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機械工学課程  佐藤 駿さん 

実務訓練機関 サンディエゴ州立大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

宇宙での有人ミッションについて興味があり，その世界最先端の研究が実務訓練先の海外で

行われていたため．また自分の研究分野に近く，修士課程での研究に応用できるのではと考

えたため．英語しか使えない環境でのコミュニケーションも経験してみたかった． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

サンディエゴ州立大学（San Diego State University）は

教授の方や学生も含め，世界中の国々から人が集まり，

多種多様な民族，文化を持った人がいます．また大学

内の施設はどれも充実しており，普段の生活で困ること

はありません．大学内に電車の駅もあります． 

私は工学棟の Bhattacharjee 教授の研究室にて訓練を

してきました．こちらでは主に燃焼工学の研究をしてお

り，NASA の貴重な実験データを使用しています．今回の実務訓練では，主に NASA が行った微小

重力下での燃え拡がりを観察したビデオの数値解析をすることで，微小重力下での燃え拡がりの傾

向等を調べました．とても親切な教授であり，大変世話になりました． 

 

現地での生活 

滞在したサンディエゴシティはアメリカの中でも治安はかなり良く，街並みもきれいです．一年を通し

て温暖な地域であり，ほぼ毎日晴れています．人々も暖かく，とても住みやすいです．アメリカ人が

定年後に最も住みたい街ともいわれています．暖かい地域であるため，ホームレスの方がそこそこい

ます．日本人の数は比較的多く，日本食もいたるところで食べることができます．また日本からサン

ディエゴへ直行便もあり，乗り換えなしに行くこともできます．メキシコとも接しているため，メキシコの

文化が少し入り混じっており，面白いです．そのためスペイン語で

話している人々もよく見かけますし，スペイン語で話しかけられる

こともたまにあります．物価は日本より少し高めで，一食当たり

1000 円以上はします．メキシコ料理等も食べることができ，食に飽

きることはありませんでした．タコスがおいしいです． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

地域にもよりますが，お金が結構かかるため，奨学金は頂いた方

が良いです．全てかかったお金は，国内での準備も含めるとおよ

そ 70～80 万円でした．せっかくの海外なので，たまには贅沢をし

てみるのもいいですが，使い過ぎないようにしましょう．飛行機に

預ける荷物も重すぎるとお金を取られるので早めに準備をして確

認してみるとよいと思います．英語で話すことは大変ですが，それ

も楽しんでみてください． 

海外で訓練するにあたり，たくさんの方にお世話になります．感謝

の気持ちをもって真摯に頑張ってください！ 

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  A．U さん 

実務訓練機関 バージニア工科大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は B4 の卒業研究でマウスを用いた概日リズムの研究をしていました。今回海外での実務訓

練を行ったのは、実務訓練先の先生が細胞を用いた概日リズムの実験をしているということ

で動物だけでなく細胞の知識を習得できると思ったためです。 

またアメリカに行くということで英語圏の本場へ行くことによって自分の語学力が試せるの

と、向上をはかることもできると思ったためです。 

私はあまり海外に行ったことがないので、海外に行くことで日本との文化の違いも感じるこ

とができると思いました。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

バージニア工科大学はアメリカ、バージニア州のブラックスバーグにある総合大学になります。私が

お世話になったのは私の研究室の指導教員である沼野先生の後輩である小島志先生にお世話に

なりました。小島先生は主に哺乳類の概日リズムの研究をしています。私が訓練先で行った実験は

細胞培養と CRISPR でした。 

細胞培養ではリズムを持つ２つの細胞を用いました。細胞培養したものは TRIzol して RNA を抽出し

た後、チューブに移し冷凍保存しました。 

CRISPR は Initial PCR したあと、電気泳動で PCR 産物が出ているかの確認を行いました。バンドが

確認できたものは次に Ligation 反応を行い、培地に Ligation したものをまくことでコロニーを生成し

ました。白色のコロニーを取り、Colony PCR を行いました。さきほどと同様にバンドが確認できたも

ののみ CRISPR しました。 

毎週ミーティングがありそこで実験の成果を報告しました。 

現地での生活 

向こうではホームステイをして生活していました。ホームステイ先では男性のホストの方がいらっしゃ

ってとても気さくな方でした。 

移動手段は基本的に歩きか自転車でした。一応大学へはバスがありかなり安かったです。アメリカの

外食は少し高かったのでお昼はお弁当を持って行って、夜は自炊していました。また洗濯も自分で

行っていました。 

近くにスーパーがあったのでそこで食材の調達を行っていました。アメリカのものはどんなものでも量

が多いので一度に買う量が多くなり持ち運ぶのが大変でした。また日本や韓国などのアジアの食材

や調味料が売っているスーパーもあり、日本食も作ることができました。 

私が滞在していた町は学生が多いということもあり比較的治安もよく、怖い思いをすることもありませ

んでした。また自然が多く国立公園などがたくさんあるので週末には先生と一緒に公園へ出かける

こともありました。きれいな滝を見ることができ、いい思い出にな

りました。 

気候は、1 月中は雪が降ったりして寒かったですが、2 月後半

は気温が 20℃くらいになって暖かかったです。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語がかなり堪能ではありませんでしたが、2 か月間なんとかア

メリカで過ごすことができました。しかし相手が言っていることが

理解できないこともあったので英語の勉強をある程度はしてお

くといいと思います。 

アメリカはカード社会なのでクレジットカードは必須だと思いまし

た。現金はほとんど持ち歩きませんでした。 

今回長期で海外に行くということで不安もありましたが、行って

みるととても楽しくいい経験ができたなと実感しました。 

 

America / Virginia               アメリカ/バージニア 
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環境・生命工学課程  T．T さん 

実務訓練機関 バージニア工科大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

日本の会社で実務訓練を行うことも非常に有意義だと思う

が、より自分が体験したことない環境で実務訓練をできる

機会を逃したくないと思ったから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Virginia Tech はアメリカでも有名な州立大学である。実習内容

としては、ゲノム編集の技術を学んでいた。 

 

現地での生活 

アゼルバイジャン人のホストファミリーの下、ホームステイをして

いた。アゼルバイジャン人はとても親日なので非常に良くしてく

れた。アメリカの家は広く、キッチンも使いやすいので、自炊を

しながら快適に過ごすことができた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

 語学の準備としては TOEIC をやるのみではなく、日常会話の

勉強もっておくべきだと思う。 

 

 日本とは環境も異なり予定外のことも起こるので、慌てず、おおらかな心を養う必要がある。 

 

America / Virginia               アメリカ/バージニア 
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電気・電子情報工学課程  藤井 亮輔さん 

実務訓練機関 ウインザー大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

自分の研究内容で毎年カナダのウィンザー大学にイン

ターンシップで学生が派遣されており、チャンスだと

思ったため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

超音波顕微鏡を用いた肌のデータ測定および解析。 

 

現地での生活 

気候は非常に寒く、到着して5日で風邪をひいた。派遣策

の研究室までは徒歩で通勤することが多かった。観光は

あまりできなかったが、現地のアウトレットモールでの買い

物は楽しかった。また、大学から週に一回、大型スーパー

マーケットへの往復バスが出ており、食材などの確保は容

易であり、キッチンもあったため、自炊をする機会が多かっ

た。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英会話の能力は身に着けておいたほうが研究のディスカッションがスムーズに行えるだけでなく、生

活面でも楽しめる部分が多いと思う。 

 

Canada / Windsor                カナダ/ウインザー 

-4-



 

 

情報・知能工学課程  谷本日向さん 

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 

心理物理学的な研究を行う研究室を訪問することで自分の専門性を高めるため。エンジニア

として実験装置作成の補助を行うため。海外での生活によってサバイバル能力を養うため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

グラスゴー大学の心理学の大学院に訪問した。タイミングがあまり良くなかったらしく、引っ越しや機

材の買い替えなどで慌ただしかった。学生は心理学専門の人たちだったので、プログラミングや

Unity の知識によって役に立てたように感じた。具体的にはモーションキャプチャ装置から得たデー

タの整理や変換、Unity によるモーションデータサンプルの提示システムの作成を行った。滞在先の

研究室の教授の好意で工学部や医学部で心理物理学の実験を行う教授や学生を紹介していただ

き、よい経験になった。 

 

現地での生活 

大学の近くに店がたくさんあるので豊橋よりは生活しやすい。豊橋と気温は大差ない（むしろ暖か

い）。治安も多分いい。軟水なので水道水でもお腹を壊さない。街がかっこいい。みな 6 時くらいに

なると帰るので帰りやすい。米とか茶はない。あと雨がよくふる。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

何とかなる。クレジットカードは何枚か用意するべき。Airbnb を使うと宿が安いし大学の近くに住め

る。 

 

United Kingdom / Scotland         イギリス/スコットランド 
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情報・知能工学課程  出口 風人さん 

実務訓練機関 エジンバラ大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

高専の時にも実務訓練と同様の制度があり、国内の企業で 2週間就業体験をさせていただく

機会がありました。そのため、大学での実務訓練では少し違ったことを体験したいという思

いがあり、研究室の先生から海外の実務訓練先を紹介していただきました。しかし、何より

も海外に興味があったことが大きいです。言語も文化も違う

場所で、研究に対してどういった考え方で、どのように取り

組んでいるのかを自身の目で見て、修士における研究に何か

いい影響を与えたいという思いがありました。海外の実務訓

練先として紹介していただいたのは、台湾とイギリスでした。

英語が母国語であること、自身と同様の研究内容であること

から、私はイギリス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 

私が実務訓練でお世話になったのはイギリスのエディンバラ大学のモーション分野の研究室でした。

実務訓練の課題としては、研究室に新たに導入した磁気式のモーションキャプチャシステムを用い

て、モーションを測定し、ディープラーニングの手法を用いてそのモーションを補正するというもので

した。はじめは、歩いて椅子に近づき、そのまま座るというような動作の測定を自身で行いました。磁

気式のモーションキャプチャシステムの場合、データの欠損ということはあまり発生しないのですが、

誤差が大きいという問題点がありました。測定モーションを違和感のないものに補正するために、デ

ィープラーニングの手法を用いることとなりました。この手法は、多数のモーションデータが含まれる

データセットからモーションの特徴を学習し、入力として与えられるモーションにおける不自然な点を

修正し、出力するという方法です。この手法によりモーションの補正ができるかを検証しました。 

現地での生活 

現地での滞在先は Airbnb という宿泊施設を提供するウェブサイトより見つけました。基本的にはホス

トの家の一部屋をお借りして、共有スペースは自由に使えるというような感じです。食事は全て自分

で用意しなければいけません。そのため、私は基本的には外食をすることはなく、近くのお店で食品

を買って食べることが多かったです。イギリスということで食事は美味しいのかと周りから聞かれること

は多くありましたが、普通に美味しかったです。 

休日にはエディンバラの街を探索していました。エディンバラは歴史的に古い建物が多く残っており、

ヨーロッパらしい煉瓦造りの建物が立ち並んでいました。特にエディンバラ城は観光客が多く訪れる

場所で、丘の上に立っているため景色も素晴らしく、賑わっていました。また、大学の近くには様々

なお店や博物館、美術館があり、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 

海外での実務訓練はとても得るものが多く、自身の価値観を大きく変化させてくれるものとなります。

しかし、金銭的な問題や自身の言語能力不足など様々なことが障害になると思います。金銭的な部

分は奨学金によって部分的に賄うことができます。言語能力に関しては、海外に行けば何とかなると

いう人がいるかもしれませんが、何とかなるのではなく何とかするしかなくなるのです。そのため、事

前にしっかりとした勉強をしておく必要があります。勉強的な意味で英語ができるだけではなく、会話

として英語が扱えるレベルになっていれば、海外に行って苦戦することもないのではないかと思いま

す。私自身勉強をした上で実務訓練に望みましたが、会話の際に言いたい言葉が出てこなかったこ

とが多かったです。実務訓練を通して英会話能力は飛躍することは間違いありませんが、一定の努

力が必要となることは忘れないでください。 

何よりも大事なのは自分の意思をしっかりと相手に伝えることです。日本のように建前などは気にせ

ず、自分の使える英語力で思いっきりぶつかるようにしてください。そうすれば、相手もしっかり答え

てくれます。最初は苦戦するかもしれませんが、少しずつ慣れていきます。 

 大変なことが多かったですが、興味がある人はぜひ海外に行ってみてください。 

United Kingdom / Edinburgh        イギリス/エジンバラ 
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電気・電子情報工学課程  S．F 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 

将来は海外で働くことを視野にしているため、その前準備として海外での生活や研究を経験

できる良い機会だと考えた。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

照度差ステレオ法と呼ばれる技術を用いて照度差のある同一シーンでの 2 次元の複数写真からサ

ンプルの高さを解析し、3 次元データを得る。訓練内容としては、まずライトの当たる方向を変化させ

ながら写真撮影を行い、Mat Lab で写真を取り込み、解析を行った。 

 

現地での生活 

大学寮に住んでおり、朝食は寮にあるカフェで食べ、昼食と夕食は大学の食堂で食べていた。毎週

金曜日に教授とミーティングを行い、その週にしたことと、次の週にすることを決めた。週末はバスケ

やサッカーをしたり、海を見に行っていた。パブが多く安くお酒を飲むことができた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練に行くなら一人で行くことをおすすめします。 

 

Italia / Cagliari                 イタリア/マドリード 
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情報・知能工学課程  T．K さん 

実務訓練機関 ウクライナ国立アカデミー食品バイオテクノロジー・ゲノム研究所 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私が所属する研究室は以前から実務訓練先と共同研究をしており、今回実務訓練として訪問

することで、自身の研究はもちろん、他のテーマに関してもより進んだ研究をすることがで

きると考えたのが理由の一つである。また海外に行ったことがなかったため、自身の英語力

がどれほどか試してみたかったというものも理由の一つである。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

訓練先である、ウクライナ国立アカデミー 食品バイオテクノロジーゲノム研究所はウクライナの国立

機関で、アルツハイマー病や結核の新規治療薬に関する実験やシミュレーションを行っている機関

である。 

訓練内容は特定のたんぱく質のアミノ酸のリン酸化がアルツハイマー病発症のプロセスであるが、そ

のアミノ酸のリン酸化前後の変化を解析することで、どのように変化をしており、またたんぱく質にど

のような影響を与えるかについて解析を行った。 

 

現地での生活 

基本的には平日は実務訓練、土日で観光等

をしていた。 

訓練中は自分の意見を伝えるのに苦労したが、

ジェスチャーを交えながら作業することでなん

とか伝えることができた。日常会話はもちろん

だが専門的な英語も今のうちから磨いておくと

良い。観光は主にインターネットで調べたとこ

ろに行っていた。日本とは異なる文化がとても

多く大変興味深かった。また訓練先の方に観

光地を聞いたりしてみるとコミュニケーションも取れて良いと考える。 

生活面について、食事は訓練先からのサポートや見てよく分からないものもすくなかったため比較

的大変ではなかった。郷土料理のボルシチやイタリア料理がおいしかった。街中ではあまり英語が

話せる人がいないため買い物は少し大変ではあった。洗濯は洗濯機がウクライナ語で書いてあった

ため全く分からない状況があったが、周りの方々に教えてもらいなんとか洗濯していた。困ったら翻

訳アプリ等を使うと便利。 

治安についてだが、私が滞在した限りでは関係する様々な方のおかげで安全に過ごすことができた。

しかし滞在したキエフは外務省の危険度でレベル 1 であり、注意が必要とされているためあまり人通

りが少ないところには行かないほうがいい。また日本よりスリやぼったくりがあるので十分注意がい

る。 

いくつも心配事こそあったが、楽しく行ってこれたと思う。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語であれば日常会話であれば、そこまで英語が話せなくても行けないことはない。実際街中では

英語をあまり使っていないが普通に過ごせたと思う。。しかし実務訓練中は多くの専門英語を用いる

ので、訓練先にもよるが、専門英語は行くまでに覚えておく必要がある。 

また訓練先の国の言語もある程度学習しておくとよい。英語圏であれば大丈夫であるが、会うすべ

ての人が英語を話せるわけではない場合があるため、簡単な言葉でも話せるとコミュニケーションが

取れてよい。 

海外の生活は日本とはかなり異なり、とても興味深いものがあるのでぜひチャレンジしてほしい。 

 

Ukraine / Kiev                 ウクライナ/キエフ 
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情報・知能工学課程  R．S さん 

実務訓練機関 ウクライナ国立アカデミー食品バイオテクノロジー・ゲノム研究所 

 

海外で実務訓練を行った理由 

奨学金をもらえるなら行ってみようと思った。海外の方が自分の知らないことが多くてより

面白い経験ができると考えた。さらに、奨学金があるお陰で、実務訓練を行うのにかかる経

費負担は日本で行う場合より軽くなる可能性もあり、経済的にも良かった。 

ウクライナの教会などに興味があり、生で見てみたかった。 

受け入れ先機関が、自分の研究室と共同研究を行っており、卒業研究と近い研究ができるか

ら。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ウクライナのキエフにある、薬などに関する研究機関で、コンピュータのシミュレーションを用いてア

ルツハイマー病に関係しているタンパク質について研究を行った。一説では、アルツハイマー病に

はタウが過剰リン酸化されることが関与していると言われており、今回はタウを過剰リン酸化させる原

因と言われている幾つかのキナーゼについて研究を行った。 

自分が所属している研究室には無い、高額そうなソフトウェアを使い研究をした。 

実習中の会話は全て英語を使い、研究所の教授と話し合って実習内容の詳しい内容を決めた。 

 

現地での生活 

受け入れ先機関に寮を確保して頂き、そこに住んでいた。部屋は３人部屋だったが、１人で１部屋使

わせて頂けた。風呂、トイレ、キッチン、洗濯機は共有だが、混んでいて使えないことは殆どなかった。

寮からバス、地下鉄を使い研究所に通った。その際バスは 20～28 円程度、地下鉄は 20 円程度と、

とても安かったため交通費はかなり抑えられた。食費も日本より安く、ケンタッキーのハンバーガーセ

ットが 360 円程度で買えた。ボルシチやヴァレニキなどのウクライナの郷土料理も美味しかった。研

究所の方には毎回食事を作って頂き、それを食べていた。持ち帰る分も作って頂いたため、食費は

かなり抑えられた。 

ウクライナでは若い人は英語を使える場合が多く、レストラン

に行っても英語のメニューを見て英語で注文できた。ただ、

若くない人は英語を話せない場合が多く、寮母さんとの会話

は Google 翻訳を通じて行うことになった。 

寮の中ではアジア人が珍しく、ウクライナ人から陽気に話し

かけられることも何度かあり、楽しい経験ができた。 

私が関わったウクライナ人はとても親切で、いろいろな場面

で助けられた。ウクライナに行ってよかったと思う。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ウクライナなどキリル文字を使用している国だと、キリル文字

を勉強しておかないと英語の聞き取りが難しくなる場合があ

る。例えば、ウクライナの教授は「MAPK」を「マルク」と発音す

るので、キリル文字を知らないと理解が難しいと思う。そういう

意味でも、英語の他に勉強するべきことは多い。 

 

Ukraine / Kiev                 ウクライナ/キエフ 
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情報・知能工学課程   谷山祐真さん 

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に眼球運動の研究を行っている先生がおり、自分の研究室の

先生とも関わりがあったため。また、オランダは英語を第 2言語とする国の中で最も英語が

出来る国であり、そこに行けば同時に英語力も向上できると考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

フローニンゲン大学は、オランダ北部にあるフローニンゲンの大学である。オランダにある大学の中

では 2 番目に古く、3 番目に大きな大学です。 

 

フローニンゲン大学では、Sebastiaan Mathôt 先生の元で自身の卒業研究である「絵画の色相反転

が瞳孔反応と主観的評定に与える影響」の結果を更に深く追求するような研究と実験を行いました。 

 

現地での生活 

フローニンゲンはオランダで最も若者の多い街で、実際にすれ違う人のほとんどが 20 代かそれ以下

だったと思います。また、オランダは自転車大国なので、歩行者よりも自転車に乗っている人のほう

が多かったです。レストランはどこも日本よりも遥かに高く、10 ユーロ (約 1300 円)でも安い方です。

ただ、スーパーマーケットに行けば食材は安く買えるので、そこで買い物をして自炊していました。フ

ローニンゲンの中心部は川に囲まれていて、その中にお店が集まっているので、コンパクトでとても

住みやすい街でした。日本人はあまりいなかったです。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

現地で生活するのであれば現地に馴染むためにも自転車はあったほうがいいと思います。警察が 1

か月に 2 回ほど違反で没収した自転車を安く売っているイベントを開催しているので、そこで買うと

良いでしょう。また、外食はどこも高いので、週１程度にして基本自炊を推奨します。毎週火・金・土

曜日にグローテマルクト広場というところで市場をやっていて、そこで野菜や魚など新鮮なものを安く

手に入れることが出来るのでオススメです。 

 

Netherlands / Groningen         オランダ/フローニンゲン 
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電気・電子情報工学課程  髙木 俊裕さん 

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 

海外で実務訓練を行った理由は、スペインに今の

研究に近い内容の研究先があったからです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私の実務訓練先である Calleja 先生のグループは、

MBE を用いた希土類添加窒化物ナノコラム半導体を

作製し、白色 nano LED、単一光子源の実現に向け

た研究を行っています。私は MBE のメンテナンスとナ

ノコラム半導体の作製に向けた条件の検討を行いま

した。 

 

現地での生活 

私の訪問した研究室は、皆がフレンドリーで、毎日みんなでお昼ごはん食べ、午後にはコーヒーを

飲みに行き、夜にお酒を飲みに行くこともありました。加えて指導教員である Miguel 先生や Calleja

先生は、とても親切な方々で様々な場面で助けていただきました。日常生活においてマドリッドは、

便利な街であり、地下鉄、スーパーマーケット、飲食店が軒を連ねているほか、素晴らしい観光地が

多数あります。しかしながら、物価は日本より少し高いです。スペインで暮らすにはコミュニケーション

が欠かせません。言語能力よりも、どんな人にもガンガン話す勇気が必要だと思います。そうすれば

この国での生活は楽しく、何かがあったときは様々な人々が助けてくれました。スペインは親切な方

が多い国だと思います。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

日本の文化や歴史を少し勉強していくといいと思います。私の訪問した研究室は様々な国籍の方

がいました。みな自分の国に誇りを持っていて、日本に対しても興味を持っていました。外国の人に

日本のことを説明できると、話が広がって楽しかったです。 

 

Spain / Madrid                 スペイン/マドリード 
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環境・生命工学課程  小熊 亮弘さん 

実務訓練機関 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH 

 

海外で実務訓練を行った理由 

日本とは異なる環境で実務訓練を行うことで，外国人の働き方，仕事あるいは研究に対する

姿勢を間近で体感し，今後の学生生活にそれらを取り入れ，よりいっそう今の自分を成長さ

せたいと考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

・実験室レベルでの触媒の合成と性能試験 

・触媒製造過程の見学 

・触媒性能試験の見学 

 

現地での生活 

ドイツの主要都市の 1 つであるミュンヘン近郊のローゼンハイムで基本的には生活を送っていました。

ローゼンハイムではスーパーマーケットをはじめとするほとんどの店がドイツ語のみという環境だった

のではじめは大変苦労しましたが，ほとんどのドイツ人は英語が話せるのでコミュニケーションでの

苦労はありませんでした。休みの日にはドイツの新幹線である ICE を利用してドイツ国内を観光しま

した。ドイツでは電車，バス，トラムなどを中心に交通機関が発達しているため，比較的容易に様々

な都市に行くことが可能です。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外の企業あるいは大学などで実習を行うことは必ず自分が成長するための糧になると思います。

私も実務訓練前と後では自分の世界が広がり，物事に対する考え方が大きく変わりました。また，現

地の方々とのコミュニケーションも自分を成長させる過程の 1 つです，そのため海外実務訓練をより

よいものにするためには英語をはじめとする外国語学習が欠かせないと痛感しました。海外へ行くこ

と自体がはじめはとても怖いことだと思いますが，海外実務訓練のような短期間であっても自分を成

長させるこれ以上ない機会だと思います。行こうかどうか悩んでいる人はぜひ勇気をもって新しい世

界に飛び込んでほしいと思います。 

 

Germany / Bayern                ドイツ/バイエルン 
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情報・知能工学課程  梶田 大貴さん 

実務訓練機関 オスロ大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私は今まで一度も日本国外へ出ることがなく，海外へ強いあこがれがあった．そこで今回の

チャンスを利用し海外で実務を行うことを考えた．また，２か月ともいう長期滞在のチャン

スはここしかないと思い経験を積む意味でも行おうと考えた． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私が滞在したオスロ大学はノルウェー最大の大学としてオスロ中心部の近くに建てられています． 

生徒はとても多く学部ごとに建物が点在しています． 

実務訓練の内容としましては瞳孔計測を用いて情動的な音声が人の注意に与える影響について調

査を行いました． 

 

現地での生活 

基本的に外食をすることはなく家でご飯を食べていました． 

借家を借りて生活しており，そこのオーナーさんもキッチンで料理をするためそこで交流をすることが

できました．基本的にオスロは日本の北海道と同程度の気温であり想像していたよりも過ごしやすか

ったです．少し厚手のコートがあると快適に生活できます． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ノルウェーはとても物価が高く生活をしようと思ったら途方もない金額が必要です．そこでお金を貯

めたほうがいいでしょう． 

また，ノルウェーではどの人も英語をしゃべることができますが，話し始めはノルウェー語を使用しま

す．そこであいさつ程度は覚えたほうがいいでしょう 

Norway / Oslo                  ノルウェー/オスロ 
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情報・知能工学課程  西本 雅也さん 

実務訓練機関 オスロ大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

研究内容に非常に興味があり，詳しく研究を進め

たかったことに加え，海外で生活することや海外

での研究スタイルなどを感じることができる貴重

な機会であったため． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

主に目に関する研究を行っている研究室でした．瞳

孔反応や眼球運動などと心理学を組み合わせて，ヒ

トの感情との関連やヒトの知覚のメカニズムなどを研

究しているラボです． 

 

現地での生活 

Airbnb で家を借りて生活していました 

オスロは非常に物価が高かったなので自炊をして生活をしました 

地下室を借りていたのですが１，２階にホストファミリーも住んでいたのでオスロでの生活に関する情

報などを手に入れやすい環境でした． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英会話能力が必要でした． 

また，海外でも通じる趣味や話題などを持っておくと現地の方との会話のトピックに困らないと思いま

すので準備しておくといいかと思います． 

 

Norway / Oslo                  ノルウェー/オスロ 
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情報・知能工学課程  T．E 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 

日本で私の所属する研究室と実務訓練を行った研究室では共同研究を長い間行っており、私の卒業研

究のテーマも共同研究でした。研究内容はタンパク質に結合する低分子化合物(リガンド)の構造を新た

に考案し、新規抗菌薬の開発を行うことです。日本の研究室では大量の計算機を用いて高精度に分子

間力の計算を行っています。そして、実務訓練先の研究室ではその結果を用いて実際にタンパク質やっ

リガンドを用いた生化学実験を行う事ができます。お互いの知見を用いて研究について討論し、研究を

更に進展させるために、実務訓練として対面し議論しながら研究を進めることは、今後の研究において

非常に有意義であると考えています。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実務訓練先であるノルウェー北極圏大学(トロムソ大学)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。訓練開始時は一日中日の昇らない極夜で現地での生活が始まりました。大学は 9000 人

程が在学する大学で医学生物学科や文学科などの学科に加え、北極海洋生物学科などの特殊な学科

もあります。また、ノルウェー内外から多くの学生を受け入れており、私の滞在した研究室にも国外からの

学生が多く在学していました。実習内容については、日本での B4 の際の研究と同様の分野の研究を進

め、タンパク質に対して複数の低分子化合物(リガンド)の結合特性について解析を行いました。研究内

容として、Zinc を含む細菌から分泌される酵素に対して強く結合し、体内に存在する Zinc を含むタンパク

質には強く結合しない低分子化合物の設計を行いました。従来の細菌に直接作用しその活性を抑制す

る薬剤では細菌が薬剤耐性を持ってしまうのに対し、この手法では細菌に直接作用せずに細菌が生成

する酵素に作用することで、酵素が細菌に必要な栄養を生成する働きを阻害することができます。また、

酵素の働きを阻害するため、細菌には直接作用せず薬剤耐性をもちにくいと考えられています。 

現地での生活 

大学付属の留学生用の宿舎が集まった団地のような場所に滞在しました。自分の暮らしていた宿舎には

様々な国から留学生として来ている男女混合で 4 人(途中から 5 人)の学生が滞在しており、それぞれの

個人の部屋と共用のキッチン・ユニットバスがありました。冷蔵庫や食器棚などは場所ごとに用意されて

いますが、調理器具や食器類などは寄宿生同士で共同利用していました。同じ建物のメンバーは中国

やガーナなどから来ており宿舎内の公用語は英語で、基本的に全員英語を流暢に話すことができました。

自分はあまり英語が得意ではなかったのですが、自分より先に滞在している留学生から、キッチンの使い

方やゴミの捨て方、洗濯機・乾燥機の使い方などの教えてもらいました。夕食時など、キッチンでハウスメ

イトと合うことが多く、日常的に英語で会話をする機会が多々ありました。変わったお菓子を買ってきてハ

ウスメイトと一緒に食べたり、ハウスメイトの料理を味見させてもらったりと共同生活を楽しく過ごすことがで

きました。留学生はフレンドリーで優しく、SNS で友達になり、帰国後も連絡を取るなど良い友人関係を築

く事ができました。現地は北極圏の冬の北極圏の都市でとても寒く平均気温が-8℃くらい、最低で-13℃

くらいのなか通学していました。また、大学のあるトロムソはオーロラで有名な都市でもあり、滞在中に何

度もオーロラを見ることができました。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外で実務訓練をするにあたって基本的に英語で研究討論をするため、英語の能力が必須となります。

しかし、それ以上に「英語でコミュニケーションを取る能力」が重要であると感じました。私は英語が得意

ではないのですが一人で海外実務訓練に行ったため、日本語が話せる人も身近にはおらず頼れるのは

現地の学生や教員のみでした。そのため、何かわからない事があったら身近な人に英語で話しかけて、

問題を解決していきました。そうやって、自分から周りと関わっていく事で成長することができ、海外での

生活を楽しむことができたと思います。実務訓練で英語の能力が向上したとは思いませんが、少なくとも

英語で海外の人とコミュニケーションを取る能力は向上したと思います。また、現地のスーパーで買い物

を時など、現地の言葉を多少(数字や簡単な挨拶)は学んでおくと便利だなと思いました。 

実務訓練は現地の人のサポートも手厚く海外に行くとても良い機会なので、ぜひ海外での実務訓練をオ

ススメしたいと思います。 

Norway / Tromso               ノルウェー/トロムソ 
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情報・知能工学課程  M．I 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 

私の研究テーマであるロボットに関する研究をしつつ，英語を学べる良い環境であるため，

ガジャマダ大学を実務訓練先に希望しました． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ガジャマダ大学は，インドネシア国内最古の大学です．ガジャマダ大学では，移動ロボットのための

Visual Odomety に関する研究を行いました．今回は，既存のアルゴリズムを利用し，単眼カメラから

得られる画像から，Visual Odomety を推定するシステムを開発しました． 

 

現地での生活 

大学の寮には台所が無かったため，食事

は全て外食でした．インドネシアでは，1 食

が 200 円〜400 円ぐらいです．大雨が急に

降るため，外出時には常に傘を携帯してい

ました．遠出をする場合は Uber や Gojek と

いった，スマートフォンアプリのタクシーサ

ービス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． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語だけではなく，現地の公用語を実務訓

練に行く前に少し勉強することを勧めします． 

インドネシアでは，外食や買い物の際，英語を知らない人も多いため，インドネシア語を覚えた方が

いいと感じました．簡単なインドネシア語で，「これを 1 つください」や「いくらですか？」などが言える

ぐらいで良いかと思います．外食での注意ですが，基本的に辛い料理が多いため，苦手な人は注

文時に確認を取ることを勧めます． 

Indonesia / Kota Yogyakarta        インドネシア/ジョグジャカルタ
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情報・知能工学課程  川又 康了さん 

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 

海外の大学で研究を行い、どのように研究が進め

られているか、現地の大学生や研究者はどのよう

な考えを持って研究に取り組んでいるかを学ぶた

め。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

インドネシア、ジョグジャカルタ特別州にあるインドネ

シアで最古の大学であり、広大な敷地に様々な学部

を持つ。 

実務訓練では、配属先の研究室の先生とミーティン

グを重ねながら、研究を進めた。 

 

現地での生活 

大学の寮に泊まり、昼は大学の学食、夜は寮の近くにある屋台や店などで食事をした。通学には大

学から借りた自転車を使い、休日の遠方への移動は現地のタクシーを利用した。 

休日には観光や買い物などをした。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

語学力はあったほうがいいですが、語学力に自信がないという理由で海外実務訓練の貴重な機会

を逃すことはもったいないと思います。最低限の英語は必要ですが、足りない部分は身振り手振りで

コミュニケーションはとれるので、迷っている人はぜひ挑戦してみてほしいです。 

現地では積極的にコミュニケーションをとって多くの人と話すことを心がけたほうがいいと思います。

休日も観光するなどして外に出て異文化に触れてみると楽しいです。 

Indonesia / Kota Yogyakarta        インドネシア/ジョグジャカルタ
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情報・知能工学課程  K．M 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 

海外で少し長めに研究生活ができるチャンスだったから 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ガジャマダ大学の研究室でテーマの研究を行

った。週一回のミーティングで現地の学生や

教員と議論しあった。また、中間報告会や最

終報告会では 20〜30 人ほどの人の前で 30

分ほどのプレゼンを行った。 

 

現地での生活 

交通ルールがあってないような感じで危なか

った。食事は日本人の味覚に合うもので、困ら

なかった。一食 100〜200 円程，高めの店でも

500 円ほどでとても安かった。またタクシーが

安く、GoJek や Uber などの民間人が自家用車でタクシー業をするのが流行っており、とても安くて呼

んだらすぐに来るので便利だった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

クレジットカードを ATM から引き出せる種類か，その設定がされているかを確認すること。自分のカ

ードは海外現金引き出しに対応していたが、設定を日本で行わないと引き出しできなくて、持ってい

った現金がギリギリだった。 

 

上記のようなこともあるため、現金を多めに持っていくと安心。 

 

Indonesia / Kota Yogyakarta        インドネシア/ジョグジャカルタ

-18-



 

 

建築・都市システム学課程  江口 悠貴さん 

実務訓練機関 シャクアラ大学 

 

海外で実務訓練を行った理由 

同じ研究室の先輩がインドネシアに行ったとのことで最初は話を聞いていただけでした．ま

た，私の研究室ではインドネシアの留学生も多く，コミュニケーションを図った際に，文化

の違いがとても大きく，どのような国なのか興味を持ちました．さらに自分の TOEIC の試験

においてリスニングの理解力が極めて低いことから英語をどのようにして学ぼうか迷ってい

ました．そこで一度海外経験をつめば自分の課題が大きく見えてくるのではないかと思い，

行こうと決意しました． 

実務訓練先機関の紹介・実習 

シャクアラ大学はインドネシアのバンダアチェというとこ

ろにあります．バンダアチェでは 2004 年に発生したスマ

トラ地震によって甚大な被害を受けた場所です．バンダ

アチェでは世界的に有名な津波博物館があります．ま

た，日本でも東日本大震災があり，日本人と同じように

インドネシアでは一人一人が津波への関心があります． 

シャクアラ大学には土木工学科があり，私はその海岸工

学研究室に配属しました．最初は自分の研究で使用し

ているプログラミングソフト（R）を学生に教えていました．R を学ぶことで解析やグラフを容易に作成

することができます．研究室の学生は，普段は別のプログラミングソフトを使用していたため，一から

教え，最終的には一人で解析を行わせることができました．次に，海での観測を行いました．ADCP

（超音波流速計）と濁度計を用いて海における流速，濁度，温度などを 3 日間観測しました．その後，

実際にプログラミングで解析・考察を行い，最後に解析結果と考察をまとめ，プレゼンテーションを行

い，意見交換などを行いました． 

現地での生活 

バンダアチェではスマトラ地震以降に復興などを行い，最近ではショッピングモールができるなどの

大きな発展を遂げています．この時期は雨季で基本的に気温は毎日 30℃を超え，かなり湿ってい

て大変でした．また蚊が多いこともあり，寝られないことが多々ありました．さらに日本と違って天候が

急に変わることが多く，突然の大雨や雷などで停電も多々ありました．食べ物に関しては辛いものが

多いこともあり，最初は何度もおなかを壊しました．でも，ご飯はナシゴレン（チャーハンのような食べ

物）やミーゴレン（焼きそばのような食べ物）など，おいしいものが多く，困ることはありませんでした．

物価に関してはすごく安いです．食事に関しては一回あたり 200 円ほどで満腹になります． 

バンダアチェの人々はすごく親切です．日本語学校があり，そこに行くと歓迎してくれました．また日

本語も話せる人もいたため，ずっと一人の時間は少なかったです． 

海外実務訓練を考えている学生へ 

私は今まで海外に行ったことはありませんでした．しかし，このような機会がないと海外はいかないと

思い，行こうと決意しました．英語に関してですが，私は豊橋技術科学大学の英語学習アドバイザ

ーを利用しました．1 週間 2 回ほど行き，英会話の個人レッスンを大学 4 年生の間で行いました．そ

のため，日常会話では問題ありませんでした．しかし，インドネシアなので彼らの母語はインドネシア

語です．英語は研究室内でしか通じないため，日常的な部分において，少しは覚えたほうがよかっ

たかなと後悔しました．なので，母語が英語以外ではない海外へ行きたい方は，日常会話（あいさ

つ），数字は最低限覚えたほうがいいと思います． 

また一番重要なのは，直接行った先輩などから，事前に体験談を聞くことだと思います．私も日本で

の準備から飛行機の予約，現地の生活まで先輩に体験談を聞いて助かったことがたくさんあります．

インターネットで調べるのと実際行くのは全く違います．そのため，「実務訓練でこのパンフレットに

書いてある人と同じ場所にいく！」と思った方は必ずその方に連絡をとって体験談を聞いてください．

絶対に役に立ちます． 

Indonesia / Banda Aceh          インドネシア/バンダ・アチェ 
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環境・生命工学課程  山本 偉瑠さん 

実務訓練機関 ソウル技術科学大学校 

 

海外で実務訓練を行った理由 

一番の理由としては、私は昔から海外が大好きでしたが、金銭的なこと

から留学するのが難しかったので、自分にとってこの海外実務訓練を

利用する他ないと思ったからです。加えて、世界共通言語である英語

について自分は何ができないのかを明確にするために海外実務訓練

を行いました。なぜ、韓国を選んだのかというと、渡航費が安く今後も

韓国との繋がりを持ち続けることができると考えたためです。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

国立ソウル科学技術大学校（英名：Seoul National University of Science and Technology） 

私が実務訓練を行ったソウル科学技術大学校は、ソウル中心部から地下鉄で約一時間の少し離れ

た蘆原区にあります。この大学では学部数が 6 つほどあり、その中で私はエネルギー＆バイオテクノ

ロジー学部の環境工学科にある研究室で実務訓練を行いました。この研究室では主に、環境汚染

プロセスに関しての研究を行っています。私が行っていた実験は、コンクリート用細骨材使用される

海の砂に付着している塩分の除去を行っていました。 

現地での生活 

反日で有名な韓国ですが、実際は一部を除いて全くそんなこと無くみんな優しいです。韓国の気

候はとても寒いですが、建物内は暖房やオンドルのおかげでとても暖かかったです。買い物や日常

生活においては、やはり韓国語は必須になってきます。勉強大国の韓国ですが、韓国の友人曰く英

語に関しては日本人と同じで、書く・読むは出来るが話すことが出来ない人が多数いるとのことです。

なので、レジなどでは容赦なく韓国語で話しかけてきます、英語で返しても韓国語で返ってきます

（観光地や有名どころは大丈夫）。初めはこの状態に慣れるのが難しいですが結果的に慣れます。 

平日のスケジュールとしては朝 10 時までに研究室へ行き 18 時頃に寮へ帰るといった生活をして

いました。朝夕食は寮で食べて昼ご飯は研究室の皆で外へ食べに行ったり学食で食べたりしました。

食べ物に関してですが、イメージ通り食べ物のほとんどが辛いです。でも、実務訓練が終わるころに

は不思議と辛い物が余裕で食べられるようになり、日本人が言う辛いというレベルでは、あまり辛いと

感じなくなります（慣れ）。休日は、基本的に様々な所へ観光に行っていました。私は明洞や東大門

といった有名な所は勿論、ソウルのほとんどの場所へは行った気がします。加えて、韓国はフォトジ

ェニックスポットがとても多く、インスタ好きの人はとても映える写真が撮れると思います。そして、昼の

ソウル観光もいいのですが、夜のソウルもまた違った楽しみ方があります。私はこの２か月間で韓国

のクラブ（江南：Octagon、弘大：nb2）へ行ってきました。韓国のクラブは日本とは違い、純粋に音楽

を楽しんでいる人が多く、弘大のクラブでは現地の人たちとダンスバトルをしたり、江南のクラブでは

国籍問わず皆で肩を組みあって盛り上がったりしました。このクラブ活動で音楽・ダンスなどは国境と

か関係ないということを実感できました。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語圏以外での実務訓練は、現地語を知っているか知っていないかで有意義に生活できるか否

か左右されます。韓国はハングルといった特有の文字なので、勉強してないとまず読めません。語

学については、英語だけでなく他の言語もやればやった分出来るようになります。出来るようになっ

た分、様々なことが理解できるようになり、視野も広がります。そして、語学を勉強するうえで大切なこ

とは、その言語と関係している何かを好きでいることだと私は感じました。韓国語について私は

K-POP がとても好きなので、メンバーが何を言っているのか理解できた時は、この上なく嬉しく勉強

のモチベーションにも繋がりました。英語についても昔から洋画、洋楽が大好きなので飽きたり嫌い

になったりせずに続けられています。語学のような継続してこそ力になるものは、将来必要だからと

か、単位が、、、とかいった理由で勉強するより好きだから勉強するといった方が確実に継続につな

がります！なので、英語が出来る人は勿論、英語に対して苦手意識を持っている人には是非海外

実務訓練で様々なことを経験して、好きになる“きっかけ”を見つけてほしいです！여러분 힘내!! 

Korea / Seoul                   大韓民国/ソウル 
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情報・知能工学課程  沼倉 正太さん 

実務訓練機関 Map Quest Asia 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私が海外実務訓練を選択したきっかけは，一つ上の学年にアメリカのシリコンバレーで実務訓練を行った先輩

がいる，というのを知ったことでした．“Silicon Valley”．その地域には数多くの IT 企業やスタートアップが立ち

並び，国籍関係なくエンジニアが世界中から集まり日々様々なプロダクトやサービスを生み出している，そんな

印象を持っていました．私は毎日 Google で何かしらのワードを検索しますし YouTube で動画も見ます．無論こ

の他にも多くの有名なサービスを作り出した企業がシリコンバレーには存在しています．当時の私はそんな場

所へ行った先輩にとても憧れを感じました．それと同時に，こんな場所へ行ける機会を与えてくれる実務訓練

が魅力的に感じたのを覚えています．そういうことで，昨年の５月頃に指導教員を初めとする先生方からの後

押しもあり私はアメリカのシリコンバレーの企業を希望しました．結局の所，残念ながらシリコンバレーには行け

ず，その後も受入機関を幾つか変え，最終的にタイのバンコクにて訓練を行うことになりました． 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私を海外実務訓練で受け入れてくださった機関である MapQuestAsia は，豊橋市にある株式会社マップクエス

トのアジア（タイ）支社です．支社はタイの「バンコク」と「チェンマイ」の 2 箇所に存在し，私はバンコク支社で訓

練を行いました．マップクエスト及び MapQuestAsia は GIS（Geographic Information System：地理情報システ

ム）を用いたソフトウェアの開発や販売等を行っています．訓練先の企業のオフィスは，自動車やバイクなど交

通量の多いバンコクの大通りにそびえ立つ，様々な企業のオフィスが入っているビルの一室にあります．オフィ

スで働いていた人数は10 名弱おり，年齢層は20 代～30代の方が多い印象です．社員の方々は皆仲が良く，

オフィスの雰囲気はとても良かったです．私のテーマは GIS を用いたウェブサービスの試作品を作成すること

でした．実務訓練機関の半分は開発に必要な知識の習得を行い，後半は試作品づくりを行っていました．訓

練を通して全体的に一人でプログラムを書く作業がオフィスでの作業の大半を占めていました． 

現地での生活 

海外実務訓練では訓練先の人との英語でのコミュニケーションが大変そうなイメージがあります．しかしながら，

私の場合はオフィスのトップが日本人の方で，他のタイ人の社員の方々も日本語が分かる方が多くいたので，

訓練先でのコミュニケーションは楽だったと感じています．訓練が始まった最初の頃は，日本語を話せる社員

の一人がたまたま私の住むマンションの隣部屋だったため，日本とタイの違いを日本語で語りながら仲良く一

緒に出社していました．会社以外では基本的に英語を使う事になりますが，社外で英語を使う場面の殆どはコ

ンビニでの会計，露天や食べ物屋でのオーダ等，目的が分かりきっているシチュエーションが大多数を占める

のでジェスチャーや単語のみでなんとかなりました．というか，タイ王国の母国語はタイ語であるため，そもそも

英語が通じない人も沢山おり，英語よりもタイ語が話せればと思ったことが多々ありました．タイでの生活はとて

も快適でした．これはバンコクが都会だったという事も大きく関係していると思いますが，海外での生活になん

ら不便を感じずに生活できていました．私の暮らしていたマンションの近くに地下鉄の駅があったので，地下

鉄に乗ってバンコクのいたるところへ行ったのが思い出です．出来たばかりの大型ショッピングモール，自然豊

かな公園，世界的に有名な寺院などなど，行ってみたいスポットは山程あったので毎週，週末には朝から夜ま

でバンコクを観光していました．また，タイの料理は少し辛いものが多いですが，日本人が好みそうな美味しい

テイストの料理がとても多くあります．タイでは道のそこら中に露天が立ち並び食べ物等を売っているのですが，

そういった物を食べ歩くのが実務訓練中の小さな楽しみでした． 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練に行くのを決断するのは学部４年になって比較的早い

時期だった気がします．国内の実務訓練とくらべて準備に入る時期が

早いだけでなく，受入機関の選択時には自分から行動する必要があ

り，色々と手間が掛った感があります．しかしながらその分，海外での訓練中は何時になく充実し，またとない

貴重な経験ができることでしょう．もし海外での実務訓練が決定したならば渡航前に行き先について十分に調

べ，海外実務訓練で自分自身がどんな生活を送るのかを想像してみるのが良いかと思います．きっと，想像す

ればするだけ楽しみが増えるでしょうし，訓練が終わった時には，海外で出会った人，見たもの，体験すること

の様々なことが貴方にとって思い入れ深く，かけがえのない時間を過ごせたと感じられることと思います． 

Thailand / Bangkok                 タイ/バンコク 
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情報・知能工学課程  M．O 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ったことと、海外で約 2ヶ月暮ら

せるチャンスはなかなかないと思ったからです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実習では研究室で行っている研究に似たようなことをしてました。研究内容としては、結核に存在し、

結核菌の転写に関係する GyrB の新規阻害薬の提案を行いました。 

 

現地での生活 

タイはとても暑いイメージですが、実務訓練中はタイも一応冬なので、肌寒いと感じる日もあると思い

ます。また訓練中もほぼエアコンの効いた室内に閉じこもっており、エアコンの設定温度もかなり低

いため、わりと寒いと感じるときもありました。なので、半そで短パンだけでなく長袖の羽織や長ズボ

ンは必要だと思います。私は冷え性なので、研究室にユニクロのライトダウンを置いておいて、寒く

なったら羽織ったり、足に掛けたりしてました。１月初めは割と涼しい日が多く、2 月に入ると暖かい?

暑い日が多くなります。最高 36℃くらいになりますが、湿度が低いからかそこまで暑くはありませんで

した。また、この時期は雨がほとんど降らないです。私が滞在したときは 1 度も振りませんでした。 

 

平日のご飯はほとんど研究室の学生さんとともにして

いました。昼ごはんは学食、夜ご飯は近隣のお店に

行って食べました。学食は、種類も豊富で 25～35 バ

ーツくらいあれば食べれます。学食も種類が豊富で、

アイスやタピオカミルクティが買えるところやカフェもあ

ります。夜ご飯を食べるときは、学生のバイクの後ろに

乗っけてもらって連れて行ってもらいました。学校で

は週に 2 回ほどナイトマーケット(屋台が沢山くる)が開

催されます。そこでは食べ物以外に洋服・靴やスマホ

ケース・アクセサリーなど雑貨も売ってます。 

 

学校には学校から借りた自転車で通っていました。学

校と寮は 10 分ちょっとです。 

タイの食事は辛いものが多いですが、全く辛くないも

のもあります。そして、飲み物はだいたいけっこう甘い

です。ご飯はおいしい方だと思います。学校には朝 10 時過ぎくらいまでに行き、夜ごはんを食べて

少し研究してから、8 時 9 時くらいに帰っていました。最後に、観光ではお寺とラオスとの国境沿いに

あるメコン川や壁画を見ました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語がたいしてできなくても何とかなります。ですが、あまり英語が使えないと、何かを理解するにも、

伝えるにも時間がかかり、先方の方に迷惑をかけることになります。 

 

ちょっと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  Y．T 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 

研究室の教授に勧められたため。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。 

実習では、QSAR という手法を用いて抗結核薬と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、大学とアパート間を、大学から支給された自転車で通勤した。実務訓練先の研究室には、

朝10時から夜9時まで居た。朝食はコンビニエンスストアで購入したものを食べていた。昼食は大学

の食堂で主に取っていた。夕食は、研究室の人に誘われて、屋台で取ることがあった。 

休日は、1 日をアパートで過ごすことが多かった。 

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シャワーがあるが、

トイレットペーパーが無いので、紙を持ち寄っていた。し

かし、流すと詰まることがあるらしいので、使用後は袋に

回収したりしていた。 

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 

英語での会話が行いやすいように、事前に勉強しておいてください。現地では、分からないことがあ

るときは積極的に質問した方が良いと思います。会話がなかなか伝わらないときは、筆跡を用いると

便利かもしれません。他には、現地での金銭事情や、食事やトイレ等の生活事情を事前に調べてお

き、海外で困らないように準備しておいて下さい。 
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環境・生命工学課程  井上 颯斗さん 

実務訓練機関 ラオス国立大学 

海外で実務訓練を行った理由 

これから研究・開発を行っていく上で海外の方とのコミュニケーションは必要不可欠である

と考えています。しかし、私の配属先研究室には様々な国の学生がおり、それぞれの文化や

思考が多様な環境でコミュニケーション能力を高める絶好の環境ですが、コミュニケーショ

ン能力が未熟であるために英語でのコミュニケーションがうまくとれていないことを実感し

ていました。そこで、言語や文化、生活が全て異なる環境下に自分を置き、どのように適応

し、コミュニケーションをとったらよいのか等を体験し、自分を鍛えて知見を広げていきた

いと考えたからです。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ラオス国立大学は首都ビエンチャンにある国内最大の国立総合大学です。全１２学部から構成され

ているためキャンパスは広く、様々な動植物に囲まれており穏やかで過ごしやすい環境です。私は

自然科学部に配属し、教員と一対一でラオスにおけるエタノールの検出ユニットの作製・評価を行

いました。さらにラオスで作られているビールなどのアルコール飲料を用いた応用などを行い、日々

のディスカッションを通じて研究に従事しました。 

現地での生活 

実務訓練期間中のラオスは乾季にあたり雨は２ヶ月で半日ほどしか降らず、気温は 30℃を超える

日々が続きます。物価は日本と比べ安く、大学周辺は屋台が多く様々な料理が並んでいるため楽し

く食事をとることができました。大学周辺のホテルに滞在しましたがビエンチャン市街まで 10 km ほど

あることからバスやトゥクトゥクを利用しました。市街地には多くのマーケットや寺院などがあり日本と

は大きく異なる街並みです。市街地や大学から離れるほど母国語のラオ語がよく使われており英語

が通じないこともありましたが現地の方々はとてもやさしいので不便な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 

約二ヵ月はあっという間に過ぎます。主体的に行動しなければ英語によるコミュニケーション能力も

向上せず、その国の本質的な文化や風習にふれることもできないです。気になったものがあればあ

まりインターネットなどに頼らずに尋ねる、体験することが大切だと思います。 

Laos / Vientiane               ラオス/ヴィエンチャン 
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建築・都市システム学課程  角南 敦史さん 

実務訓練機関 ラオス国立大学 

海外で実務訓練を行った理由 

私は土木関連の業種に就職を考えています。土木業界というと今後、日本国内での需要は既

存施設の補修・補強や維持管理が中心になり、新規の大規模な事業はあまりないだろうと言

われています。そこで海外へ進出する企業も多く、日本人技術者も派遣されています。自分

もそういった海外で働く技術者になる可能性を考え、実際に日本からの ODA 等で日本企業の

協力の下、公共事業が多く行われている国の環境で生活が出来るのかどうか自身をテストし

てみたかった為、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 

私は先生の紹介でラオス国立大学の環境科学部にお世話になりました。

ラオス国立大学はラオスの首都ビエンチャンにある同国最大規模の国立

大学です。実習内容としてはメコン川に流入する河川の水質の調査・分

析、データの整理を行いました。 

現地での生活 

○気候  ラオスの季節は雨季・乾季に分かれ、今回の実務訓練の期間は乾季にあたるため、期間

中に雨が降ったのは 3 日程と、晴れている日が多かったです。気温は日によってかなり上下しました

が、基本的には 30℃前後と暑い日が続きました。 

○言語  ラオスではラオ語という言葉が用いられていて、全くわからないので基本的には英語と身

振り手振りで意思を伝えることになりました。若い世代はある程度英語を理解出来る人がいるのです

が、感覚で言うと 30 代以上の人で英語がわかる人は殆どいないように感じました。 

○移動手段  ホテルから大学まではおよそ 1 キロ程度の距離で、徒歩でおよそ 15 分かけて通学し

ていました。ラオス人はちょっとそこまで、という場合でもバイクに乗り、歩くことは少ないようです。な

ので 1 キロ歩いて登校していると言うと驚かれることや、「遠いだろう？送ってやるよ」とバイクの後ろ

に乗せてくれることもありました。 

○食事  仏教国ということもあり、食べるものには殆ど制限が無かったです。海に面していない内陸

国なので魚というと、川魚のことを指すのが日本と異なる点かと思います。辛い食べ物が多いので苦

手な人は注意が必要です。また、パクチーが何にでも入っています。日本で言うところのネギの感覚

に近いと思います。麺類やスープは鶏がらスープが多く、日本人にも親しみやすい味付けだと思い

ます。朝食は大学前のパン屋さんで食パンや、カオチーというフランスパンのサンドイッチを買って

食べていました。ラオスは元フランス領だった為か、パン類が美味しかったです。昼食は毎日大学の

食堂で食べていました。いくつかのお店があるのですが、どこも1食日本円で 100～200円程と安く、

また美味しかったです。よく行っていたお店では顔を覚えられたのか何も言わなくても「カオピヤック

(米粉の麺を使った麺料理)のパクチー抜き」が出されるようになりました。夕食はホテル周辺やホテ

ル内のレストランで食べていました。 

○休日  大学のあるビエンチャン市はラオスの首都ですが、大学は市内中心部からおよそ 10km

離れた位置にあるので中心部へ行くには何らかの移動手段が必須でした。滞在中はバスや、乗り合

いタクシー、トゥクトゥク(バイクタクシーのようなもの)を移動手段として利用していました。バスの最終

便が 6 時頃、また発着時刻の目安はありますが、その通りには運行していないので余裕を見て 5 時

頃にはホテルに帰る方向のバスに乗るようにしていました。ビザの更新のために一度ラオスから出国

し、再入国する必要があったので、せっかくだしと思い陸路で国境を渡り、タイ・ノーンカーイ駅から

寝台列車でバンコクまで行きました。陸路での国境越えは初めての経験だったので印象に残ってい

ます。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外というと身構える人も多いかと思いますが、必要以上に心配することも無いと思います。日本と

は交通ルールが異なるので交通事故にだけは注意した方がいいと思います。自分の安全は自分で

守るというのが原則です。日常生活を送る面での言葉についてはなんとかなると思いますが、自分

の研究内容については英語である程度説明できるようにしておいた方がいいと思います。 
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情報・知能工学課程 Y．T さん 

実務訓練機関  Advantest Engineering Sdn.Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

英語力を身に付けたかったため。 

海外の製造現場を実際に体験してみたかったため。 

就活の際にアピールポイントになると考えたため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

半導体部品の試験装置の開発・作成を行う会社 

初週は工場の紹介の後、新入社員向けのネジ締め・品質検査の講習を受けた。 

その後は約 3 週間ずつ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 

一年を通して暑いため、外で過ごすには半袖が適しているが、屋内はエアコンが効いていて寒いた

め上着を携帯するといいと思った。 

食事は全体的に脂っこく、辛い物が多い。 

会社への通勤には会社が手配してくれたタクシーを使った。その他の普段の生活の移動には、

Grab や Uber などのサービスを用いた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語の勉強をしすぎて無駄になるということはないのでたくさん勉強していったほうがいい。片言の

英語や身振り手振りでも伝わるが、もっと単語や文法を知っていればスムーズに会話ができたと感じ

る場面が多く、歯がゆい思いをした。 

日本の物は高品質なのでお土産に持っていくと喜ばれる。ただし、マレー系のイスラム教の人やイン

ド系のヒンドゥー教の人は食事に制限があるので注意が必要。向こうのボールペンは写りが悪いの

で日本のボールペンを持っていくといいのではないかと思った。 

現地の人は日本に興味津々な人が多く、たくさん質問された。特に、日本の観光地(日本に行くなら

どこがおすすめか)と日本の物価(食事の値段、家賃、初任給など)についてよく質問された。 

現地の人におすすめされたおいしい食べ物は日本人の口に合わない場合もあるので、おいしいも

のが食べたかったら日本人の社員に聞くのが一番いいと思った。 
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建築都市システム学課程  酒井 一さん 

実務訓練機関 ARUP Jururunding Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

1 番の理由は、海外実務訓練の期間がちょうど旧正月の時期と重なっていたため、海外での実務訓

練を経験させていただこうと考えました。これは、私は以前マレーシアに1年住んでおり、その際にホ

ームステイさせていただいた家族から「今年の旧正月を一緒に祝うことが出来るならば、こっちに来

ない？」と誘われたためです。 

また、私は以前から将来マレーシアで働ければいいな、と考えており、今回の実務訓練において私

の専門知識や実務を行う能力を持っているか、十分なコミュニケーション能力があるかを試すための

試験および尺度に出来ればと思い、志願させていただきました。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

ARUP という、イギリスに本社を置く、建築・土木系の会社に行かせていただきました。こちらは、世界

各国の建築物および工作物の構造設計を行っており、ポンピドゥーセンター（仏）やシドニーオペラ

ハウス（豪）、関西国際空港（日）など多くの有名建築物の設計はこちらの会社が行っています。 

私の実習内容として、ユーロコード 8 を学習し、流れと詳細な制約を押さえ、これを GSA での設計に

役立てようとしました。最終的に今回の学習内容は概要をフローチャートで説明できたので、現地エ

ンジニアおよび次年度の学生の実務訓練に役立ててくれればうれしいと思います。 

なお、現場見学も行きましたが、マレーシアは特需の影響を受けており、建てるモノのスケールが大

きいので一度行かれることをお勧めします。 

現地での生活 

・食事はお店や露店等においても特に辛いものはないです。マ

レーシアに行って絶対に食べていただきたいものは、ナシカ

ンダーという料理です。特に高いわけではないのでいっぱい

盛って食べてください。 

・交通は車優先ですが、手で止まれと合図すれば勝手に止ま

ってくれます。通勤は主にタクシーを使っていました。グラブよ

りタクシーの方が情報通であると思われますのでぜひ活用ください。 

・天気は equatorial belt にマレーシアが位置するため、当然に暑かっ

たです。先生方は長袖が必要とおっしゃっていましたが、全くそのよう

なことはなく荷物になりますので極力持っていかないほうがいいです。 

・勉強は、できる場所が少ないように感じました。ホテルを借りてもうるさ

かったのでスタバや地域のカフェに行く等工夫してください。なお、ス

タバのカードとタンブラーは日本よりデザインが良く、少し安いと思われ

ます。 

・現地人の人柄は、いい人ばかりでみんな話しかけてくれました。 

・現地日本人は、退職したおじさんやビジネスマンが多く、乗っている

車がジャガーやマスタングなどの高級外車である割合が高かったです。

あと日本人に宗教勧誘を受けました。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

言語は海外で勉強すればどうにかなるという妄言を吐かれる方に感化して、勉強せずに行かれる愚

かな方がいます。確かに、海外で言語習得を行われるほうが良いのかもしれません。しかし知識の

基礎部分がなければ、十分な学習を行うことができません。また、口の動かし方等も海外とは少々違

うので準備期間に十分な準備を行うことが良いと思われます。 

せっかくの海外、しかもリゾート地ですのでなるべく羽目を外して遊んでほしいです。若い時に度胸

やコミュニケーション能力、危険管理等を自分の責任で行うことは今後の見識を広めることに大いに

役立つと思われます。 

 

Malaysia / Penang                             マレーシア/ペナン 

-27-



 

 

環境・生命工学課程  福島 翠さん 

実務訓練機関 Cerca Insight Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

英語でコミュニケーションする機会、また海外に長期間滞在

する機会が欲しかったから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

動物行動実験を利用して、薬の効用作用や副作用を調査す

る。 

 

現地での生活 

職場から家までは遠く、毎日 Uber や Grab(タクシーみたいな

もの)を利用して通っていた。 

向こうでの食事はおいしいけど味が濃く、脂っこくて毎日食

べるのはしんどかったため、朝と夜はよく自炊していた。 

水は浄水器がついていたので、その水を利用した。 

週末を利用してクアラルンプールやランカウイ島などに旅行

にいった。 

大学の人とシェアハウスをしていたが、みんな仲良く、お互い

に譲り合って、楽しい実務訓練を過ごすことができた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

・思っていたよりお金を使うことになったので、クレジットカードの

海外キャッシュを有効活用すればよかったと思った。 

・海外 SIM カードはとても便利、長期滞在には必須です。 

・朝ごはんに食パンを買っていたが、サイズもちょうどよくとても

よかった。 

・レトルトお味噌汁を持って行ったので、小腹がすいたときや、

向こうの味に飽きたときにとても役に立った。 

・AirAsia は安いが、受託手荷物料金が別でかかるため、意外

と高くなりがち。ビデオもついていて、ご飯もついている、LCC

でない航空会社のほうが快適に過ごせると思った。 

・カキを食べて当たったので、たとえ高級な店でも生の海鮮は

避けたほうがよい。 

・マレーシアの英語はとても聞き取りづらいので、事前に勉強す

るのであれば、マレーシア英語の聞き取りを練習するといいと

思う。 
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環境・生命工学課程  宮本 佳菜さん 

実務訓練機関 Cerca Insight Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外での働き方について学べるいい機会だと思い参加した。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Cerca Insights は新薬開発のための動物実験を行って

いる会社であり、特にアルツハイマー病やパーキンソン

病をターゲットにしている。実務訓練では、Y-Maze とい

う装置を用いて、アルツハイマー病の記憶の確認や新

薬の効果、副作用について確認するための実験を行っ

た。また Stroke Model Rat の行動を TBT や Rpterod

という装置を用いて確認した。 

 

現地での生活 

物価が安く、ほとんど外食で済ますことが可能であるが、油っぽい、野菜不足になるという問題があ

ったのでなるべく自炊していた。 

またインド系、マレー系、中華系の文化を体験することができ、有意義な実務訓練となった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外実務訓練では、日本とは 180 度見方が違う海外

での働き方を学べるいいチャンスになる。 

実務訓練前には、単語力をつけるのはもちろん、ある

程度のコミュニケーションスキルも必要である。 

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、会社や学校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。 
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電気・電子情報工学課程  稲邊 秀斗さん 

実務訓練機関 Clarion Malaysia Sdn. Bhd 

 

海外で実務訓練を行った理由 

日本での働き方と海外の働き方を比較したかったから。 

現段階での語学力でどのぐらい働けるのかを知りたかったから。 

給付型奨学金があり実費負担が少ないから、国内より面白いと思ったから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

基本的には、工場内で車に搭載する、カーオー

ディオの作業工程の学習、実務を行った。 

工場内は自動機械による運転と人間による作業

が混ざっており、機械のエラーを人間が処理し、

現時点で予算、機械の能力的に難しい工程は

人間が多く働いていた。 

実務内容は、製品の欠陥部分を探し、基板を修

理した。また、工場の作業員と同じことも稀にや

らせてもらった。 

職場の人は親しく接してくれので楽しい日々を

過ごすことができた。 

 

現地での生活 

マレーシアの生活で特に困ったことは、油料理が多く、胃の調子が常時悪かったことである。 

住まいは日本人でシェアして大きい家を借りて生活していたので、快適であった。しかし、家賃に関

していうと現地人から聞く限りでは日本人は賃料を払いすぎていた。この点は海外担当の先生が責

任を持ってやっていただかないと困る。また、旧正月の際に海外旅行に行く予定でチケット、ホテル

も買っていたのに、出発の二日前に海外担当教員からビザの関係で出国してはいけにという連絡が

あり、大変困った。もちろん、多大な損失を追った。生活面で言えばお金の無駄が多かったことが悩

ませた。次年度は無駄なミーティングのために学生を毎週集めるのではなく、最も重要なことをピック

した上で後は学生主体で自立した生活を送ってもらうと良いと思った。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

語学面 

マレーシアは他国に比べて発音にくせがあるのでリスニング力は必要です。 

会話は相手もネイティブではないので伝えようとすればどうにでもなります。もちろん、最低限の日常

会話はできないとつらい生活になると思います。 

生活面 

油料理ばかりなので胃の弱い人は胃薬と必須でお水をたくさん飲むようにして下さい。僕は一度軽

度の胃腸炎になりました。 
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電気・電子情報工学課程  前田 奨平さん 

実務訓練機関 Intel Microelectronics Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

大学で専攻している電気電子情報工学の知識を、実践してみることによって、より磨いていきたいと

考えていたからです。 

「英語」と「エンジニアリング」を身につけることで、将来、社会的に必要とされる可能性が高いと考え

たからです。 

多額のお金が必要ですが、奨学金受給というサポートを頂けるからです。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

実務訓練先機関は Intel Microelectronics Sdn.Bhd.でした。1972 年、大手 IT 企業 Intel corporation 

が海外初の拠点としてマレーシア・ペナン島に設立しました。イギリスの植民地時代にペナン島の道

路網などのインフラが整備されていたのが要因です。現在、No.16 までのオフィスビルがあり、数

1000 人規模の従業員がペナンで働いています。 

私の配属部署は、Data Center Group の中の Cloud Silicon Group です。まず、初日にマネージャー

と 1 on 1 meeting がありました。そこで、「君がこのインターンで学びたいことを３つ教えてください。私

にどうサポートしてほしいですか？」と問われました。それほど、社員の意欲を尊重する企業です。与

えられた私のテーマは「Physical Design」であり、IC チップの設計でした。マネージャーは「我々は多

国籍企業だ。結果が大事だ。結果を見るのを楽しみにしている。」とおっしゃっていました。IC チップ

の設計は全く経験がなかったので、社員に沢山質問し、仕事を進めました。 

 

現地での生活 

勤務時間はフレキシブルで驚きました。私は 8 時出社し、社内食堂で朝食を食べ、8 時半から仕事

をスタートしていましたが、社員の多くは９時から１０時の間に出社していました。ランチでは社内の

先輩方が外のローカルレストランに食べにいくので、毎日一緒に同行させて頂きました。そして 17 時

半に会社から Grab タクシーで宿舎に帰宅。社員の多くは 17 時までに会社から去っていました。 

社内のバドミントンサークルの練習に参加したり、ペナン島で有名な観光スポットであるペナンヒルに

社員と一緒に登ったり、ビーチ沿いをランニングしたり、社内の歌サークルの練習に参加しました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

渡航前に、やっておいた方がよかったなと思うことは「英会話のレベルをアップさせること」です。 

会話が通じることで、社員はあなたをいろんなサークル・会・イベントに誘いやすいです。誘われたら

「ハイ！か、イエス！か、喜んで！」の精神で次々に行ってみると、知り合いの輪がどんどん広がりま

す。楽しいですし、出来たつながりによって、仕事で分からないことを質問しやすくなります。 

逆に、会話が通じないとコミュニケーションが取れないので、つながりが生まれません。孤独で寂しい

期間になるかもしれません。先方にとっても迷惑に感じられるかもしれません。 

本学内には、実は約 10％の留学生がおられます。全国の大学の留学生割合の平均が約 4%ですの

で、2 倍以上の留学生がおられ

るのです。彼ら彼女らと、教室

でコミュニケーションを取ったり、

研究室内でコミュニケーション

を取ったりしていくと、徐々に英

語力が上がっていきます。 

本学内のコモンズ英会話に通

うのも 1 つかもしれません。まず

は、「海外実務訓練に行く」と決

めることから始めましょう！ 
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情報・知能工学課程  松崎 成道さん 

実務訓練機関 Intel Microelectronics Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

グローバルに活躍できる人材になるという自らの目標に近づくためには，多民族・多言語国家であり，

多くの国から企業が集まるマレーシア・ペナンで海外実務訓練を行い，広い視野を身につけること

が有用であると考えた．また，世界有数のグローバル企業であるインテルでの業務を経験することで，

開発の手法やスピード感を学び，自らの研究に生かしていきたいと考えたため海外での実務訓練を

行なった． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

社内データベースを用いる業務の自動化を行った。 

１．プロダクトテストに用いる機材の予約システムから、予約

状況と実際の使用状況を自動的に可視化するプログラムを

作成した。 

２．商品の予約管理データベースに変更が加えられた際に、

登録されたユーザーにメールを自動送信するプログラムを作

成した。 

 

現地での生活 

会社へは毎朝 Grab と呼ばれるタクシー配車アプリを用いた。１回の乗車で 7RM(約 240 円)ほどしか

かからないので、４人で通勤するとかなり安く済んだ。会社内には日本人がほとんどおらず、特に私

が配属された部署には一人もいなかった。そのため、常に英語でのコミュニケーションを求められ

た。 

食生活は極めて充実していた。シンガポールでの留学経験があったこともあり、現地の食文化には

比較的容易に適応できた。マレーシアの多くの地域ではマレー人が大半を占めるため店もマレー系

が多い傾向にあるが、ペナンは中華系の人口比率が比較的高く、中華風の店も多くみられた。加え

てインド系の店も多くあり、バラエティに富んでいた。とっても楽しかった。しかし、牡蠣に当たった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語ができなくても死にはしないが、死なないだけである。海

外実務訓練を真に実のあるものにするには一定の英語力が

必要であると思う。リスニングなどの理解する能力のほか、自

らの意見を伝えることができるのが望ましい。特にインテルで

は、ミーティングを密に行い、開発するプログラムの仕様など

を決めた。ミーティングでは、自分の作ったものの使い方や

進捗状況を説明する必要があったため、能動的に発信する

能力が必要とされた。 

旅費や生活費は奨学金と会社からの手当てでほぼ賄えたが、

お世話になる会社によって変わってくる。説明会などで示さ

れる予算の内訳に入っていない必要経費が実務訓練前に

かかってくるので気を付けてほしい。また、航空券は早めに

取ろう。（会社とのマッチングが取れる前に取ってもかまわな

いと思う。） 

屋台の牡蠣オムレツには気を付けよう。当たるとめちゃめちゃつらいぞ！ 
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情報・知能工学課程  長尾 拓弥さん 

実務訓練機関 Intel Microelectronics Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外渡航経験がなかったため，よい機会だと思ったため 

指導教員からおすすめされたため 

奨学金が支給されるため 

英語学習のため 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Intel Microelectronics Sdn. Bhd. 

IACG ATOM DIVISION 

 

プラットフォームの検証を主な仕事とする部署 

プラットフォームの組み立てや環境整備 

効率化のためのスクリプトなどを書く 

 

すべての社員に対してラップトップが支給され，オフィスはほぼすべて半個室になっているため集中

しやすい環境である 

カフェテリアには無料なフルーツや飲み物があり，社員たちも頻繁に議論をしている 

明確な始業時間や退社時間もなく，日本企業のようなストレスはない素晴らしい会社 

 

現地での生活 

基本の食事や屋台でとることが多い 

食事は油の多いものがほとんどなので，体調を崩しやすい 

移動は個人タクシーで行うので非常に安く出かけやすい 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

十分なサプリメントを持って行った方がよい 

クレジットカードの不正利用は珍しくないので，2 枚以上のカードを持っていくか，十分な現金を持っ

ていき，カードを使わないようにしたほうがよい 

場所によってはネット環境が非常に悪いので，ルータやポケット Wi-Fi を持っていくとよいかもしれな

い 

屋台の店員は，英語が喋られないことが多いので，簡単なマレー語や中国語が喋られると便利 

辛い料理が多いので，苦手な場合は注文するときに確認したほうがよい 

 

Malaysia / Penang                             マレーシア/ペナン 

-33-



 

 

機械工学課程  錦織 智之さん 

実務訓練機関 KMWE Precision Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

・海外企業の働き方、考え方を学びたかったから。 

・東南アジアの文化的な雰囲気を感じたかったから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

KMWE Malaysia はロボット部品やワイヤーアセンブリが主な製品、事業である。KMWE Precision は

KMWE Malaysia で使用する部品や一般産業用金属部品、航空機部品の生産を行う。 

実習の内容は図面の基礎的学習および CAM ソフトトレーニング、検査報告書作成業務であった。

テーマは予め決まっていたものではなく、配属後に相談しながらの決定となった。KMWE Precision

では研究的な内容を取り扱っていなかったため、作業的な内容となった。 

実務訓練機関の前半は機械図面の基礎的な学習、CAM ソフトのトレーニングを行った。後半につ

いても同様のトレーニングが予定されていたが、担当者と相談し、より実務に近い業務へと変更して

貰った。それにより期間の後半は検査報告書作成業務を行った。 

 

現地での生活 

大学の紹介のシェアハウス B(6 人)に宿泊していた。家賃は

比較的高かったが、清潔で良かった。玄関がオートロックに

なっていることも良かったが、火災時など停電した場合にどう

避難するのかを確認しておくべきだったと後から気づいた。 

食事についてはシェアハウス近くのフードコートをよく利用し

ていた。味も価格も問題なく、シェアハウスの多くの人が利用

していた。ただ、衛生面はあまり気を配っている様子はなく、

少しでも体調が悪い時などはとくに清潔なレストランなどを利用すべきだった。そこまで考えていなか

った私は業務最終日に細菌感染で高熱を出してしまった。 

休日はペナン島内の観光、ランカウイ島の観光、旧正月にはクアラルンプールへ行ったりなど充実

したものとなり、東南アジアの文化や風習を学ぶいい機会となった。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

実際に行ってみるまで業務内容が決まっておらず、国内の実務訓練とくらべて作業的な内容になり

やすいように感じた。研究的な内容を企業側に期待するのではなく、予め教員から許可を得て企業

の担当者とテーマについて打ち合わせをしてお

くとこれを回避できたかもしれない。 

現地にはイオングループの店舗がある。シャン

プー、ボデイソープ、洗剤等日本製品がとても多

く、ダイソーもあるので生活必需品は現地で揃う。

逆に日本の調味料などはハラル認証の関係な

のか少ない。 

換金する現金を多めに持っていくよりも、ジャパ

ンネット銀行などの海外 ATM 対応カードを持っ

ていると現地通貨を小分けで引き出せるので便

利だと感じた。レートもそれほど大きく変わらなか

った。 
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機械工学課程  新井 雄斗さん 

実務訓練機関 KMWE Precision Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

実務訓練は実践的・実務的な経験を得ることを目的としています。必

修科目であるため、必ず受講しなければなりません。「どうせ行くので

あれば、同時に海外の企業と日本企業の違いや語学学習も兼ねてし

まおう」という高尚さとは程遠い動機を持って希望しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私ともう一人で上記の企業にお世話になりました。 

しかし、すぐ仕事をさせてもらえたわけではなく最初の 5 週間は研修と

いう形で加工シミュレーションソフトの使い方や図面を学習し、残りの 3

週間で製図・計測補助を担当しました。 

製造を生業としている企業ですので、私の配属先を考えると加工の知

識がある人だと活躍しやすいと思います。 

また、海外実務訓練全体を通して言えることですが、訓練開始後すぐ仕事に参加できるわけではあ

りません。企業によりますが上述のように研修・教育を受ける場合もあります。 

 

現地での生活 

事前に屋内は冷房がきつく寒いと聞いていましたが、気温差に関しては日本の夏と大きな違いはあ

りません。現地の住まいの位置によりますが、(イオンのような)スーパーで日用品の買い物をすること

が可能であるため滞在に関しては大きな不便を感じません。ただ、食事に関しては外食が主となる

かと思いますが、日本とは違うということを考えておく必要があります。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

海外ですので、日本では考えられないような様々なアクシデントが起きます。クレジットカードを不正

利用されてしまうことや、運が悪いとパソコンや携帯まで調子が悪くなる場合もあります。帰国後は笑

い話ですが、事例を調べておき、パスポート用の顔写真を余分に用意する、クレジットカード会社の

番号を控えておくなど対策をしておきましょう。 

 

以上、他の方の記述と重複することを避けたため、また身近

に感じてもらうため一部適切ではない表現があったかもしれ

ませんが、ひとつの意見として読んで頂ければ幸いです。 

そして、以下は他の方と重複するでしょうが、興味を持ってい

るならば参加するべきだと思います。初めての海外でも構い

ません。ペナンであれば先生方がサポートしてくれます。海

外(ペナン)を希望する場合は動き出しがかなり早いため、途

中で国内の実務訓練に切り替えることも可能です。給付型の

奨学金も取得可能です。(参加することの意義に比べたら)心

配事はありません！まずは手を挙げましょう！ 
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電気・電子情報工学課程 K．H さん 

実務訓練機関 Lumileds Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

私の研究テーマが LED ということもあり、世界トップクラスの LED に携わる機関でのインターンシップ

を当初から希望していた。今回、マレーシアのペナン島に LUMILEDS があることを知り、さらには奨

学金が受給可能であることから海外実務訓練を希望した。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

LED の不良品を解析し、どのような要因が存在するのかを様々な機器を使って解析した。 

 

現地での生活 

食生活は美味しくて、案外お腹を壊すこともなかった。危険なことには遭遇しなかったのでよかっ

た。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

2 ヶ月間の海外経験は滅多にないことですし、短期間では得られないことも多くあるのでお勧めで

す。 
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電気・電子情報工学課程 S．N さん 

実務訓練機関 Mini-Circuits Technologies Malaysia 

 

海外で実務訓練を行った理由 

実践的な英会話を経験するため。 

海外生活に興味があったため。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Mini-Circuits Technologies は高周波機器の開発、設計、生産を行う企業。実習内容は製品の特性

テスト等。労働時間は 7：30－18：30 であり、ほかの企業と比べ朝夕一時間ずつ長いが、そのかわり

週休三日である。高周波工学に関する理論を用いるため、S パラメータやネットワークアナライザに

ついて学んでおくとよい。 

 

現地での生活 

現地は非常に暑いが、社内は十分すぎるほど冷房が効いており、労働時間が長い分比較的涼しい

時間に出勤、退勤することができたため平日の日中においては特に気にならなかった。しかし夜は

寝苦しい暑さに見舞われることがあった。自分の宿泊施設周辺に徒歩で行ける食事処がなかったの

で、基本的には自炊をして生活した。多少の暑さに目をつぶれば特に不自由なく生活することがで

きた。マレーシアには主にマレー系、中華系、インド系の人々が住んでおり、およそすべての国民が

マレー語を話せる。また中華系は中国語、インド系はタミル語で生活しているため、中華系と間違わ

れて中国語で話しかけられることがよくある。英語は共通言語として習い、多くの人は問題なく話せ

るが習熟度には差があり稀に全く英語が通じない人もいる。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ペナン実務訓練生は基本的には誰かとハウスシェアをして生活し、都合上同じ企業に複数人配属

されることもあるが、同級生に頼り切りになってしまうと相手は本当に厳しい思いをするので能動的に

行動してうまく助け合うよう心掛けること。海外に限った話ではないが会社の人は我々のお世話をし

てくれるわけではないので、自主的かつ積極的に質問や提案をしたり指示を仰いだりすること。マレ

ーシア人自体、全員がきれいな英語を話せるわけではないので多少文法が間違ってても気にせず

発言して大丈夫。とにかく自主性が重要である。 
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電気・電子情報工学課程  小山田 亮太さん 

実務訓練機関 Mini-Circuits Technologies Malaysia 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外経験が全くなかったため、奨学金等の支援が受けられるこの機会を利用して海外実務訓練を

行おうと考えた。海外実務訓練に参加することで、今後研究や就職活動をしていく際に役立つ経験

が得られることを期待したから。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Mini-Circuits Technologies は高周波関連製品のメー

カで、増幅器や分波器からコネクタ、ケーブルまで幅

広い分野の高周波製品の開発製造を行っている。実

務訓練では R&D 部門に配属され、高周波製品の試

験や特性測定の方法を学び、実務を行った。 

 

現地での生活 

イオンを核としてダイソーなどさまざまな店舗が入居しているショッピングモールが島内にあり、生活

必需品や服などの調達には全く困らなかった。移動は主に Uber や Glab などの配車サービスを利用

した。住居はコンドミニアムを Airbnb で借り、シェアハウスとして滞在した。マレーシアのトイレはホー

スシャワーで洗浄するタイプで、紙がないことが多かったが慣れた。 

食事に関しては、自炊あるいは露天フードコートやショッピングモールを利用した。味の濃い食事と

炭水化物が多かったが、バリエーションは中華系・マレー系・南インド系・タイ料理と豊富なので飽き

ない。価格は一食 150 円～300 円程度。マクドナルドや KFC 等ジャンクフードも安くて量がある。日

本食が恋しくなったときも、現地食と比較してかなり高額なものの日本料理店で食べることができた。

またショッピングモールには日本のお菓子や食品を扱う店もある。  

会社は7時 30分出勤で、朝が早かった。ペナ

ンの日の出の時間は遅いので、なかなか感覚

がついてこず大変だったが、これも慣れた。 

道路横断が難しいこと、野犬が多いことには

危険を感じたが、特に危ない目にあうこともな

く過ごすことができた。 

ランカウイ、タイピン、クアラルンプールに旅行

し、よい気分転換になった。交通費やホテル

代も安く抑えることができた。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語のリスニング/スピーキングができなくて苦労しました。会社の方は優しく応対してくれましたが、

英会話がそれなりにできないと仕事がとてもやりづらいと思います。マレー語やマンダリン、福建語

が少しできると日常生活が楽しくなると思います。 

LCC を利用する場合、荷物の重量制限が厳しいです。生活必需品や服や下着、水着、サンダル等

は現地の店で買えるため、わざわざ日本から持っていかなくても問題なかったと感じています。 

出発が正月休みで航空券がとてもとても高額になってしまいました。教務課や担当教員によく確認

した上で、なるべく早く予約をしたほうが良いと思います。 

ストレスを感じることもありましたが、楽しかったですし、いい経験になると思います。 
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電気・電子情報工学課程  高宮 貴一さん 

実務訓練機関 Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

1.海外で生活をしたかったため 

僕は 3 年程前に Robocup の世界大会で中国に行った経験があります。そこで、日本と海外との文化

の違いに大きく驚きました。具体的に挙げるときりがないくらいに違いがあります。その時から「時間

のあるうちに、長期間海外で生活してみたい」と思うようになりました。そう思った大きな理由としては

「日本に閉じこもったままだと、視野が広がらない」と考えたからです。将来的に日本で、または海外

でも活躍できる人材になるには、より広い視野が必要であると僕は考えています。海外で長期間生

活することによって、外の文化を理解できる良い機会であると思ったため、今回、海外実務訓練に行

こうと思いました。また、マレーシアはマレー系・中華系・インド系・インドネシア系と、様々な人種が

共存している多民族国家であり、様々な文化が入り乱れています。このように、海外の文化を勉強す

る上では、とてもよい場所であると感じました。 

2.英会話能力を養いたいため 

日本で英会話能力をつけようと思ったら、駅前留学、オンライン英会話、もしくは本を買って独学に

なるでしょう。それもそれで良いのですが、駅前留学や本による英会話のように“想定された”会話は

基本的に行われません。僕達が日本語で友達と話すように、内容・話題が毎日変わり、話者によっ

ても変わります。それを踏まえて思い切って海外に出て生活した方がより効率的に英会話が習得で

きるのではないか、と思いました。 

ここまで英会話に執着する理由としては、特に大きな理

由はないのですが、今日日本では英語能力が必要とさ

れていて、英会話能力もその一つです。さらに、多くの

日本人は英会話が全くできません。英会話ができるよう

になれば、それは他人と差をつけることのできる一つの

長所だと思います。 

以上の2つの理由から、海外実務訓練を行いました。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn.Bhd. (以下、PASMY) 

PASMY の主な製品はカーオーディオデバイスです。カーオーディオデバイスの大量生産・検品の

現場で働きました。日本の会社ですが、日本人社員は 10 人程度しか居らず、基本的に会社で用い

られる言語はマレー語と英語になります。 

僕の配属された部署は Manufacturing Engineering/Test Engineering で、生産ラインでのトラブルシ

ューティングが主な仕事です。 

実習内容としては、同じ部署の同僚がどのようにトラブルシューティングをしているか学び、トラブル

シューティングをより簡単にするための、計測器同士の配線図などを作図しました。 

現地での生活 

・気候 ：暑い ゲリラ豪雨が多い 

・食事 ：基本的に辛いものが多い，慣れないなら世界的チェーン店へ(SUBWAY,MCD,KFC など) 

・移動 ：配車アプリ(Grab,Uber)を使うことが多い、通話音質が良くないので聞き取りにくい。 

・出費 ：ブランド物を買うような無駄遣いをしなければ、恐らくかなり抑えれる。現地で腕時計が壊れ

たので、20000 円くらいの腕時計を購入したが、円高の影響で、日本で買うより 3000 円くら

い安く買えた。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語力の向上・異文化の理解を考えているなら絶対に行った方が良いです、僕の場合は大幅な赤

字になりましたが、赤字になってでも行く価値はあります。学生という時間があるうちに経験できなけ

れば、社会人になってからはもっと難しいです。金銭面や、海外で生活するという不安はあると思い

ますが、そんなのきっとなんとかなります、現に僕はなんとかなって帰国してます。 
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電気・電子情報工学課程  雌熊 宏隆さん 

実務訓練機関 Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

もともと海外に長期滞在することに興味があり、語学力を磨いたり海外の文化に触れてみたりしたか

った。だから、豊橋技科大の海外インターンのシステムは自分にとって非常に都合が良かった。また、

私の家庭は裕福でないので留学の費用を親に負担してもらうことはできない。奨学金が十分に出る

と聞いたので本学の海外実務訓練プログラムへの参加を決意した。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

事業内容：カーオーディオデバイスの製造 

日本でも有名なパナソニックのストラーダというナビを、

基板から組み立て、梱包から配送までをやっている

会社。 

他にも、マツダやスバル、フォード向けのカーナビも

製造している。 

現在の Panasonic の数ある事業の中で、稼ぎ頭の部

門であるオートモーティブ部門。（日本人のスタッフ談、２０１８年 1 月下旬現在） 

ほとんどの電気製品に共通する、基板に素子を半田付けするところから組み立て、テストまでの一連

の作業を見ることができた。 

実習内容：工場見学、回路設計、ロボティクス設備導入見学、PLC・ラダーを用いたシステム制御設

計（基本的にその時の現場の方がされている仕事の見学・手伝い） 

現地での生活 

＜実務訓練について＞ 

１．受入企業について 

 私のインターン先の企業は、ペナンにある Panasonic のカーオーディオ部門の製造工場であった。 

社員の方々は皆非常にフレンドリーで、ペナンに来て間もない頃の英語が不慣れな私たちにも積極

的に身振り手振りを交えてコミュニケーションを取ってくださった。約 2,000 人がその工場で働いてお

り、1,600 人が地元やインドネシア出身の製造ラインで働く女性たちで、残りの 400 人がマネジメント

や技術に関わる正社員の方々であった。うち、日本人は 10 人程度、中華系の方が４割、インド系の

方が３割、マレーシアの方が３割といった割合であり、主に私はインド系や中華系、マレー系の現場

の上司と共に仕事を行なっていた。工場内には、高専卒で Panasonic に入り、部長としてペナンの工

場にこれから４年務めるという３０代の日本人の方もいらっしゃった。 

 仕事の内容は、製造ライン内の電気設備の保守点検であった。また、新しく導入される自動化製

造ラインの導入及び立ち上げを見学させていただいたり、実際の設備で使う電気回路や制御機構

の簡単な設計を任されたりもした。これらの仕事を通じて、私は電気技術者に必要な基礎の知識で

ある、情報通信や回路解析、半田付けなどの知識を学ぶことができた。 

 また、社員の方々の仕事の様子を見学させて頂きながら、日本人とマレーシアの方の仕事に対す

る考え方の相違点や共通点などを発見することができた。相違点の例として、マレーシアの技術者

は、幾つかの会社を転々としながらスキルを多く得ようとする方が非常に多いのに対し、日本の技術

者は一つの会社で一生働き続ける方が多いように感じた。共通点の例として、インド系や中華系の

方は仕事に対して非常に熱心であり、日本人が特に真面目であるという私の固定概念はこのインタ

ーンで崩れ去った。 

 また、私の技術的な知識がいかに少ないかを思い知らされるいい機会であった。製造の現場では

ロボティクスに関する知識や、回路設計、情報通信などの知識について広く知ってないといけないと

いうことを学んだ。 

＜海外生活について＞ 

 マレーシアはマレー系、インド系、中華系の方が主に住んでおり、私はこのインターンで３つの文

化を同時に間近で体験できた。マレーシアの方の多くはムスリムで 1 日 5 回お祈りをするが、金曜の
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昼からは特に長い礼拝があるため仕事を長く抜ける。そのことを会社も理解しており、会社公認で仕

事を抜けられるということに私は驚きを覚えた。 

 また、インド系の方は、1 月末にタイプーサムというヒンドゥーのお祭りがあり、そのお祭りの１ヶ月前

からお肉を食べない生活をしたり、またお祭り当日はヒンドゥー教の人は仕事がお休みになったり

（一応、国民の休日でもある）することにも私は驚いた。 

 中華系の方々は旧正月の際に年明けのお祝いをし、西暦での年明けの際にはお祝いをしないと

いうことに驚いた。また、中華系の方々はとてもパワフルで、旧正月の１ヶ月前くらいから町中が赤提

灯だらけになってお祝いムードが始まったり、ペナンや KL などで多くのお土産やさんや飲食店など

多くのお店を展開したりしている様子を目の当たりにし、中華系の方々はビジネスが非常に上手だと

いう印象を受けた。 

 また私は実務訓練に行く前は、英語を使いながらペナンという地の習慣に適応して生活できるか

どうか不安に感じていたが、いざ生活してみると、簡単な英語や時にマレー語を使いながら現地の

文化を楽しみつつ、不自由に感じることもそれほどなく２ヶ月過ごすことができた。これはマレーシア

の方々が皆優しく、たくさんサポートしてくださったおかげだと思う。また、マレーシアの大半の方が

英語を話せるレベルまで理解しているため、コミュニケーション困ることがほとんどなかった。マレー

シアの方の中でも英語の文法が綺麗な人は半数ほどで、多くの単語とよく使う表現だけ知っていれ

ば十分生活できることを知った。 

 休みの日には、ペナンの世界遺産やマレーシアの観光名所を友人と巡り、仕事だけではなくマレ

ーシアの生活を存分に楽しんだと思う。 

 ご飯は、主に中華系のご飯を毎日食べていた。マレーシアの有名なご飯と言われるものは一通りト

ライした。値段が非常に安く、宿泊施設近くのレストランでは、晩御飯が 150〜400 円で食べることが

できた。また、現地の物価と比較すると少し割高になるが、日本食のレストランもあった。 

 日用品は、イオンやダイソーがペナンの中にあるので日本からわざわざ持っていく必要がないと感

じた。衣類もカジュアルウェアやサンダルは格安で手に入るので、実務訓練が始まる前にその情報

を知っていれば、わざわざ大量に日本から衣類を持って行かなかっただろう。 

 ペナン内での移動は、主にグラブを使っていた。値段は日本のタクシーの約 3 分の１の価格で、ス

マホを使って安全なタクシーを簡単に呼ぶことができる。ただ、グラブを呼ぶ際に時々運転手と電話

をしなければならないことがあり、ペナンに行って間もない頃は自分の居場所を伝えたり、相手の言

うことを聞き取ったりするのに非常に苦労した。 

＜総括＞ 

 この２ヶ月の生活を通して、自分は海外で生活することができるという自信がついた。また、日本人

はシャイである上、英語ができないという欠点があることにも気づいた。このままだと日本は、マレー

シアのような国にすぐ追い抜かされてしまうだろうという危機感も覚えた。これから自分は、このインタ

ーンで学んだことを活かしてグローバルエンジニアになれるように日々勉強していく所存である。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

・TOEIC の点数が低くても大丈夫。僕は技科大入学時、４００点でした。一応奨学金をもらうために、

英語学習アドバイザーを利用して勉強したら２００点上がりましたが、現地に行っても相手の話を聞き

取ったり自分から話せたりするようになるには時間がかかります。でも、現地の人と楽しく交流をしな

がら会話していれば、日常会話程度の英語なら２ヶ月で十分できるようになると思います。英語でコミ

ュニケーションを取れるようになりたいなら、この実務訓練は非常にいい機会です。先生のサポートも

万全だし、返還不要の奨学金は出るし、何よりペナンは人が優しくて英語が通じて観光できる場所も

あるので楽しいです！ 

・マレーシアではクレジットカードも便利ですが、安いご飯屋さんや屋台などは現金しか使えないこと

が多いです。日用品や衣料、お土産、サービス店、

Grab タクシーは大体クレジット対応です。もし毎日安

いご飯屋さんを利用するなら、２ヶ月で最低３万円は

必要だと思います。 

・日本企業のインターンでは設計・開発の部署に行っ

ている人が多いように感じましたが、ペナンは製造現

場に携わっていた人が多いように感じました。 
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電気・電子情報工学課程  岸田 和樹さん 

実務訓練機関 S&O Electronics  Malaysia Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

将来的に海外で認められる技術者になりたいと考えており，マレーシアでの実務訓練派遣先リストに

オーディオ製品の開発に携わる企業が幾つかあったことから，海外での実務訓練を希望した．海外

での就労を視野に入れると，英語等によるコミュニケーション能力が必須であるため，海外での訓練

を通してそれを向上させ，同時に自身の課題を見つけることを目的とした． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

S&O ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.で 2 か月間訓練した．S&O はオーディオ製品の開

発・製造を行っている企業であり，2 系及び 3 系の学生にとって非常に有益な訓練を受けられると思

う．派遣期間と新製品の開発時期が重なったため，開発中のオーディオ製品の信頼性テストなどを

体験することができた． 

 

現地での生活 

滞在したケダ州スンガイペタニ地区は非常に長閑な街であり，身の危険を感じることは少なかった．

滞在先近辺には屋台やマレー/インディアン/中華 レストランがそれぞれ豊富にあり，食事に困るこ

とはなかった．しかし，主要なショッピングセンターや観光地(主にペナン島)から遠く離れていたため，

移動費と時間の使い方に苦労した．移動手段は豊富にあり，Grab/Uber，バス，電車，船など目的

地に応じて選択可能であったが，通勤時間及び退社時間は Grab/Uber を予約することが非常に困

難だった．このため，出社及び退社時は企業が手配してくださった送迎車を利用した． 

実務訓練期間中にデビットカードの情報を盗まれ，不正利用される事態に陥ったが，海外渡航向け

のカードを持参していたため，金銭被害は無かった．マレーシアでは，Grab/Uber や HotLinks(現地

の SIM)，フェリー・電車の予約など，カードを使用すると便利なものが多く，特に田舎に滞在する場

合外貨両替所は少ないため，手早く現地通貨を用意するにはデビットカード/クレジットカードが必

要不可欠であった． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

派遣先企業の選択，準備，現地での生活についてそれぞれいくつかアドバイスしたい． 

本実務訓練では，私を含めた 3 人がスンガイペタニ地区に滞在した(他は皆ペナン島である)．マレ

ーシアでの移動は Grab/Uber が主となるため，大人数で移動するほうが必然的に移動費を安く抑え

ることができる．このため，派遣先企業を選ぶ際は，場所と(ペナン島から離れた地域の場合)同じ企

業に派遣される学生の数にも注意したほうが良い． 

準備としては，もちろん英語学習(特にリスニング)に注力する必要がある．荷物に関して後悔したこと

は，変圧器を用意したが使う機会がなかったこと，夏季用スーツを何着か用意したが 1 着しか着用し

なかったことのみである．コインランドリーが至る所にあるため服は 3 日分程度あれば問題ない(勿論

現地購入も可能)． 

前述したように，スンガイペタニ地区には外貨両替所が少ないため，デビット/クレジットカードで現

地通貨を引き出せると非常に便利である．ただ，前述したように，マレーシアではクレジット情報をサ

イト或いはアプリに入力する機会が多く，私のようにクレジット情報を盗まれる可能性もある．私はス

ルガ銀行のトラベルキャッシュというデビットカードを持参したが，他の防犯手段として，１回の利用ご

とにメール等で通知されるサービスを利用することや，セキュリティロックなどが考えられる．個人的に

は，可能な限り現金を利用するべきだと思った． 
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情報・知能工学課程 T．Y さん 

実務訓練機関 S&O Electronics  Malaysia Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

海外の企業での就労や現地での生活を体験したかったため．また，

海外の文化を知り理解を深めるため．英語でのコミュニケーション能

力の向上のため． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私が実務訓練を行った S&O ELECTRONICS はオーディオ機器のメ

ーカーであり，SHARP の子会社である．主な実習内容としては，研

究開発部のマイコン・ソフトウェア担当グループにおいて設計やデ

バッグの作業を行った．また，工場の生産ラインの見学等をさせてい

ただいた． 

 

現地での生活 

食事に関しては家周辺の屋台でとることが多かった．また，S&O に

は社員食堂があり，屋台よりも低価格で食事をとることができた． 

マレーシアのトイレの多くはトイレットペーパーが無いため，注意する

必要がある． 

移動は主に GRAB, UBER 等のスマホアプリを利用し低価格のタクシ

ーで行う． 

支払いは現金で行われる場合がほとんどである．現金が手元にない場合 ATM でキャッシングを行

い現金を確保する必要がある． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

クレジットカードの利用額について確認しておくことを推奨する．自分は海外でキャッシングを行うた

めの設定をし忘れた状態でマレーシアに行き，現金を自力で用意できない状態に陥り非常に困っ

たので，そういうことのないように． 
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情報・知能工学課程  H．F さん 

実務訓練機関 S&O Electronics  Malaysia Sdn. Bhd. 

 

海外で実務訓練を行った理由 

これまで国外に行く機会が無かったため． 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

音響機器を制御するソフトウェアのデバッグ． 

 

現地での生活 

食事は現地の屋台を主に利用した．現地の料理は美味しいが，

油の少ないさっぱりしたものはほぼ無い． 

Sungai Petani は田舎町であるため，観光を行うなら Penang に

行くのが無難．また，Penang に比べると周辺の施設が乏しく，

日本語に対応した病院も無い．今回は，企業によるサポートが

手厚かったのである程度はカバーできた． 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

英語に関しては最低限のリスニングができるのなら，事前に学

習する必要は無い． 

食事から体調を崩すことが多いので，慣れるまでは辛いものは

控えめにして，魚やサラダなどの生ものは可能な限り避けた方

が良い． 
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電気・電子情報工学課程  浅見 健太さん 

実務訓練機関 Toray Industries Malaysia 

 

海外で実務訓練を行った理由 

4 月の海外実務訓練説明会を聞いたことがきっかけでした。グローバル化が進んでいる中で、学生

のうちに海外で仕事を体験できるというのはとても魅力的でした。日本とは異なる環境で 2 か月間生

活をしながら働くという経験はなかなかできるものではなく今後の大学生活、就職において貴重なも

のになると思い参加しました。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私は Toray Industries(Malaysia) Sdn.Berhad で実務訓練を行いました。この企業は、Toray マレーシ

アグループの事業の監視を行っています。マレーシアでは、主に樹脂や繊維等高分子材料を用い

た製品の製造を行っています。私は、Engineering Division に配属されました。この部署は、Toray グ

ループが共有している施設への投資や管理を行っています。 

今回の実務訓練では、工場内の廃水処理に関する仕事を行いました。マレーシアでは、水不足や

海水の汚染が社会的な問題となっており、廃水処理に大きなコストがかかっている状態でした。私は、

廃水色の測定をリアルタイム、自動で行える方法を提案し、その基礎実験を行いました。 

 

現地での生活 

現地では一軒家を借りて複数の実務訓練生と生活をしました。徒歩で行動できる範囲に屋台があり、

夕食は屋台で済ませることが多かったです。また、買い物はタクシーやバスを利用して近くの大型シ

ョッピングモールで行っていました。基本的に物価が安く、何をするにも不便に感じることはありませ

んでした。休日はペナン島内の観光や、飛行機を利用してクアラルンプールやランカウイの観光を

楽しみました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

私は直前まで実務訓練を国内で行うかペナンで行うか悩んでいましたが、研究室の教授や先輩の

アドバイスもありペナンで実務訓練を履修することにしました。ペナンでの 2 か月間はとても充実して

いて日本では経験できないことばかりでした。私と同じように迷っている方でも、少しでも興味があれ

ば海外での実務訓練をおすすめします。 

また、準備は早くから行うことで余裕ができ、料金も安くなる場合

が多いのでできることから始めるようにしましょう。 

 

Malaysia / Penang                             マレーシア/ペナン 

-45-



 

 

環境・生命工学課程  佐藤 哲平さん 

実務訓練機関 Toray Industries Malaysia 

 

海外で実務訓練を行った理由 

将来海外勤務を希望するため、海外実務訓練に参加し、生活や文化、働き方の違いなどを知りた

かったから。また、海外で働くために、どのくらいの英語力や専門分野の知識を必要とするのかを知

りたかった。 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad は主に ABS などの樹脂の製造を行っている会社です。また、

今回自分がお世話になった Technology 

centre では、技術的なカスタマーサポート

から、新たな樹脂の開発、製造工程の改良

などを行っています。Technology centre で

の実務訓練では、さらなる市場シェアの拡

大のため、競合他社の製品の評価を行いま

した。実習中は、検体の作製、分析のため

に様々な機械を使用する事ができ、とても

充実した日々を過ごすことができました。ま

た、従業員の方々もとても優しく、分からな

い事があっても質問すれば丁寧に教えてく

れるので良かったです。 

 

現地での生活 

実務訓練が始まって最初の一、二週間は慣れないことだらけでとても辛く感じましたが、その後はと

ても楽しかったです。ペナンでは、基本的にブロークンイングリッシュでも十分通じるため、普段の生

活ではあまり困ることはありませんでした。食事も自分の味覚には割とあっていたので困りませんでし

たが、味付けがどれも似たようなものが多いので、合わない人には大変かもしれません。また、通常

の食事では、野菜類を取ることが難しいので、マルチビタミンのサプリメントを持っていくなどの対策

を取ることをおすすめします。天候の面では、スコールに悩まされましたが、基本的に天気の良い日

が多く、夜も 8 時くらいまで日が落ちないので、とてもハッピーな気分でした。海外での実務訓練はと

ても疲れましたが、休日のペナン島観光がとても楽しかったので頑張れました。 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

ペナンでの実務訓練に参加する前に、日常生活で使用する英単語、自分の専門分野や実務訓練

先の業界で使用される英単語、マレーシアの文化について勉強しておいたほうがいいと思います。

また、クレジットカードは不正利用対策を

しっかり行い、複数枚持っていったほうが

いいと思います。また、海外で現金を引

き出せるように、デビットカードを発行し、

持って行ったほうがいいと思います。 

自分はペナンでの海外実務訓練に参加

することができてとても良かったと思って

いるので、是非参加してみてください。ま

た、英語がそんなに上手じゃなくても、笑

顔と気合でだいたいどうにかなるので頑

張ってください。 
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機械工学課程 I．N 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 

海外留学にもともと興味があった.  

奨学金をもらうことができる. 

ペナン校があり,教員のサポートがしっかりしている.  

物価が日本より安く,滞在費が安い 

以上の理由から,ペナンでの実務訓練を希望した. 

 

実務訓練先機関の紹介・実習 

○企業紹介 

CANON MEDICAL SYSTEMS MANUFACTURING ASIA SDN. BHD. 

検査用医療機器を製造. ペナンでは,超音波検査機器（エコー）を製造. 

多人種が労働している（マレー,インディアン,中国,ベトナム系, ごくわずかに日本人） 

日系企業で,日本語を話せる現地の人もいる. 

・３階建ての工場で,各階ごとに業務内容が違う（１階 プローブ製造, 2 階 メインマシーンの 

アセンブリ, ３階 電子基盤の製造） 

○実習内容 

・プローブの製作時に使用する接着剤の製作 

・プローブ・・・センサー部分で,電気信号を超音波に変換.また,その逆も行う. 

○業務内容 

プローブの構造の学習 

製作時に使用される接着剤のパラメーターを実験的に決定 

 

現地での生活 

○交通関係 主に Grab かバスを使用. 

 Grab Bus（rapid penang） 

交通費 初乗りが 90 円程度.移動距

離,時期,天候等により変動. 

45 円～90 円程度 

最適人数 複数人での移動に向く 1,2 人 

待ち時間 だいたい 5～10 分. 30～40 分に一本. 

長いときは１時間に 1 本. 

○食事は,主に自炊で時々屋台へ行っていた. 

屋台の特徴 

200～300 円で食事することができる. 安いものは 50 円以下で一品買えるもの

もある. 

量が少なめ.   基本的に脂っぽい. 

マレー,インド,中国,ベトナムなど様々な種類の料理あり. 

○その他 

ペナンには,China cafe や coffee addict などお洒落なカフェが多いので,

興味があれば行ってみてください!また,タイプ―サムや Chinese new year 

などのお祭りもあるので,異文化体験を楽しむことができます. 

 

海外実務訓練を考えている学生へ 

マレーシアの英語は,比較的簡単な文法が使用される.そのため,留学経験がない人,英会話に苦手

意識の強い人にとっては良いと思う. 

あと,気温が常に高いので氷嚢や熱冷まシート等を持っているととても役に立つ. 
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機械工学課程  原 直輝さん 

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 

私が海外で実務訓練を行った主な理由としては、異文化に触れたいと思ったためです。私はこれま

で、留学をしたこともなければ、海外へ行ったこともありませんでした。海外へ出て生活をすることは、

日本では味わうことのできない経験も多くでき、言語能力の向上にもつながるため、憧れではありま

したが、なかなか機会に恵まれずここまできてしまいました。マレーシアは比較的治安もよく、物価も

安いため、経済的な負担もそれほど多くはありません。私は次年度以降は進学ではなく、就職でし

たが、この海外実務訓練はとてもいい機会であると思い、希望しました。 

実務訓練先機関の紹介・実習 

私がお世話になった企業は Canon Medical Systems Manufacturing Asia SDN BHD です。ここでは

主に超音波診断装置の製造を行っており、その中でも私は装置本体の Assembly line や、基板に関

する部分を勉強させていただきました。主な実習内容としては組立作業工程を理解し、その改善案

を提出することや、不良基板のテスト、解析などを行いました。そのほかいくつかトレーニングも用意

していただきました。会社の方々はとてもフレンドリーで親切な方が多く、日系企業であるためか、日

本語に留学をしていた経験があり、日本語を話せる方や、日本に興味がある方も多くいます。また、

マレーシアの方だけでなくベトナムやネパールの方もいるため、よりさまざまな文化に触れることがで

き、とてもよい環境でした。 

現地での生活 

ペナンは私にとって住みやすい町でありました。気候は日本で

言うと 7 月初旬の暑い日のような感じで、気温は 30 度くらいで

す。湿度は高く、1 月中はほぼ毎日夕立がありました。食事は

口に合うものが多く、屋台へ行けばとても安い値段(1 品 150 円

程度)でおなかを満たすことができます。ただし辛い食べ物が

多く、苦手な人と、排出時が心配な人はスパイシーでないもの

を注文したほうがいいです。また野菜の摂取は困難を極めます。

積極的に摂取を試みなければなりません。言葉に関して、マレ

ーシアは基本的にマレー語か英語です。現地の人はマレー語

で会話することが多いので、簡単なマレー語を覚えると役立ち

ます。英語はややくせがあるように感じました。最初はなかなか

難しいですが、慣れてくるとわかるようになりました。家や会社

に関して、お勧めなのは、ペナン島内の会社で、なるべく家を会社との距離が近いところにすること

です。ペナンには多くの観光スポットがあります。本島側に住んでしまうと、ペナン島とはやや距離が

あるため、移動が大変のように思います。また、平日の朝晩は通勤、帰宅ラッシュに伴い、渋滞がひ

どく、近い距離でもかなりの時間を要します。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

もしも 1 ミリでも行こうかどうか迷っているのであれば、行くこと

をお勧めします。やはり海外で生活することはとてもいい経

験になります。日本にいては味わうことができないことだらけ

なので、知見も広がり大きな成長へとつながると思います。私

の英語能力はなかなかひどいものでした。しかし、現地の人

は心優しい方が多く、ゆっくりと話してくれたり、わかるまでひ

たすら説明してくれます。そのおかげで大きな困りごともなく、

生活していくことは可能でした。英語が苦手だという人も、向

上のきっかけになるはずなのでこの機会にぜひ、海外へ行

ってみてください。準備するものはくじけない心と、トイレットペーパーです。 
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電気・電子情報工学課程  小野崎 健人さん 

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 

きっかけは応募締め切り一週間前に友達に誘われたことでした。それまで海外での実務訓練など全

く考えていませんでしたが、奨学金などの資金的なサポートがあることや海外での生活に憧れがあ

ったことからマレーシアでの実務訓練に応募しました。主な目的は英語力の向上でした。英語は将

来絶対に必要となるとスキルだとわかっていても、日本では英語で会話する機会はほとんどなく、あ

まり勉強に身が入りませんでした。実際に英語を使う環境で生活することで英語力やコミュニケーシ

ョン能力の向上のほか、日本とは異なる文化や考え方に触れることに期待して応募しました。 

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。日系企業だ

ったため職場には数人の日本人がいましたが、実際

に指導を行ってくれたのは現地の方々でした。指導

は英語でしたが、わからないときは何度も身振り手振

りも含めて説明してくれたので業務に問題はありませ

んでした。会社にはマレー系、インド系、中国人、ベトナム人など様々な人がいました。 

 業務内容に関しては、僕の部署では大きなテーマを与えられて取り組むわけではなく、いくつかの

決まった仕事や簡易な業務の手伝いなどを行いました。具体的には、機器の調整、テストに引っか

かった製品の原因究明などを行いました。 

現地での生活 

物価が低かったので食事はほぼすべて外食で賄っていました。マレー料理や中華料理を主に食べ

ていましたが、ほとんどどの料理も日本人の口にも合うものでした。たまーにとてつもなく辛い料理も

ありました。日本食のレストランや日本の食品や製品を扱っている店もあったため、食事に関して大

きな心配をすることはありませんでした。飲み物に関しては、水道水は飲まず店で買うか、家に浄水

器があったのでその水を水筒に入れて持ち歩いていました。家での生活については、洗濯は洗濯

機があったので洗剤を現地で買い、自分で洗濯していました。家では温水のシャワーを浴びること

ができました。シャンプーやボディーソープなどは現地でも買えるため持っていく必要はありません

でした。休日はペナン島内のショッピングモールや観光地に出かけたほか、クアラルンプールやラン

カウィ島など島外にも旅行に出かけました。島内や旅行先での移動はほとんどタクシーでしたが、日

本のタクシーよりはるかに安い値段で乗ることができました。バスもありました。 

携帯電話に関しては、日本であらかじめ SIM カードのロックを解除しておき、現地でマレーシアの

SIM カードと通信料を購入することで利用できました。マレーシアのコンセントは BF 型 220V50Hz で

した。僕は携帯電話とパソコンの充電くらいでしか使わなかったので、変換プラグは 1 つで十分でし

た。どちらの充電器も 220V に対応していたため変圧器は必要ありませんでした。 

海外実務訓練を考えている学生へ 

迷っているのならぜひ行くべきだと思います。特に海外への渡航経験がない人に薦めたいです。僕

はこの実務訓練以前に海外へ行ったことがなく、始まるまでは楽しみというよりは不安の方が大きか

ったですが、いざ始まってみれば一週間ほどで現地の生活にも慣れ、楽しい時間を過ごすことがで

きました。海外での生活には言語や食事などいくつも不安があると思いますが、現地に滞在している

技科大の先生のサポートもあるのでだいたいどうにかなります。英語の勉強は、中学校で習うような

簡単な文法と日常で使いそうな英単語を覚えておけば問題ないと思います。ですが、勉強をしてお

くに越したことはありません。僕はあまり英語の勉強ができないまま実務訓練が始まってしまったので、

職場やお店などでなかなかスムーズなコミュニケーションがとれませんでした。単語や文法をある程

度知っているだけで会話の幅は大きく広がります。英語に囲まれた生活をしていると勉強意欲も上

がってくると思うので参考書などを持ってくといいかもしれません。 
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