2021年度夏季 東洋大学×島根大学 外国人留学生対象 オンライン・インターンシップ

島根県＋岡山県内企業様4社にご参加いただきました。いよいよ10日間のインターンシップスタートです！
本インターンシップは、2018年採択されました文部科学省「留学生就職支援プログラム」の一環として実施されるもので、東京で学ぶ外国人留学生に地方都市の優良企業
を知る機会を与えることを目的としています。10日間の就業体験を通じて、日本の企業文化やビジネスマナー、職業意識を身に付けるともに、地方都市の魅力と地域の産業、
企業の実情を知ることで、地方都市での「Iターン就職」を促します。さらに企業様には、課された課題の提案に取り組む学生のグループワークと成果報告まで留学生との
接点を通じて、外国人留学生のコミュニケーション能力や問題解決能力を評価して頂くとともに、外国人留学生の採用を拡大する機会として企画させて頂きました。

DAY 1 ８月24日（火）事前研修

DAY2 ８月25日（水）就業体験1日目

外国人留学生就職事情・両大学留学生の交流

企業担当者の方と留学生の交流・島根県に関する講演・ビジネスメールの書き方

オンライン・インターンシップの初日、学生は10時に全員集合し、定刻に始まり
ました。今回は島根県及び岡山県の4社の企業様にご参加頂きました。また、日本
での就職を目指す中国、ベトナム、韓国、モンゴル、マレーシアからの留学生18
名が参加しました。初日は簡単な自己紹介からスタートです。課題解決型イン
ターンシップはチームワークが大事、学生同士の議論や情報検索を通して問題解
決力とコミュニケーション能力を養う機会です。これからの10日間仲間になるグ
ループメンバーと今後の取り組みについて確認しながら、インターンシップに参
加する気持ちを再度確かめました。後半は、日本の就職事情についてガイダンス
を行いました。積極的に質問をしながら、今後就職活動を開始する上で意識する
点や準備しておくべきことについて知ることができました。

2日目は、企業別にグループで分かれ、企業の担当の方との交流会を実施しまし
た。企業担当の方がリードしてくださったおかげで、学生の緊張もほぐれ和や
かな初日となりました。その後、島根大学楊先生から「島根県における外国人
の就職事情」について講演を頂き、島根県について様々な情報を得ることがで
きました。地方都市での就職を考えてなかった学生も、豊かな自然や生活環境
について聞き、さらにIT産業が有名であること、外国人採用への支援策が整っ
ていることに魅力を感じるようになりました。また、これから企業様に送るビ
ジネスメールについて学ぶことで、インターンシップ中の企業様とのやり取り
についても準備することができました。

参加者の感想

ドウロウ/文学部3年

今日は企業の皆様とお会いできて、大変うれしく思います。特に今回のインターンシップでは、
私にとっては初めてシニア食品の開発・販売に携わる企業様とお話できる場となっており、業界
に関わる実話を聞き、とても勉強になりました。また、島根県の生活、風景などといった当地の
Bayarsaikhan Oyunerdene/国際学部3年
今日は島根大学の学生たちと交流会ができました。貴重の機会であったと思います。コロナパンデミッ 人ならではのエピソードを聴き、思わずそちらで暮らそうとでも考え始めて、すごく参考になり、
ク中、留学生の私たちにとって日常的に日本語を話す機会がかなり減っているのは現状です。しかし、 今後の就職活動時に、是非とも島根県を視野に入れさせていただきたいと思いました。
今日は東洋大学生だけではなく他の大学の学生たちとコミュケーションを取ることができて非常に満足
感を感じました。そして、他の学生とコミュケーションをとり、情報を交換することができたのでイン 鄭媛/島根大学大学院人文社会科学研究科修士1年
ターンシップに参加してよかったと初日で改めて思いました。
今日は企業様との交流会をやりました。自分が配属されたのは、ホテル水天閣様です。女将の方
はとても優しい方で、私たちが話しやすく配慮して頂きました。今回のインターンシップはきっ
といい経験になると思いました。お話を聞きながら、多数の企業が新型コロナウイルスの影響を
王イ敏/文学部4年
島根大学の学生と交流したり、自分の大学の留学生と交流したりしました。今まで知らなかった島根県 受け、以前にくらべると、不景気になっている方が多いと感じました。そのような状況の下でも、
の情報や観光などについていろいろと知りました。自然風景が多い場所ということで、一度観光でも行 学生を受け入れてくださりインターンシップに参加させていただいて、本当に企業の方々に感謝
きたくなりました。長時間に大学に行っていなかったため、ZOOMで同じ大学の留学生と一緒にコミュ しています。
ニケーションができて、嬉しくて、とても感心しました。しかし、オンラインでインターンシップをす
るのが、現場に行くよりも緊張感が出ると感じました。相手の表情だけで、行動を判断するのがなかな 李抗朔/法学部3年
か難しいと思ったためです。これから地方インターンシップの参加を通して、日本の企業や文化などを インターンシップ先の担当の方と話しました。 初対面なので、私だけでなくて、他のみんなも緊
より深く理解し、地方の魅力を発見していきたいと考えます。
張していました。担当の方はとても優しくて、一人ずつ発言できるように配慮してくださいまし
た。全員出身地や就職したい企業、卒業後のキャリアプランについても共有できました。みんな
が自分の計画について詳しく話したので、グループのメンバーのことをよりよく知ることができ
金昭廷/経済学部2年
私は地方圏で就職をするのを考えたこともなかったのですが、楊先生の貴重な話を聞いて地方圏での就 ました。
職も考えてみたいという思いが生み出しました。一番気になったことは、島根県で住んでいる学生さん
の話で、島根県の家賃は東京都比べるとすごい安く、持ち家を買うのも東京より負担が少ないところで Dao Thi Huong Giang/国際学部3年
した。バスや電車を乗るのは不便である一方、自家用車を利用すれば大変便利とのことでしたので、今 このインターンシップは、日本の企業文化と働き方について知る良い機会であるため、オープン
でもすぐ旅行に行ってみたくなりました。インターンシップに参加する前は、島根県について何も知ら マインドで学びたいという意欲を持つことが非常に重要だと思います。また、久しぶりに新しい
なかったのですが、説明を聞いてから、どんなにいいところなのか知ることができました。もし将来島 友達と出会い、きちんと交流できてうれしいです。 いつもオンライン授業中にカメラ無しでした
根県で働くとしたら、家族みんなを連れてあそこに移住するのもいいかもしれないと思いました。まだ し、他のクラスメートと話したりする必要がなかったので、通常のオンラインクラスは今回とは
これからのことですが、このインターンシップに通じて、地方にもいい機会がたくさんあることを知り、違った感じがします。 私はオンライン通信方法に対して否定的な感情を抱いていましたが、この
インターンシップの機会を通じて視点が変わると思いました。
今後の就職活動でぜひ挑戦してみたいと思います。
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DAY3 ８月26日（木）就業体験2日目
企業説明会＋課題ご提示、企業支援と外国人材事業に関する講義

DAY4 ８月27日（金）就業体験3日目
業界分析（IT業界）、地方都市での就職に関するガイダンス

3日目は、企業様から課題を提示して頂く日です。まずは企業説明会を通じて学生は
配属された企業についてさらに理解を深めることができました。その後、いよいよ企
業様からの課題を頂き、成果発表の最終ゴールの形について議論しました。企業様が
抱えている実際の問題を題材にしているため、学生グループは企業の一員としての企
画会議を想定し、グループワークに真摯に取り組んでいました。また、企業様との質
疑応答を通じて社会で通用するビジネス日本語も取得できました。後半は、ジェトロ
松江事務所の高田篤史所長よる「JETRO伴走型企業支援と外国人材事業」について
の講演を聞きました。企業の担当の方も出席され、島根県における外国人材の採用に
ついて様々な情報を共有しました。

4日目は、島根県中小企業団体中央会雇用対策課の熊野健様、島根県商工労働部
産業振興課IT人材コーディネーターの廣澤博様にご参加いただき、IT人材の現状
や仕事について詳しく聞くことができました。年々IT業界で働くことを目指す留
学生が増えている中、島根県でいかにIT業界が盛んでいるか、また実務について
詳細を聞くことができ、貴重な情報を収集することができました。島根県の事情
をより詳しく知った学生たちは、講義後もグループで集まり課題への議論を深め
ていました。

ご参加企業様及び提示頂いた課題
・島根県ホテル水天閣様（宿泊業）「利用客を増やす方法の提案」
・島根県ホテル玉泉様（宿泊業）「ホテル玉泉の新たなサービスの提案」
・島根県モルツウェル株式会社様（食品業）「5年以内売上3倍アップするための新
たな戦略」
・岡山県新興工業株式会社様（製造業）
「日本人社員と外国人社員、社内円滑なコミュニケーション方法の提案」

参加者の感想
パク ジヒョク/国際学部1年
コロナ間お客様にホテルのコロナ対策を理解して頂くための方法を考える課題を頂きました。企業
様との意見交換をしている中で、韓国ではやっている「ホカンス（ホテル＋バカンスの略）」を提
案致しました。ホテルの周りは豊かで自然を活かし、体をゆっくり休ませる事ができると思いまし
た。メンバーとこれらのアイディアを具体的にしていきたいです。

陳凱/文学部3年
企業担当の方には、起業から成長まで、経営理念から将来ビジョンまで色々な企業情報を聞くこと
ができ、会社に対する理解がぐっと深まった気がしました。社会問題に対応しながらチャレンジし、
事業展開していく成長する姿は尊く感じました。課題は５年以内売り上げを３倍にする戦略研究と
いう非常に難しいものではありますが、企業様から見せて頂いたデータをベースに真剣に分析して
いきたいと思います。これまで実際の企業研究と経済分析をしたことがないので、今回の実戦は大
変でありながら貴重な経験になると思います。グループメンバーと連携しながら、楽しみながら課
題に取り組んでいきたいと思います。

王浩源/文学部2年
島根県の産業について講義を聞きました。特殊鋼関連産業、観光産業とIT産業の例を挙げて頂きま
したが、私は特殊鋼関連産業に非常に興味があります。伝統的な技術で現代技術に追いつくとの話
には驚きました。またIT産業について全く知らなかったのですが、今日の講義を聞いてやってみた
い気持ちになりました。情報サービスのような日常生活に関わるものなので、もし島根県で再度イ
ンターンシップする機会があれば、実際にITの会社に見学したいと思います。

トウビンキ/理工学部2年

本日の講義の中で私の一番気になる分野はITソフト開発です。今世界IT人材不足の現状があります。
私は大学で学んでいる分野はIT開発に関する分野なので、ずっとIT開発に関する仕事をしたいです。
島根県は、情報通信業の分類体系がしっかりしており新たな分野を切り拓く県であるとの話もあり
陳芸華/経済学部2年
ました。私にとって大切な情報です。さらに島根県で就職活動する人のために交通費や宿泊費を半
今回は日本人社員と外国人社員よりいいコミュニケーション手法を考えるという課題を頂きました。 分助成する制度があるとのことですので、これから島根県で就職活動をする意向を固めました。
私のグループは、3人とも違う国出身なので、お互いにとっても外国人です。そこで、文化の違う
外国人同士の交流からアイディアを出し、日本人社員に広げて考えることにしました。現在コロナ
Koo Yong Hoe/島根大学総合理工学部1年
の影響で、ほぼオンラインですので、対面と比べて、さらに意見が言いづらいと感じます。しかし、
企業の方から課題を頂いた時、私は自分の視野はかなり浅いことに気付きました。なぜかというと、
日本語学校にいる時に、周りの人はほぼ日本人以外の人でしたが、日本語が上手ではなくても、気
課題を頂いて質問の時間がありましたが、チームメンバーは既に意見を出し、質問もとても詳しく
楽になんでも言えてました。コミュニケーションを円滑にするためには言語のレベルの他に本当に
聞いていました。例えば食材はどこで仕入れているか、在庫管理はどうしているかなどです。私は
何が必要か考えたいと思います。
考えもしなかったことでした。チームメンバーの取り組みを見ながら、自分の思考をもっと深める
必要があると思います。

ソク ミンジ/国際観光学部3年

課題は5年以内に売上利益を上げるためにどんな企画が必要かでした。まず、企業関係者の方に食
品ロスに関する費用と年間の広告宣伝費用、在庫管理システムに対して質問をした結果、以前は広
告宣伝費用が高かったことが確認されました。また、製品化をするための倉庫費用及び在庫ロスが
少ない点が効率的な部分も知る事ができました。質問を通じて得た情報をもとに企業の売上利益を
達成するため、新規顧客確保と高齢者と家族を対象にしたマーケティング、食品ロスを解決できる
方案や食材ロスを活かした製品開発などを企画していきたいと思います。

チョウテイ/島根大学法文学部2年
企業説明会を通じて高齢者向け食事販売事業の魅力と問題点について知りました。高齢化社会とい
う問題が深刻化していき、今は高齢者向けビジネスが注目されるべき時代だとも言えるだろうと思
います。高齢者のためであり、地域のためでもあるので、高齢者向け事業は特別で、社会的、地域
的価値が高いと思います。担当者様からリアルな現場の生データをたくさん提供していただいたの
で、アイディアを考えながら、チャレンジすることにワクワクするようになりました。
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DAY5 8月30日（月）就業体験4日目
外国人材OGの方との交流・グループディスカッション

DAY6 8月31日（火）就業体験5日目
中間報告・企業様によるフィードバック

インターンシップ5日目、新興工業株式会社に勤めていらっしゃる張様にお越し
いただき、日本で就職したきっかけや現在の業務内容などの貴重な話を聞きまし
た。就職活動時に大変たったことや注意すべき点、日本の社会にどのように慣れ
ていったかなど留学生がイメージしやすいよう写真を交えながら実際の体験談を
話してくださいました。コロナ禍によりOG/OBの方に中々会う事ができない留
学生にとっては大変貴重な時間となりました。本当にありがとうございました。
参加者の感想
チョウテイ/島根大学法文学部2年
今日は元留学生の先輩である張様の体験談を聞きました。大学を卒業して一度就職した後、さらに
日本へ留学する決意をしたことがとても勇気が要ることだと思いました。大学院では学部での専門
と違う分野を勉強し、就職してからも会計検定試験に頑張っている先輩の姿を見て、とても感動し
ました。自分も目標を見つけて、頑張らなければならないと思いました。今までずっと学校で学生
生活をしている自分は会社で仕事をイメージすることができませんでした。先輩の仕事内容の紹介
を聞いて、とても興味深かったです。

BAYARSAIKHAN OYUNERDENE/国際学部3年
今日のOGの方の話から日本で生活する上でどんなような工夫すれば良いかについてコツを頂きま
した。例えばストレスを解消するために様々なイベントに参加するなどです。やはり人々と繋がる
ことが大事だなと考えました。本当に参考になりました。

ドウロウ/文学部3年
張様は私たちと同じように実際の留学経験者で、今日本の会社に就職しています。馴染みの深い話
で、私たちが実際直面している様々な問題を経験し、そして解決していくその姿がとても憧れまし
た。

金昭廷/経済学部2年
今日はOGの方の貴重な話を聞くことができました。私と同じ地域の出身でしたのですごく嬉し
かったです。就職活動は一年前から本格的に準備する必要があることや就職の流れに関してもっと
詳しく知ることができ、今後どのように準備していくのか方向を少し決められました。インターン
シップをできるだけ多く参加し、企業セミナーにも積極的に取り組みたいです。特に、自分が興味
を持つ会社を見つけたら企業説明会を３回は参加した方がいいとおっしゃっていましたので大変参
考になりました。日本では外国人を求める会社が増えていく傾向になっているそうです。機会をぜ
ひつかみたいです。うまく就職に成功するにあたって自分の日本語力はまだまだ足りないと感じま
した。三年生になるまではビジネス日本語J１を目指して準備を進みたいです。

柏友紅/社会学部1年
中間報告では、これまでの成果を発表させて頂きました。その後フィードバックを頂きながら、私
たちが素晴らしいと思ったアイディアも社会では通用しないことが分かり大変反省しました。報告
後失敗した原因をメンバーと一緒に探しました。そこで分かったのは、プレゼンを行うとき、結果
に至るプロセスを明示していくことが大切であるということです。いきなり相手の問題点を指摘し
たり、新しいアイデアを提案したりするのではなく、まずは相手の期待は何かをしっかりと探り、
きちんと受け止めるための材料を準備していきたいと思います。

インターンシップ6日目は、企業別セッションで分かれ中間報告を実施しました。
報告後のフィードバックでは、質疑応答が行われ、正確なデータを示しているか、
社会で通用するプレゼンテーションになっているか、最終提案は課題の方向性に
あっているかなど社内で実際に行われる会議も体験させて頂きました。報告終了
後学生グループは発表の内容を再度整理し、補足のための業務分担をしました。

Le Ngoc Anh/国際観光学部3年
発表の流れはできていましたが、グループの提案について企業様からアドバイスをして頂きました
ので、もう一回修正する必要がありました。コストやお客様の消費志向などを考えること、そして、
海外の成功した事例があったら、参考にしても良いとのアドバイスも頂きました。私の母国のベト
ナムの場合は、無料サービスとして提供しているものを日本ではどのように値段や人件費を設定す
るか考えないといけないと思います。

Dao Thi Huong Giang/国際学部3年
今日課題についてチームメイトと話したことは楽しかったです。時間外のミーティングにも積極的
に参加し、深夜に余分な時間がかかる場合でも、お互いにデータを見つけるために助けあいました。
私が原稿を作っているときに正しい言葉を見つけるのに苦労したとき、彼らは私が適切な単語を見
つけるのを助けてくれて、また適切な文脈で適切な単語を使用する方法についてもっと提案するの
で、メンバーにとても感謝しています。私も誇りに思いました。私の日本語能力はまだ十分ではあ
りませんが、他のメンバーが役立つデータを見つけたり、アイデアを提供したりするのを手伝うこ
とができました。彼らが非常に情熱的で、多大な努力を払っているということを、私が彼らから学
びたいことです。

王イ敏/文学部4年
中間報告では、不安で緊張しすぎましたが、企業様のご指摘から今までやっていることの方向性が
違ったのではないかと気づきました。インターンシップの現場に行けなかったので、情報収集面で
限界がありましたが、企業様のお話から地域の現状を知ることができ、ホテルでの実務経験がない
私たちが思いつかなかった部分も教えていただきました。そこから自分の問題点を発見して、再び
やり直していきます。そしてしっかりとした事前調査の必要があると考えました。情報は知らない
と、なんでも成り立ちません。さらに発表の時、原稿を準備するのが大切だと思いました。グルー
プメンバーとは最初から見直す必要があると合意できましたので、再度ぞれぞれの問題点を述べた
上で、きちんと必要な情報を探り補足しました。また自分が見つけた点をメンバー達に教え、アイ
ディアをどんどん共有していきました。

李抗朔/法学部3年

中間報告では担当の方がプレゼンに満足しているかどうかわからないので、とても緊張しました。
メンバー全員自分の担当した部分を一生懸命説明していました。幸い企業様は私たちのプレゼンを
とても気に入ってくださり「私たちのような留学生が欲しい」と言ってくださいました。 それを聞
いて、この間の頑張りが無駄ではなかったとホッとしました。さらに「この部分を調べてくれると
は全く思っていなかった」 「非常に驚いた」と感想を述べてくださいました。ここで満足しないで、
この部分を完璧に補足して金曜日のプレゼンに臨むべきだと思いました。
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オンライン・インターンシップ

DAY7＆8 9月1日（水）・2日（木）就業体験6日目＋7日目
グループワーク・発表の練習

DAY9 9月3日（金）就業体験8日目
最終成果報告会

インターンシップ6日目と7日目は、中間報告から頂いたご助言のもとに新たな資
料をまとめ、プレゼンテーション資料を作りました。インターネットによるデー
タや論文の検索しつつ、他国の先行事例を探すため、母国の新聞記事なども分担
して探し補足しました。資料の出所を明記することも指摘されている重要なポイ
ントです。完成した最終報告資料は発表時間を図りながら練習を重ね、発表内容
に漏れはないか細かくチェックしていました。

本日はいよいよ最終成果報告会の日です。学生は現地での発表時同様フォーマル
な服装で発表に臨みました。学生18名に加え、4社の企業担当者様が一同に集ま
り、学生の発表を見守りました。少し緊張した様子の学生もいましたが、練習し
ていた通り無事成果を述べることができ、質問に対してもしっかり回答していま
した。報告後は最後の企業別セッションで分かれ、交流会を持ちました。学生は
インターンシップで大変だったことや学んだことなど率直な気持ちを伝え、企業
様からは激励の言葉を頂き、また今後「仕事をする」ことへの意義とキャリア
アップのためにやるべきことについてご助言頂きました。

参加者の感想
トウビンキ/理工学部2年
今日は報告内容の修正をしました。多様な年齢層を考えることやスーパーマーケットでシニア向け
の弁当の販売を考えるなど修正し、また多くのデータを調査して、具体的な方案を作りました。そ
してDX化のことに詳しくの説明も補足しました。

SEOK MINJI/国際観光学部3年
今回のインターンシップを通じて、シニアマーケティングに対して本当に興味を持つことができ、
韓国で実際にシニア層を対象にした事業アイテムを考えてみたいと思いました。シニアマーケティ
ング戦略を立てる時、とても熱意を持ちながら課題に取り組みました。

Dao Thi Huong Giang/国際学部3年
私はほとんどの学業で英語を使っているので、これまで日本語でこのような仕事をする機会はあま
りありませんでした。このインターンシップを通して、特に日本企業のプロジェクトの流れ、企業
に自分自身をアピールする方法、日本の労働文化についてもっと理解する方法を学びました。メン
バーにありがたい感情を持ち、みんなはお互いにすごく助けてくれました。明日が発表の日になる
ので、みんな少し緊張しています。企業様に良い印象を与えると同時に、潜在的な雇用者の前に自
分自身を宣伝することです。

鄭媛/島根大学大学院人文社会科学研究科修士1年
今回のインターンシップに参加して、企業での仕事形態をようやく体験できました。コロナ禍によ
りいつもとは違いオンラインでのインターンシップですが、仕事体験もできたし、他都市の環境や
企業をもっと知るようになりました。その中で最も大きな収穫は、仲良し友達を作ったことです。
10日間たくさん連絡して、何でも相談して、一緒に課題解決をした仲間できて、とても嬉しかった
です。グループメンバーの皆さんは今私が景色のきれい島根県に住んでいることを知って、遊びに
来ると言ってくれて、ほんとに喜んでいます。今後も仲良い友達になる気がします。

チョウテイ/島根大学法文学部2年
最終発表は幸い練習する時と同じように、順調に終わりました。しかしページ番号や出典を示して
いないこと、売上高について明確な数値を出していないことなど、不足なところはあり反省点です。
今回のインターンシップでは、いろいろなことを勉強し、普段ではあまり経験できないことを経験
しました。大学では毎日本を読んだり、レポートを書いたりしていますが、データの検索や売上高
を増やすための具体策を考えることはあまりしたことがありません。抽象的なものから具体的なも
の、論理重視から数値重視、異なるものを研究する場合で違う考え方が必要されているというのを、
強く感じました。それがかなり面白いです。大変なこともありましたが、貴重な経験ですので、今
回のインターンシップに参加して良かったと思います。

王浩源/文学部2年
最終報告後、今回の感想や未来の計画などを企業の担当者様にシェアしながら、自分の良さや不足
した部分が認識できました。今回の課題では常に熱情を持って取り組む一方で、いざ現実的な問題
は避けて考えたことがあります。今後のグループワークでは、問題を直視しながら明確的で可能な
アイデアを考えていきたいと思います。

金昭廷/経済学部2年
10日間のオンラインインターンシップで色々勉強になりました。まず、日本の企業について一部で
すが、身をもって体験できました。これをきっかけで、日本のホテル業界にもっと興味を持つよう
になりました。そして、日本の島根県というところにも興味深く思いました。もう一つは、違う国
の方々とコミュニケーションが取れたことです。文化や、学部が違うのに、インターンシップとい
うカテゴリで集まれたことができ、すごい縁を結んだと思いました。やはり島根県は縁結びで有名
だと間違いないと思いました。このインターンシップをきっかけで将来就職活動をもっと自信を
持って準備できると思います。自分の弱いところも意識しながら、できるだけ自分の力を発揮し、
日本での就職に成功するように頑張って行きたいと思います。

Le Ngoc Anh/国際観光学部3年
今日は最終発表の日です。今回私たちのグループが提案したのは、ホテルでのバーベキューをする
ということで、地元島根県の和牛や岩がきの海鮮、野菜など食材を活かし手ぶらでも利用客が楽し
める宿泊プランを紹介しました。企業様から面白い提案だと言われたので嬉しかったです。期間中、
新プランの企画から立案、プレゼンまででき、ワクワクする毎日でした。メンバー４人で初めて
会って、一緒にスタートしたので、初日はうまく意見や作業がかみ合わず、停滞する場面もありま
した。しかしメンバーの個性や得意分野をお互いに知ることが、チームで仕事を進める上での基礎
になることを実感できました。

王イ敏/文学部4年
最終発表日も朝早く集まり練習をしましたが、いざ発表自分の不足を反省しました。プレゼンテー
ションのやり方はこれからも授業中に活用しようと思いました。自分の意見を言えばいいというの
はプレゼンテーションだと思いましたが、聞き手に説得力があるプレゼンテーションを作るのが大
事であることを学びました。そして、企業様とのコミュニケーションする中、改善すべきなところ
をご指摘していただき、これからも頑張りたいと思います。またネットので調べた情報より、現場
の方の話からより詳しく理解しやすいです。企業様から島根県のことを聞いていただき、島根県の
文化や観光などについてより興味深くなりました。最後に、オンラインでグループワークをするの
が大変だと思いながら、メンバー達と一緒に努力して、プレゼンテーションを完成できたので達成
感がありました。ありがとうございました。
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DAY10
2021年9月4日（土）事後研修
インターンシップの振り返り
最終成果報告後の振り返りを行いました。留学生の声として、企業担当者様
との議論やグループワーク、発表までの至る場面で自分の日本語の不十分さ
を感じ、これからもビジネス日本語の学習に励みたいとの意見が多くありま
した。また、本番さながらの会議を体験しながらチームの一員として取り組
む仕事の楽しさ、他人の意見を聞く姿勢などコミュニケーションを行う上で
の重要な点を学ぶこともできました。

インターンシップ期間中のグループ活動の様子

オンライン・インターンシップ

無事終了致しました。
参加してくださいました皆様、本当にありがとうございました。

この度オンラインインターンシップにご参加くださいました企業の皆さま、ご
尽力のおかげで全ての日程を無事終了致しました。直接ご指導頂くだけでなく、
学生から毎日のように送られてくるメールにもご対応頂き、丁寧に深く付き
合ってくださったおかげで課題解決の完成度をあげることができました。
今回参加して頂きました企業様（ホテル水天閣様、ホテル玉泉様、モルツウェ
ル株式会社様、新興工業株式会社様）には、いつも優しく配慮して頂き、時に
は鋭いご指摘を頂くことにより、座学では学習できない社会現場の貴重な体験
をさせて頂きました。学生がまたひとつ成長できたのも皆さまのおかげです。
本当にありがとうございました。また、ジェトロ松江事務所の高田篤史所長、
島根県中小企業団体中央会雇用対策課の熊野健様、島根県商工労働部産業振興
課IT人材コーディネーターの廣澤博様には、島根県の産業や外国人の就職支
援についてご講義頂きました。おかげで学生が地方都市へのＩターン就職につ
いて具体的にイメージすることができました。さらに、新興工業株式会社の古
富匠人様、張静様には、貴重な体験談を話してくださり、日本の企業で働くこ
とへの新たなアイディアをご提示頂きました。最後に本インターンシップの実
施に当たり、企業様や講師の方々へのアレンジにご尽力頂きました島根大学国
際センター特任講師の楊小平先生に深く感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました。

島根県の産業の概要（受講時の様子）

グーグルスライド上で資料を共有し意見交換（グループワーク）

参加学生の集合時の様子
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参加学生の声：Iターン就職について考えたこと
陳芸華/経済学部2年
地方の歴史文化、自然や生活は、日本の大都市とは異なるが、日本の生活をもっと感じられるとこ
ろだと思います。特に地方都市の製造業は、近年から技能実習生を多く募集していて、外国人と接
する機会が増え、外国人に対する包容力が大きいと感じました。今回の就業体験を通して私は所属
した会社では、島根県の本社には外国人正社員一人しかいないですが、一人の正社員でも、活躍す
る機会がたくさんあり、外国人材の能力を発揮できる環境を作っていることが分かりました。

金昭廷/経済学部2年
私は地方都市で働くことを考えたことはありませんでした。東京の方が仕事の機会が多く、便利だ
との偏見を持っていたためです。また地方都市の仕事環境について知る機会がありませんでした。
実際に行くにも交通費が高く、今回のようにインターンシップでなければ全然知る機会がないと思
いました。このインターンシップに通じて地方都市の企業に対する印象が180度変わりました。島
根県の環境や住まい、そして何より企業がいっぱいいることにびっくりしました。大都市だけでは
なく、地方での就職も魅力的であると感じました。今回はオンラインでしたが、機会があれば実際
の現場に行ってインターンシップをしてみたいと思いました。

オンライン・インターンシップ

10日間の成果

李抗朔/法学部3年
今回のインターンシップで最も重要だと感じたのは発表までのプロセスです。目的をカテゴライズ
し、次にカテゴライズされた内容を調査・分析し、分析に役立つ多くのデータや情報を見つけ出し、
パワーポイントやドラフトを作成します。全ては一人の作業ではなく、他のグループのメンバーの
意見に耳を傾けることも大切です。 グループワークの重要性に気づき、どのように彼らと協力して
自分の役割を果たすべきかを考えました。ここで学んだことを活かし、今後発表の場では、グルー
プのメンバーとコミュニケーションをとり、意見を聞くことで、少しでも企画を改善し、ベストを
尽くしていきたいと思います。

参加学生の声：職業や仕事に対する考え方
Le Ngoc Anh/国際観光学部3年
旅行関係の仕事に興味を持っているため、観光の講義を勉強していますが、ますます旅行業界を目
指したいと思うようになりました。お客様を満足させる“おもてなし”だけではなく、ホテル、各交
通機関、地域の活性化にも繋がる知識を学びました。外国人観光客にもっと来てもらうため、イベ
ントやキャンペーンなど企画も手掛けてみたいと考えるようになりました。またホテル玉泉様のよ
うに地域に貢献ができる仕事がしたいという思いがあります。

王浩源/文学部2年

チョウテイ/島根大学法文学部2年

日本の地方都市に対して給料の差があるだろうとか、留学生が少ないとかなど勝手なイメージを
持っていました。しかし実際オンラインでビデオや資料を見ると、想像と全然違うと思いました。
町は確かに東京と比べて小さいが、賑やかで温かい雰囲気が溢れています。自然と伝統とともに暮
らしているようです。そこでゆったりと過ごしたいと思いました。またIT業も、特殊鋼関連産業も
非常に盛んでおり私自身興味を持つようになりました。留学生の数も少なくないし、給料も高いし、
心の底から将来地方都市の地方企業の方が良いと思いました。来年就職活動が始まったら選択肢と
して地方企業に申し込みたいと思います。

仕事というのは、ただお金を稼ぐためのものだけではないと感じました。今回のインターンシップ
を経験し、仕事の面白さ、仕事そのもの自体に価値があるということを深く感じました。最終発表
にはまだ不足なところがありますが、グループのメンバーたちと一緒に発表をでき、とても楽しく
て、満足感を得ました。仕事を通して自己価値を生み出すというのが、一番大事だと考えます。で
すから、仕事を選ぶときは、収入を得るための手段として仕事を選ぶのではなく、価値を創ること
ができるかどうかということに基づいて仕事を選ぶほうがいいと思います。生活するために仕事を
しなければなれないという消極的な観点から、自己実現など価値を創ることのために仕事をすると
いう積極的な観点に変えると、仕事を楽しむことができるようになれると思います。

SEOK MINJI/国際観光学部3年
地方都市と企業に対する見方としては生きていく上で不便なところが多い偏見を持っていました。
交通が一番大きな問題として近づいてきましたが、交通の問題は首都圏でも様々な問題が発生する
ため、地方に対する偏見だという気がしました。今回のインターンシップを通じて島根県に対する
魅力と島根県のインフラ及び観光資源に対して詳しい情報などを分かるようになりました。とても
行ってみたいぐらい良い経験だと思います。また、地方企業は地方を代表する企業だからこそ、地
方の伝統性を持っている企業だという気がしました。就職活動が始まれば地方企業だから排除する
ことより、企業の価値観と働きたい職業があっていれば応募したいと思います。

王イ敏/文学部4年

ドウロウ/文学部3年

今回のインターンシップでは、人から見えない仕事の重要性を再確認しました。今まではホテルの
仕事といえば常に人と接しているというイメージでしたが、ホテルを回すために裏で仕事をする
「縁の下の力持ち」の存在もあります。当たり前のことではありますが、華やかなホテルの裏側に
は普段は見えない多くの人の努力があることを、深く感じることができました。企業様との接点を
通して、お客様に満足して頂ける接客をするためには、常にお客様の立場に立って物事を考える必
要があることと、同じ立場で働く従業員にも思いやりの心を持ちながら仕事するという大切さも学
びました。

普段の生活もほとんど首都圏なので、今までの就職先はいつも大都市を考えていました。しかし、
今回のインターンシップの中で、地方都市の企業様との交流会を通じて、たくさんの新しい体験が
できて、地方都市の魅力についてわかりました。接してくださった企業様はすごく親切で、仕事と
どう向き合うべきか、楽しいことも多いと私たちに教えてくださいました。これからの就活はすご
く大変なこともあろうと思いますが、少し仕事に対して新しい認識できて、とても勉強になりまし
た。また、地方企業に対して、まだ認識不足のところもあると思いますが、これからの就職先を考
える時、是非地方の企業をも視野に入れようと考えました。

参加学生の声：インターンシップで学んだこと、学業に活かしたいこと
パク ジヒョク/国際学部1年
1年生のうち参加して良かったです。就職についてのモチベーションが上がっただけでなく、就職
についての情報をいち早く手に入れることができます。そして、就職のことだけでなく、大学のプ
レゼン力も上達します。他の学生にも勧めたいです。

ホテル業ではサービス以外に学ぶべきことがたくさんあると思いました。いざ企業の方に会う前は、
抽象的なイメージしか持っていませんでしたが、業務内容についてより深く理解することができま
した。予算や費用対効果など経営側から全面的に考える必要があります。また新しい企画をみんな
で行う際も、他人の意見を聞きつつ、自分の意見もきちんと持ち、説得しながら調整していくこと
が大事だと考えました。

柏友紅/社会学部1年

トウビンキ/理工学部2年
日本で就職されたOGの方の話を聞いて、就職への不安が少し和らげました。入社したばかりの時は
みんなも同じで業務内容をあまり分からなかったなどの話も聞きました。しかしOGの方は働きなが
ら色々な資格をとりました。留学生が日本で就職することは難しいことも分かっていますが、日本
語力をあげ、英語や資格を取っておきたいと考えました。これから、頑張らないといけないと思い
ます。

