、海外で働くということを深く知ることができ、また現地の大学生と深く交流できたため。

【６】本研修に参加しようと思った動機を教えて下さい。（自由記述）
・将来海外で働くことに興味があり、海外で働く日本人の話を聞きたいと思ったから
・長期間の留学の前に、まずは短期間で様子を見ようと思ったのに加えて、そのころちょうどJICAについて興味があった。
・海外で働くことを選択肢の一つとしたいと考えていて、海外で働く日本人の生の話を聞いてみたかった。
・安く短期留学がしたかった。 海外で働くことに興味があった
・学生のうちに海外の経験を少しでも積みたいと感じていましたが、ただの観光で終わってしまうのは少しもったいないと考えて
いました。同時に、少しでも就職活動に役に立つ経験をしたいと思っていました。海外で実際に働いている方に、
現地で直接お話を聞けるこの研修が、非常に魅力的に感じたため参加を希望しました。
・留学したいという気持ちとそろそろ将来について考える必要があると思ったから。
・海外で働くことに関心があったことと、企業で働くということがあまりイメージできなかったため企業で働く人の
話を聞くことで将来の方向性を考えること、チュラ大生と交流できること。
・学生として海外に行く経験をたくさんしてみたいと思っていたところに、授業でこのような研修があることを知り、他にも
研修があるなかでこの研修は海外の企業を訪問できるということでこの研修に参加しようと思いました。
・友人に誘われて。今まで日本という国を出たことがなかったので、初めは海外に行くきっかけ程度でそこまで強い
動機はありませんでした。
・もともと国際交流に興味があったことと、周囲からの留学のすすめから、大学のプログラムでの海外研修に行きたいと考えて
いた一方で、費用や時間の負担についても不安に感じていました。 そこで、期間も短く、大学の通常授業と重ならない春休み
中であること、単位がでること、奨学金が充実していることから、まずは短期研修に参加したいと考えました。その中で、
他の研修と比べて、単なる文化研修で終わらず、自分の将来について考える機会が多いこの研修に関心を持ちました。
海外で働くということに対する漠然とした興味と将来を考える必要性を感じていたためこの研修への参加を決定しました。
・社会人になる前の貴重な時間をだらだらと過ごしがちだったので、その怠惰な生活をやめるきっかけに
なればと思い本研修の参加を決めた。

【７】本研修を通じて、どのようなことを学びましたか（或いは、感じましたか）？（自由記述）
・目的、目標を持って何かに取り組むことを大事さを深く感じた。
・みなさん（チュラロンコン大学、名古屋大学、先生方）の頭の良さ。また自分の未熟さ。
調べることの面白さ。異文化交流の楽しさ。語学力の足りなさ。
・自分が本当に海外で働きたいのか？ということをもっと明確にするべきだと感じた。
・特に心に残ったことは企業の方が仰っていた、海外で「何をしたいか」を明確に持つことが重要だとい
うことです。今まではただ漠然と海外で働くことに憧れを持っ
ていましたが、海外で働くこと自体が目的ではなく、具体的な目的を持たなければならないことを学び
ました。また、海外に出るためには、自信を持ってアピールできる自分の強みを持つことが重要だと教えて頂きました。
・海外で働くということは簡単ではないということや時分の強みというものが必要であるということを感じた。
また、チュラ大の学生さんたちに、親切にして頂いたことをうけて私も親切で他人のために動ける人になりたいと強く感じた。
・十日間という短い期間でしたが、タイで過ごすなかで刺激的なことがたくさんあり、もっと色々な国に行って自分の目で世界を
見たいと感じました。また企業訪問では今まで気が付かなかったことに気がつき、海外で働くうえでの苦労や楽しさ、
必要なことを知ることができ良かったです。海外で熱い思いを持って働く日本人の方は素直にかっこいいと思いました。
・一番学んだな、ということは今の自分のままではだめで、もっと視野を広くもつべき、ということです。今までは海外に興味は
あるけど行けたらいいなぁと思っているくらいでしたが、そんな気持ちではだめだということがわかりました。海外に視野を
広げれば日本ではないような楽しいことが沢山あるということが分かり、もっとアンテナを張って情報を集めていかなければ
ならないと思いました。
・学んだことはとても多くありますが、長くなってしまうので割愛して。今研修において多種多様な考え方、心の持ちようを耳に
することが多く、とても心に残っているので、それを簡潔に述べたいと思います。
私の中に残った言葉を集約させてもらうと常識を疑い、全てを受け入れされど染まらず自らの強さを武器に挑戦し続けること。」
でしょうか。言語や文化に対する知識に経験、技術などは人や国、職種によって様々ですか、海外というアウェイにおいて
戦って行く上で、持つべき心のあり方だけは変わらない。とても大切なことを学ばせていただいたと思います。
・海外で働くということに関する漠然としたイメージがより具体的になったことで
その魅力とリスク、そのために必要なことを実感するとともに、新たな気づきを得ることができました。
私は研修参加前、「なんとなく海外で…」と、目標も理由もなく海外で働くことを考えていましたが
訪問先の企業様で海外で事業を展開していくために、現地事情に対して様々な工夫をなさっていることを伺い
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そうした工夫によって価値観や文化の壁を乗り越え、何かを成し遂げるというところに魅力を感じるとともに
自分が海外で働いてみたいと感じる理由もそこにあるのではないか、と気づくことができました。
また、雇用方法や社会保障、家族との関係など、海外で長く働いた方からこそ伺える現実的リスクにつても非常に勉強に
なりました。更に、厳しい競争社会で生き残っていくために、強い意志と目標、それを日々ブレイクダウンしていくという
戦略性の重要性を改めて感じ、学生生活の過ごし方を見直すきっかけも得ることができました。
・僕はずっと日本で生活していたため、日本を基準としてあらゆるものごとを判断してきていたが、今回の企業訪問・学生との
交流・文化体験を通じて必ずしもそれが正しいことではないとわかり、日本のフィルターだけで世の中を眺めるのは
辞めようと思った。また、学生の頃の専門とは違う分野であっても海外で活躍している方々に実際にお会いできて、
自分の今の専門だけを勉強するというのが得策ではないのではないかと思った。
・海外で働く上で、言語は大切だがそれ以上に自分の意見を相手に伝えることが大切である。 文化の違いを尊重し
現地にあわせる。他の国の人と1つのものを成し遂げることに喜びがある。 日本を世界に基準にしてはいけないこと。
などさまざまなことを学ぶことができた。

【８】上記【７】を踏まえ、今後の学生生活或いは人生で、何をどのように活かしていきたいですか？
・大学で行う学業、そしてサークル活動などでも何か目標をもって、励んでいきたいと思った。
・まずは、ボランティアやインターンシップに参加して、もっと異文化理解を深め、自分の本当にやりたいことを探していきたい。
また、たくさん挑戦していくなかで、自分の強みというものを磨けたら良いと思う。
・単純に海外で働きたいとは思っていなくて、日本で働くとしても、海外で働くとしても、その場その場で必要とされる人に
なりたいと感じた。
・本当にこれからの大学生活を有意義なものにしようと思った。
そういう意味では私にとっては本当に良い研修となった。
・今後の残りの学生生活で、自分の強みを身に付けたいと思います。語学力はもちろん、研究を通して問題解決能力を
身に付けたり、集団でも個人でも力を発揮できるように努力したいと思います。
また、働く上での明確な目的を持てるように、日々色々なことに挑戦し、幅広い経験を得たいと思います。
・自分の強みは何かということについてじっくりと考え、明らかにしていきたい。その為には大学生活で様々なことに挑戦し、
経験することが大切であると思うので積極的に活動していきたい。
・物事の背景を考えることや、日本を基準とせず客観的にみてみることは日常から意識していきます。
英語力の無さも実感したので環境に甘えず語学力をつけます。
また専門に加え、自分の興味がない分野のこともどんどん勉強して可能性を広げたいです。
Ｏさんの話を聞き、自分もずっと関心があった海外ボランティアに学生中に行きます。
・まずは、学生生活においてこの研修でもっと意識を高くもち、視野を広げるべきだと感じたので、学生生活において海外
ボランティアやインターンなどを通して情報収集をしていくと共に、自分が本当はなにがしたいかを見つけていきたいと
思いました。人生においては、今までは日本で平凡に暮らしていきたいという方向に傾いていたけれど、海外は海外なら
ではの楽しさがあるということを知り海外に出て行きたいという気持ちが強くなりました。
・今研修で学んだことを含め、これを機に海外への視野を育て、言語や文化に触れ、そして学生であるうちに出来るだけ
多くの国を見てまわり、経験し、自分を育てる。そういう挑戦を繰り返して、自分の強みを見つけ、磨き、魅力ある人材にして
いきたいと思っています。
・目的の意識が強まったことを活かして、まず自分が何をしたいのか、そのために選択する者は何か それをどう将来に
つなげていくのか、ということを定期的に時間をとって考えて学生生活を戦略的に過ごしていきたいと思います。
また、海外の人と文化の壁を乗り越えて何かを成し遂げるということに魅力を感じたのでインターンやボランティアなどの
機会を経て、その関心をもっと深く掘り下げていき、最終的にその経験を自分の強みとすることができればと考えています。
それから、チュラロンコン大学の学生や現地の他の方との交流も通して
語学力の必要性を実感したので、語学の勉強にはげみたいです。
・就職活動においては、ただ単に日本で有名だからといって、大企業だけに目を向けるのではなく、新興企業や
海外の企業などこれからのグローバルな闘いに勝ち抜いていけるような企業をみつける努力をしたい。
残りの学生生活においては、自分の専門科目はもちろんのこと、文理問わず今まで無関心だったものに
手を出してみて、将来自分が本当にやりたいことを見つけられるようにしたい。

【９】この研修に参加して、自分の中で変化したことはありますか？（自由記述）
・英語力の向上が自分には必要だと感じ、英語の勉強をしっかりと行おうと思った。
・将来について深く考えるようになり、より高い志を持った人と交流したいと感じるようになった。
・英語をまじめに勉強しようと思った。
・時間は限られており、大切にしなけらばいけないと改めて気づいた。
・今までは、就職先として大手の電気メーカーや自動車メーカーのような工学部から思いつくような企業
しか考えていませんでした。しかし今回、色々な分野の企業に訪問させていただき、最初から就職先を絞ってしまうのは
非常にもったいないことだと感じました。就職活動がはじまるまでの残りの２年間で、広い視野で、本当に自分が
就職したい企業を選択できるように企業研究をしたいと思います。
・勉強への意識が高まった。
・一番変化したのは時間管理に対する意識です。 現地でのスケジュールが割とタイトであったことと、帰国後自分の
やるべきことが分かったことから、一日を無駄にしないよう時間管理するようになりました。
・上にも書いたように、周りのみんながみな何かをもっていることに刺激を受け、私も何か誇れるものを持つようにしたいと
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思い始めました。また、この研修が色んな意味で楽しく、もっと海外経験を積みたいと思うようになりました。特にチュラロンコン
大学の皆さんとの関わりが楽しく、元々私は内気な方だったのですが、文化が違う人々ともこんなにも仲良くできるのだと
自信がつきました。
・ふとしたとき、迷ったとき。「よし、ひとまずやってみよう。」と思うようになりました。
・目的と戦略という意識が強まったこと、自分がなぜ海外に興味を持っているのか、という問いに対する
答えのきっかけ、語学力向上に対するモチベーションアップなどです。
海外の方と文化の壁を乗り越えて何かを成し遂げたい、という気持ちが強まり
そういった機会を得られるようなボランティアやインターンの情報集めをするようになりました。
また、興味が無いと思い込んでいた自動車などの業界や、関心を持った商品開発という職種にも
将来の選択肢として目を向けるようになりました。
・無意味な時間を過ごさないように、小さいことであっても目標・計画を立ててそれに向かって取り組む姿勢ができた。
また、いままで億劫だったこと・やったことがないことにもとりあえずやってみようという意志が生まれた。

【１０】その他、何かお気付きの点（良かった点・改善すべき点）がございましたら、自由に記述してください。
・特にないです。お疲れさまでした。ご支援ありがとうございました。
・貴重な体験ができる研修で素晴らしかったと思う。細かな改善点はあるが、ずっと続いて欲しい研修だと感じた。
・寮をチェックアウトした後、もう少し安全な場所に荷物を置くようにした方が良いと思います。
・特になし
・今回の研修に関わってくださった皆様全員に本当に感謝しています。 ありがとうございました。
・事前授業から現地まで、ほとんど学生が主体となってやれたのは自由度が高く、またアポイントメントの
取り方や話し合いの仕方などが勉強になって良かったと思いました。ただ、最初はここまで自分達でやってくと思って
いなかったので、いつまでに何をしなければいけないのかといったことや、段取りなどはあらかじめ教えてもらえると、
もう少しやりやすかったです。
・現地の寮については事前にもっと調べておくべきだったかと思います。申し訳ございませんでした。
Wifiは、出来れば一人一個持ち歩ければ、かなり安心かなと思います。
それから、少し個人的な問題ではあるかもしれませんが
チュラロンコン大学の学生さんから、たくさんお土産をもらってしまったのに対して
自分があげた日本のお土産(スーパーで売っているレベルのお菓子)はちょっと少なかった上
ちゃちだったかな、と思いました。
・訪問企業をもう１つぐらい増やし、研修期間を伸ばしても良いと思った。（２週間ぐらい）タイ語の勉強する機会がほしかった。
・研修日をもう1日増やすべきだと感じた。
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