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                              機械工学課程  S.H さん 

                     実務訓練機関  カリフォルニア大学デービス校 ARMS研究室  

 

海外で実務訓練を行った理由 

学部で工作機械の制御に関する研究に携わった経験から以下のような目標を掲げ、この実務訓練

に参加した。 

①産業機械の設計に関して幅広い知見を身に着けたい 

②海外の優秀な学生たちとの交流を通し、自分の強みや弱みを見つけたい 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

カリフォルニア大学デービス校  

U. S. News and World Report 誌で全米トップ１０に選ばれた州立大学 

ARMS 研究室 (Advanced research for manufacturing system laboratory) 

・金属 3D 積層造形装置や多軸加工機といった産業機械の開発研究を行っている 

・当時デポジション方式金属 3D 積層造形に関する研究が盛んに行われていた 

テーマ 

工作機械の制御設計に関する実務訓練 

（積層造形に用いられる予熱器の環境構築とその

制御） 

実施内容 

・システムのプラットフォーム作成 

 →Python と Arduino を用いて誘導加熱器の温度 

 制御ができる環境を構築した 

・簡単な PWM 制御の実装 

 

現地での生活 

朝８時頃にホームステイ先から歩いて大学へ向かい、夕方 6 時半頃に帰宅する生活を送っていた。

研修では、研究員の方と相談しながらプログラムの作成と実験を行った。研究室で週一回のミーティ

ングと研究室の進捗報告会があった。帰宅後は同時期に滞在していたチリとオランダの留学生とホ

ストの方を含めた 4 人で夕食を食べ、さまざまなトピックで談話をした。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

カリフォルニアデービスはアメリカの中でも安全で

過ごしやすい街です。デービス校はさまざまな分

野の優秀な学生が世界中から集まっているため、

さまざまな背景を持つ学生から刺激を得るのに良

い場所だと思います。 

実験の様子 

広い大学敷地の様子 

America/California         アメリカ/カリフォルニア 
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環境・生命工学課程  吉渡 匠汰さん 

実務訓練機関 InfiniteBio.Inc 

 

海外で実務訓練を行った理由 

第一に日本以外の価値観に触れてみたかったため。また，専攻とは別に元々プログラミング

を趣味としており，ビジネスにも興味を持っていた。InfiniteBio社はサニーベールにあり，

シリコンバレーと呼ばれる企業が集まる地域に存在する。ここでビジネスや技術を会社にす

るということの最前線を見ることができると思った。シリコンバレーにはバイオテックの会

社も多くあり，技術的にも学べることは多いと思った。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

InfiniteBio 社は 2 年前から環境・生命工学課程の学生が海外実務訓練でお世話になっている会社

である。二村晶子 CEO とその兄である二村夏彦さんによって主に業務を行っている。業務内容はバ

イオテックのコンサルタントが中心である。 

私が担当した業務は，iPS 細胞から作成した神経細胞に薬品を投与し，細胞の電気信号から薬品の

効果を推測するという研究・開発である。この業務は他の企業との協力によるもので，神経細胞の作

成や電気信号の測定はその企業によって行われたものである。私は提供されたデータを元に機械

学習のアルゴリズムを用いて薬品の効果の分類を行った。機械学習については事前に学習のため

の WEB サービスを教えていただき，そこで自習を行った。 

業務の成果として，高精度に薬品の分類を行うプログラムを開発できた。この成果は協力企業の

CEO に対してプレゼンを行い，高評価をいただいた。 

 

現地での生活 

滞在場所は Airbnb を使ってシェアルームを探した。1/4～2/23 の滞在で約 17 万円であった。おそ

らくサニーベールではこの辺りの値段が最安だと思われる。シェアルームの近くにはスーパーがあり，

シェアルームでは生活に必要な環境が整っていたため，生活にはそれほど困らなかった。 

現地での交通手段は主にバスと自転車である。カリフォルニアのバスは MUNI と呼ばれ，2.5 ドル程

度で 90 分乗り続けることができる。また，Clipper と呼ばれる交通カードを使うことができる。これはカ

リフォルニアのほとんどの公共交通機関(Caltrain, LightRail, Bart など)でも使えるので便利である。

他にも LIME Bike という乗り捨て自転車サービスや一般人による配車サービスである Uber も有用で

ある。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

アメリカの訓練では色々な人や出来事に出会い，様々な影響

を受けると思う。どのようなものかは人によって違うと思うが，私

はかけがえのない経験を得られたと思っている。 

言語に対する不安を持つ人も多いと思われるが，少なくとも私

は B3 の時点で TOEIC400 未満の成績であったし，直前は 600

代であった。もちろん，事前に英会話や英単語を覚える等の勉

強はしていたが，それでなんとか暮らしていけた。社員とのやり

取りは日本語が中心であるため，そこまで英語は必要とされな

かった。逆に言えばこの実務訓練で英語力を上げようと思うな

らば，自分から積極的に会話をする必要がある。 

最後に，実務訓練でかかった費用は総額約 40 万円以上であり，

他の地域と比較するとかなり高い。奨学金 15 万円をいただい

たが，残りは自費での負担である。もちろんその価値はあると思うので，ぜひ検討していただきたい。 

America / California             アメリカ/カリフォルニア州 
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機械工学課程  藤本幹也さん 

実務訓練機関 武蔵精密工業株式会社  

 

海外で実務訓練を行った理由 

就職後に海外での勤務を希望していたため。また，学生の間に海外で就労，生活できる機会は限ら

れており，自身にとって良い機会であると考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実務訓練でお世話になった武蔵精密工業株式会社 

様は自動車の差動機構，減速機構，エンジン吸排気

動弁系部品やカムシャフトなど，様々な部品を設計・

製造している会社です。 

実務訓練先は本学と包括提携を結んでいること， 

本研究室と共同研究を行っていることから，担当 

教官の紹介を通して，スムーズに受け入れて 

いただくことができました。 

実務訓練のテーマは「ラックエンドにおけるトルク性能

の向上」でした。品質管理の部署と金属材料の研究・

開発を行う部署にお世話になりました。2 ヶ月間，1 つのテーマに取り組むことができ，実際のモノづ

くりにおいて求められることを学ぶことができました。 

 

現地での生活 

衣食住すべてを会社に負担していただいたことと，返済

不要の奨学金をいただいていたことから，金銭的な不

安はありませんでした。会社まで 800m ほどの距離にあ

る家を貸していただき，徒歩で通勤していました。昼食

の時間を労働者の方と一緒に過ごしており，そこででき

た友達が家まで送ってくれることも多くありました。毎日，

日替わりのランチとサラダ，スープをいただいていました。

平日は 30 分ほどかけて市街地まで出かけて夕食を

摂ったり買い物をしたりしていました。休日は会社の方

が観光に連れて行ってくれました。公共交通機関が発

達していないため，トロント等に 1 人で出かけるのは大変だと思います。会社で仲良くなった人と一

緒に出かけるか，Uber やタクシーを使って電車が通っている大きな町まで移動する必要があります。

メキシコやフィリピンからの労働者が多く，6 人程度で一緒に住んでいる方もいました。彼らはよく家

でパーティーを開くようで，毎回のように誘っていただけました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外での実務訓練，生活を通して一番重要なのは，伝えようとする姿勢だと思いました。英語だけに

関して言えることではないと思いますが，単語が出てこなくても，簡単な言葉で話そうとするのが大事

です。 

また，文化的やマナーに対する理解は本当に大切だと思います。私は日本と異なるマナーが理解

できておらず，不快な思いをさせてしまうことがありました。 

言葉や文化に自信がなければ早い段階から研究室や周りの留学生と積極的な交流を持つことをお

勧めします。 

Canada / Arthur, Ontario          カナダ/オンタリオ州アーサー 
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                     電気･電子情報工学課程  富永 凌也さん 

                              実務訓練機関 トロント大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

GAC コースの学生で必修でもありまし

たが，海外に滞在する経験をしたかっ

たから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

University of Toronto の Centre for 

Advanced Coating Technologies で実

務訓練を行いました。ここはトロント大

学機械工学科にある研究室の一つで

す。 

個の研究室の主な研究テーマはプラ

ズマを応用したコーティング技術につ

いてです。その中でもプラズマトーチを

研究しており，僕の実習テーマは元素

分析用のプラズマトーチの特性評価とその応用を調査しました。具体的にやっていたことは，先行

研究の論文を読みサマリーを作成することや実験データの分析，論文を読んで応用先を調査するこ

とでした。そこまでハードな量でもなくゆっくりとトロントの生活を楽しみながら通うことができました。 

 

現地での生活 

近くに中華街があり，アジア系のレストランがたくさんありました。カナダは移民国家で郷土料理のよ

うなものがほとんどなく，たくさんの国の料理を楽しむことができます。僕は中華料理がおいしかった

です。しかし，トロントではほとんどのお店でチップを払わなければなりません。メニューに載っている

金額はほとんど税抜き表示でそこに税が 13%，チップが（任意ではありますが）10～15%程度かかりま

すのでご注意を。 

放課後はトロントのダウンタウンを散歩・買い物をしたり，英会話イベントに参加したりしました。休日

は観光をして楽しみました。トロントはナイアガラの滝が車で２時間の距離にあり，バスが運行してお

り気軽に行けます。また，トロントの主要空港から約 1.5 時間でニューヨークに行けます。冬のこの時

期は価格が安くて往復 2 万円弱で行くことができました。せっかくの機会ですのでアメリカを旅行す

ることもおすすめします。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練に行くことが決まったら現地のことをよく下調べしましょう。その国特有の行きたいとこ

ろなどを出国前に考えておくと無駄なく過ごせると思います。また，お金に関してはしっかりと準備を

しましょう。クレジットカードを持っていくべきだと感じました。VISA であればほとんどのお店で使えま

す。また，手持ちのカードは海外キャッシングができるものだと便利です。現地の ATM で現地通貨

を引き出せます。実務訓練向けの奨学金はもちろんのこと，年度初めに学校の掲示板で募集してい

る給付型奨学金にもエントリーすることをおすすめします。 

Canada/ Toronto                     カナダ/トロント 
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                             環境・生命工学課程  仲田 しずかさん 

実務訓練機関  University of Windsor, Institute for Diagnostic Imaging Research  
 

海外で実務訓練を行った理由 

以前から同研究室の方が実務訓練等でお世

話になり今回も指導教員からお話を頂き，英

語が達者でない私が海外に 2 か月も滞在でき

る機会はもうないと思い行く事を決めました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ウィンザー大学の IDIR という研究機関にお世

話になりました。ヒト皮膚の層構造を目指した

ファントムを作製し，超音波顕微鏡を用いて測

定し 3D 方向への解析を試みました。私も研究

所の方も，今まで扱ったことのない材料で扱

いや方法を検討・理解するのに時間がかかりましたが，やりがいは大いにあるテーマでした。 

 

現地での生活 

大学近くの学生寮に住んでいました。入居者があまりお

らず，共有スペースを自由な時間に使える，ごみの管理

がしやすいなどプラスな面が多くありました。昼は家から

軽食を持っていき，夜は自炊をしました。水は持参した

浄水器にかけた水道水を利用し，水を買うことはなかっ

たです。私の場合これでお腹を壊すこともありませんで

した。 

食料品の買い物は週に一度，大型スーパーへの無料

シャトルバスを利用し，冷凍庫を活用してまとめ買いをし

ていました。徒歩，バス移動圏内には様々な国の料理

店がありました。見知ったチェーン店は安定に美味しい

ですが，実務訓練先の方に聞いて，現地の料理や今ま

で食べた事のない国の料理を試すのも良いと思いま

す。 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

私は今回の実務訓練で，初めて，2 か月という期間を

海外で過ごし，飛行機の遅延に遭遇し，一人暮らしを

し，－23℃を肌で感じました。他にも，初めてのことや

小さなトラブルを言ったらきりがないですが，どの場面

でも周りの方が助けてくれました。何か起きたら周りの

方に聞いてみよう，話のネタが一つできた，くらいに

思える少しの図々しさと余裕があると良いと思います。

海外，言葉，気温，など不安要素があり一歩踏み出

す足が重くなりますが，チャンスがあるならとりあえず

行ってみて感じる，のは良い経験になると思います！ 

Canada / Windsor                   カナダ/ウィンザー 
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                             情報・知能工学課程  杉浦 丸太さん 

                              実務訓練機関 グラスゴー大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外の機関で研究できるのはなかな

か簡単に経験できることではないので，

チャンスがあるなら挑戦してみたかっ

たから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

グラスゴー大学の心理学部で実習をし

ました。研究室の方々はとても親切で

優しい方ばかりでした。 

実習内容はモーションキャプチャシス

テムのセットアップ，モーションキャプ

チ ャ ル ーム の 整 頓， 市 内マ ッ プ を

Unity 上に表示させるなどの実験用刺

激の作成補助，セミナーの聴講などです． 

研究室ミーティングは毎週あり，進捗報告や自分の卒論の発表などを行いました． 

 

現地での生活 

大学の近くに飲食店やショッピングモールなどがあり，とても便利でした． 

休日は大聖堂や博物館，美術館，城の観光やサッカー観戦をしました．交通の便もよく観光しやす

いと思います． 

食事はほとんど，スーパーにあるレトルトのパスタやサラダなどを食べていました．宿は Airbnb で予

約しました．大学周辺に宿が多く，安いので，とても便利でした． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英会話はほぼ未経験でしたが日常生活でほとんど困ることはありませんでした．実務訓練中は英語

が分からず，困ることもあったので英会話の勉強はしておくとよいと思います． 

グラスゴーの治安はよかったです．5 万円程度をポンドに両替していきましたが，実務訓練中に現金

を使うことはなく，すべてカードで支払いました．カードがあると便利だと思います． 

ひとりで海外の機関で研究をすることはとても貴重な経験になると思います．不安なことも多いかと

思いますがぜひ挑戦してみてください． 

United Kingdom/Scotland        イギリス/スコットランド 
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電気･電子情報工学課程  上野 湧希さん 

実務訓練機関 カリアリ大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

GAC の学生として国際的に活躍で

きるエンジニアになるために、海外

での実践機会がほしかったから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

イタリア、サルディーニャ島の一番南

にある港町、カリアリにあるカリアリ大

学に行った。カリアリにある唯一の総

合大学で、自分は GaAs 系のレー

ザーダイオード関連の研究室に配

属され、教授の研究のサポートを

行った。基本的には、すでに測定さ

れたレーザーダイオードの I-V 特性

及びパワースペクトル特性から光学

利得を数値解析によって求める実習を行った。 

 

現地での生活 

イタリアはピザがすごく安く、300〜400 円程度でお腹いっぱい食べられた。ただ、日本のコンビニみ

たいな２４時間営業のお店は全く無いので、深夜の買い物はできない。 

休日は研究室の同僚の家に遊びに行ってパスタ料理をごちそうになったり、観光名所に連れて行っ

てもらった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

カリアリは外から来る人達に寛容で熱くもてなす文化があるので、現地にはすぐに馴染めた。 

飛行機は 9 月頃に取れば、一番安くて往復 14 万円かかった。大学の寮は 1/16 からしか入れない

ので、実務訓練の始まる 1/7 から 1/15 までは別のホテルを取る必要があった。 

現地では英語が通じる人、通じない人が半々くらいだった（大学内では、英語は基本通じる）。 

Italy/ Cagliari                イタリア/カリアリ 
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情報・知能工学課程  石原 啓志さん 

実務訓練機関 パドヴァ大学 

海外で実務訓練を行った理由 

私は海外に留学した経験はほとんどなかったため，実務訓練

は海外での履修を希望していました。もともと私は高専時代か

ら外国人やハーフの友達がたくさんいて海外に興味があったし，

もちろん英語も学びたいと思っていました。そういったことから，

はじめはマレーシアのペナンでの実務訓練を希望していました。

しかし，研究室の先生が交流のあるイタリアのパドヴァ大学を紹

介していただき，自分と同様の研究分野で専門領域を学びな

がら英語も学べる機会ということで，イタリアでの実務訓練を希望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実務訓練先はパドヴァ大学の Intelligent Autonomous Systems Laboratory (IAS-Lab, Department of 

Information Engineering) という研究室でした。IAS-Lab の活動はロボット工学のいくつかの分野に

関するもので，主にコンピュータビジョン，ヒューマノイド・車輪型ロボットといった分野の研究をしてい

ます。私の訓練テーマは BCI-based communication robot の開発ということで，主にロボットのナビ

ゲーションの開発を担当しました。訓練先の研究室の学生 1 人と宇都宮大学から来られていた先生

と共同でのプロジェクトとなっており，多くの人と関わることができ，積極的にコミュニケーションをとり

ながら研究を進めるといった良い経験をすることができ，さらに自分の研究分野であるロボット工学

に関してもたくさんの知識や技術を学ぶことができました。 

 

現地での生活 

私は訓練テーマがあらかじめ決まっていたわけではなく，内容

については随時話し合いながらやっていたためあまり時間に余

裕がなく，普段は夜遅くまで作業をしていることが多かったです。

そのためほとんど外食はしませんでした。昼は研究室の学生と

近くでピザやパスタを買ってきて食べていましたが，朝と夜は宿泊施設で簡単に自炊をしていました。

イタリアということでピザやパスタ，コーヒーなどはとても美味しかったです。休日は，電車に乗って近

くへ観光に行ったり，研究室の友達に街を案内してもらったりしました。パドヴァは歴史的にも古い建

物ばかりで，ヨーロッパらしい教会や修道院，レンガ造りの建物などが立ち並んでいます。また電車

一本でミラノやヴェネチアへも行くことができ，パドヴァ以外の都市もいくつか訪れることができました。

特に水の都と呼ばれるヴェネチアはとても素晴らしい場所で個人的にもまた訪れたいと思うほど印象

的でした。毎週とても有意義な休日を過ごすことができました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外に２ヶ月滞在し企業や大学で学べる機会というのはめったにないことなので，悩んでいるという

人はぜひ思い切って挑戦してもらいたいです。海外での暮らしを経験できるだけでもとても価値のあ

ることだと思います。ただの観光や海外旅行と違って現地で生活を送るため，その国の良い面や悪

い面，人々の価値観や文化などを知ることができます。逆に日本や日本人の良さを知ることにもつな

がりました。準備に関しては私はほとんど何もできませんでしたが，せっかく海外に行くのだから無駄

にならないよう何かを学んで帰るという姿勢させ忘れなければ，何も問題はないと思います。ただ言

語能力に関しては，海外に行くだけで伸びると思わず，日本にいた頃の感覚を忘れて積極的に会

話をもちかけてください。そうすれば，現地での友達もできるし，とても楽しい実務訓練にすることが

できると思います。 

Italy / Padova                                 イタリア/パドヴァ 
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電気・電子情報工学課程  K. I さん 

実務訓練機関 マドリード工科大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

自分の将来を広げるために，大きな助けになると思い希望しました。また，学内での研究と同じ分野

の実務訓練先であり，生活や研究の違いを感じること視点を広げ自身の成長につながると考えまし

た。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

単一光子源の実現に向けた MBE 法を用いた希土類添加窒化物ナノコラム半導体の作製などを目

的とした研究を行っているグループに配属していただきました。MBE システムについての学習，シス

テムのメンテナンスを行いました。また，SEM，FTIR，ダイオード特性の測定法など，測定機器につ

いても学習しました。 

 

現地での生活 

大学では，指導教員の先生方から歓迎会を開

いて迎えてもらい，訓練中様々な場面で親切に

指導していただきました。主に研究室でメンバー

とともに活動し，機器の状態に合わせて同行して

説明を受けながら研究に協力しました。英語で

コミュニケーションをとることができ，わからないこ

とは積極的に尋ねることで丁寧に教えてもらえま

す。メンバーみんなと楽しく接することができ，毎

日ランチタイムが始まると同時に昼食を食べに

行くのが日課でした。現地は天気のいい日が多

く，日向で談笑しながらコーヒーを飲むのが食後の楽しみです。研究を行うのは平日の夕方までで，

その後や土日は大学のことは忘れて自由に過ごせました。非常にメリハリのある生活だったと思いま

す。日々の研究を終えた後は，よくスペインの酒場バルに向かいました。日本と比べると酒が非常に

安く，マスターや客とサッカーを観ながら飲んで元気をもらって一日を終えていました。実務訓練先

はスペインの中心に位置する首都マドリードであったため，休日は地下鉄で市内を回れた上に夜行

バスや国鉄を利用することでバルセロナやサンセバスチャンなどお馴染みの観光地に行くことも可

能でした。街中ではスペイン語が必要でしたが，こちらの思いを感じて，理解しようとしてくれる人が

多く，様々な人に助けられました。全体を通して，2 か月間いつも楽しく過ごすことができました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

わからないことは自分で調べるより，人に聞い 

たほうが早いし楽しいと思います。 

Spain / Madrid                     スペイン/マドリード 
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                              情報・知能工学課程  藤井 琢也さん 

                                          実務訓練機関  グラナダ大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外で活躍できるエンジニアになりたいと考えており，

海外で行われる 2 ヵ月の実務訓練は，英語力の向上だ

けでなく，国際的な考え方を得ることができ，自身の夢

を叶える第一歩と感じたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

グラナダ大学の光学科に属する Jaun Luis 教授の下で，

「人の感じる関係色について」の研究を行った。当日に

パソコンを支給されたが，キーボードがスペイン語用の

もので使いにくかったので，自身のパソコンで研究活動を行った。基本的に，教授の部屋で週 2 回

のミーティングを行い，進捗を報告とアドバイスをもらう。作業は，ポスドクと同じ部屋で行った。 

 

 

現地での生活 

Airbnb で見つけた三階建ての一軒家に住んでいた。

家の二，三階はすべて学生に貸し出しているため，8

人の学生がその家で暮らしており，我が家の公用語

はスペイン語のため基本的なスペイン語は覚えること

ができた。物価はかなり安く，400 円ほどでビールと軽 

    食がついてくるため，仲良くなった人とご飯など 

にでかけることもあったが，基本的には自炊を 

行った。街の人は英語を話せない人が多いので 

基本的なスペイン語を勉強する必要がある。 

 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語ができなくても何とか楽しめるが，英語ができればもっと有意義な生活になると思う。公用語が

英語でない国は，少しはその言語も勉強すると，現地の友達を作るのを助けてくれると思う。差別な

どは一定数存在する。それにグラナダでは日本人に一人も合わなかったので，かなり精神力が定着

すると思う。スペインでは英語力ではなく，スペイン語力が向上した。最高にたのしかった。 

 

 

 

 

Spain / Granada                    スペイン/グラナダ 



 

- 11 - 

 

 

 

機械工学課程  夏原大悟さん 

実務訓練機関 フローニンゲン大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

オランダのフローニンゲン大学では，マイクロ流路でのデバイスに関して，最先端の研究を

行っており，私の研究と類似していたため，実務訓練先に決めた。また，第二言語として英

語の能力に関して，世界トップの能力を持っていると言われており，言語学習の面でも選ん

だと言える。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

フローニンゲン大学の，Verpoote 教授の研究室では世界各国からの約 25 人の学生（半数はドク

ター学生），5 名程度のスタッフで構成されていた。毎日昼ごはんをみんな集まって食べるなど，非

常に研究室のメンバーとの仲が良く，交流の多い研究室であった。研究内容は，乳児の消化プロセ

スをマイクロチップ上で表現するデバイスの作成と評価であった。マイクロチップの作成手順の習得

や，消化プロセスの理論など広い分野での知識の学習が行えた。 

 

現地での生活 

フローニンゲンは，学生の街と言われており，治安も良かった。１月２月はチューリップが咲くには少

し早いのでそこが残念であった。気温は日本と似ているが，雨，雪が多かった。初日に研究室のメン

バーに１年間で５日程度しか雪が降らないと聞かされたが，その日から１週間ずっと雪だった。オラ

ンダ国内は，バスや電車の交通手段が発達しており，全て１枚の IC カードで乗降可能である。その

ため，交通手段の面では大変便利であった。街中，フリーWi-Fi が飛び交っており，バスや電車内

にさえも無料の Wi-Fi もあったため，私はポケット Wi-Fi 等借りることなく生活した。オランダ人はヨー

ロッパ内で”ケチ”と言われており，外食等は控える傾向にある。また，昼ごはんも，ハムやトマトなど

を切り出し，食パンにはさんで，サンドウィッチをその場で作るなど，随所に倹約家な文化が見られ

た。私も見習ってみたが，数日でサンドウィッチに飽きた。第一次産業が発達していることもあり，

スーパーでは牛乳などが非常に安価であった。そのためか，オランダ人は平均身長が世界一高いと

言われている。私のチューターのドクター学生も 190cm ほどあった。 

オランダはチューリップと風車のイメージが強いと思うが，街並みがとても綺麗であった。どこをみて

もインスタ映えであった。首都アムステルダムでは観光地が多く，休日の観光に時間が足りなかった。

さらに，オランダ自体大きな国ではないため，近隣の国へ観光に行くことも可能であった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

私は，ヨーロッパへの渡航経験がなかったため，オランダでの経験は，全ての景色，経験が新鮮で

あった。もし，同じ境遇の学生がいるのであれば，オランダをお勧めしたい。ここに書ききれないほど

のたくさんの経験をしたし，得られたこと，学んだことがある。是非体験してほしい。 

    

 

Netherlands/Groningen            オランダ/フローニンゲン 
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                            情報・知能工学課程  K．S さん 

                            実務訓練機関  フローニンゲン大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

これまで海外に行ったことがなく，海外に行ってみたいと

いう気持ちが特に大きかったです。日本の大学の一研究

室という閉鎖的な環境でずっと研究を行ってきたので，海

外ではどのような環境で研究を行っているのか気になって

いました。また，海外経験もないため，英語に触れる機会

が今までありませんでした。そのため，英語しか使えない

環境で自分の英語能力を向上させたいと思っていました。

以上の理由から，海外実務訓練を選択しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

フローニンゲン大学は世界大学ランキング 100 位内に入り，

創立 400 年を超える伝統ある大学です。その中でも，瞳孔

研究が盛んな行動心理学科の研究室に実務訓練として

行きました。実務訓練のテーマとしては，瞳孔研究では基

礎の部分となる刺激の等輝度について研究しました。行っ

たこととしては，実験スクリプトの作成，実験参加者を募集

して実験の実行，実験結果の解析です。 

 

現地での生活 

オランダはクロワッサンとチーズ，ビールが美味しかったで

す。基本的に自炊はせず，外食やスーパーでそのまま食

べれるものを買って生活していました。バスや電車などの

公共交通機関がかなり発展しているので，近隣の国にも

バスで行くことができます。そのため休日などは，近隣の

ヨーロッパの国や首都のアムステルダムに観光に行くこと

ができました。  

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

研究について海外の指導者と会話する際に，専門用語の

英語がわからないとなかなか理解が難しいので，専門分

野の用語の英語を学んでおくといいです。研究室に来な

ければいけない時間なども決まっておらず， 自主的にど

れだけ進めることができるかどうかが大切だと思いました。 

Netherlands/Groningen            オランダ/フローニンゲン 
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機械工学課程 松尾泰貴さん 

実務訓練機関  ルーア大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外の大学において研究をおこなうことで，多様な人種・文化・専攻分野に触れ合うことができる

ためです。また，英語を通したコミュニケーションを行うことで，自身の英語力を向上させることもで

きると考えたためです。さらに，自身の研究分野だけでなく，幅広い研究について触れ合うことで

自身の知見を広め，多角的視野を身に着けたいと思い海外での実務訓練を希望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ルーア大学は総合大学であり，さらにドイツ国内にお

ける日本人留学生が多いことで有名です。また，本

学と大学協定を結んでいることもあり，受入は比較的

スムーズに行われました。 

今回，私が派遣されたルーア大学材料研究室は，主

に高温材料について研究しています。その中で，高

温域における炭化物の挙動を調べている Dr. Wang

の下で「低合金鋼における炭化物の挙動」について

研究しました。具体的な内容としては，基本的な金属

の組織観察（OM,SEM,EBSD）などを行いました。 

  

現地での生活 

金銭面に関しては，滞在先が学寮であり近くにスーパーがあったため生活費は比較的安価にす

みました。また，返済不要の奨学金をいただくことができ，自身で負担する経費はありませんでし

た。また，学寮に関しては，大学から 500m ほどの距離にあり，2 か月の短期宿泊では光熱費・

Wi-Fi合わせて月5万円程度でした。6か月の場合は，部屋のグレードを選ぶことができ月々半額

ほどで宿泊も可能のようです。買い物に関しては，学寮周りに飲食店・スーパー・携帯ショップ・美

容院・本屋など小規模ながら存在し，生活自体は不自由しませんでした。 

休日は，近くの飲食店で飲食や，町の中心部（電車で 20分，往復約 400円）で買い物等を行いま

した。また，比較的近くにケルンなど観光地があり，アクセスも容易です。しかし，治安が全く違う

点，物価が倍ほど違う点には注意した方がいいです。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練において，渡航地域の下調べと単語でもいいので英語で意思を伝えることが重要

だと思います。基本的に人に尋ねてもまともに取り合ってもらえないことが多いです。特に，観光

地や主要交通機関の結合点では，親切に道案内する人は疑うべきです。そのため，最低限目的

地へ行くルートだけでも把握することが重要だと思います。また，場所ごとに犯罪の種類や手口に

傾向があるので，それを調べ対策することが有効です。（例.EU に多い多国間移動電車では，国

境付近の駅・車内でスリが多いです。被害届は被害を受けた国でしか出せないことを利用してい

ます。） 

最後に，渡航地域の文化・気候・習慣を十分把握しておくことが充実した実務訓練を行うために

は必要です。特に，ドイツでは就業時間に敏感です。昼食時の 11～13 時，17 時以降はほとんど

の人が休憩や帰宅をしており，その時間帯に研究内容について聞くのは，かなり親しい間柄でな

いかぎり相手に不快感を与えます。また，私が行ったルール大学周辺は，ほぼ毎日小雨でレイン

コートが必須でした。しかし，気温はそこまで寒くなく豊橋の冬と大差ないと感じました。 

Germany / Bochum                  ドイツ/ボーヘム 
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 電気・電子情報工学課程  牧 唯人さん 

                             実務訓練機関  シュトゥットガルト大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

・学外の研究機関がどのように研究を進めているのかを体験するため 

・受入先機関で扱っている装置や分野が，所属する研究室のものと近かったため 

・海外での文化や生活を体験するため 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

・機関名： IHT (Institute for Semiconductor Engineering) 

・研究分野： IV 族半導体を用いた光電子デバイス，MBE による結晶成長 

・実習テーマ： 第一原理計算を用いた SiGeSn 混晶の歪み効果 

・実習内容：     本学のコンピュータに実習先からリモート接続し，第一原理計算ソフトウェアを 

用いて SiGeSn 混晶に関するシミュレーションを行った。また，メンターの Ph.D 学 

生が行う実験に同行させていただいた。 

 

 

現地での生活 

・食事： 

 学内と徒歩 10 分圏内にスーパーがあり，ゲストハウスにはキッチンも備えられていたため，自炊。 

・休日： 

 大学から中央駅まで 10 分程度なので，観光地へのアクセスが良い。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

・ゲストハウスにないもの / あった方が良いもの 

  洗濯機，電子レンジ，無線 LAN(有線のみ) / 室内用スリッパ，ドライヤー 

Germany/  Stuttgart              ドイツ/シュトゥットガルト 
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                                 情報・知能工学課程   Y．T さん 

                                        実務訓練機関  Fraunhofer IGD  

海外で実務訓練を行った理由 

以前から 3D プリント技術に興味があるなかで，その

世界最先端を研究している機関に実務訓練の受け

入れがあったためです。 

また海外で実務を行なうことで，グローバルな考えや

観点から物事を考える力をつけるとともに，日本語が

通じず英語ならば通じる環境に身を置くことで英語能

力の向上を図るためでもあります。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

研究機関の Fraunhofer IGD はドイツのダルムシュタットにある計算機科学を対象とした研究機関で

す。インドなど様々な国から来ている人がいてグローバルの風にふれることができました。 

実習内容は以下の通りです。3D プリンティングによって作成したオブジェクトについて生じる見た目

上の違いを感性評価実験によって比較しました。実験や解析を行なうためにスクリプトを作成しまし

た。また実験も実施しました。 

現地での生活 

滞在先は 2 箇所で，1 月中はゲストハウス，2 月中はシェア

ハウスに滞在していました。毎日滞在先から実務訓練先ま

でトラムを利用して通勤していました。1 月は雪が降ってい

てとても寒いので通勤時に防寒着を忘れずに持っていき

ましょう。 

物価は日本よりも基本的に少し高いです。飲料水を買うこ

とはヨーロッパでは一般的らしく定期的に水の入ったペット

ボトルを購入していました。このとき，注意しなければならないことは，表面のラベルに still と書かれ

ているかそうではないかです。Still 以外は炭酸が含まれているので好みが分かれると思います。 

ドイツ料理は基本的に豚肉を使用した料理であるため，カロリーが高く肥満へとつながりやすいです。

それを予防する意味も込めて，休日は観光地へ赴くなどして，外の空気に触れながら探索しました。

日曜日はほとんどの商店が閉まっているため，散歩に最適です。 

外食はほとんどの場所でカード支払いができるので，現金はあまり持ち歩かなくても問題ありません

でした。しかし，いくつかの種類の店ではカードが使えません。例えば，街のところどころにケバブ

(Doener)店と中華料理店がありますが，行ってみた店で

はカードが全く使えませんでした。 

休日に行くおすすめの観光名所はハイデルベルクです。

観光地として整備が整っていて計画なしで訪れても問

題なく楽しめます。ドイツ国内で最も有名な城のひとつ

ハイデルベルク城から一望する街並みはとても趣き深

いものでした。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

日常会話のための勉強をおすすめします。英語力がある程度あり，相手を理解しようとする心と相手

に伝えようとする心があればなんとかなります。 

とはいえ，これは英語が伝わるときの話です。滞在国の辞書などを持っていけば万全というわけでも

ないです。例えば飛行機の乗り換えを失敗すると，実務訓練目的地の言語が話されていない国の

可能性が高く，例えばロシアだと，言葉が通じなくて詰みかけます。 

Germany/ Frankfurt                ドイツ/フランクフルト 
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                              情報・知能工学課程  杉山 聡さん 

                                 実務訓練機関  ノルウェー国立北極圏大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私の所属する研究室はノルウェー北極圏大学と 10年以上共同研

究を行っており，私の卒業研究のテーマもこの研究の一環でした。

引き続き，この研究を進めると共に他の研究者と議論をする能力

を身に着けたいと考え，海外での実務訓練を希望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ノルウェー北極圏大学は世界で最北の大学であり，北緯 69 度の北極圏に位置します。学生数は

9,000 人ほどで，文学部や法学部，理工学部のほかに生物学水産学経済学部などの北極圏な

らではの学部も存在します。私の派遣された研究室は健康科学部医学生物学科内に設けられ

ており，私以外にも多くの留学生が在籍していました。私はこの研究室で，自分の卒業研究の内容

に引き続き，”細菌に対する間接的かつ選択的な増殖阻害剤の設計”に関する研究を進めました。

この研究では，単なる細菌阻害剤ではなく，細菌が薬剤耐性を持つリスクの低減，そして人体への

副作用の低減という 2 点を備えた阻害剤の設計を目指しています。今回，派遣先の教授から 2 種類

の新たな阻害剤を紹介していただき，私はそれらの阻害剤の特性を分子シミュレーションにより解析

しました。結果的には，訓練終了日までにすべての解析を終わらせることはできませんでしたが，今

後の共同研究における新たな課題が見つかったことは大きな収穫だったと思います。また，研究室

の先輩方には今まで自分が知らなかったような高度な解析技術を教えていただき，自分の研究の更

なる可能性を知るきっかけとなりました。 

 

現地での生活 

大学の学生支援センターが提供している共同住宅に滞在していました。宿舎は海の近くに位置して

おり，窓からは毎日綺麗な景色を見ることができます。個人には広くて綺麗な自室が割り当てられ，

キッチンやトイレ，シャワールームなどはルームメイトと共同で使用します。私の住んでいた宿舎には，

私のほかに 3 人のノルウェー人が住んでおり，ノルウェーの文化や宿舎周辺の情報など親切に教え

てくれました。また，私がトロムソに到着したときは一日中日が昇らない極夜の最中で，今が朝なの

か夜なのか分からなくなる時があり，最初は生活リズムを整えるのに苦労しました。また，ノルウェー

は物価が高いことで知られており，特に外食はどこも高かったので食事は基本的に自炊が中心でし

た。スーパーでの野菜の品揃えはイマイチですが，魚介類は充実しており，ノルウェーサーモンは

味が濃くてとても美味しかったです。休日にはトロムソの観光をしたり，ルームメイトと街に出かけたり

して過ごしました。トロムソはオーロラが見られる都市としても有名で，毎年多くの観光客が訪れてい

ます。私の宿舎の窓からも夜にはオーロラが見え，特に強いオーロラが出ているときにはコーヒーを

片手に近くの山から眺めていました。人生で初めて見たオーロラは息をのむほどの美しさでした。 

 

海外実務訓練を考えている学生 

ノルウェーの母国語はノルウェー語ですが，ノルウェー人は英語が非常に堪能であり，研究室内は

もちろん，街中のスーパーマーケットやカフェなどでもでも英語が通じます。そのため，渡航前にノル

ウェー語を学ぶ必要はありませんが，英語がわからない場合は非常に苦労すると思います。特に，

研究を進めるにおいては，不明な点を質問したり，結果を議論したりする機会が何回もあります。コ

ミュニケーションがスムーズに取れないと，受け入れ先の方に迷惑を掛けるだけでなく，自分が新た

な知識を得るための貴重なチャンスを逃すことにもなります。私のように，もし自分の英語力に自信

がない場合は，十分に勉強をしてから渡航することをお勧めします。きっと，何倍も有意義な 2 か月

間になると思います。 

Norway/ Tromso                   ノルウェー/トロムソ 
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                             情報・知能工学課程  K.F さん 

                              実務訓練機関 オスロ大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

オスロ大学の研究所では瞳孔計測実験を行うための設備が整ってお

り, 生理指標を用いた心理実験の手法について学ぶことができれば, 

今後の研究活動に有益であると考えたためです。 また, 海外の研究

室で研究することで国際的なコミュニケーション能力を養うことができる

点も考慮し, 海外実務訓練を志望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

オスロ大学はノルウェーでも最大規模の大学です。 実務訓練先の研

究室では主に瞳孔計測や音楽に関連する研究が行われています。 

私は複数の警告音のような音を聞いた際にどのような瞳孔反応が生じ

るかという実験テーマを掲げ, 実際に瞳孔計測実験を行いました。 

 

現地での生活 

食事に関しては, 朝はコーンフレークやヨーグルトなどをよく

食べていました。 昼は大学の学食を利用したり, 事前に

スーパーで買ったパンなどを持って行ったりしていました。 

夜は基本的に自炊することが多かったです。 ノルウェーは

物価が高い国なので頻繁に外食することは難しかったので

すが, たまにレストランなどに食事にも行きました。 基本的

に日本よりも高価な値段のものばかりですが, じゃがいもな

どの根菜類は日本よりも安いので, 自炊すればある程度は

食費を抑えることができます。 また, 数は少ないもののアジ

ア系の食品を販売している店などもあるので, そこで日本の

調味料を揃えることもできます。 休日はオスロ市内を観光し

たり, 食材の買い出しに行ったりしました。 ただし, 日曜日

はほぼすべての店や施設が閉まるため, 外にでることがあまりありませんでした。 オスロでは交通

カードを購入することで電車やバス, 地下鉄などをそのカード一枚で一定期間乗り放題にできるた

め, 大学への通学にも休日の観光にも非常に役立ちました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ノルウェーは治安が良く, 現地の人もとても親切で優しいのでとても過ごしやすい国です。 実務訓

練期間となる 1 月初めから 2 月終わりにかけては, ノルウェーも日本と同じく冬の気候であり, 防寒

着が必須となります。 また, 多くのものは現地で買いそろえることができるものの, 日本で購入する

よりも高くなってしまうため, 事前に必要なものを十分にそろえて持ち込むことをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

Norway /Oslo                      ノルウェー/オスロ 
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                            情報・知能工学課程  萩原 隆義さん 

                                実務訓練機関 フランス国立科学研究センター 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は海外で研究を行ったことは疎か，海外へ

行ったことすらありませんでした。そこで，大学

が用意してくれているこの機会を有効に使い，

日本ではできない多くの経験をしたいと思い，

海外へ実務訓練に行くことを決めました。日

本と海外での研究雰囲気や生活の違いを感

じ，その難しさや面白さに触れ，国際化が進

む現代社会において，研究者としての自分の

在り方等を学びたいと思いました。 

 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私はフランスのモンペリエにある Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique 

de Montpellier (LIRMM)という研究施設に実務訓練に行きました。ロボット関連が充実しており，その

扱いに長けている方が多くいらっしゃいます。私はVRを用いた研究を行っており，ハードウェアに触

れる機会は多くないですが，今回の実務訓練ではロボット操作を多く行いました。LIRMM の Ph.D.の

方はみなさんとても親切で優しく，私の研究を手伝ってくださりました。 

 

現地での生活 

モンペリエは少し寒かったですが，晴れの日が多かったです。食事はどれも美味しいです。パンや

スイーツがとても美味しく，初めて食べた時は感動しました。レストランにもたくさん行きましたが，観

光地や比較的大きめのレストランでは英語が通じることもあります (基本的にはフランス語ですが)。 

モンペリエはフランスの南部にあるので，休日は毎週南仏の様々な街を観光しました。電車があり，

チケットはネットで購入できるので，近場であれば簡単に行くことができます。 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

私のように海外へ行ったことがなかったり，英語に自信がなかったりする方もいらっしゃると思います

が，ほんの少しでも海外実務訓練に行ってみたいと思ったのなら，行って後悔はしないと思います．

将来就職して海外で働くということがあれば別ですが，約 2 ヶ月も海外で生活する機会というのは多

くはないと思います．興味があれば是非海外へ実務訓練に行ってみるといいと思います。 

France /  Paris                      フランス/パリ 
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                              情報・知能工学課程  伊藤 賢一さん 

                       実務訓練機関  東フィンランド大学（ヨーエンス・キャンパス）  

 

海外で実務訓練を行った理由 

実務訓練先である東フィンランド大学（University of Eastern Finland; 以下ＵＥＦ）の Color 

Laboratory では，分光画像を応用し様々な分野における課題の解決が試みられている。自身の専

門である色彩工学であり，実務訓練先の専門分野と非常に近く，また卒業研究では分光画像に関

係していたため，今後の研究につながるだろう実践経験と知識が得られると考えて実務訓練先に希

望した。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ＵＥＦはフィンランドにある多くの学生が学ぶ総合大学であり，東に位置するヨーエンス（Joensuu）と，

クオピオ（Kuopio）の 2 つのキャンパスを持つ。今回，実務訓練で訪れたヨーエンス・キャンパスでは

留学生を含む多くの学生が学んでいる。 

実務訓練では，実習として照明下の顔の好ましさに関する研究のために分光画像測定実験，顔の

選好を応答する心理物理実験を行った。具体的には，まずキャンパス内の学生の分光画像を集め，

それぞれ異なる分光分布を持つ照明下でのＲＧＢ画像を生成し，実験参加者にその画像を提示し

た際の顔の好ましさを応答してもらい，照明と顔の選好を調査した。 

 

現地での生活 

冬のヨーエンスの気候は非常に寒く，気温は 0℃から-20℃の間を上下し，多くの雪が降り，時には

-30℃に達する日もあった。-20℃を下回る時には，研究室まで屋外で肌を露出していると痛みを感

じるほど寒く，マフラーと手袋，冬用のコート・ブーツなどを着用する必要があった。ただ，雪が降っ

ても十分に除雪され，また常に気温が低いため雪が解けることはそうそうなく道路などは凍結しない

ため，防寒さえしていれば非常に快適である。 

この時期のフィンランドは，オーロラ，サンタ村，ハスキー牧場（犬ぞり），ダイヤモンドダストやウィン

タースポーツ（アイススケート，ノルディックスキー）というように魅力が絶えず，楽しめること間違いな

い。 

 

海外実務訓練を考えている学生へのアドバイス 

フィンランドへ行く学生は，自発的な行動を心がけなければいけない。フィンランド人の気質なのか，

余計な世話を焼くことはあまり好まれないらしく，何か要望や困ったことがある時には（当然かもしれ

ないが，）自ら相談しなければならない。頼った時には快く親身に相談に乗ってくれるだろう。フィン

ランドに限らず海外では，一人で出来ないこと，わからないことがあるのは当然であり，人に聞く，相

談することが重要である。 

防寒に関しては，渡航前からフィンランドの寒さに対策することは難しいため，重ね着できる服装や

コート，マフラー，手袋など，最低限の防寒を揃えて渡航し，現地でコートやブーツなどを調達するこ

とをお勧めする。 

Finland / Joensuu                 フィンランド/ヨーエンス 
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                   情報・知能工学課程  岸上 翔さん 

                                      実務訓練機関  Minho of University  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外の研究室で実際に研究を行うことで，海外での研究レベルを知り，

自分への新たな刺激として取り入れたいと考え，海外実務訓練に参加し

ました。また，自分の英語力の向上にも力を入れ，実際に英語を話す環

境に身を置くことで，普段の会話はもちろん，英語でのディスカッションを

通して，専門的な英語力の向上や海外でのコミュニケーション能力の向

上を目的に海外を選択しました。 

 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

自分は，ポルトガルのミーニョ大学の Science Lab で実務訓練を行いました。実務訓練の内容は大き

く分けて 3 つに分かれており，一つ目は，自分の学部での研究を引き続き行い，海外でのデータ取

得を行いました。学部の研究では心理的な実験を行っており，タブレット PC を用いて実験を遂行し

ました。2 つ目は，日本の絵画と西洋の絵画との色彩比較の解析を行いました。ハイパースペクトル

イメージとウェブ上から取得した RGB 画像を用いての比較にも挑戦しました。3 つ目は，自分が実務

訓練に参加している期間と同じ時期に，オックスフォード大学から博士課程の森本さんがミーニョ大

学との共同研究に来ており，そのプロジェクトに参加させていただきました。内容としては，ハイパー

スペクトルカメラを用いた，風景画像の取得が目的とされ，計測するために様々な機材を使用しなけ

ればならず，その移動や管理を主に担当しておりました。 

 

現地での生活 

食事は基本的に朝・夜は自炊，お昼は学食で食べており，

日本人には食べやすい味付けで，食べ物自体も日本とよく

似ており，とても美味しく安かった。休日は，宿泊先の近くに

ある観光地などを巡ったり，国内の観光名所に旅行したりと

アクティブに活動し，休む時はしっかりと自宅で休養し，メリ

ハリをつけた生活を送った。ポルトガルにはたくさんの教会

があり，とても歴史的な部分にも触れ，ポルトガルの歴史を知

る良い機会にもなった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

自分は特別英語ができるわけでもなかったが，英語が苦手

だから海外にはいかないではなく，むしろ自分の英語力を伸

ばすために海外実務訓練に参加するつもりで，積極的に参

加してほしいと感じた。英語でのコミュニケーションやディス

カッションは自分にとって，とても大変な部分でもあったが学

ぶことはとても多く，自分を大きく成長させる良い機会になっ

たと感じた。また，英語力を伸ばすことも重要ではあるが，や

はり海外の研究室で研究活動をして，さまざまな知識を取り

入れることができることが海外実務訓練の一番の強みであるため，実際にその研究室にいって何を

したいのか，自分はどのように成長できると考えられるのかを，しっかり考えてから参加することが重

要であると考える。 

Portugal / Braga                    ポルトガル/ ブラガ 
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                           電気・電子情報工学課程  中山 雄晟さん 

実務訓練機関  セゲド大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

グローバル技術科学アーキテクト養成コースの 1 期生として

入学し，日々英語能力の向上に励みました。その英語力が

現時点でどのくらい海外で通用するのか試したかったため海

外での実務訓練を志望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実務訓練先では主にラットのオペラント条件付け実験(報酬

や嫌悪刺激に適応して自発的にある行動を行うように学習さ

せる実験)の技術的な開発に取り組みました。Lab view とい

われる GUI を用いた実験環境の開発や python を用いた実

験機器の動作させる回路などの製作を行いました。 

それ以外では，灌流と呼ばれるラットの脳を取り出すための

解剖や，実験後の脳のスライスなどにも立ち会わせて頂き，

本校ではできない貴重な経験をしました。 

 

現地での生活 

昼食はラボのメンバーとランチに行くなど外食が主で，夜は

家で自炊を行いました。 

セゲドはハンガリーで 3 番目に栄えている町とはいえ，観光

できる場所はほとんどありませんでした。 

そのため休日は首都のブダペストに遊びに行ったりしました。

また，現地の日本人学生とテニスに行ったり，Asian Science 

Night と呼ばれるフェスティバルに参加するなどしました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ヨーロッパの冬は寒く過ごしにくいというイメージですが，ア

パートも含め，大学などではセントラルヒーティングと呼ばれ

る暖房方式が採用されており，建物の中は常にどこも暖かい

ため日本よりも寒いと感じる時間は短かったように思います。

また，物価は安く治安も良いので古き良き街並みに浸りなが

ら卒業論文に掛かり切りになっていた疲れた体を癒す良い機会になるのではと思います。 

また，海外の大学が日本の企業よりも良い点はコアタイムなどの決められた時間に出社するという必

要がなく，やるべきことをこなしていれば余った時間は自分のしたいことに時間を費やせるということ

です。 

Hungary / Szeged                  ハンガリー/ セゲド 
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機械工学課程 N・Y さん 

実務訓練機関 バンドン工科大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

学部 4 年次の卒業研究テーマが，風洞を用い

ての煙拡散であった。煙拡散は大気の状態と

密接な関係があります。そこで実務訓練では，

大気に関しての研究を行っている Asep 先生

の研究室にて，領域気象モデル WRF を用いて

大気拡散の数値計算を行いたくインドネシ

ア・バンドン工科大学へと行かせて頂いた。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

バンドン工科大学があるバンドンは，インドネシ

アの西ジャワ州にある都市で，首都ジャカルタか

らは，バスや汽車を使って 3 時間ほどの位置に

あります。周辺の地域と比べて比較的涼しい地域である為，日本の軽井沢の様な避暑地として有名

です。また，バンドンは学校が密集する学園都市でもあります。領域気象モデル WRF については，

扱うのが初めてであった為，インストールから WRF を操作するコマンド(Ubuntu)の学習を行いました。

その後，研究室の学生に手伝ってもらいながら，実際に WRF を実行させました。 

 

現地での生活 

私が暮らしていた寮には台所が無い為，食事は基本的に外食でした．インドネシアでは，現

地の料理が一食当たり 200 円から 400 円ぐらいです．日本食を食べるならば，もっと掛かり

ます。実務訓練中，インドネシアは雨季ですので，夕方に大雨が急に降ってきます。雷も凄

い鳴りますし，よく落ちます。そのため外出時には常に傘の携帯をお勧めします．遠出をす

る場合は Grabや Gojekを利用していました．アプリ上で，現在地と目的地を入力するだけで

タクシーが迎えに来てくれるため非常に便利ですので，一度使ってみてください。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

インドネシアの学生は英語を話せる方がとても多いと感じました。しかし，現地のレストランなどでは

英語が通じない為，インドネシア語を出発前に勉強しておくことをお勧めします。現地の人は，とても

フレンドリーで接しやすい方ばかりですが，自分が外国人という事を忘れずに行動してください。治

安はとても良いと感じましたが，異国の地ですので，出来るだけ現地の友達と行動する事をお勧め

します。インドネシアにはストリートフードが沢山ありますが，食べる際には注意が必要です。自分が

見た中で一番驚いたのは，食器類をバケツに入った水を使って洗い，その汚れた水を使ってまた別

の食器を洗っていたことです。これが，すべてのストリートフード店に当てはまるとは思いませんが，

こういう状態の店も存在する事を覚えていた方が良いです。比較的綺麗な現地のレストランを見つけ

てください。シャワーは基本的に水です。たまにお湯が出ます。お湯でシャワーを浴びたい方は，安

い電気ポットを購入して，水で冷まして浴びてください。 

トイレですがトイレットペーパーは流せません。もしくは，それ専用のバケツがあります。それすらない

場合もありますが，トイレの横に水の張ったタンクがあるのでそれを使うか，水の出る手持ちサイズの

シャワーが備え付けられています。 

Indonesia / Bandung             インドネシア/バンドン 
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                 情報・知能工学課程  依田 隆佑さん 

                              実務訓練機関  ガジャマダ大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外に長期滞在できるうえ，海外の学生との交流や，新しい環境で研究に取り組むことができるた

め。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ガジャマダ大学はインドネシアのジョグジャカルタにあり，世界遺産のボロブドゥールなどが近いです。

実習は工学部の研究室に所属し，YOLO を用いた屋内監視システムなどの研究に携わりました。 

 

現地での生活 

研究室の学生がとても仲良くしてくれて，休日は観光などに連れて行ってくれ楽しく過ごせました。

食事はワルンという屋台のようなものがたくさんあり，1 食 150 円ほどで食べられます。水道の水が飲

めないことや衛生面で心配はありますが，すぐ慣れると思います 

大学の柔道部の練習にも参加しました。 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ビザの取得が必要になると思うので早めに調べてみてください。 

 

Indonesia / Yogyakarta          インドネシア/ジョグジャカルタ 
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                             建築・都市システム学課程 R.N さん 

                              実務訓練機関  韓国海洋科学技術院  

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は卒業研究で高潮のシミュレーションを行っていました。そこで得たシミュレーションに関する知識

を海外の研究機関でも活かしたいと考え，参加しました。また，日本とは違った社会での実務訓練を

通して，これから更に重要になってくるグローバル社会に柔軟に対応できるような姿勢を身につけた

いと思いました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

KIOST（韓国海洋科学技術院，Korea Institute of Ocean Science and Technology）は，海洋科学技

術や海洋産業の発展を目指した最先端の研究機関でありながら，教育機関としての側面も持つ

研究所です。 

数値解析モデルを使った波浪や高潮のシミュレーション計算，考察を行うにあたって必要なグラフ

等簿作成のためのプログラミング等を行いました。 

 

現地での生活 

平日の食事はKIOSTの食堂

を利用していましたが，休日

はバスを使って街中まで行っ

て食事していました。基本的

にキムチが一緒に出ました。

また，辛い料理は辛口でな

いものを選んでも辛いです

（例：チャンポン）。滞在して

いたところが釜山だったため

海産物も非常に有名であり，

露店で山盛りになって売られ

ている風景も見られました。 

 

南浦洞のデパート「ロッテ」や光復路で買い物や食事をしたり，チムジルバンスパ（温泉とサウナ）な

どを楽しんだりしました。移動に使った地下鉄やバス，タクシーは日本と比べて非常に安かったため，

2 ヶ月弱滞在して，釜山内をいろいろ移動しましたが，移動費は 3000 円以内で収まりました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

今回の滞在先は水道設備が日本に近いレベルで整っていたことや衛生面における食事の心配は

ほとんど無かったこと，治安も他外国と比べれば悪くないことなど非常に恵まれていましたが，国や

地域によってはかなり深刻なところもあるため，十分な下調べや整腸剤等の準備などの対策をして

おくべきだと思います。 

Korea/ Busan                               大韓民国/釜山 



 

- 25 - 

 

 

 

                            機械工学課程  若槻 薫さん 

                     実務訓練機関   香港科学技術大学 

海外で実務訓練を行った理由 

私が海外実務訓練を志望した理

由は 2 つあります。1 つ目の理由

として，海外の先生と一緒に研究

をしてみたいと思ったからです。

特に履修先の指導教員である

Zhang 教授は，私の卒業研究の

テーマに関連する音響の分野で

とても有名な教授です。この機会

にぜひ Zhang 教授のもとで研究を

行い，様々な発想，考え方，研究

手法を学び，私自身の研究力を

向上させたいと思いました。2 つ

目の理由として，海外で活用できる英語力，コミュニケーション能力を身につけたいからです。私

は博士課程を希望しており，今後海外で学会発表を行う機会があると思います。このため，この好

機を利用し，専門分野についてしっかり説明ができる能力を身につけたいと考え，海外実務訓練

に志望しました。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私を受け入れてくださった研究室は，主に空力音響の研究を行っています。航空機や自動車，ド

ローンの機体周りに生じる流れによる騒音について研究しています。今回は「流れによる小型ダク

ト出口の音響変化」をテーマとして研究させていただきました。初めに何をしたいかと聞かれ，こち

らが提案し，それについて意見をもらう形で研究が進みました。香港科技大には実験施設が豊富

にあり，中国と隣接しているため，実験装置の部品や被験体の制作依頼が容易にできる利点があ

ります。このため，今回の実験で使用する装置の部品を自ら設計し，組み立てるところから始まり

ました。2 ヶ月の時間制限でテーマの提案，装置設計・組立て，実験，データ処理を行い，自己管

理が大切であると実感した。主体性や計画性は必要ですが，やりがいがあり，とてもいい経験にな

りました。また，研究や現地の生活でわからないことがあれば，教授や研究室の皆さんに相談に

乗っていただけたことが大きいと思います。Zhang 教授には本当にお世話になりました。 

現地での生活 

香港の街中は東京と似た雰囲気があり，人がたくさん行き交う街だと印象を受けました。また，ほと

んどの交通機関やお店では英語で会話が通じました。生活は主に大学の敷地内で完結しました。

私は学生宿舎に入ることができ，フードコートのような 3 つの食堂とマクドナルドなどの飲食店，

スーパーが大学敷地内にあったため，観光以外の目的で大学を出ることがほとんどありませんで

した。プールや運動場などの施設は簡単に利用でき，コンサートなどのイベントが頻繁に行われ

ていました。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

様々な国籍の教師と学生が集まっているため，英語が主な会話言語となります。しかし，中国語

（広東語）を少し習得しておくと英語が得意ではない職員やスタッフとのコミュニケーションが円滑

になります。また，異なる方言（イギリス英語，オーストラリア英語，北京語，広東語など）が聞けまし

たので，この機会にいろいろ聴き比べてみると良いと思います。 

現地の空港に着いたら，オクトパスと呼ばれる現金をチャージするカードを発行するのを勧めます。

交通機関やお店などで利用でき，カード一枚で支払いができます。 

China / Hong Kong                        中国/ 香港 
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機械工学課程 豊田一成さん 

実務訓練機関 株式会社小島組 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外実務訓練をおこなうことで，多様な人種・文化に触れ合うことができるため。また，英語を通した

コミュニケーションを行うことで，自身の英語力を向上させることもできると考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私の実務訓練先の株式会社小島組は，主に港の整備や開発を行う土木会社です。浚渫（海底の土

砂を取り除くこと）や揚土を得意としており，自社で開発した作業船を用いて作業を行っています。

国内だけでなく，海外でも活躍している企業であり，私の実務訓練期間では，シンガポールで世界

最大予定の TUAS 港の開発を行っていました。 

今回の実務訓練は，国内，中国，シンガポールの三ヶ国で行いました。国内では，週に 1 回開かれ

る会議に出席し，その時に挙げられていた問題について，調査と対策案の提示をしました。中国で

は，小島組ではなく，小島組と繋がりのある中国の企業が行っている港の開発の様子を見学しまし

た。シンガポールでは，小島組の作業船に乗り，浚渫の様子を見学や現場で発生していた問題に

ついて，原因調査や対策案・改良案の提示をしました。また，現地の油圧工場の見学し，油圧の勉

強もしました。 

現地での生活 

中国で，私が訪れたのは北海の鉄山港という場所で，ホテルで生活をしていました。北海は比較的

田舎な場所だった為，英語がほとんど通じず，コミュニケーションをとるのに苦労しました。食事は，

全体的にどこで食べても美味しく，安かったので良かったです。 

シンガポールでは，もう一人の実務訓練生とホテルの同じ部屋に泊まりました。ホテルには，キッチ

ンや洗濯機があり，不便なく生活できました。物価は日本と同じくらいで，食べ物は若干シンガポー

ルの方が安かったです。街中には，セブンイレブンや日本のレストランが数多くあり，ちょっとお金を

出せば日本食も食べられます。休日には友達と電車を利用して観光もしました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

中国では，水と空気があまりよくないので，注意が必要でした。また，一部の地域では，全く英語が

通じないので軽く中国語を勉強しておいた方が良いと思います。一方，シンガポールは衛生面や治

安が良いので，ほぼ日本と同じ様に生活できました。ただ，実務訓練期間は日本と季節が真逆にな

るので，最初の体調管理には気を付けた方が良いと思います。 

China･Singapore /              中国･シンガポール/ 
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機械工学課程  島津 颯太 さん 

実務訓練機関 株式会社小島組  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外で活躍するエンジニアを目指し，その為にはま

ず実際の現場における就労体験・経験を得ることが

先決と考えたためである。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

株式会社小島組は今年で創業 100 年となる海洋土木

関連事業会社であり，国内においては各地のコンテナ

港・漁港等様々な海洋施設において浚渫をはじめとす

る様々な海洋土木工事に携わる。特に浚渫に関しては

現在日本国内において最高の技術力と世界最大のグ

ラブ浚渫線「五祥」を有し，近年においては海外におけ

る湾岸工事の現場においても進出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地での生活 

現地においては基本的にホテルに滞在し，7 時ごろに迎えの車に乗り出発。8 時ごろに交通船に乗

り作業現場へと向かう。４時半ごろに再び交通船・車に乗りホテルへ戻る。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海上という環境ゆえに若干就業開始が早いが，その他の海外実務訓練受け入れ先と比較し，現場

に長い時間立ち入ることができる上で，自己負担費用が非常に少ないため，予算が限られている場

合においてもきわめて貴重な経験を得ることができる。 

Singapore･china /            シンガポール・中国/ 
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                        電気・電子情報工学課程  吉原 圭一郎 さん 

                             実務訓練機関  南洋工科大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

GAC プログラム修了のためでもある

が，海外での実務訓練では研究に

関する専門的な知識が身につくだ

けでなく，違う文化や環境の中で生

活することでより多くのことが学べて

さらなる成長ができると思ったから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習内容 

設立年は 1991 年とまだ新しく，生活

利便施設や研究設備がすごく充実

していた。まだ新しい大学にもかか

わらず，大学世界ランキングで 12 位

と非常に研究のレベルが高い。 

実務訓練先では SIW Cavity を用い

たアンテナの設計を行った。 

 

現地での生活 

インドレストランが多く，カレーをよく食べていた。大学内では日本食レストランで主に食べていた。 

休日は観光地やショッピングモール，デパートに行って過ごしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

VISA や手続きが大変だったので早めから必要な書類をそろえておいたほうが良い。外国語で意思

伝達する際に伝わらないこともあると思うが，頑張って伝えようとすれば理解してくれるのであきらめ

ないでほしい。 

Singapore/ Nanyang            シンガポール/南洋 
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                          機械工学課程   T．N さん 

                          実務訓練機関  國立成功大學  

 

海外で実務訓練を行った理由 

もともと海外に興味があり，GAC コースに編入致しました。GAC コースでは海外実務訓練が必修

だったので海外で実務訓練を行いました。  

 

実務訓練先機関の紹介・実習内容 

私が実務訓練を行った航空太空工程研究所の微動力興推進実験室では，熱光発電システムにつ

いて取り組みました。熱光発電とは，熱源を電気エネルギーに変換できる発電方法であり，熱源を

光に変えるエミッタ，波長を選別する IR フィルタ，特定の波長を電気エネルギーに変換する PV セル

から構成されています。私が取り組んだ内容は燃焼器内ガスの当量比を変化させて燃焼器内の火

炎輝度を測定する実験と，新型燃焼器の設計でした。 

http://59。125。238。48/zaplab/index。php?lang=en 

 

現地での生活 

食事は便富(弁当)と呼ばれるものをほとんど毎日食べていました。一食だいたい 70 元(300 円)ほど

で食べられます。その他にも牛肉麺や餃子，臭豆腐など様々な食べ物が安価に食べられます。休

日は研究室に行ったり旅行したり自由に過ごせます。移動は友達のバイクの後ろに乗せてもらうこと

が多かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

2 ヶ月間の短い期間でできることは限られているので，テーマは良く考えて選ぶと良いと思います。

また，台湾は比較的日本と似たような環境なので思わぬトラブルと呼べるものは少なかったですが，

夜間はやはり危ないので外出はなるべく控えた方が良いと思います。 

 

Taiwan/ Tainan                     台湾/台南 
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                             情報・知能工学課程  中村 俊弥さん  

                                   実務訓練機関  ウボンラチャターニ大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

国外の研究機関・大学の研究室で研究することに興味があり，また，今後の研究に活かせるかもし

れないと考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私が所属している研究室と共同で研究を行っており，化学物質に対するシミュレーションを用いた研

究を行っている。研究内容としては，QSAR という手法を用いて前立腺がんの治療薬の研究を行っ

た。 

 

 

現地での生活 

平日は大学までアパートから徒歩で通っていた。実務訓練先の研究室には，９時半頃から 18 時くら

いまで居た。朝食はコンビニエンスストアで買ったチョコドーナッツ（４０円）をよく食べていた。昼食は

大学の食堂でガパオライスや何故か汁でびしゃびしゃなチャーハンを頼んでいた。夕食は，アパー

ト近くで見つけたガパオライスがとてもおいしい店で済ませることが多かった。 

アパートには一応 wifi は存在したが，回線速度が遅すぎる上に不安定でネットサーフィンも満足に

出来なかったため，休日は飯時以外アパートから出ずにボーっとしながら暑さを耐えていた。エアコ

ンはあったが出費を抑えるためにあまり使わなかった。 

日用品は，近所のスーパーマーケットや，コンビニエンスストアで購入できた。 

タイのトイレにはウォシュレット代わりのウォーターガンがあった。冷たかった。 

衣類の洗濯は，アパートに設置されている有料の洗濯機（一回 100 円）を使用して行った。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語は最低限出来れば何とかなります。英語がネイティブではない国だと店などで会話でのコミュニ

ケーションが出来ないので苦労するかもしれません。 

少しでも興味がある人は海外実務訓練に行った方がいいと思います。 

 

Thailand/Ubon-Ratchathani        タイ/ウボンラチャターニ 
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                             情報・知能工学課程  R.I さん 

                                    実務訓練機関  ウボンラチャタニ大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

日本語が通じない環境に身を置くことで，語学力の向上やグローバルな視点を持つことに繋がると

考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私が所属している研究室と共同で研究を行っており，化学物質に対するシミュレーションを用いた研

究を行っている。実習では，QSAR という手法を用いて AR に対して有用な新規阻害剤を提案するた

め，コンピュータを使った研究を行っていた。 

 

現地での生活 

平日に学校に行く際は，学校から徒歩で 15〜20 分ほどのと

ころにある寮から徒歩で通学していた。昼食は学校の学食で

食べ，夕食は研究室の人たちと屋台に行くことが多かった。

寮の近くにセブンイレブンや屋台があったため，食べ物に困

ることはあまりなかった。休日は寮で過ごしたり，寮の近くの

カフェで過ごしたりした。 

タイは冬でも日中 35 度ぐらいまで気温が上がるので外はとて

も暑いが，室内はどこでもエアコンが効いているので快適

だった。研究室はエアコンの設定温度がとても低いので上着

が必要なぐらい寒い思いをした。 

日用品は，近所のスーパーマーケットや，コンビニエンススト

アで購入できた。衣類の洗濯は，アパートに設置されている

有料の洗濯機を使用して行っていた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語での会話に自信がなくても，時間が経つにつれて耳が慣れたり，ジェスチャーなどで表現すれ

ば伝わることがあるので，意外となんとかなります。しかし，英語力があるに越したことはないので，勉

強はしっかりしておいてください。また，現地での生活環境については，過去にその場所に行った先

輩に話を聞いたり，自分で調べるようにして情報を集めてください。準備をしていなかったり，心構え

ができていないと，行った時に少し大変な思いをすることがあるので気をつけてください。 

Thailand / Ubon Ratchathani         タイ/ウボンラチャターニ 
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                              環境・生命工学課程  高塚 健太さん 

                           実務訓練機関  タイ国立金属材料技術研究センター  

 

海外で実務訓練を行った理由 

以前から留学をして異文化に触れ，自分の世界を広げたいと考えており，奨学金や指導教員の方

のサポートもあったため，こんな恵まれた環境で海外に行けるのは今しかないと思ったからです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

タイ国立金属材料技術研究センターはタイ国立科学技術開発庁監督下の研究所でタイランドサイ

エンスパークにあります。サイエンスパークには他にもいくつかの研究機関があり，約 2000 人の方が

在籍しています。主にゴムの研究をし，タイで主に商業用として用いられている二つのゴムの性能比

較実験を行いました。 

 

現地での生活 

宿泊先はサイエンスパーク

内にある寮で，設備はとても

整っていました。キッチンは

ないので自炊は出来ません

でした。昼食は研究室の方と

食堂でとり(50 バーツ=160 円

以下で大体は食べれる)，夜

は食堂が早めに閉まってしま

うので，サイエンスパーク内

のセブンイレブンで買ったり，

自転車でサイエンスパークの

外にある日本食レストラン(平

均 100 バーツ=350 円)でとったりしていました。 

滞在二日目にとても辛いガパオライスを食べてお腹を壊し，指導責任者の方に病院まで連れて行っ

てもらいました。保険が使えたので支払いはありませんでした。処方された薬を服用して数日で治り

ました。タイの辛い料理は本当に辛いので気を付けてください。 

休日は毎週観光していました。寺院を巡ったりマーケットに行って買い物をしたりしていました。マー

ケットでは服や鞄や靴，タイパンツやせっけんなどのお土産品，動物など売ってないものは無いん

じゃないかと思うくらいいろんなものがあり，しかも安いので買い物好きの方にはたまらないと思いま

す。ただ，屋台で売られている氷が入った飲み物は避けたほうがいいです(自分も一回お腹を壊しま

した)。カフェやちゃんとしたレストランで飲む分には大丈夫なので見極めが大事です。 

気候はとても暑く，1 月に行くと日本からの気温の変化が激しいので気を付けてください。乾季なの

で雨はほとんど降りません。私の滞在中は一回だけ降りました。建物内はエアコンが効いているので

寒いです。羽織るものは持って行ったほうが良いです。 

移動は観光する時は乗り合いバンやバス，BTS(高架鉄道)が主です。行きたい場所を近くにいる人

に言えばなんとかなります。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語での会話が主になりますが，なんとかなります。わからないときは何回も聞きなおして理解した

ほうがいいです。丁寧に教えてくれます。旅行程度の短期の滞在では体験できない経験ができると

思うので，少しでも興味がある方は行くべきだと思います。 

Thailand / Pathum Thani             タイ/パトゥムターニー 
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                             環境・生命工学課程  冨田 ひなのさん 

                              実務訓練機関  フエ医科薬科大学/ベトナム  

 

海外で実務訓練を行った理由 

学生のうちに海外を経験し，自身の視野を広げたかったからです。私は幼いころから海外に強い興

味を持っていましたが，時間や・金銭的な理由で大学生になるまで全く海外に行ったことがありませ

んでした。以前，特推の海外インターンプログラムを利用してマレーシアのペナンに行きました。10

日間と短い期間でしたが友人ができ，実際に自分の目で見て，耳で聞いて，肌で感じなければわか

らないことがたくさんある事を痛感しました。それを経て，もっと自分の知らないものを見てみたくなっ

たのです。そんな私にとって，休学をせずに海外に行けるというのはとっても魅力的でした。ベトナム

に決めたのは，私が所属している研究室ともともと交流があるため，海外経験の少ない私でも安心し

ていけることが一番の理由です。またアジア圏は物価が安いので，奨学金を借りず自分のお金でや

り繰りできるというのも理由の一つにありました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

フエ医科薬科大学は 1957 年に創立された，医薬薬学系の中だとベトナムで 3 本の指に入る大学で

す。8500 人の学部生と 2000 人の大学院生が所属しています。その中で，私は薬学部の伝統的な

薬理学と植物学部門に配属されました。ベトナムには重要な生理活性を示す，固有なたくさんの天

然植物が存在しており，新規化合物の発見を目指して，植物に含まれる成分の解析が進められて

います。私は，ベトナム特有な植物の種から抽出した成分の単離・同定及び得られた化合物の生理

活性の評価に携わりました。 

 

現地での生活 

今回私はホームステイという滞在方法をとり，受け入れ先の研究室の教授の下で生活しました。その

ため，実務訓練に関して気軽に話ができましたし，食事や洗濯など日常生活には一切困りませんで

した。大学に入ってからずっと一人暮らしをしていたので，ご家族と一緒に食べるご飯はとっても暖

かかったです。ベトナムの人々がどのような生活をしているのかを身をもって体験できるのは，ホーム

ステイならではだと思います。ステイ先のご家族との連携が大切なので，一人で滞在するよりも自由

度は少し下がります。まめな連絡と，見通しをもったスケジュール管理が苦でなく，よりローカルな暮

らしを体験したい人にお勧めです。 

休日は毎週のように予定を入れました。研究室のスタッフやメンバーと一緒にご飯を食べたり，名所

を観光したり，買い物をしたり，カラオケに行ったり…。こちらは太陰暦なので旧正月が楽しめるのも

面白いですよ。女の子はぜひこの機会に，アオザイを一着購入してみてはいかがでしょう。 

食べ物は少し辛いですが，好みに合わせて調節できるので安心して食べられますし，何よりとっても

おいしい！そして驚くほど安い(一食 300 円もしません)。幸せです。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

迷っているならぜひ海外へ行くことをお勧めします。必要なものは健康な身体と周囲への興味，好

奇心です。先述しましたが，休学せずに 2 か月(あるいは長期で 6 か月)海外へ行けるなんてこんな

素敵な話はそうそうありません。もちろん，一週間程度旅行として海外を訪れる機会はこれからもある

かもしれません。しかしインターンでしか味わえないものがそこにはあります。何があるかは行ってみ

ないと分かりませんし，あなたにしかわかりません。学生時代の時間は本当に貴重です。迷うより先

にぜひ挑戦してみてください。 

Vietnam / Hue                        ベトナム/フエ 
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建築・都市システム学課程  Lim Jia Yen さん 

実務訓練機関  urbz Mumbai 

 

海外で実務訓練を行った理由 

最もの理由はより広く海外の勤務経験を積みたいことである。

今回行き先として有力な新興国であるインドで実務訓練を行

うことによって、母国のマレーシアと日本と異なる条件を持つ

環境のもとで新しい経験を得ることができるだけでなく、環境

適応力を磨いたうえで将来国際的な場で活躍できる質を向

上することができると考える。また、約 2 ヶ月間 urbz での実務

訓練経験をすることと、非政府組織のビジネスの場で得られ

る経験が、より高いコミュニケーション能力を鍛えると期待す

る。それから、今回現地での滞在が自分の研究を深く行うことができる。私は現在ダラヴィーの水シ

ステムについて研究しており、urbz のもとで実務訓練に参加するうちより多くの関連者と協力でき、

長期間の滞在が研究にもより望ましい成果を得ることができると思われる。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実務訓練先機関は主に大規模なスラムであるダラヴィーに対して多方的に支援する urbz Mumbai と

いう組織である。幅広く多くの専門家、団体や機構と連携して行うプロジェクトが多いので、urbz で実

務訓練に参加することによって、非政府組織が外部との取り組みを理解することだけでなく、多国籍

な職場で様々な国籍・専門の人と一緒に仕事をすることによって自分のネットワークを広げることの

できた。同時に、ボランティア活動に参加しながら様々な分野への関心も抱くことができた。まとめと

して、urbz で多様なバックグラウンドを持つ方と連携したプロジェクトに関わる経験がとても貴重だと

思われる。 

 

現地での生活 

最高だった。スラム街を中心に活動したため、貧困地域での生活を体験できて新たな人生観を与え

られた。また、ヒンディー語もマスターできて幅広い方々と知り合いになり貴重なネットワークをつくっ

てきた。 

 

 

 

 

 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

異国の地で、0 から友達や知り合いをつくるという状況の中で、コミュニケーションにトライする経験は、

自身の度胸と積極性を高め、人間的に大きく成長できるでしょう。 

 

India / Mumbai                    インド/ムンバイ 
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建築・都市システム学課程  宮地 祐一さん 

実務訓練機関 オークランド大学  

 

海外で実務訓練を行った理由 

大学の研究室では耐震や防災と

いった研究を行っており，同じ地

震国であるニュージーランドで実

務訓練を行うことで，日本とまた

違った視点を学ぶことができると

思ったため。また GAC コース生は

海外実務訓練への参加が必須なた

め。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

オークランド大学はニュージーランド

のみならず世界的にもトップレベル

の大学であり，大きな実験設備を有

している。実務訓練では地震時に建

物に起きるねじれ挙動が及ぼす影

響について研究した。 

 

現地での生活 

滞在先は Airbnb を利用した。実務訓練期間中はニュージーランドでは夏にあたり，ハイシーズンと

なるため，航空券，宿泊費，食費等が高くなる傾向にある。そのため基本的に食費は自炊をして節

約した。市内の交通機関は発達しており，滞在中不便を感じることはなかった。また日本の物（日用

品や食料）も手軽に手に入れることができた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

 ニュージーランドは夏の時期の紫外線が強く，日焼け対策が大切。多くの学校が夏休み中のため，

比較的のんびりとした雰囲気の中での実務訓練になると思う。また語学学校に通う世界中の人とも

友達になれるので自分の人脈が大きく広がると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand / Auckland         ニュージーランド/オークランド 
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機械工学課程  京極友宏さん 

実務訓練機関 USM(マレーシア科学大学) Engineering Campus Mechanical school  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外経験を希望していたため。エンジンの研究をしたかったため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

USM は TUT との協定校で，3 つキャンパスがある。 

そのうちのペナン州大陸側にあるエンジニアキャンパスに行った。 

現地では，バイオディーゼルを入れる準備段階としてエンジンの調整を行った。 

日報を書いていた点と，実験場所が気温 30 度以上のマレーシアにおいてエアコンどころか扇風機

すらない場所で実験していたため，ペナンに行った人の中では一番きつい研修であった。 

 

現地での生活 

現地の寮は，エアコンなしシャワーは水，トイレットペーパーはなし(マレーシアでは水で尻を洗う，ポ

ケットティシュのトイレに流せるもの必須）だった。一応洗濯はコインでできる。自分らの部屋はたまた

ま冷蔵庫があったものの掃除をしない(来た時に清掃する文化)なため最初はアリの巣だった冷蔵庫

をきれいにした。蚊やチャーリーと呼ばれる毒蟻が寮の部屋の中に居たりして，危険であった。 

また現地はショッピングモールの近くに行かないと，ペナン島内ならほとんど来るはずの Grab Car が

30 分以上待っても来ないことがあるので，自転車を現地の学生に借りて，買い物等していた。 

最初の頃は熱すぎて集中できず，寮に居たくないので，休日はほとんど鉄道＋フェリーでペナン島

に行っていた。(フェリーは片道 35 円程度と安価でほとんど待たないのでお勧め) 

島への移動は Grab だと高速代が加算されるため，基本自転車＋鉄道＋フェリーを使っていた。意

外と時間は正確だが，2 時間に 1 本と少ないので 2 時間待ちを食らうことがしばしばだった。 

食事については，下記写真のママッ(マレーシアのファストフード店)で ROTI CANAI(ナンが小さい

ナンカレー)を 30 円程度で食えるので愛用していた。また基本学食はオードブル形式で，うまいと

思ったものを選んで取っていた。毎週日曜日夜に近くでやっている Night market で，サテー(マレー

シアの焼き鳥)の牛肉バージョンを食うのが週末の楽しみであった。 

 
図 1：ママッ(Googlestreet から拝借)     図 2：寮のトイレとシャワー 図 3:部屋 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

マレーシアは物価が安い。そのため，食べ物には困らないが，自分の行った先は，店に行くと英語

が伝わらないこともあるような田舎すぎて不便だった(チャイニーズニューイヤー期間で学校が休み

だったのもある)ため，ペナン島内で考えた方が良い。2018 年は外資系はほとんど受入キャンセル

だったので，受け入れは日系企業の方を希望することを勧める。 

ムスリムの国なのでお土産はハラール確認をするように。また，コンセントのｂｆ変換器は必須。 

Malaysia / Penang                   マレーシア/ペナン 
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後輩に向けて  

１．Malaysia・インドネシアについてすぐに入れておくべきアプリ 

Grab(安全なタクシーを呼ぶのに必需です)。インドネシアだと Uber になります。 

Facebook(grab のアカウントを作るのにいります，ある人も本人確認できるようにしましょう) 

Whats app マレーシアのラインです。現地の教授すら使っていて驚きました。 

(Hotlink Led)※ホットリンクの SIM を入れる場合 

２．持ち物リスト(※・は必須) 

※・Sim フリーにして，Sim カードを現地の空港ですぐに買う(grab と電話ネットを使うのに必須) 

※・保険証と必要な書類(もらった書類はすべて持ってく気持ちで) 

※・現地コンセント(electrical outlet)を日本のコンセントに変換するやつ 

・usb コンセント(electricaloutlet)変換(ダイソーのやつは 240v 対応してる) 

・携帯充電コード 

・usb バッテリー(コンセントがなかなか見つかりません) 

・雑巾(なかなか売ってません) 

・タオルケット兼バスタオル 

・アース押すだけノーマット 2 缶(蚊対策) 

※・蚊対策の Vape 

・スーツ(大学行く人も，オリエンテーション，報告会で着用しなければならないです) 

・お土産:※ハラール確認必須(うなパイやブラックサンダーはハラールじゃないのでだめ，ヨック

モックのお菓子，とらやの羊羹はハラールなのでよい。和三盆も多分できる，事前にハラール

確認すること) 

・白い t シャツ×5(中にきる人は) 

・水着(割と泳げるとこあります) 

・セリアの鍵(100 鈞の錠前タイプ，自転車の鍵)：※現地のクローゼットの鍵が壊れていることが

多いです 

※・自分に合う薬 

※・トイレに流せるポケットティッシュ(水で洗い流せって，トイレットペーパーないとこあります) 

・鋼線入りの伸び縮みする線(セリアのキーホルダーのとこで買えます。安心したい人向け) 

・マレーシア語の数字，中国語の数字だけ暗記(マレー語・中国語で値段言われるから，わかん

ないことある) 

・お湯が入れれる水筒(現地で買うと高いため。お湯がでるドリンクサーバがどこにでもある) 

…………………… 

現地で買える 

・ハンガー 

・水筒 

・（桶） 

・調理器具(朝飯は屋台やママッなどで食えます) 

ペナン観光スポット(個人的なコスパを見たおすすめ順で列記のみする。タイプ―サムはボタニカル

ガーデン手前で祭りがある) 

１．ペナンプラナカンマンション 

２．龍山堂クーコンシー※文山堂と間違えないように 

３．極楽寺(クークーロックシ―) 

４．ペナンヒル 

５．Cheong Fatt Tze Mansion(ブルーマンション)※11時 14時 15時半のみ 

６．寝仏 

７．エスケープ(escape) 

８．Batu Feringghi beach 

９．ストリートアート 

10．カピタンクリンモスク，観音寺，セントジョージ教会の通り 
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           機械工学課程  腰 晴喜さん 

           実務訓練機関 Minebea Electronics Motor(Malaysia) Sdn. Bhd 

 

海外で実務訓練を行った理由 

将来は海外で働いてみたいという夢があったた

め。また、近年では多くの日本企業が海外進出

しておりグローバル化が進んでいるため、就職

後海外で働く機会があったときに海外実務訓練

の経験が大いに役立つと考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習内容 

所在地はマレーシア本土のケダ州、スンガイペ

タニにあり、従業員は 984 名である。主力製品は

ブラシ付 DC モーターで主に自動車部品やカメ

ラに使用される。部門は大きく分けて２つあり、パ

ワーモーター部門は DC モーターの製造を行っ

ており、生産設備部門はモーター部品の製造を

行う機械設備の組み立て、動作確認、搬送を行っている。 

実習内容としては主に生産設備部門にてグリース塗布機の組み立て及び動作確認を行っていた。 

 

現地での生活 

現地でのステイ先にはキッチンがあり、主に自炊し食事をとっていた。また、会社の近くや宿泊先の

近くに屋台がありそこでもたまに食事をとっていた。 

休日は主に宿泊先の近くにトレーニングジムがあり会員になり、そこに通っていた。また、同じ 

部署の現地社員の方と観光や食事に連れて行ってもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

マレーシアは蚊が多いため、虫除けスプレーや蚊がいなくなるスプレーを持っていくことをお勧めす

る。また、食べ物や気候が日本と異なるためお腹を壊したときや風邪を引いたとき用の常備薬は

持っていった方が良い。 

働く上でのアドバイスとしては現地の従業員とコミュニケーションを積極的に図り、自分の分からない

ことや不明な点があったときは正直にはっきりと理解出来なかったと伝え、出来るだけ不明点を残さ

ないで仕事を進めることが重要だと感じた。また、ただ言われたことを鵜呑みにするのではなく自分

自身で確認し理解することも大切なことだと感じた。 

Malaysia/ Penang                 マレーシア/ペナン 
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機械工学課程 杉浦 幹亮 さん 

実務訓練機関   Kasatani Advance Technology Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は，将来に海外の企業と取引を行うもしくは

出向する場合，非常に有益な経験になると考

え，海外での実務訓練を志望しました。また，

知り合いの社会人の方に，海外に行き，他国

の文化，言語，考え方を学び，広い知見を持

つことを勧められた経験も理由の一つです。

GAC学生であり，海外実務訓練は必修であっ

たという理由もありますが，海外への関心の方

が大きかったように思います。海外で実際に

英語を共通の第二ヶ国語として使った経験が，

今後の英語学習のモチベーションにつながる

という期待もありました。研究室では，塑性加

工の中でも大きなひずみを材料に導入し，微細結晶粒金属を作製できる，形状不変巨大ひずみ加

工に関する研究を行っていました。そのため，塑性加工を用いた大量生産の現場に関心を持ち，

Kasatani Advance Technology Sdn. Bhd.様を志望しました。実務訓練の目的としては，海外における

塑性加工技術を知るとともに，海外で働くエンジニアの方々と交流を持つことを考えていました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

プレス加工，射出成型およびパーツアセンブリにより，自動車部品，樹脂製品を生産している会社

です。自動車部品としては，主にワイパー用の部品を生産しています。樹脂製品は半導体，セン

サー，携帯電話やオーディオ機器等に利用されています。自動車用部品の品質管理システム規格

である IATF16949 ISO9001 および環境管理システム規格である ISO14001 を取得し，日系企業をは

じめ，さまざまな企業と取引されています。実習は，Quality assurance and control (QA/QC)，

Engineering，Die and facility maintenance team (DFMT)，Production の４つの部署にて行いました。

QA/QC は，大量生産品の品質チェックとカスタマークレームの対応を担当しています。Engineering

は生産プロジェクトの立ち上げと金型の管理を担当する他，IATF・ISO 規格準拠のための書類管理

業務も行います。DFMT は金型を担当する DMT（Die maintenance team）工場内設備を担当する

FMT（Facility maintenance team）に分けられます。DMT は金型の定期メンテナンスおよび損傷した

金型の修復を行います。FMT はプレス機械や天井クレーンといった工場内設備の定期点検や修理

を担当します。Production は実際の生産を行う部署で，大きくワイパー部品（WIP），プレス加工部品

（Press），射出成型（Injection moulding, IJM），パーツアセンブリに分けられます。 

配属初日は，会社の就業規則や安全管理について説明を受けました。QA/QC では製品の寸法測

定と測定マニュアルの作成を行いました。製品の寸

法測定には，ノギス，マイクロメータ―，ピンゲージ，

ハイトゲージ等の基本的な測定機器の他，プロファイ

ルプロジェクターや三次元座標測定機といった大型

の測定機械を使用しました。また，実際のカスタマー

クレーム対応について説明を受け，大量生産の現場

における問題解決の方法について学びました。

Engineering では生産技術や生産プロジェクトの立ち

上げ，プレス金型や IATF16949 について学びました。

また，金型メーカーのT & P Mould Industry Sdn. Bhd.
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様の見学に行きました。DFMT では DMT と FMT のそれぞれで業務の補助を行いました。DMT で

は金型の分解・清掃・組み立ての他，ワイヤー放電加工機について学びました。FMT では，会社に

おける FMT の役割について学び，プレス機や脱脂機の点検・修理を行いました。Production ではワ

イパー，プレス，射出成型の各生産部門を見学しました。また，生産計画と作業改善について学び，

製品検査および梱包の補助を行いました。 

実務訓練を通じて，国籍，言語，文化の違いを乗り越えて働く方々と交流し，非常に感銘を受けまし

た。また，仕事だけでなく，会社の創立記念パーティに参加させていただいた他，プライベートでも

お食事に招待していただくなど，海外の文化について学ぶとともに，会社の方と非常に暖かく交流

することができました。 

 

現地での生活 

宿泊先は Tropicana Bay Residence でした。日本人学生 3 人，マレーシア人留学生 1 人と共同で生

活を送りました。宿泊先から歩いて 15 分ぐらいの場所にある，イオンクイーンズベイモールをよく利

用していました。休日の移動には，タクシー配車アプリケーションの Grab を利用しました。会社の食

堂は，朝食が 2 リンギット，昼食も 4 リンギット程度でした。朝食としては，主にミーゴレン，ナシゴレン

を食べました。昼食はエコノミーライスで，種類も豊富でした。 

マレーシアについてのアドバイスになりますが，言語については，現地のほとんどの方に英語が通じ

ます。ただし，第一言語はマレーシア語ですので，基本的なマレーシア語（あいさつ，数字，食べ物

の名前）は事前に知っておいた方がよいと思います。イスラム教の方が多いためか，現地では男性

も肌の露出は少ない印象でした。気温は高かったので，現地では半袖，長ズボンで外出していまし

た。観光の際は特に，熱中症にならないようにこまめな水分補給をお勧めします。外を歩く際ですが，

日本より横断歩道や歩道橋は少ないです。また，バイクが非常に多いので，道を渡る際に走るとか

えって危険です。車の間から出てくるバイクには特に注意してください。歩行者優先ですので，道を

渡る際はゆっくりと注意しての移動をお勧めします。治安は良いと思いますが，海外なので油断しな

いでください。通信についてですが，SIM フリー携帯を準備し，現地で購入したプリペイド SIM の使

用をお勧めします。電話会社は Maxis と Celcom を利用していました。プリペイドのチャージ（現地で

は「トップアップ」と言います）はコンビニエンスストアで簡単に行えます。食事に関しては，辛い食べ

物が中心となりますが，果物も豊富です。イオンモール等のショッピングセンターにおいてはマレー

シア料理や中華系料理はもちろん，日本食も食べられます。屋台ではショッピングセンターより安く

食事ができますが，食べ物についてある程度知識がないと難易度が高いかもしれません。 

観光についてですが，ペナン島は観光地であり，ジョージタウンを初め魅力的な場所が多くあります。

休日を利用して様々な場所をめぐることができます。チャイニーズニューイヤーには，マレーシアの

首都クアラルンプールに行きました。ペトロナスツインタワーからの景色は非常に美しいため，時間

があれば観光をお勧めします。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外に行く場合は，英語でのコミュニケーションスキルが最低限必要かと思いますので，まずは英語

学習に力を入れることをお勧めします。語学留学ではないので，現地で学ぶのでは正直間に合わ

ないと思います。マレーシアでは英語は第二ヶ国語ですので，現地では「正確な英語」以上に「コ

ミュニケーションツールとしての英語」が求められます。まずは英語の授業や留学生との交流を通じ

て，英語を使ってみることをお勧めします。 

企業様は「学生が学びたいことを提供できるか」について特に気にされています。「自分が実務訓練

を通じて何を学びたいのか」を明確にしてマッチングを行うとともに，企業様と事前に十分にやりとり

を行えるとよいかと思います。 

最後に，個人的に入国査証についてですが，取得に時間がかかる場合があるため企業様とよく相

談して進めた方がよいと思います。特に，マレーシアの就労ビザSVP-Ⅰ取得のためには，企業様が

ESD を取得している必要があります。ESD 取得には何ヵ月という時間がかかりますので，近年に受け

入れ実績のない企業様の場合，ESD について確認した方がよいと思います。 
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                             機械工学課程   板東 龍矢 さん 

                     実務訓練機関  Panasonic Automotive Systems Malaysia   

 

海外で実務訓練を行った理由 

今回の実務訓練以外で約 2 か月間という長期間海外で

生活することはなかなか容易ではないと思い，今回の機

会を利用し，海外で実務訓練を行おうと考えた。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習内容 

Panasonic Automotive Systems Malaysia は，カーナビや

カーオーディオを主に製造しており，私が配属された

FE という部署は製品の製造のプロセスを構築したり，新

製品の販売までのスケジュールを決めたりする部署だっ

た。新製品の始動が 6 月までないということで，今回の

実務訓練では，主に FE の仕事内容を理解するという目

的を持って，実務訓練を行った。 

 

 

 

 

現地での生活 

朝ごはん，昼ごはんは，主に職場の社員食堂で済ませた。夜ごはんは，宿泊先に付属するレストラ

ンで食べたり，少し離れたショッピングセンターに外食に行ったりした。 

休日は，ペナン島の観光地を観光した。今回の実務訓練期間内で，ペナン島の観光地はほぼ全て

まわることができた。タイプ－サムを含む三連休はランカウイ島というマレーシア国内のリゾート島で

観光した。また，チャイニーズニューイヤーの連休は首都クアラルンプールを観光した。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英単語を覚えておいた方が，会話に詰まることがない。会話自体は中学英語程度で成り立つので，

あとは積極的に話しかけられるかどうかだと思う。宿泊先の不便なところは自分の工夫で補えること

が多い。 
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                           機械工学課程   T.H さん 

                           実務訓練機関  Advantest (M) Sdn. Bhd 

海外で実務訓練を行った理由 

以前から海外で働くということに興味があり，現地の人々がどのような考えでど

のように働いているのか，また設備や装置などの技術・環境面における日本と

の違いを直に経験したいと思ったためです。特にマレーシアかつ日系企業を

選択した理由は，経済成長の最中にいる国を見ることで今日本が抱えている

問題に対して危機感を持ち，解決への足掛かりとするため，また多種多様な

民族が働いている環境で日本人がどのように仕事をしているのかを学ぶため

です。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Advantest は半導体検査装置を生産しており，日本に本社が，また群馬に大きな事業所があります。 

AMY(“Advantest Malaysia”の略称)は特に製造の役割を担っており，インターンでは主に組立部門

と品質管理部門の 2 部門で研修を行います。組立部門では，研修としてネジ締めに関する座学およ

び実技があり，今後実務を行うために AMY が定める筆記試験と実技試験に合格する必要がありま

す。品質管理部門では，座学を行ったのち実務にて業務遂行手順や測定装置の使い方を習得しま

す。2019 年度は，およそ 7 週間の訓練のうち，前半 3 週間で 2 部門に関する研修を，後半 4 週間で

実際の業務をこなしつつ業務改善案を提示する流れでした。 

一日の流れ(@AMY) ※時間は現地時刻(UTC +8) 

【Mon.～Thur.】 【Fri.】 

6:00 起床 11:30 昼食(1h) 6:00 起床 12:00 昼食(2.5h) 

6:45 自宅発(送迎) 12:30 業務再開 6:45 自宅発(送迎) 14:30 業務再開 

7:15 AMY 着 14:30 休憩(5min) 7:15 AMY 着 16:15 片付開始 

7:30 業務開始 14:35 業務再開 7:30 業務開始 16:30 終業，退社 

8:10 朝礼 16:15 片付開始 8:10 朝礼 17:00 自宅着 

9:30 休憩(10min) 16:30 終業，退社 9:30 休憩(10min)   

9:40 業務再開 17:00 自宅着 9:40 業務再開   

 

現地での生活 

マレーシアの物価はほとんどが日本の 1/3 なので，とても安く生活できます。例えば，ローカルレスト

ランやホーカーセンター（屋台が連なっているところ）の食事は 1 食あたり RM5～10 ほど，Grab（スマ

ホアプリで呼ぶタクシー）は 4 or 6 人で乗れば一人あたり RM3～7 で済みます。 

マレーシアは中華系の民族を含むことから，1～2 月頃(2019 年は 2/5,6)に旧正月と呼ばれる祝日が

あります。長距離バスやフェリーなどの交通手段を格安で利用できるので，上記連休中にペナン島

外に旅行に出かけることもできます。Langkawi(ペナン島の北にあるリゾートアイランド)，Ipoh，Kuala 

Lumpur，Malacca などその土地独特の文化を体験できるので，是非足を運んでみてください。また

ペナン島内にも，George Town や Penang hill，Escape（アスレチックとプールのテーマパーク）といっ

た観光地があるのでお勧めです。 

食事についてですが，マレー料理の特徴は極端に言えば”辛い料理”と”甘い飲み物”です。特に

辛い物が苦手だと苦労するかもしれません。とは言っても，大きめのホーカーセンターには中華系

やインド系の料理も豊富にあるので，食べられる種類は限られますが対応はできるかと思います。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外を選択すると，それに係る準備は 5 月頃から始まります。パスポートの取得，査証の申請，奨学

金の応募，航空券・宿泊先の確保，荷物の準備など計画的に進める必要があります。友人と一緒に

準備する，分からないことは先輩に聞くなどすると良いでしょう。 

Malaysia/ Penang                 マレーシア/ペナン 
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                         電気電子情報工学課程   川内 智瑛 さん 

                              実務訓練機関 Mini-Circuits 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外の文化・言語に触れたかったため。 

また海外と日本の企業の違いについて身をもって体験したかった。 

そのうえ 2 か月の海外実務訓練という貴重な体験を逃すべきでないと感じた。 

その結果刺激的な体験となり、今までの常識を覆された。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Mini-Circuits 

高周波製品を扱う会社 

製品のテストを行う。 

 

現地での生活 

近くのショッピングモールへ出かけたりジョージタウンへ出かけたりと充実な生活を送れた。 

発展途上国であるため日本人にも住みやすい環境になっていると感じた。 

食事に関しては人それぞれ好みがあるかマレーシアは多文化であるため、体に合うものがある。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

刺激的な生活を送れるということは全てが良い方向に動くわけではない。 

犯罪に巻き込まれることが多々ある。 

マレーシアは治安がいいがスキミングや詐欺などが横行しているため気を付けなければならない。 

Malaysia/ Penang                 マレーシア/ペナン 
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電気・電子情報工学課程  本保 雄太さん 

                              実務訓練機関  Canon Medical Systems  

海外で実務訓練を行った理由 

GAC 卒業要件のため。 

発展途上国の現状を肌で感じるため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

超音波診断システム装置の製造 

・装置のメンテナンス 

・オペレーターのマネジメント 

・不良品の分析 

 

現地での生活 

私は金銭面を考慮して基本的に休日に一切どこにも旅行や遊びなどには行ってません。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

綿密な準備をしていれば，特に問題ありません。 

私自身，初めての海外でしたが特に問題はなく当初の計画通り物事が進みました。 

何か聞きたいことがあれば直接聞きに来てください。 

Malaysia / Penang                   マレーシア/ペナン 
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電気・電子情報工学課程  芦田 祐哉 さん 

実務訓練機関   Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd.  

 

海外で実務訓練を行った理由 

日本と海外で「働く」という違いを経験するために海

外実務訓練に参加した。高専生は特に，一度日本

でインターンシップを行ったことがあり，日本で「働

く」というイメージは湧きやすいと思う。しかし，海外

で「働く」というのは日本と比べて何が異なり，文化

背景等による差異を経験するため応募をした。また，

問題解決のアプローチをどうしているのかを知るた

めに参加した。 

 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私が配属した Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd.のエンジニア部署は主に東レマレーシアグルー

プの工場施設の管理を行っている。私は「工場のムダを減らすための面白い技術提案が欲しい」と

いうお仕事を頂いた。それに対して様々な事例を調べ，「ARシステムの提案」および「ドローンシステ

ムの提案」を行った。特に「AR システムの提案」では，自ら工場のムダを見つけ，そのムダに対して

適用する案を提案し，iPhone に向けた簡単な AR システム構築することで実用性を示した。特に会

社が設けた実習内容はない。 

 

現地での生活 

平日は仕事をし，マレーシア料理等を食べた後，筋トレを行いプールで泳いでいた。休日は，ペナ

ン島での観光や，ラウンカウイ島等に旅行して休日を満喫した。また，マレーシアにはチャイニーズ

イヤーという大型の休日があるため，色々な旅行を楽しむことができる。マレーシア料理も美味しく，

露店等がたくさん存在する。また，私はよくジョージタウンにあるカフェ巡りをしていた。もしマレーシ

アに行くことがあれば，ジョージタウンにある Mugshot Café のヨーグルトとベーグルを食べることをお

勧めする。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練を行う上で，奨学金や保険，ビザ等の書類が多くあり，卒業研究の時期と書類の提出

時期が被ることがあるため，上手にスケジュール管理をして出し忘れがないように気をつけてくださ

い。特に心構えとかはなく，自身の目的を持って海外実務訓練に取り組み，休日は思いっきり遊ん

でください。 

Malaysia/ Penang             マレーシア/ペナン 
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 電気・電子情報工学課程  戸谷 陽文さん 

 実務訓練機関  Canon Medical Systems Manufacturing Asia Sdn. Bhd  

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は将来海外で働きたいと考えており，学生のうちに海外の企

業で比較的長期間の実務訓練ができるこの機会が好機だと考

え，今回の海外実務訓練を希望しました。将来に向けて今の自

分に足りないものを知ることは，今後の学生生活において一種

の指標になります。またマレーシアは物価が日本と比較して安

いというのも決め手のひとつです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

CANON MEDICAL SYSTEMS MANUFACTURING ASIA SDN. BHD.という超音波診断装置の製造を

行っている会社で実務訓練を行いました。日本人は偉い方ばかりだったため一緒に仕事をすることはな

く，業務の指導などは現地の方が行ってくれました。職場には技科大出身の方や日本語を話せる方が数

人いましたが，日常会話や業務説明などは基本英語で行われました。職場にはマレー系，インド系，中

国系，ベトナム系など様々な人がいました。中には英語が話せない人もいましたが，総じて言えることは

みんな優しくてフレンドリーな方が多かったです。 

業務内容についていは，私の部署では大きなテーマを与えられて取り組むのではなく，装置の点検，不

良基板の写真をデータ保存，書類の作成や管理をメインに行いました。また製造ラインや基板に何らか

の不具合があるとその原因を究明し，改善案の提案をしました。また今回はニューモデルの導入の時期

と被っていたこともあり，その書類や装置の準備にも携わることができ，貴重な経験をさせていただきまし

た。 

 

現地での生活 

今回私は 11 人のシェアハウスで共同生活を送りました。慣れない環境下で近くに友人がいることは非常

に心強かったです。洗剤などの日用品は基本的に現地で調達可能なので持っていく必要はありません

でした。モールまで行けばダイソーやイオンがあり，何でも揃います。食事に関してはすごく安かったため

すべて外食で賄いました。現地フードは辛いものも多いですがおいしいものが多かったです。現地価格

からしたら少し高いですが，中華料理のお店や日本食のお店もあるため，食事の合う合わない関しては

ほとんど心配要らないと思います。水は危ないと聞くので注意してください。お店で買うか，会社には浄

水器を設置しているところも多いので水筒を買うといいと思います。 

休日はハウスのメンバーと島内の観光地や，島外の観光地などに出かけました。会社によっては連休も

あったためいろいろな場所に出かけることができました。また，職場の人にハイキングや，夜にフットサル

やバドミントンなどに誘われることもあり，非常に充実した生活を送ることができたと思います。移動にはタ

クシーより安い Grab を使っていたのですが，いつでもどこでも来てくれるため非常に使いやすかったで

す。 

マレーシアのコンセントは BF 型 220 V，50 Hz で携帯の充電やパソコンを使うぐらいなら変圧器は要らず，

変換プラグのみで大丈夫だと思います。日本で使っているドライヤーやヘアアイロンなどを使いたい人は

変圧器が必要になると思います。荷物になるのがいやなら現地で安いものを購入してもいいと思います。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語ができるに越したことはないですが，英語ができなくても大丈夫です。現地の方はみんな優しく，自

分の拙い英語でも汲み取ってくれます。頑張って伝えようとする強い意志さえあれば大丈夫だと思いま

す。 

Malaysia/Penang              マレーシア/ペナン 
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電気・電子情報工学課程  寿崎 泰佑さん 

実務訓練機関  Advantest(M)   

 

海外で実務訓練を行った理由 

同じ研究室の先輩がマレーシアに行っていたので色々な話が聞けて行きたいと思った。自分

の英語力向上と海外での実務を経験してみたかったのが主な理由。 

また，高専からの同級生にマレーシアの友人がおり，マレーシアにはもとから興味があった

ので，良い機会だと思ったので。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Advantest Malaysia 

 

日本に本社がある半導体測定装置の世界最大手の Advantest の Malaysia 支社。 

主に，Advantest の半導体測定装置の部品の組み立て会社。 

初めは工場の紹介の後，新入社員向けのネジ締め・品質検査の講習を受けた。 その後は部品の

組み立ての業務補助と，品質検査の業務補助を行った。 

 

現地での生活 

コーヒーが甘い 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

意欲があれば積極的に参加するべきである。 

しかし実務訓練は，海外旅行ではないということをしっかり 念頭におき，会社や大学，周りの人々に

迷惑をかけないように責任をもって行動することが一番であると思った。 

 

 

 

Malaysia / Penang                           マレーシア/ペナン 
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                            電気・電子情報工学課程  青木 健 さん 

                                          実務訓練機関  Mini-Circuits 

 

海外で実務訓練を行った理由 

・自分の研究にあうテーマがあったから 

・海外の慣習や風習に触れてみたかった 

から 

・英語のスピーキングとヒアリングを伸ばせ 

ると思ったから 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Mini-Circuits はニューヨークのブルックリン

に本社を置き，高周波部品の設計・開発・製造をしている。自分は Research & Development という部

門に配属され，製品の測定及び検査を行った。この部門には新入社員やインターンシップが主なの

で，若い人たちがたくさん働いており，話しかけやすかった。 

 

現地での生活 

マレーシアの気候は年中暑いが，社内やショッピン

グモールなどは冷房がガンガンに効いているので，

長袖を持っていくのが好ましいと思う。イスラム教の

人が多く，自分の家の近くでも朝早くからお祈りす

る声が聞こえた。グラブと呼ばれる個人タクシーみ

たいなものが発達しており，スマホで現在地と目的

地を入力すれば，だいたい５分ほどで来るので観

光するときなど重宝した。好き嫌いが激しい方なの

で食に関して心配していたが，マレー，インド， 中華と幅広い料理があ り問題 なかった。

Mini-Circuits は週休三日なので，休日はショッピングや観光をたくさんすることができた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

自分は海外での文化や慣習に触れてみたかったので，海外実務訓練を選択しました。実際に約二

か月ほど滞在してみて，滞在時間の短い観光では味わえない経験をすることができたと思っていま

す。海外実務訓練は海外で生活することができる良い機会なので，迷っている方はぜひ飛び込ん

でみてください。 

 

 

 

 

Malaysia / Penang                   マレーシア/ペナン 
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電気・電子情報工学課程 二村 綾さん 

実務訓練機関 Panasonic Automotive Systems 

 

海外で実務訓練を行った理由 

異文化交流を行うことで，日本では学ぶことのできない考え方の違いについて関心があったため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

カーオーディオやカーナビの製造を行っている。私は主に工場ラインの改善案を提案し実際に改変

を行うことで向上を図った。 

 

現地での生活 

マレーシアでの食事は非常に口に合った。とてもおいしので是非。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

文化の違いを学ぶだけでなく会社形態の違いなども学ぶことができ，さらに語学力も向上するチャン

スであると思う。 
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                                電気・電子情報工学課程  K.K さん 

                     実務訓練機関 Minebea Electronics Motor (Malaysia) Sdn.Bhd.   

 

海外で実務訓練を行った理由 

もともと海外で働くことに興味があり，指導教員を

はじめ，先生方から勧められたからです。 

また，英語のスキルアップをはかりたいと思った

のがもう一つの理由です。日本でも英語のスキ

ルを身につけることは出来ますが，常に英語で

会話をするという環境に身を置いてみたいと考

えていました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Minebea Electronics Motor (Malaysia) Sdn. Bhd. 

の Production Machine Engineering (生産技術部

門)に配属されました。Minebea Electronics Motor (Malaysia) は DC モーターの生産を主軸としてい

ますが，生産技術部門では工場向けの生産機械・設備を製造しています。そこで私はグリース塗布

機の製造を行いました。製造は組立から評価までを通して行います。機械と電気の両方の知識が必

要とされました。 

 

現地での生活 

受け入れ機関に用意していただいたホテルに宿泊していました。ホテルはゴルフリゾートの中にあり，

二人部屋にはベッドルーム，トイレ，シャワールームが二つずつあり，プライバシーも守られます。ジ

ムやプールといった施設も充実していました。食事は徒歩 15 分の場所にフードコートがあり，6～

8RM(約 180～240 円)ほどで食事がとれます。 

休日は会社の方と観光に行ったり，バスや電車，フェリーを利用してランカウイ島やクアラルンプー

ルに行きました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

マレーシアは治安も良く，陽気な方々がとても多いです。ローカルメンバーは仕事中に分からないこ

とを聞くと親切に教えてくれます。必要なのは英語力ではなく，コミュニケーション能力だと思います。

また，仕事だけが海外実務訓練だけではないです。現地の人たちとの交流も重要なことだと思うの

で，食事等に誘われたときは積極的に参加すると良いと思います。 

クレジットカードの不正使用には気を付けたほうが良いです。予備を含めて二つ以上持っていくと安

心です。 

Malaysia / Penang                  マレーシア/ペナン 
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                           電気・電子情報工学課程  濵田 昌利さん 

                   実務訓練機関  S&O Electronics (M) SDN. BHD.  

 

海外で実務訓練を行った理由 

将来，海外で働きたいと考えており，将来の明確なイメージをつかみたいと考えた。また，マレーシ

アはマレー語，英語，中国語などを使う多民族国家で，将来的にはシンガポールと同じく，経済発

展をしていくと考えているため，海外実務訓練の派遣先として最高であるため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

S&O は Sharp と Onkyo が管理している工

場で，音響機器の製造，開発を行ってい

ます。 

今回の実習内容としては音響機器の動

作確認，耐久テストを主に行いました。 

 

現地での生活 

現地の借家は外と換気扇が直接つな

がっており，蟻や蚊がたくさんいるため虫

の対策が欠かせません。食事は辛い味

付けが多く，辛い物が完全に無理な場合

は食べられる食事の幅が狭まる。個人的

には辛い物が得意で，会社の人と仲良く

過ごしていたため，平日の夜は外食に連れて行ってもらったり，休日には様々な観光地に連れて

行ってもらった。また，他にも，旧正月用のお菓子作りや，ボウリングなどを現地の人と行った。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語かマレー語を流暢に話すことができれば，マレーシアの中での生活はとても楽しいものになる。

言語は完璧ではなくてもいいが，最低限話せて，コミュニケーションを取ろうと頑張れば相手も応援

してくれる。反対に，英語を話せるようになりたいと考えて行く人は，過酷な現実に直面する。 
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                      情報・知能工学課程  Q.H さん 

                   実務訓練機関  Toray Industries (Malaysia) Sdn．Berhad 

 

海外で実務訓練を行った理由 

将来は帰国して就職することが義務となっており，実務訓練を通して母国の職場を体験したいから

マレーシアで実務訓練を行うことにした。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

マレーシアにおいて東レは，1970 年代に繊維生産拠点を相次いで設立し，現在，ポリエステル短繊

維の Penfibre(PFR)，ポリエステル/綿(T/C)混紡績・織布・染色･プリント加工の Penfabric(PAB)で，

ファイバーからテキスタイルまでの一貫生産を行っている。Toray Malaysia Systems Solution Sdn。 

Bhd。 (TMS)は東レマレーシアグループの子会社の一つであり，システムの企画・開発および運用

の受託業務をする会社である。 

 

現地での生活 

家から通勤するため，休日は家族と過ごす。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

同じ会社で実務訓練した日本人学生をみると，やはり英語力よりはコミュニケーション能力は海外で

生きてくためには欠かせないものだと考えられる。英語力はいくら高くても，自分から現地の人と接し

ていかないと，一人のままで実務訓練を終えてしまう。とにかく頑張って話したらソーシャルライフも

充実になると思う。 
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                           情報・知能工学課程  三島 駿祐さん 

                               実務訓練機関  ADVANTEST(M) / マレーシア  

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外に行った経験がなかったため，いい機会になると思ったから。今後海外に行く予定があるので

(学業目的)，コミュニケーション能力を高めるための目的で海外を選択した。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ADVANTEST は，半導体試験装置を製造している企業で，ADVANTEST(M) （マレーシア支部）で

はその部品の組み立てを行っている。実務訓練生は，訓練前半で部署の紹介とそこで行われる業

務を行い，その中で改善点を見つけ，提案する，という流れで実務訓練を行った。 

 

現地での生活 

食事は，朝はコンビニで買っておいたパンを食べていた。コンビニが近所にあったので重宝した。た

だ，食べないことの方が多かった。 

昼は会社の近くにある屋台で食べた。バイキング形式の店や，通常の屋台もあり，好きなものを選ぶ

ことができた。量にもよるが，ドリンクと併せて 8RM 程度。週末になると，日本人社員の方がモールま

で連れて行ってくださり，一緒に食事をとる。何を食べるかはその時次第だが，屋台よりも高い。しか

しおいしい。 

夜は，近所の屋台で食べることが多かった。こちらはドリンク込みで 10RM 程度。時々，歩いて 10 分

くらいのところにある外食チェーンや日本料理屋にも行った。これらは日本よりもやや安い。しかもお

いしい。 

休日は，近所のモールに行ったりはしたが，基本的には宿舎で過ごした。休日を利用して何度か旅

行に行った。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ADVANTEST は現地社員の方，日本人社員の方ともに優しく，サポートしていただけるので，海外

が初めての人にもおすすめできる企業である。準備は，自分はこれといって特別にはしていない。

生活必需品は大抵現地のモールで買えるからである。思ったより時間があるので，勉強道具は多め

に持って行ってもいいと思った。マレー語の勉強も特にする必要はないが，挨拶程度は覚えていくと

印象が良い。注意点としては，長袖の服（厚手でないもの）を上下で揃えておいた方がよい（虫刺さ

れ防止のため）。 
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                            情報・知能工学課程  渡会 拓人さん 

                            実務訓練機関 Intel Microelectronics Sdn. Bhd 

 

海外で実務訓練を行った理由 

半導体の事業に興味があり，世界的に有名であるインテルでの勤務に憧れがあった。 

また，英語での仕事や，海外での働き方を知る良い経験であると考えた為，海外のインテルで実務

訓練を行った。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

インテルが持つ独自のデバックツールを理解し，そのデバック作業。半導体の状態遷移を 2 パター

ンで検証し，PSMI 自体にバグが無いかを確認する。 

労働環境として，フレキシブルタイムや，半個室が提供されている。給料も満足いくものであり，社員

だけでなくインターン学生の満足度も高いものであった。 

  

現地での生活 

食事は屋台またはレストラン。屋台のローカルフードは 200円ほどで食べられる。自身はあまりローカ

ルフードは合わなかった為，マックやケンタッキーが主な食事であった。 

(400 円程で満足な量が頼め，出前もアプリからできる) 

休日はランカウイ島や首都，また世界遺産であるジョージタウンなど，旅行に行くことが多かった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

デバックツールについて英語で説明されたが，中々理解することが難しかった。情報系分野につい

て，専門用語を英語で理解することが大事である。 

休日に旅行に行くのであれば，お金は多めに持っていく方が良い。自身は，現地で 12 万円程使っ

た。また，時計など海外製の物は若干安く変えるため，欲しいものがあれば免税のランカウイ島で買

うのをオススメする。 
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                    電気・電子情報工学課程  原 絢哉さん 

                          実務訓練機関  Clarion (M) Sdn. Bhd.  

 

海外で実務訓練を行った理由 

せっかく大学が海外とつながっているためいい機会だと思い，このチャンスを無駄にはしたくは

なかったから．また，今後の人生においてたった 2 ヶ月ではあるが海外で実務経験があるのは大

きな糧になると思ったから． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Clarion では三つのテストを行った．

Bench Test，Environmental Test，

Experiment である．これら三つのテ

ストは全てカーオーディオを用い

て行った．Bench Test はカーオー

ディオのラジオ，USB などの機能が

正常に動作するかを確認するテス

トである．フローチャートの通りに

動作させて問題があるかどうかをチェックした．Environmental Test はカーオーディオのキャリブ

レーションを主に行った．説明書を渡されたのでそれ通りにテストをした．Experiment はカーオー

ディオが実際に車に搭載されたときのシミュレーションをしたテストである．一例として放電ガ

ンという装置を用いてカーオーディオにあてて，静電気がおきても問題がないかを確認した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地での生活 

食事は家の近所においしい屋台があったのでそこによく通っていた．他にはコンビニのようなと

ころに行ってパンを買って会社に持っていって昼代わりにしたり，ケンタッキーフライドチキン

をデリバリーしたりした． 

休日はマレーシアの名所(ランカウイやクアラルンプール)に行った．そのほかにはジョージタウ

ンに行ってお酒を飲み，観光名所めぐりなどをした． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

お金は結構使うので現金は多めに持っていったほうがいい．また，旅

行に行くときの旅費などはクレジットカードを使ってなるべく現金を

残しておいたほうが，最終日まで心おきなく遊ぶことができる．その

ほかには日本からいろいろ薬を持っていったほうがいいと思う． 

心構えは英語が聞き取れなくても折れないメンタルが必要．そのほか

にはシェアハウスを行うことが多いと思うため，協調性をなるべくと

ることと，協調性が取れない人がいてもスルーすること．なるべくス

トレスを溜め込まないようにすることが大事． 
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                            情報・知能工学課程  Y.T さん 

                                      実務訓練機関 Clarion (M) Sdn. Bhd.   

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外の企業で働くことに興味があり，自分の英語力で働くことができるのかを確かめたかった。 

在学中に，二ヶ月間海外に滞在するということが実務訓練以外では難しい為。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

clarion は車載器の会社で，具体的にはカーナビ，スピーカ，アンプ，カメラ等を製造している。 

Clarion Malaysia では工場と商品開発の二箇所あり，本実習では商品開発の建物で品質管理を

行った。 

 

 

 

現地での生活 

普段の土日はペナン島の観光を行い，チャイニーズニューイヤーは KL 観光をしました。 

食事は基本的に近場の屋台で食べていました。 

現地料理に飽きた時は，近くのモールに行き，KFC やマクドナルド等のファーストフードで食事をし

ていました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語力が不安な学生でも，企業がサポートしてくれたりするので大丈夫だと感じました。行きたいけ

ど，英語力に自信がない学生でもオススメです。 

挨拶や簡単な会話はマレー語で話した方が相手も喜んでくれるのでいいと思います。 
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情報・知能工学課程  松田 基さん 

実務訓練機関  Canon Medical Systems Manufacturing Asia Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は，画像処理技術と医療・介護機器に興味があり，医療画像処理と医療機器を製作する現場を

経験したいと考え，Canon Medical での実務訓練を希望しました。医療機器を製造する企業での実

務訓練で得られる経験は，非常に貴重だと考えていました。また，私は将来世界の様々な技術を知

り多様な人々と研究を行うことを目標に，GAC(Global Technology Architects Course)に属しており，

ペナンの企業で働き海外での経験を積むことで，研究者を目指す上で私の将来の視野をより広げ

られると考えます。私はこのインターンシップを通して，実践的な技術を感じるとともに，将来の目標

をより明確にするために，多くのことを学び吸収するために，海外実務訓練に参加しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私の実務訓練先企業では，超音波診断装置を行っています。超音波診断装置は超音波を用いて

人体の画像を出力し，人間の健康状態を検査するものです。私は，Production Engineering 

Department の Ultrasound System Manufacturing Department を担当しました。実習テーマは，品質

改善として，不良分析，改善の対応策でした。実習内容は，超音波診断装置の製造の流れ，PCBA

（プリント基板アセンブリ）の不良分析，製造に関する書類についての勉強でした。 

 

現地での生活 

食事について，宿泊先の近くに屋台がい

くつかあり，300 円未満で食べられました。

大きなショッピングモールに行き，パンな

どを買ったり，日本のラーメン店で食事も

しました。ただし，辛い料理が多く，辛い

物が苦手な私には食事に気を使うことが

多かったです。また，休日には社員の方

に遊びに連れて行ってもらい，現地なら

ではの料理も頂きました。社員の方々は

とても親切で，私のつたない英語にも耳

を傾け，コミュニケーションをとってくださ

いました。 

私は風邪をひき，病院に行くことがありました。海外での体調不良は不安でしたが，学校での事前説

明会で紹介していただいた病院には日本語スタッフが常駐しており，適切な治療が受けられました。

また，グラブ（個人タクシー）が安価で利用できることも，病院に行く際に非常に助かりました。 

その他には，蚊が多く，これの対策はする必要があります。蚊取り線香などは現地で買えました。近

所でデング熱の患者が出ると，町中で殺虫剤がまかれましたが，これには驚きました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ペナンの方々はとても優しく，密に接してくださいます。私はこの研修で，コミュニケーションの大切さ

を学ぶことが出来ました。TOEIC は英語力を計る指標の一つですが，実際の会話や，やり取りの中

では，それ以外の能力も必要になります。それらの能力を養うには，海外での実務訓練は非常に良

い手段だと思います。奨学金もあり，お金の面の心配は少ないと思います。ペナンは観光地でもあ

るため，病院などの施設も豊富で，豊橋技術科学大学が所有するペナン校があるため，万が一の場

合でも対応しやすいと思います。 
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                         情報・知能工学課程  青木 聡志さん 

                       実務訓練機関  S&O ELECTRONICS  

 

海外で実務訓練を行った理由 

4 月で就職だと国内で選べる企業が少なくなることと

学生生活最後のチャレンジをしたいと考えたためで

す。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

S&O は Sharp & Onkyo の略でオーディオ機器を設計，

開発，製造の全てを一つの場所で行なっています。私は Research & Development 部門のマイコン

チームに配属されました。マイコンチームではソフトウェアの仕様書の作成や，ソフトウェア開発を行

なっています。ソフトウェアは外注しているため，送られてきたソフトウェアをテストし，バグの原因を

突き止める作業が主でした。ソフトウェア開発という名前ですがハードウェア寄りの業務です。 他に

も製造ラインや他部署の見学等もさせていただきました。  

 

現地での生活 

S&Oはペナンから車で1.5時間程度の Sungai Petani というところにあります。ペナンとは違って田舎

町です。田舎町とはいえ，食事や洗濯など日常生活で困ることはありませんでした。特に食事に関し

てはローカルの美味しい店が多かったです。時々，店員が英語を話すことができない場合がありまし

たが，手振り身振りでなんとか乗り切りました。観光する場所は多くはないため，休みの日はペナン

やランカウイ島等に Glab タクシー，電車，フェリーを使って行きました。 

次に住居についてです。私はAirbnb で一部屋を借りて，現地のマレーシア人と一緒に住んでいまし

た。借りた部屋については Airbnb で Sungai Petani を調べれば大体わかると思います。住んでいて

困ったことですが，シャワーが水しか出ない，ホストが夜中まで音楽を流している時がある等でした。

細かいことまで，あらかじめ確認しておくべきだったと思います。また，宗教の関係上，食べ物で豚

やアルコールは持ち込まないでほしいと言われました。マレーシアでは食事や服装の禁則事項が存

在するため調べた方がいいと思います。家賃ですが，現地の人に値段をいうと高すぎると言われま

した。日本円で 36000 円くらいだったので参考にしてください。住居は基本的には一緒の地区の人

と同じ家に住むことになると思います。私の場合は大学の斡旋よりも早く住居を予約したため，ホスト

と生活していました。余裕を持って勤務地が同じ人と相談するようにしましょう。 

現地の生活で注意することはアレルギーです。私はジャックフルーツというマレーシアではメジャー

なフルーツを食べて蕁麻疹が出ました。勤務初日の勤務後に出たため，始まりたてで不安な中，さ

らに悲しい気持ちでスタートしました。食べるまではアレルギーがあるはわかりませんが，アレルギー

反応が出る可能性があると思っておきましょう。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

迷っているなら行った方がいいと思います。不安はあると思いますが，様々な経験をすることができ

ます。いかに実務訓練前に私が知りたかったことを書きます。 

・スマホについてスマホですがマレーシアで SIM カードを買って使うのがいいと思います。 

日本よりも安く使えます。空港で MAXIS という会社の SIM を私は買いました。 

・洗濯機について 

借りた部屋には洗濯機がありませんでしたが，歩いて数分の場所にコインランドリーがあったた

め，困ることはありませんでした。また洗剤や柔軟剤も必要ありませんでした。 

・キャッシングについて 

私は日本から大金を持っていくのが嫌だったため，クレジットカードにキャッシングの設定をして

行きました。ATM でお金を下ろすことができるため便利でした。 
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情報・知能工学課程 立花 尚登さん 

実務訓練機関: Intel Microelectronics (M) Sdn． Bhd． 

 

海外で実務訓練を行った理由 

多国籍企業の英語圏の拠点で実務訓練を行うことで, その働き方を体験・見学することが最大の目

的です。 実際の仕事と, 実務訓練で行う業務には違いがあるかも知れません。 しかしそうだったと

しても, その企業で実際に働いている方々の様子から学ぶことができると考えました。  

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Intel Malysia は Intel の国外拠点として最初期に建造されました。規模はアメリカ国外では最大で, 

事業内容も製造・設計開発・製品サポートと多岐に渡ります。 

私は設計開発部門である Malaysia Design Centre に配属されました。集積回路を設計するために

ハードウェア記述言語が用いられます。 私はハードウェア記述言語で書かれたソースコードを, プ

ログラミング言語 Perl を用いて解析し, 必要な情報を抽出するという業務を行いました。 また 

Intel の新入社員の方々と一緒に社内オリエンテーションに参加し, Intel の働き方, 効率的なミー

ティングの行い方, 社内文化について学びました。 

 

現地での生活: 

 交通 : Grab というタクシーが利用されました。 運賃は 5km で 10MYR(マレーシアリンギット)でし

た。 (日本円にして約 300 円相当。) 

 食事 : ホームステイ先の近辺に存在する屋台でとられることが多いです。 価格は 10 MYR 程

度でした。 また, Foodpanda という宅配サービスを利用して, マクドナルド, KFC, サブウェイの

ようなファストフード店から配達してもらうということもできます。 (送料は 1 MYR 程度) 

 生活必需品 : ペナン島にはセブンイレブンなどのコンビニエンスストアが存在しています。 基

本的にはそこで購入することができますが, もし足りなければ Queensbay Mall というショッピン

グモールに行くことで全てが揃えられるでしょう。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

旅費や生活費は, 会社からの支給と大学からの奨学金で賄うことができました。 しかしこれは企業

によって状況が変わります。 

英語の能力が必要とされます。 Intel では少なくとも 3 日に一回はミーティングに参加しました。 

その際に意思疎通ができなければ, プログラムを作ることができません。 能動的にコミュニケーショ

ンを取ることも必要とされます。 自分が作成したプログラムは, 実務訓練後も使用されるため, その

詳細を説明する必要があるためです。 その上集積回路についての知識も必要とされます。 卒業

研究が忙しくなるまでにできるだけ情報収拾をしておいた方が良いと思います。 
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                        環境・生命工学課程  奥原 龍瑠さん 

                        実務訓練機関  TORAY Plastics Malaysia  

 

海外で実務訓練を行った理由 

今まで海外に行ったことがなく，海外

での生活に興味があったこと，自分の

英語力を鍛えたいと思ったことが主な

理由です。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

まず，オリエンテーションや研修を行っ

た後，事前に与えられたテーマについ

て業務を行う。 

 

現地での生活 

マレーシアの食事はスパイシーなもの

が多く，人によっては体調に影響をき

たすこともある。 

 ペナンは観光地として栄えていることもあり，やや高価ではあるものの，ファストフード店や日

本食の店もあるため，経済的に余裕があれば，そういった食事をすることも可能ではある。 

また，マレーシアは気温が高いが，一方でエアコンの温度がかなり低めに設定されていることも多い

ため，寒暖の差で体調を崩すこともある。 

休日には，様々な観光地に行くことができる。Grab カーもあるので，多くの観光地を巡ることをお勧

めする。しかし，一人で出歩くのは危険なので，複数人で行動すること。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

とにかく英語で喋ることを意識すること。喋っていれば英語はそのうちわかるようになる。 

準備はとにかく入念に行うこと。確認作業はメモを作成しておき，何度もじっくり行うこと。 
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                              環境・生命工学課程  松房 利恵さん 

                                  実務訓練機関  Universiti Sains Malaysia  

 

海外で実務訓練を行った理由 

もともとは，私のしたい実務内容をできる企業が

マレーシアにあったので，マレーシアで実務訓

練をすることを選びました。その後，諸事情でそ

の企業には行けなくなってしまったのですが，マ

レーシア科学大学が受け入れてくださったので，

当初の予定どおり，マレーシアで実務訓練を行

うことになりました。 

実務訓練先は変わってしまいましたが，外国で

長期間滞在することは今までなかったので，この

ような機会を得られて良かったです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

創立 50 周年を迎えるマレーシアの大学。3 つの

キャンパスがあり，全部で 27 の学部があります。

今回お世話になったのは，メインキャンパスにある薬理学部の研究室で，漢方薬やハーブの研究を

しています。私の実習内容は，赤外分光法を用いた原産地の異なるハーブの比較と，ラットの大動

脈を用いた平滑筋収縮の観察でした。 

 

現地での生活 

休日は，近くの観光名所へ行って買い物をしたり，連休にはハウスメイトと飛行機で都市部やリゾー

トアイランドへ出かけたりしました。食事は，屋台でローカルフードを食べたり，現地の方にカフェや

レストランに連れて行ったりしていただきました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練は，実習だけでなく，言語や食事，気候なども普段とは異なるため，不安が大きいと

思います。ですが，過ごしてみると，意外とどうにかなります(笑)。どこの実務訓練先の方も，優しく面

倒を見てくれると思うので，オープンに接すれば，すごく楽しい時間を過ごせると思います。 
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                      環境・生命工学課程  栃川 晋太郎さん 

                                          実務訓練機関  Sumirubber  

 

海外で実務訓練を行った理由 

・英語を話す機会がほしかったため 

・海外の日系企業の様子を見たかったため 

・海外の方とのコミュニケーションを図りたかったため 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Sumirubber は住友ゴムの子会社であり、主にゴム手袋の製造を行っている。他にも、IMS と呼ばれる

パンク修理剤の開発・製造を行っている企業である。実務訓練内容として私に与えられたものは、ゴ

ム手袋の加硫条件の検討であった。会社内のラボに入り、そこで実際にゴム手袋を作製し、加硫を

行った後、引っ張り試験などを用いてその強度を計測していた。 

 

現地での生活 

・基本的にすべて外食(ペナン島ではなかったため、低コストでおいしい現地食が食べられる) 

・会社の人とご飯や、遊びによくいく 

・週末や、長期休暇になると、必ず旅行をしていた 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

・行くのであれば、大学側にはあまり頼らない方がいい 

・奨学金がもらえるのであれば、15 万ほど準備しておけば、生活に困ることはない 

・万が一のためにクレジットは新しいものを用意して、キャッシング機能を付けておいた方が良い 

・現地の方々とどんな形でもいいのでコミュニケーションを取る自信がないのであれば、行くことは 

お勧めしない。 
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建築・都市システム学課程  金子 駿太さん 

実務訓練機関 M.E.I.Project.Engineering.Sdn.Bhd． 

 

海外で実務訓練を行った理由 

どうせ実務訓練に行くのなら，せっかくだし海外が良いな，と軽い気

持ちでマレーシアでの実務訓練を決めました。国内に比べて書類

などは面倒だったものの，実務訓練先の企業は研究室の先生から

ご紹介いただけたため，難なく海外での実務訓練を行うことができま

した。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私の企業は M.E.I.Project.Engineering.Sdn.Bhd というマレーシアの

ペナン島にある建設会社で，建築設計から設備設計，現場での施

工管理までを幅広く行う日本でいうゼネコンのような会社です。ソフト

ウェアの練習や現場見学，マレーシアと日本の建築の違いについ

て教えていただいたりなど多くの経験を積むことができ，仕事以外で

も一緒に食事をしたり社員旅行に同行したりすることで，社員の人と

も友好を深めることができました。 

 

現地での生活 

休日は Grab などを利用して色々な場所に遊びに行きました。50 日という長い期間の滞在のため，

ペナン島だけでなくクアラルンプールやランカウイなどマレーシアの有名スポットも回ることができま

した。また，ゲストハウスの主人と仲良くなったことで，マレーシアの各地で行われている祭りや地元

の人のディープなスポットに連れていただきました。是非皆さん KF ゲストハウスへの宿泊をお勧めし

ます。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

私は英語が下手くそな状態で行き，最終的に下手くそなまま帰国しましたが，それでもなんとかなり

ました。ただ，英語が喋れればもっとコミュニケーションが取れただろうな，と少し後悔しています。

もっと勉強します！！ 
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建築・都市システム学課程  W．Y さん 

                                          実務訓練機関 USM REDAC  

海外で実務訓練を行った理由 

昨年 3 月に ESPP で訪問した USM の REDAC（River Engineering 

and Urban Drainage Research Center）の行っている BIOECOS

（Bio-Ecological Drainage System）というシステムに興味を持ち，

USM の REDAC で実務訓練を行いたいと思ったため，USM での実

務訓練を希望しました。また，マレーシアは日本と異なり，多民族国

家であるため，どのように文化や宗教，民族か混ざり合って暮らして

いるのか興味があったため，海外実務訓練を希望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

USM の REDAC は，環境に配慮した持続可能な都市排水システムや河川管理などについて研究し

ている USM 内にある研究センターです。実習内容としては USM キャンパス内にある BIOECODS と

いう排水システムについての学習や，そのシステムの効果を調べるために流速や溶存酸素の測定

や水質検査を行いまいした。 

 

現地での生活 

私の宿泊先は USM の学生寮であり，一人部屋でしたが，トイレ・シャワーは共有でした。学生寮の中

では自炊ができなかったため，平日は大学内の食堂や Grab で 20 分くらいのショッピングモールで

食事をしました。USM の食堂は技科大に比べてメニューが多く料理を選ぶのがとても楽しかったで

すが，ほとんどスパイシーな味付けでした。休日は，ジョージタウンで観光をしたり，USM のバトミント

ン大会を見学したりしました。マレーシアの大学の学生や先生はバトミントンがとても上手で驚きまし

た。また，夜市に行き，マンゴスチンやドリアンなどの果物やサティやナシレンマなどの食べ物を買っ

て食べたり，大学の先生のおすすめの料理を紹介してもらい一緒に食べたりしました。旧正月の連

休中には大学の先生にクアラルンプールに連れて行ってもらい，先生とコンサルタント会社の打ち

合わせを見学しました。日本では見たこともないような果物や野菜，食べ物を食べることや，日本と

は異なるプレゼンの仕方を見学することはとても興味深く，楽しかったです。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

とても暑く日本との温度の変化が大きいため，なるべく無理はせず多めに

睡眠をとることが大切だと感じました。英語の勉強も大切だと感じたが，それ

以上にやってみたい・挑戦してみたいという気持ちが大切と感じました。私

もマレーシアに行くまでは自分の英語力の低さや食べ物に対してとても不

安でしたが，実際に行ってみると周りの人は皆とても優しく様々なことを教

えてくれたので心配しすぎる必要はなかったと感じました。今回，海外実

務訓練に挑戦して英語の勉強や河川管理の勉強以外にもとても多くのこ

とを学ぶことができたと感じました。迷っているなら，あまり心配しすぎず

に挑戦してみるべきだと思います。 
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建築・都市システム学課程  川合 将央さん 

実務訓練機関  M.E.I Project Engineers Sdn. Bhd.  

 

海外で実務訓練を行った理由 

学生のうちに海外で仕事をできる機会があることにとても魅力を感じたためというのがいちばんの理

由です。また，自身の英語能力でどこまでできるか試してみたかったです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

M.E.I. Project Engineers は 1998 年に設立され，ペナンのジョージタウンに位置しています。建築に

おける土木・構造・機械・電気などの幅広いサービスを提供している会社です。M.E.I. Project 

Engineers では，実務訓練機関中に一つのことを行うというより様々なことをやらせていただける会社

でした。例えば，オフィス内ではマレーシアで用いられている法律のもとで構造設計を行い，CAD や

分析ソフトなどのソフトウェアを経験しました。また，外にも出向き，現場での働き方やクライアントとの  

会議などにも参加させていただけた。 

 

現地での生活 

現地での食事は基本的に外食でした。基本的に中華系，マレー系，インド系のご飯がある。マレー

シアは物価が安いため一食 150-300 円ほど。休日は，ジム，映画，町歩きなどで過ごしました。

ジョージタウン付近に住んでいたため夜などは Bar などでお酒を飲むことも可能です。また，2 月上

旬には旧正月があるためまとまった休日でマレーシア国内を回るのもいいと思う。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外だからという点では，やはり言葉の壁や文化の壁が存在する。そこを乗り越えられない人，お互

いの文化を尊敬できない人はやめるべきであると思う。特にペナンへ行く人は何十人と行くので，一

人の誤った行動で周りに迷惑をかけることもある。海外に興味があり，理解がある人は是非行って欲

しいと思います。 
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 建築・都市システム学  K.H さん 

                             実務訓練機関   Arup Jururunding Sdn. Bhd.  

 

海外で実務訓練を行った理由 

学校のカリキュラムで，2 ヶ月間海外での生活を経験できるいい

機会だと思ったため。また，英語に対する苦手意識，物事の考

え方を変えたいと思ったため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

構造エンジニアリング部に配属され，ソフトウェアの使い方を学

びました。 

AutoCAD，SketchUp，Rhinoceros，GSA でより複雑なモデルを

再現できるようになりました。Arup の実習内容は毎年異なるた

め，学びたいことを先に伝えることで，より有意義に実習を過ご

すことができます。 

 

現地での生活 

ゲストハウスにはキッチンがなかったため，食事はすべて外食

でした。朝食は 60 円，昼食は 300 円，夜は 400 円程です。 

休日はタクシーとバスを利用し，観光地を巡りました。タクシーは，運転手と英語で会話するいい機

会ですので，利用をお勧めします。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

何事も行動に移すのがいいと思いま

す。 

海外で実務訓練を終えて，英語スキ

ル以外に身につくものは多々ありま

した。 

何が身につくかご自身で経験して確

かめてください。 
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                         建築・都市システム学課程 長尾 将吾さん 

                          実務訓練機関  USM Eng. Campus 

 

海外で実務訓練を行った理由 

2018 年 3月，ESPPにてペナンを訪問しました。その際，公共交

通の運行状況や道路交通状況など日本とは異なる，ペナンの

交通状況が印象に残りました。そこで，そのような違いを背景に，

両国の交通・都市システムを俯瞰し，考察したいと考え，ペナン

（USM）での実務訓練を希望しました。また，ESPP の際にペナ

ンの人々および USM の学生の人柄の良さに魅かれ，もう一度

ペナンに戻りたいと考えたことも理由の一つです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

USM Eng。  Campus は，マレーシア本土，ペナン州の端（Nibong 

Tebal）に位置しています。 

ペナンでは，自動車の利用が非常に多く，渋滞が多発する一方で，公

共交通の整備が不十分です。実務訓練では，こうしたペナンの交通事

情を背景に，交通マイクロシミュレーションを実施し，自動車交通量と

道路交通状況，排ガス量等の関係性の分析を行いました。シミュレー

ションや分析は，基本的に研究室内で行いました。その他にも，USM

周辺の公共交通(Penang CAT Bus)の見学・調査を実施したり，バスの運営検討会議などにも参加さ

せていただきました。 

 

現地での生活 

平日は主に学内の食堂で食事をしたり，USM の学生たちと近くに外食へ行きました。ペナンでは，

マレー系，中華系，インド系の様々な食文化が混ざっていて，どの料理もとにかく美味しかったです。

（たまに激辛料理とも遭遇しました…。）手軽にいつでも食べられるロティチャナイはおすすめです。  

また，休日は電車やフェリー，Grab を利用してペナン島へ行き，他の TUT の学生たちと観光したり，

プールにいったり…。ペナンの多文化多言語社会の下で，海外でしかできない体験をたくさんでき

ました。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ペナンの人々は，とにかく優しく，とてもフレンドリーです。もちろん USM

の学生も。ペナンは，多言語社会ですが，会話は基本的に英語です。

（たまに，田舎の方では英語ができない人もいます。）もちろん実務訓練

前に英語スキルの向上に努めることは，重要なことだと思います。しかし，

英語が満足にできなくても，単語をつなげて話したり，やジェスチャーを

することで，ペナンの人々は十分理解してくれます。最も大切なことは，

伝えよう！コミュニケーションをとろう！といった強い意志だと思います。

そうすることで，2 か月間で英語スキルもかなり向上すると思います。USM 

Eng。 Campus は，ペナン島に比べると少々田舎に位置します。生活の

レベルは日本と異なるところも多いので，特に最初は心構えが必要だと

思います。慣れれば問題ないです。トイレットペーパー，ウエットティッ

シュ，水筒の携帯は必須です。もし，他にも気になることがあればいつで

も質問してください。最後に，ペナン，USM はとてもいいところです！海外実務訓練や現地での生

活，現地の人々との交流を通して，充実した 2 か月間を送れることを願っています！！ 
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