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1 海外派遣プログラムの目的 
自らの専門性を基礎として、海外での危機管理も含めて主体的に行動できる能力を養う。 

 
2 研修日程 

 
2/20(水) 羽田→🛫🛫→SQ631→🛬🛬→シンガポール・チャンギ空港 
2/21(木) 南洋理工大学 

午前：日本語クラスでプレゼン 
午後：キャンパスツアー・研究室見学 

2/22(金) シンガポール工科デザイン大学 
午前：相互プレゼン 
午後：キャンパスツアー・現地の学生企画(Games & Activities) 

2/23(土) タウンウォーク or 休日 
2/24(日) タウンウォーク or 休日 
2/25(月) 午前：国立博物館 

午後：横河電機 
2/26(火) 南洋理工大学 

午前：3D Printing 
午後：SIM Tech 

2/27(水) 南洋理工大学：Chinese Medicine Clinic→授業聴講 
シンガポール・チャンギ空港→🛫🛫→MI354→🛬🛬→ペナン空港 

2/28(木) マレーシア科学大学 
午前：学生交流・モスク見学 
午後：博物館 

3/1(金) 午前：ソニー 
午後：花王 

3/2(土) ペナン空港→🛫🛫→MI351→🛬🛬→シンガポール・チャンギ空港 
シンガポール・チャンギ空港→🛫🛫SQ636 

3/3(日) →🛬🛬→羽田空港 
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3 訪問先の詳細 

3.1 南洋理工大学（NTU）について 
3.1.1 講義の概要 
今回、南洋理工大学では 2 日間で 4つの講義を聞く

ことができた。 
1 つめは SIMTech という大学内にある国の研究所で、
実際に研究活動を行われている日本人のドクター、団
野さんのお話である。シンガポールの概要やシンガポ
ールでの生活について、そして大学とは独立した国の
研究機関としての SIMTech の役割などを、シンガポ
ールに移住して、SIMTech で研究を行う日本人の団野
さんに、ご自身の経験を元にお話していただいた。ま
た、金属の塑性加工技術の研究などをされている団野さんの工房をはじめとして、機械工学や加工
成型技術に関する研究を行なっている SIMTech 内を案内していただいた。 
 自然素材の成型や、金属の新しい加工法などについて世界最先端の研究を行う実験設備を実際に
見学させていただくことができた。またそれらの実験設備によって作られた素材を実際に触らせて
いただくことも出来、材料加工法の最先端について体験することができた。 
 SIMTech の研究所は各部門の周りにも必要最低限の壁以外仕切りが少なく、各々の専門に固ま
るのではなく、専門の分野にとらわれない開放的な雰囲気の中、研究活動が行われていることがと
てもよくわかった。 
 
 

2 つめは Chinese Medicine Clinicで、ここで
は東洋医学についての講義をうけた。東洋医
学の基本的な考え方や、Chinese Medicine 
Clinic に所属する学生が普段学んでいる東洋
医学の内容についてお話ししていただいた。
普段日本ではあまり意識することのない、東
洋医学における「陰陽」の概念に基づいた医学
のお話は特に興味深かった。我々の普段考え
る通常の医学のイメージがいかに西洋医学よ
りの凝り固まった考え方であり、我々は東洋
医学の考え方にももっと目を向けるべきであ
ると強く感じた。また、鍼治療を実演していた
だいたが、これは日本に帰ったらぜひ行って
みたいと感じた。 
講義の後、Chinese Medicine Clinic内を見学

図 1 実際の工房でお話を聞く様子 

図 2 Chinese Medicine Clinicの前で 
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させていただき、漢方薬に使われている素材の展示や、実際に漢方薬を調合している様子などを見
学させていただいた。 

 
 

3 つめ、４つめはどちらも 3D プリンタ
ーについての講義で、１つは Singapore 
Centre for 3D Printing(SC3DP)に所属す
る、Mr. OH Joo  Wee さんからの組織・
研究説明と見学、もう１つは実際の大学
の 講 義 「 Bioprinting: Principles & 
Applications」で、こちらも装置の見学を
させていただいた。Singapore Centre for 
3D Printing(SC3DP)とは南洋理工大のあ
る 3Dプリンターの研究所で、樹脂を固め
てプロダクトを作る小型の 3D プリンタ
ーから、金属を素材として使用する大型
の 3D プリンター、そしてコンクリートを固めて壁をつくる 3D プリンターなど多種多様な 3D プ
リンターが設置されていた。それらそれぞれついて、今は何を作ることに用いられているのか、ど
んな特徴や強みがあるのか、現状の開発の課題はなんなのかなどを丁寧に説明していただいた。 
また説明をしてくださった Mr. OH Joo Wee さんはこの研究所に所属し、企業や他大学と 3Dプ

リンターの開発や研究の契約を取ってくる専門の担当者とのことであったが、このような役割を専
門として担う人がいるということがまず驚きで、シンガポールの研究開発の急速な発達は、このよ
うな専門の役割の人がいることが一役買っていることがわかった。 
「Bioprinting: Principles & Applications」という講義では、まず Bioprintingに関連する 3Dプリ

ンターについて基礎的な仕組みの説明を受
け、この講義でも SC3DPの見学をさせてい
ただいた。 
大小様々な 3D プリンターを一度に見る機
会は日本ではあまりないので、貴重な体験を
させていただいた。シンガポールにおける
3Dプリンターへの期待の大きさを肌で感じ
ることが出来た。 
 
3.1.2 研究室訪問 
 生物学や物理学に関する研究を行なって
いる３つの研究室を訪問させていただいた。 

図 4 ドラフトチャンバーの前にて研究室で行っている
実験の内容について説明を受ける 

図 3 実際の講義の様子 
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1 つ目は Biophysics の研究室を訪問し、研究
室内にあるタイプの異なる顕微鏡などの実験
器具について詳しく説明していただいた。
Biophysics の研究室では物理学・化学・生物
学を融合し、DNAなどの生体分子の構造につ
いて研究する分野横断的な研究室であった。 
 
 
2 つ目は Cold Atoms Labという研究室で、レ
ーザーを用いて超低温を実現する大掛かりな
実験装置を見せていただいた。レーザーを対
象の物質に前後から照射し、物質の動きを封
じる仕組みについて解説していただいた上、その様子を実際に見せていただくこともできた。 
 3 つ目は Quantum Metrology の研究室で、ファイバーにレーザーを通し、その振る舞いを見る
研究について解説していただいた。あまり聞いたことのない実験テーマであったが、どんな実験な
のかについて実験内容をまとめたポスターと実験装置を用いて説明してくださった。 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

図 5 超低温を実現するレーザー実験装置 

図 6 研究室見学終了後、引率してくださった
NTUのDr. Koh Teck Seng (後列右端)と一緒に 
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3.1.3 学生交流 

最初は NTU の日本語クラスの学生と一緒に、
日本から持ってきた日本の昔遊び(福笑い、け
ん玉、折り紙)で遊びながら学生交流を行った。
日本語クラスの学生だけあって、日本の昔遊び
について知っている人は多かったが、実際にや
ったことのある学生は少ないようであった。日
本の昔遊びを楽しんでもらえた上に、遊びを通
してNTUの学生と様々な話をすることができ、
非常に楽しい時間を過ごすことができた。 

 
昔遊びを用いた交流の後、NTU の学生にキャン

パスツアーをしていただいた。NTU のキャンパス
は非常に広大なのでキャンパス内にバスが巡回し
ていた。またキャンパス内には多くの学生寮があ
り、多くの学生はキャンパス内の寮に住んでいるよ
うである。また、案内をしてくださった学生と一緒
に、NTUの学生食堂で昼食をいただいた。NTUの
学食はシンガポール名物のチキンライスや、ラーメン、中華料理さらには韓国料理と実に多様なメ
ニューがあり、どれも非常に美味しかった。 
 

 

図 8 福笑いで遊ぶNTUの日本語クラスの陳先生 

図 7 けん玉に挑む NTU 日本語クラスの学

図 9 NTUの広大なキャンパス。 
遠くに見える建物はどれも学生寮 

図 10 NTUの学食 
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3.1.4 ホームビジットについて 
今回プログラムに参加した 14名が 5つのグループ

に分かれ、それぞれ現地の学生、またその家族と交流
する機会があった。 
私のグループは南洋理工大学のヨンミンさんのお家
に伺った。 
ヨンミンさんは学部 4 年生で物理を専攻していて、
気さくで面白く、私たちの拙い英語を聞き取って会
話してくれるとてもいい人だった。 
お家ではヨンミンさん、ヨンミンさんのお母様、お父
様、妹さん、妹さんの彼氏さんと共に、お母様の手料
理をいただいた。中国系のご家庭だったので、伝統的
な中華料理を作ってくださり、どれもとても美味し
かった。 
ちょうどホームビジットの時期が中国のお正月だっ
たので、室内にはその飾りもいくつか見受けられた。 

 
 

3.2 シンガポール工科デザイン大学について 
3.2.1 キャンパスツアー 
シンガポール工科デザイン大学（以下、SUTD）に到着し、簡単な SUTDについての説明を受け

た後、生徒会の学生にキャンパスツアーに連れて行っていただいた。SUTD はデザイン思考を重視
した大学ということもあり、実際にプロトタイプを作成することに特化した様々な施設があったた
め、SUTD の重点的取り組みについてよく知ることができた。 
 
まず始めに向かったのは、図書館。その道すがら、私たちが
目にしたのは、教室の前の廊下に飾られたドローン。研究に
使うのだろうか、そう思って眺めていると、なんとそれは学
生が自作したものであるそうだ。なんでも自分たちで作る、
その SUTD の精神に感銘を受けた。 
 
図書館に到着して、受けた第一印象は、「本がない」。聞いて
みると、SUTD で使用される教材はそのほとんどが電子化
されているため、図書館にあまりたくさんの本を置く必要が
ないのだそう。代わりに、スキャナーが設置されていた。ま
た、プロジェクトを進めていく場としての役割が重視されて
いて、グループワークのできるスペースが多く設置されていたり、材料のサンプルが展示されてい

図 11 お母様の手料理が並ぶテーブル。 
8人で食卓を囲みました。 

図 12 図書館には素材のサンプルが。 
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たりと、実際にものを作ることに価値を置く SUTD らしい図書館だった。 
 
また、道中ではシンガポールの教育事情についても垣間見ることができた。SUTD の構内には巨大
な寮が併設されていて、1 年次には寮生活が必須となっているなど、共同生活が教育の一環である
と考えられていることが伺えた。また、学内に廟のようなものが建立されていたのだが、これはジ
ャッキー・チェンにより古い建造物が寄贈されたそうで、多くの人の支援の上に、高度な教育が成
り立っているのだと感じることもできた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13 
ジャッキー・チェンの寄付という 
建造物の前で記念撮影 
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次に向かったのは、大規模な工房。ここには、ジェット水
圧を利用して金属などのカッティングを行う機械や、3D プ
リンタなど、プロトタイプ作りに重宝しそうな様々な機械
がたくさんあった。これも学生が使える施設であるようで、
ものを製作する機会が平等に学生に与えられているようだ
った。 
 
最後に、学生が 4 年次に行うプロジェクトのアウトプッ

ト作品の展示を見せていただいた。このプロジェクトでは、
学生は 2 つ以上の専門分野の知識を生かし、それらを融合
させながら、様々な課題に対する解決策をプロトタイプと
して形にしていくそうである。中には実際に社会の中で使
用されるものもあるなど、かなりの完成度で、様々なアプ
ローチの作品をみるのはとても貴重な経験となった。 

 
3.2.2 学生交流 
昼食の後、まず日本語クラスの学生さんに SUTD の日本語クラブを紹介してもらって、シンガ

ポールの歴史と文化と、シンガポール特有の英語、シングリッシュのクイズをやって、最後にシン
ガポールの伝統的なゲームで遊んだ。SUTD の日本語クラブでは、SUTD に来る日本の学生にシ
ンガポールを紹介し、遊びなどに来る日本の学生にガイドもする。みんなでシンガポールの伝統的
なゲームだけではなく、日本の伝統的なゲームで遊んだりすることもある。クイズでは、シンガポ
ールの特有な食べ物、「カヤジャム」を知り、ウェブサイト「じゃらん」の名前は、実はマレー語の
「jalan」（道）ということが初めてわかった。その後、Five Stones、Pick up Sticks、Chapteh とい
う３つのシンガポール伝統的なゲームをみんなで遊んだ。日本語クラブの皆さんはとても熱心で優
しかった。彼らに付き合ってもらって、とても有意義で、楽しい午後を過ごした。交流後に、日本
語クラブの学生さんと個人的な食事などに行ったりする人もいた。 

 
3.2.3 その他 

SUTD の先生のレクチャーの後、東工大の学生たちは東京、東工大、そして日本の美しいところ
についての発表をした。東京とその周りの名所、東京駅、アメヤ横丁、昭和記念公園などを紹介し、
東京の四季の美しい写真を見せた。東工大について、新しい教育制度、東工大の有名人、そして東
工大生の 1 日について紹介した。最後に、岐阜県について紹介した。岐阜県の有名な場所、美しい
景色、特に「君の名は。」と「聲の形」の舞台として有名であるということを紹介した。 
日本語クラブの学生さんと交流した後、建築系のワークショップを案内してもらった。SUTDの学
生たちはどんな作品を設計しているか、どうやって作業しているかが見えた。この時期にちょうど、
建築の大会を準備しているところのようである。ワークショップには東工大と同じなところもある

図 14 実は天井のランプも、 
  学生のアイディア。 
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のに、異なっているのもある。世界中の学生たちがやっていることを見るのは、自分たちの成長に
とてもいいことだと思う。 

 
3.3 横河電機について 

2/25 はお昼過ぎから、横河電機で工場見学をさ
せていただいた。綺麗なロビーの側にあるゲストル
ームに案内された。そのゲストルームは宇宙船をイ
メージしてデザインされているらしく、とてもワク
ワクする空間だった。そこでは横河電機さんの事業
の内容についての説明や、会社創業時から海外展開
に至った今までの歴史や、現在力を入れている最新
技術などについてのプレゼンテーションをしてい
ただいた。事前学習であらかじめどのような会社で
あるかは知っていたが、直に話を聞かせていただく
ことで横河電機さんの行なっている事業が、とても
身近に感じ、興味が湧いた。 
その後質疑応答の時間をとってもらい、落ち着いたところで工場見学へと向かった。まず見せて

いただいたのは、オペレーター室だ。実際に仕事中の時間に、部屋の中をガラス越しに覗くことが
できた。シンガポールはちょうどアジア諸国のハブの役割を担っているので、現場の経験も積んだ
スキルの高い人がそのような業務を行なっているそうだ。次に、サーバー自体とサーバーが稼働し
ている様子をテレビに可視化されたものをみさせていただいた。それはデモの稼働だったが、それ
を使ってわかりやすく不具合が生じた時の検知などについて教えていただいた。次に、シンガポー
ル支社で主に生産している制御機器の作業レーンを見学させていただいた。実際に精密な機械が作
られている様子はとても新鮮だった。そのあとロビーに戻り、お菓子やコーヒーサーバーを用意し

ていただき休憩した。続いてゲストルームへ戻り、海外
赴任についてのお話を聞かせていただいた。その方がど
のように学生時代を過ごしていたか、海外赴任の実態に
ついてなど、ざっくばらんに語っていただいた。二度目
の質疑応答の時間もとっていただいた。合わせて二回の
質疑応答では、たくさんの質問が飛び交い、その全てに
丁寧に答えていただいた。各々が能動的に参加すること
ができ、とても貴重な時間を過ごすことができた。 
 

 
 

3.4 シンガポール国立博物館について 
3.4.1 基本情報 

施設名：National Museum of Singapore 

図 15 ゲストルーム内で説明を受ける様子 

図 16 休憩スペースにて。 
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住所：93 Stamford Road, Singapore 178897 
営業時間：10:00-18:00 
TEL：+65 6332 3659 
入場料金：大人 S$10、学生 S$5、シニア S$5 
最寄り駅：MRT Bras Basah St.またはMRT Dhoby Ghaut St.より徒歩 5分 
 

3.4.2 建物 
シンガポール国立博物館は、1849 年に図書館の一部として設置さ

れ、移転を繰り返し、1877 年にシンガポールで最も古い博物館となっ
た。現在の博物館はビクトリア女王在位 50年を記念して建てられた美
しい白亜の建築物（図 17）となっている。 
3.4.3 ツアー内容 
博物館では歴史的に関する物を順番に見ていった。 

3.4.3.1 伝説と史実 
10世紀から 14 世紀ごろから人がいたと言われており、言語はサ

ンスクリット語だった。1200 年ごろ、スマトラのシュリーヴィジ
ャヤ王国のサン・ニラ・ウタマ王子が、近隣の島々で狩りをしてい
た際、現在のシンガポールの島を見つけ、船で渡った。船で向かっ
ているとき、激しい嵐に会い、船員たちは沈没を避けるため重い荷
物を海に投げ入れたが、嵐が止まず、王子は自分の王冠を海に投げ
入れるとにわかに嵐が止み、無事に島に到着した。上陸するとすぐ
に狩りを始めた。すると、オレンジ色のたてがみをした野生の動物
が見え、それは「シンハ」と呼ばれているライオンだった。ライオ
ンは吉兆のしるしと信じられていたことから、王子はその島にとど
まることにし、この島を「シンガプーラ」と名付けた。singa はサン
スクリット語でライオンという意味である。ここまでは、伝説とさ
れており、史実とは若干ずれていると言われている。 
3.4.3.2 大航海時代 

14,5 世紀までは口伝えで歴史を残してきたが、15 世紀ころから
紙に残すようになっていった。シュリーヴィジャヤ王国は没落し、15世紀初めになると、マラ
ッカ王国の支配下にはいった。このころの物として、フォートカニ
ングヒルから金のアクセサリー（図 19）が発見されたり、中国の陶
器の破片や硬貨（図 20）が発見されたりし、鳥の角を輸出していた
痕跡も残っている。しかし、大航海時代になると、東南アジアから
スパイスを輸入したいヨーロッパ諸国が介入してきた。1511 年に

図 17国立博物館 

図 18金のアクセサリー 

図 20陶器の破片や硬貨 

図 19シンガプーラで描
かれた世界地図 
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ポルトガルがマラッカを攻撃した結果、マラッカ
王国の王子はジョホールに移り、ジョホール王国
を築いた。そして、シンガプーラはポルトガルの
支配下になり、その後オランダの支配下になった。 
3.4.3.3 戦前 

1819 年イギリス人のトーマス・スタンフォー
ド・ラッフルズはジョホール王朝と交渉し、シン
ガプーラにイギリス商館を建設した。その後、マ
レー半島とシンガプーラはイギリスの勢力下に
なり、植民地となった。

そのときに、植民地の首都にシンガポールが定められた。ラッフルズ
は全ての民族が平等に暮らせるように、宗教上の差別や争いの無いよ
うに、都市計画を挙げた。その都市計画により、中華系・マレー系・
ヨーロッパ系で住む地域が分けられた。中華系が住む現在で言うチャ
イナタウンには中国系の寺が、マレー系が住む現在で言うリトルイン
ディアにはモスクが、ヨーロッパ系が住む地域は白くて西洋系の建物
が建てられた。工事や積み下ろしなどは中華人やインド人によるも
ので、右の風刺画（図 21）はその様子を表している。ヨーロッパ人
は人力車に乗って裕福で中華系やマレー系との差も描かれている。
また、漁船が製造され始めて貿易がさらに早く簡単になっていっ
た。 

 
3.4.3.4 第二次世界大戦 
シンガポールはイギリスの植民地化で発展を遂げてきたが、1842

年第二次世界大戦がはじまった。日本はマレー半島を北から侵攻し、シンガポールを陥落させ
た。その時日本は中華系住民を虐殺した。マレー人を優遇、華人は迫害という差別をした。 
3.4.3.5 戦後 
日本の降伏後、シンガポールはふたたびイギリス領になり、その後マレー連邦の一部になる

が、マレー人優遇政策と中華人多数を占めるシンガポールの政治
的亀裂から 1965 年にシンガポールはマレーシア連邦から独立し
た。その時のリー・クアンユーの会見の映像が残されている。1970
年代から、経済の高度成長を成し遂げ、国際金融センターとして
も発展した。 

 
 
 

3.5 タウンウォークについて 
半日をかけて、現地のジャーナリストである Swee Lin さんとシンガポールの町を歩いた。歩き

図 24遺品 

図 22侵略した戦車 

図 21 19世紀のシンガポールの様子 

図 23人力車 
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ながら、その地域の説明を受け、民族による生活習慣の違いを自分の目で見ることができた。 
はじめにホテルから少し歩いたところにあるバス停からバスに
乗り、Chinatownという地域に向かった。Chinatown という地名
からも分かるが、中国系の人びとが多く生活していた。店には漢
方が売られているところも見えた。しかし、驚かされたことはこ
の Chinatown が実際は様々な文化が混在している町だったとい
うことだ。家には東洋風の、中国系の家屋と西洋風の家屋が入り
交じり、それを最も顕著に表していたのが、Chinatown にある寺
院だと思う。このタウンウォークで Chinatown にあるイスラム
教の寺院、モスクを訪れたのだが、そのすぐ近くにヒンドゥー教
の寺院があった。普通なら同じ地域にこうした文化の違う寺院が
近い距離にあることはない。しかし、Chinatownではこうした環
境が当たり前に存在していた。文化が混在していながらもそこに
争いは見られなかった。むしろ、お互いの文化を認め合っていた
ように見えた。インディアンの寺院の近くで絵の額縁を作る店を
営んでいた男性に話を聞くことができた。彼は自身が中国人では
なく、中国語が母語ではないにもかかわらず、中国語も話すこと
ができるようだった。自国の文化だけでなく他の文化を知り、認
めること、その大切さとそれを実際に体現している町を知ること
ができた。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chinatown をあとにし、CityHall へ向かった。向かう途中、今シンガポールではアート週間とい
った期間で夜になるといろんな建物でプロジェクションマッピングやイルミネーションが見られ

図 26 Chinatownの街並み 

図 25 東洋風と西洋風の家が 
隣り合っている様子 

図 27 インディアンの寺院(左)と中国の寺院(上) 
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ることも知った。タウンウォークが終わってから夜にプロジェクションマッピングが行われている
ところを訪れてみると確かにいろんな建物に音楽とともに映像が映し出されており日本では近く
でいくつもプロジェクションマッピングが行われているところはあまり見ないと感じた。 

 
今回のタウンウォークは観光ツアーでは分からないようなシンガポールの人びとの暮らしや生

活を垣間見ることができたのではないかと感じる。一緒に町を回り説明してくれた Swee Lin さん
ありがとうございました。 

     
3.6 マレーシア科学大学（USM）について 
3.6.1 Ice Breaking 
先生方から USM について紹介をしていただきました。 

USM のフォトスポットについてなど、ネットではなかなか探せなかった場所も紹介していただき、
USM の魅力を知ることができました。マレーシアの学生から、マレーシアでの生活についてのプ
レゼンを聞きました。大学で授業を受けるには男女ともに長袖長ズボンを着用しなければならない
こと、道路を渡る際は手で車に合図する、などあまり予想していなかったマレーシアならではの文
化がありました。 
プレゼンが終わった後、マレーシアではやっている（曲自体はアメリカのポップス）ダンスを披

露していただき、私たちも一緒に踊りました。私たちからも日本での学生生活についてのプレゼン
をし、講義の時間までおしゃべりなどを楽しみました。 
 
3.6.2 講義の概要 

USM では Environmental Pollution Chemistry の講義を受けました。 
講義は 150 人以上入りそうな大教室で行われ、学生たちは主に中央の前寄りに固まって座ってお
り、中には後ろの方で受けている人もいましたが、意外にも前 3 列は完全に空いていました。英語
のスライドを用いた講義で板書はほとんどありませんでしたが、学生たちは熱心に講義の内容をノ

図 28 City Hall近くにあった教会 

図 29 夜のプロジェクションマッピングの様子 
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ートにとっていました。 
講義は化学スモッグにおける歴史と影響、発生原理についてでした。自動車排気ガスなどから発

生する窒素酸化物による化学スモッグの影響だけでなく、その窒素酸化物が太陽光によりラジカル
開裂することで、オゾン層の破壊につながることを学びました。高校の授業で学んだ内容のみなら
ず、なぜ窒素酸化物がオゾン層に悪影響を及ぼすのか、各段階に分けて化学式も交えての説明があ
ったので、とても分かりやすく、興味深かったです。授業の終わりに窒素酸化物によるオゾン層破
壊のメカニズムについてのレポート課題が出たり、先生の”Any question?”という問いかけに学生
たちは無反応だったりと、講義の部分は日本の大学と似
ている部分が多かったです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6.3 学生交流 

USM では国際交流サークルの学生と交流をした。
最初に互いのことをプレゼン発表した。東工大の発表
は、現地の言葉も交えつつ 3 回目のプレゼンという
こともありうまくできていたと思う。USMの学生の
発表は、最初に宗教的ルールやマレーシアで気をつけ
るべきことを教えてくれた。その後、ダンスを披露し
てくれ、みんなで踊った。おもてなしとして、ダンスを
取り入れているらしい。その後、広場のような場所で、
指定された数の人数でグループを作るゲームや、二人一
組になって、スキンシップをとるようなゲームをした。
このゲームには罰ゲームがあったので結構本気になっ
て楽しめた。その後、一緒に昼食をとったり、博物館を
案内してもらったりした。一部学生は、終了後のフリー
タイムに、マレーシア観光やカラオケに行ったりと、か
なり交流を深められていた。一日という短い期間の交流
だったにも関わらず、マレーシアを発つ日には見送りに
来てくれた学生もいた。 

図 30 講義の教室の様子 

図 31 講義後の集合写真 

図 32 広場での交流 

図 33 USMの学生の発表 
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3.6.4 その他 
学内にあるモスクに案内された際、モスクの入り口前で日本だと幼稚園生ぐらいの子供たちに迎

え入れられた。自分たちが子供たちと握手するために手を差し出すと、その手を自身の額につける
という行為をしていた。それはどういう意味な
のかと後ほど学生に聞いたところ、日本でいう
お辞儀のようなもので、目上の方に敬意を示す
ような行為のようであった。お辞儀ひとつとっ
ても国が違えば大きく違うのだなと身をもっ
て経験できた瞬間であった。 
また、USM の学生から聞いた話によると、
USM では図書館に入る前にカバンは図書館の
前に置かなければいけないそうだ。理由は、学
生が図書館の本を盗むことを防ぐためらしい。
勉強熱心であるがゆえなのかもしれない。 
学内の移動は乗り物が主流らしいが、この暑さ、

歩くのは大変なので無理もないなと感じた。 
 

3.7 ソニーEMCS マレーシアについて 
3.7.1 工場見学概要 

3.7.1.1 会社概要 
1988 年から稼働が開始された、ペナンにあるソニーのエレク

トロニクス事業のアジアにおける主な製造拠点の一つである。主
な製品はシステムステレオ、ホームオーディオ、BD プレーヤー、
BD レコーダー、デジタルミュージックプレーヤー、ヘッドフォ
ン、パーソナルオーディオ/他である 。 

 
3.7.1.2 製品紹介 
今回の見学において紹介された製品を紹介する。 

右の図はノイズキャンセリング機能を持つヘッドフォンで、航空
機にて使用することを想定されている。筆者は実際にこのデモ 1を体験したが、ジェットエン
ジンの騒音はほとんど聞こえず、快適に音楽を楽しむことができた。また、ワイヤレスにして
も使うことができる 2。ノイズキャンセリングの原理は周りの雑音を分析してそれと逆の位相
の波を送ることである。従っていかに早く外界の波を分析し、そして逆の波を出力するかが重

                                                      
1 航空機内の他に、地下鉄内を想定したデモを体験したが、地下鉄レベルではほとんど雑音はなかった。 
2 航空機内において無線通信が禁止されているため、有線で使用できるようになっている。 

図 35 今回のデモを行
ったヘッドフォン 

図 34 モスク内観 
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要である。なお、このヘッドフォンはノイズキャンセリング 3のためのスピーカーを二つ使っ
ているという。 
 
3.7.1.3 工場の人員構成  
人数構成 4はオペレーター~4000 人,製造の支援者が~1300 人,設計者が~200 人ほどである。

そしてそれぞれの業種によって人種が異なっている。なお人種としてはインドネシア出身者が
多く、過半数を占めている一方でマレーシア出身者は全体の 1/4 程度であった。 
なお、製造の支援は中華系が多いようである。なお、他民族の方たちを雇うとなるとそれぞ

れの休日などを調整したり、国民性に合わせて従業員のやる気を出させたりするということが
大変であるという。 

 
3.7.1.4 工場の様子  
広さは∼170000m2 を誇る。これは東京ドーム 4 個分の広さである。製造ラインではムスリ

ムの女性が多い印象を受けた。精密機械の製造において視力は重要であり、働いている人たち
は若い人が多かった。視力や手先の器用さについては独自のトレーニングがなされていた。製
造には 3Dプリンターのようなものも使われていた。 

 
図 36 工場の外観 

 
3.7.2 その他 
ソニーはイギリスのウェールズに工場を持っている。これは、テレビなどは関税が高かったため

に昔作ったからであるという。なお、現在ではラズベリーパイの生産が行われているという。 

                                                      
3 筆者はノイズキャンセリングの別のヘッドフォンを使い気分が悪くなったことがあったが、今回のもの
に関しては不快感がなかった。 
4 赴任者を除く。赴任者は R&D が十数名、R&D以外が数十名。 



17 
 

 
3.8 Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.について  
3.8.1 工場見学概要 
工業中間体をつくるための設備を見学させていただいた。複雑に組み合さったパイプの長さとそ

れらにつながったタンクの大きさには圧倒された。歩きながら、「あのタンクにはアタックの原料
が入っている」などの説明をしていただき、自分たちに馴染みのある製品の名前が出てきたところ
で花王グループの歴史や製品について
の展示室に入り、そこで各々疑問に思っ
たことを社員の方々に質問した。その展
示室の中で、石鹸や洗剤、柔軟剤などの
なかに並んでいたヘルシアについて教
えていただいたことが一番印象的だっ
た。花王に対して “化粧品やスキンケ
ア・ヘアケア製品などを製造している会
社“ というイメージを持っていたため、
ヘルシアという飲料を、花王という会社
が製造していることを不思議に思った。
一見花王とは関係なさそうにも見える
ヘルシアは、紙おむつなどに使う、繊維
の研究から誕生したということを知り、とても意外だった。新しい製品のアイディアは意外なとこ
ろから生まれるというという事実から、様々なことに対して興味をもつことの大切さを教わった。 

 
3.8.2 その他 

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. の工場に到着して、まず初めにマレーシアの歴史について教
わった。マレーシアは多民族国家であり、約 70％のマレー系の人々、約 23％の中国系の人々、イ
ンド系やその他の系の人々などがいるということ。また、イスラム教をはじめとして様々な宗教を
信仰している人たちが入り混じって生活しているということ。 
これらの事実が Fatty Chemical にどのように関係するのか、敷地内を案内して頂くうちに身に染

みて分かっていった。マレーシアでの滞在といえばまず思い浮かぶのが ”暑い“ という言葉である
が、Fatty Chemical の敷地内もとても暑く、イスラム教の断食の時期に日中飲まず食わずの状態で
あの暑さの中で働くことはほとんど不可能だということを実感し、Fatty Chemical の方がおっしゃ
っていた、断食の時期にあまりきつい労働をさせないように配慮するということの大切さを理解し
た。日本では、従業員が信仰している宗教に合わせて会社が仕事内容を調整する、ということはほ
とんどないことだろうと思われるが、ほとんどの人が何らかの宗教を信仰している、マレーシアの
ような国ではこのようなことが当たり前に行われているのだということに衝撃を受けた。また、自
分がいかに日本という国を基準にして物事を判断しているのかを身をもって体感した。 
次に、日本人赴任者と現地従業員との間のコミュニケーションについて、“全部を言わなくても

大体わかるでしょう”というスタンスは通用しないため、自分の言いたいことはすべて言葉にして

図 37 Welcomeボードの前で記念撮影 
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口に出す必要があるということについて、これは Fatty Chemical に限らず私たちが訪問させて頂
いたすべての企業の方々が口を揃えて言ったことであるが、特に私は Fatty Chemical の工場見学
を通してこのことの重要性を感じた。Fatty Chemical の工場では主にケミカル製品を扱っているた
めに、従業員間で指示が正しく伝わらなかった場合に大惨事になる可能性が高いと考えられる。そ
のため、自分が相手に伝えたいことはすべて言葉にして口に出す必要があるということの重要性は
より高くなるだろう。あいまいな部分を含んだ物言いは絶対に避けるべきであって、日本人がやり
がちな、主語などを省略することを無くす努力を意識的にしていかなければならないと思った。 

 
4 その他 

4.1 食事 
4.1.1 シンガポールの食事 
シンガポールは多民族国家であり、国民の 74％が中華

系、13％がマレー系、9％がインド系、その他複数の民族
で構成されています。インド系の国民が多く生活してい
るリトルインディアのように、それぞれの文化はお互い
にあまり融合されずに残っているので、食文化も民族で
それぞれです。したがってシンガポールでは様々な国の
料理をいたるところで見かけます。NTU の学食では中
華、マレー料理をはじめ、洋食や日本料理も見ることが
できました。 
シンガポールでは自炊の文化がなく、食事の大半が外食です。自炊することが非効率的だと考えら
れていた時代があり、外食文化が急速に発達しました。現在ではどこのショッピングセンターでも
フードコートを見ることができて、レストラン等より安く食事を済ますことができます。また、ホ
ーカーズ(図 38)と呼ばれる屋外フードコートがあり、マレー料理やインドネシア料理、シンガポー
ル料理など様々な屋台があります。屋根がついているところもあり、夕方は涼しく食事を取ること
ができます。 
 

4.1.2 マ レ ー
シアの食事 
マレーシアはイ

スラム国家である
が、中華系やインド
系の民族も多く暮
らす多民族国家で
もあり、それぞれの
食文化は尊重され
ている。スーパーに

図 358 ホーカーズ 

図 40 カヤトースト 図 39 チキンライス 
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は豚肉などノンハラル商品もおいているが、イスラ
ム教徒の店員が触れなくていいようにノンハラル専
用のレジがあるところもある。アルコールも置いて
いるが、日本のように全てのスーパーやコンビニに
おいてあるわけではなく、置いているお店は限られ
ている。 
 
4.1.3 代表的な料理 

4.1.3.1 チキンライス 
・シンガポール、マレーシア、中国、タイ等の
東南アジア料理 
漢字では海南鶏飯と書き、海南島からの移住
者が広めたとされている。茹で鷄とその茹で
汁で調理した米飯(タイ米)を盛り合わせた料
理。シンガポールでは屋台や専門店で食べる
ことができる。 
 

4.1.3.2 カヤトースト 
・シンガポール、マレーシア料理 
カヤと呼ばれるココナッツと卵を使った伝
統的なジャムを、トーストされたパンに塗
り、さらに軽く焼いたもの。よく朝食として
食され、コーヒーや紅茶との相性は抜群。バターをのせるとさらに美味しくなるが、カロリ
ーが気になるところ。 
 

4.1.3.3 バクテー 
・シンガポール、マレーシア料理 
漢字では肉骨茶と書き、豚あばら肉や内臓肉を、生薬と中国醤油で煮込んだ料理。マレーシ
アが英植民地であった頃、中国本土よりやってきた中国人が故郷の料理をもとに作ったこと
が始まり。低賃金重労働に従事していた彼らが、削ぎ落としきれなかった肉のついた骨を利
用したことが、「肉骨」の由来となった。 
 

4.1.3.4 ラクサ 
・シンガポール、マレーシア料理 
ガランガルやターメリックなどのスパイスが効いた麺類。サンスクリット語の「多くの」を
意味する「lakh」が語源。出汁は主に魚やエビ。地元の人によると、シンガポールのラクサは
辛めで、マレーシアのラクサは比較的マイルドだが味は濃いめらしい。 
 

図 41 バクテー 

図 42 ラクサ 
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4.2 町の様子 
4.2.1 シンガポールの街並み 
シンガポールは街並みが整えられ、人口密

度の高い小さな都市国家であるにもかからず
豊かな緑に溢れて、とても快適な印象を受け
た。それはシンガポール政府が周到な都市計
画にもとづいて街の景観をつくっているから
である。英国時代に建設されたいわゆるコロ
ニアル建築と総称される建造物、前世紀初め
に商人の商店兼住宅として建てられたショッ
プハウスなどは、政府指定の保存建築として
残すことが義務づけられている。同時に、埋
め立てをしながら新しい開発や再開発が着々
とすすみ、次々と新しいものが生まれてきて
いる。これにより、図 44 のように、二階建ての低層建築のすぐ近くに高層ビルが立ち並ぶ景観が
作られる。 
また、多民族国家であるシンガポールでは人種や宗教も多種多様である。このため、町中には教

会やモスク、インドや中国の寺院が数多く見られた。レストランや店も特定の人種を専門にしてい
るものが多くあった。そして街中に書かれている文字については、英語や中国語、マレー語、タミ
ル語が利用されていた。 
シンガポールは MRTとよばれる地下鉄やバスの路線網が張り巡らされており、非常に安い運賃

で利用できる。このため車を持っ
ていなくても不自由はしない。
MRT はシンガポールの主要地点
を結び 5路線が開業している。さ
らに延伸や新線が計画されてお
り、実際に工事現場を見ることが
できた。また、すべての駅にスク
リーンドアが設置されており、安
全に配慮されていた。一方、バス
は二階建てバスが多用されてお
り、需要の高さが伺われる。しか
し、次のバス停を車内放送で教え
てくれないため、地図や位置情報
を見ながら乗る必要があり、初心
者にとっては難易度が高かった。 
 

図 43 旧市街と新市街 

図 44 ペナン山からの夜景。 
奥に見えるのがマレーシア本土。右上にはペナン大橋が見える。 
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4.2.2 マレーシア（ペナン島）の街並み 
ペナン島は 150 万人が暮らす都市であるにもかかわらず、鉄道などの公共交通機関があまり発達

していない。このため、人口や車の増加、またイギリス統治時代のままの広さの道路も多いなどの
問題があり、ジョージタウンなどの中心部やペナンブリッジ両端付近などで渋滞が激しく、また事
故やトラブルも多いためバスやタクシーなどの遅延の原因になっている。Grab という配車サービ
スを多用したが、一般のタクシーに比べて安く、ドライバーの対応も丁寧で、とても便利であった。
だが、横断歩道や歩道、歩行者用の信号がすくなく、車もめったに止まってくれないため、歩行者
にとって道路は危険な場所であった。USM の学生に聞いてみたところ、これでもペナンはマレー
シアの中でも安全らしく驚いた。 
ペナン島はマレーシア随一の観光地である。近年、世界遺

産に登録された市街地のジョージタウンと、島の北部の高級
リゾートホテルが立ち並ぶビーチという二つの観光地の側
面を持っている。 また、イスラム教を信仰する人が多いた
め、モスクがシンガポールと比較すると多く見られた。 

 
4.3 その他 

この項では、日本人として印象に残っているシンガポ
ールとマレーシアで見つけた特徴的なことについて述べ
る。 
 

4.3.1 シンガポール・チャンギ空港 
シンガポール・チャンギ国際空港の特徴的な点として、

一般的な飛行場ならば手荷物検査→出国→免税店→搭乗
という順番であるが、シンガポールは出国→免税店→手荷
物検査→搭乗という順番になっていることである。これに
よって、機内に水を持ち込めないという不都合が生じる。
しかし、これにより出発ロビーと到着ロビーを統合するこ
とが可能となっている。シンガポール・チャンギ空港はト
ランジットが多い空港であるため、この点が大きなアドバ
ンテージとなっている。また、ハイブランドの免税店や映
画館、プールなど、レジャー施設となっており、トランジ
ットの旅行者を楽しませる工夫がされており、さすが観光
大国シンガポールである。 
 
4.3.2 MRT 

MRT(Mass Rapid Transit)とは、シンガポールの地下
鉄・電車の名称である。運賃は比較的安価で、距離が近け
れば$1もかからない。ちなみに、バスの運賃も非常に安い。これは、国土の狭いシンガポール国内

図 45 空港内の様子 

図 46 MRTの路線・車内・構内の様子 
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で公共交通機関の利用を促し渋滞を緩和するための対策である。逆に、シンガポールで車を購入す
る際、車を購入する権利を購入しなければならない。それが非常に高額であるため、プリウスでさ
え 1000 万円を超えるとされ、車を所有できるのは富裕層に限られる。これにより国内の車の数を
制限しているようだ。このように、MRT の運賃は安いものの、ルールが非常に厳しく、その罰金
も高額である。車内、駅構内での飲食は$500 の罰金、喫煙は$1000 の罰金、危険物の持ち込みは
$5000、そしてドリアンの持ち込みも禁止されている。但し罰金はないようだ。日本よりかなり厳
しいルールであるため、我々も無意識に水分補給をしそうになることがよくあった。このような厳
しいルールと罰金は町中にも存在している。横断歩道から 50m 以内での道路の横断や、公衆トイ
レで水を流さない、ゴミのポイ捨て、夜間の屋外での飲酒の禁止などがある。しかし、この罰金制
度のおかげか、シンガポールの街並みは綺麗に保たれている。駅構内のエスカレーターも特徴的で
ある。ほぼすべてのエスカレーターが東急線渋谷駅のもののように高速なのである。キャリーケー
スを持っていると少々危険と感じることもあったが、防空壕になるほど深いところにある MRTの
ホームに行くには高速エスカレーターは便利であった。 
 
4.3.3 Grab 

Grab とは、主に東南アジアで高いシェアを占める配車アプリ
である。東南アジア版 Uber と言っても良い。特にマレーシアで
の移動にはこの Grab が便利であったので参加者も多く利用し
た。アプリで出発地と目的地を設定すると、その料金がアプリか
ら提示されて予約ができる。これによって、言葉が通じなくても
利用することができ、さらにぼったくりの被害に遭うことを防止
できる。クレジットカードをアプリに登録することも可能で、キ
ャッスレスの利用も可能である。運賃はとても安く、ペナン島で
は 10km 以上の移動であっても日本円で¥1000 程度の運賃であ
る。Grab に登録している車も多いことから、手配をしてから 5分
以内には車が迎えに来てくれることもアドバンテージである。 

 
  図 47 Grabの画面 
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5 所感 

5.1 田島 怜奈 
1 年前にカナダへの 1 ヶ月の語学留学を終えていた私が、この 12 日間のシンガポール・マレーシア

への超短期プログラムに参加したのは、次の２つの目的があったからである。 
一つ目は、様々な年代・バックグラウンドを持つひとと出来るだけ関わってみたいと思っていたこと。
以前の語学留学では、大学との往復がメインで、交流も学生同士が多かった。この超短期プログラムで
は、ある日は大学のキャンパスツアー、ある日は企業見学、ある日は現地のガイドさんとのタウンウォ
ーク、と様々な場所を訪れ、毎日沢山の人と関わることができた。中でも印象的だったのは、ホームビ
ジットの体験である。シンガポールの南洋理工大学の学生の家に実際に伺い、夕食を振舞っていただい
た。私は実際の生活を垣間見られるホームビジットをとても楽しみにしていた反面、英語でうまくコミ
ュニケーションがとれるのか、とても心配だった。その上、そのご家庭は中国系のシンガポール人で、
招待してくれた学生とその妹の彼氏さん以外、英語が通じなかった。（これは当日に知った）そんな状
況でも、ご家族は私たちを快く受け入れてくださり、お母様の手料理は大変に美味しく、つたない中国
語で会話もすることができた。この経験から私は、言語という壁があっても人と人で顔を合わせれば、
コミュニケーションがとれるぞ！という自信を得ることができた。 
二つ目は、漠然と抱いていた「海外での仕事」という夢を実際に考える機会としたいと思っていたこと。
経済発展著しいアジアの国を訪れるのは今回が初めてであり、企業訪問のプログラムが組まれていたの
で、とても楽しみにしていた。実際にソニー・花王・横河電機という日本有数の企業を訪問させていた
だき、実際に赴任されている日本人の方々のお話を聞くことができた。みなさん共通しておっしゃって
いたのは「英語はなんとかなる！」ということ。そして、今の現地での暮らしをとても楽しんでいる、
ということ。この二つのお話は、私に大きな励みとなった。まだまだ先のことではあるが、もし、海外
赴任のチャンスが得られたら、今回のプログラムでお会いした皆さんのように海外の現場で活躍できた
らと思う。 
プログラムを通して、非常に貴重な体験ができたなと心から思う。一番年上ということで立候補した

「リーダー」の役職だったが、日々他の 13 人に支えられ、助けられることが多かった。そして引率し
てくださった 3 人の先生方にもこの場をかりてお礼を言わせてください。みなさん、ありがとうござい
ました！ 

 
5.2 何 欣芮 

シンガポール・マレーシア超短期派遣プログラムに参加できて、とても嬉しかったです。外国の名所、
大学や企業などに見学することだけではなく、現地の人、学生、職員と交流することもできるのが、一
番楽しかったと思います。出発する前に、海外の大学生はどんなことを勉強しているか、どんな大学生
活を過ごしているかということに興味を持っていました。今回、研究室や研究施設などを見学すること
に通じて、海外の良いところ、東工大の良いところがわかりました。これから、修士課程に進学するつ
もりですから、もっと自分に相応しいところ、海外の大学なども考えてみたいと思います。また、海外
の大学生たちともたくさん交流できました。彼らはいまどんなことをして、どのような生活を送ってい
るかがわかりました。グローバル化がますます進んでいる今、私たちは海外の学生を理解しなければな
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らないと思います。今回、彼らと交流したことはとても大事な経験だと思います。学生だけではなく、
現地の一般の人々とも交流することができました。特に、シンガポールでのホームビジットで、一人の
学生の家の入ることができました。その人とご家族とお話しして、現地の習慣と文化などについて知り
ました。観光地や見学先だけではなく、住むところとしてのシンガポールも見えました。今回、博物館
も見学できて、また、タウンワークと自由時間を利用して訪問先の有名な場所も回ってみました。シン
ガポールとマレーシアの、多文化の魅力を感じました。これまで生活した場所と違って、色々な種族の
人が混じって生活しているのが面白かったと思います。 
工場と企業の見学も面白かったと思います。製品が生産される現場が見えて、製品はどうやって生産

されるか、どんな技術が必要なのかがわかりました。また、海外で仕事をしている方々の経験を聞いて、
自分も一度海外でお仕事、または研究などをやってみたいと思うようになりました。このプラグラムに
参加できて、本当に良かったと思います。今回の経験を生かして、将来の勉強と研究などをしていきた
いと思います。 
 

  
 

5.3 神谷 有紀 
シンガポール・マレーシアでの研修は想像をはるかに超えて刺激的で楽しく、充実していました。た

った 12 日間のプログラムで何ができるのか？と渡航前に家族や友達に聞かれ、「現地の学生と仲良くな
る」と「文化の違いを学ぶ」の二つの目標を柱に今回の渡航に臨むことにしました。 
今回の渡航では、本プログラム自身に交流会が多く組まれていたこともあり、今回の渡航で沢山交流を
することができました。 
交流を通して、友達をつくる、英語を実際に話してみる、と言ったことに加え、シンガポールの学生

の勤勉さ、バイトの給料の安さ（マックや KFCの時給は 500 円ほど）、マレーシアの学生のフランクさ
など、ネットではなかなか調べられない様々なことを知れて、とても刺激になりました。 
中でも、マレーシアでは男女間の握手は禁止、というルールがあるそうですが、その分、女子同士では
あまり話したことなくても腕を組む・手をつなぐなど、スキンシップが多く、一人で女子校に戻った気
分になっていました。 
彼らとはプログラムから 3 週間たった今でも連絡を取っており、それぞれの国の生活の違いに驚きな

がら、彼らの用いるスラングや略語を学んでいます。 
また、今回渡航したおなじ東南アジア地域にある 2 カ国でも、想像以上に違いがあって驚きました。 
シンガポールについて、チャイナタウン、リトルインディア、アラブストリートなど、同じ国内のほん
の数駅違いでここまで変わるのかととても驚きました。 
また、観光地は近年急速に作られたものであることからも、とてもきれいで、発展していて、ユートピ
アのように感じたが、その一方で、工場の生産ラインで働く方など、一般庶民との格差を見ることがで
きました。 
世界遺産と聞き、マレーシアで訪れたジョージタウンは想像以上に荒廃しており、都市化計画の難し

さと、シンガポールよりも格差の激しさを実感しました。 
どの国でも格差は問題になっていますが、単一民族である日本に比べ、民族で住む地域だけでなく、仕
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事の種類も決められてしまっている、といった内情もあると感じ、成功の光の部分だけを見るのではな
く、その陰に目を向けられるようになっていきたいと思いました。 

  
5.4 下村 隼生 

今回は、初めての海外で出発前の荷物準備から不安なことが結構あった。でも、終わってみるとシン
ガポール・マレーシアで過ごした日々はあっという間でとても充実した初海外を経験できたと思う。今
回の留学で得られたことは主に３つある。 
1 つ目は、世界の人と関わるには、相手の文化・歴史的背景を理解することが大切であるということだ。
シンガポールで国立博物館を訪れた際、かつて日本が第二次世界大戦でシンガポールを占領していたと
いうことを初めて知った。そんなことも知らずに、国際交流だなんだと考えていた自分が恥ずかしく思
えた。このことを踏まえ、世界の人と関わり合っていく上で、相手方の今現在の姿だけを知るだけでな
く、過去の歴史や日本との関係も知っておくことは大切だと思った。 

２つ目は、コミュニケーションツールとし
ての英語である。英語を話す際、英語のニュア
ンス的に正しいのかと戸惑うことがいくつか
あった。自分は感情表現は豊かではないと思う
ので、言葉でどの程度の衝撃を受けたのか相手
に伝える必要がある。しかし、例えば「すごい」
といった言葉ひとつとっても、どの程度すごい
のかを表現する単語がどれなのかわからない
ことが多かった。また、目上の人に話す上で、
この表現は失礼なのではないかと考えること
もあった。なので、実際に会話した時に必要と
なる語彙力や表現技法を習得することが次の

ステップにつながると思った。 
3 つ目はこのプログラムに参加しなければ決して得られなかったことである。今回の留学は旅行では

得られないような経験を多くできた。現地の学生との交流はとても有意義だった。特に SUTD の学生
は、とても良い人が多く、オープンキャンパス期間であったり自分の課題が忙しいにも関わらず、時間
を作ってシンガポールのことを何度も案内してくれた。自分の英語を使う良い機会になったし、ガイド
マップにはないような穴場の場所に連れて行ってもらえたりしてとても良かった。帰国後も、たまに連
絡を取り合うくらいに仲を深められたのはよかったと思う。彼らが東京オリンピックや旅行などで日本
に来てくれる際は、自分も日本の良さを伝えられるようにならなければなと思った。 

 
5.5 田中 智啓 

シンガポールに行って受けた印象は街が人工的な美しさに基づいて作られているということである。
なお、これは実際に意識されているようで、例えば古い商店街などを立ち退きさせてビルの建設などを
行っているようである。従って 2階建ての建物が続いていたが、突然ビルが続くといったことが起こっ
ている。シンガポールは現在も発展し続けており、たくさんの高層ビルの建設が行われているが、そこ
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で働く人は海外からの労働者が多い。なお、シンガポールではメイドを雇うことができるが、(これはシ
ンガポールでは少子高齢化が進んでいる一方で共働きが多いことと関係している)メイドには結婚が許
されていないなど、海外からの労働者に厳しい面もある。シンガポールは公共交通機関が非常に発達し
ており、とても安い価格で移動できた。地下鉄(MRT)は日本の地下鉄(東京メトロなど)とほとんど同じ
感覚で乗ることができた。むしろ車で通勤する人が多いことにより、通勤ラッシュ時の日本の電車に比
べて快適であった。しかし一方でよく渋滞も起きていた。なお、バスは少し注意が必要で、次のバス停
の車内アナウンスも電光掲示板もなかった。主要な観光地はほとんど公共交通機関が通っており、しか
も時間通りに来るので、快適に回ることができた。左の写真はシンガポールフライヤー(シンガポール
にある世界最大級の観覧車。30 分で一周する)とマリーナベイサンズで、ここは駅から歩いて 10 分と
かからなかった。 
 
今回の留学では海外で働く日本人の話を聞く機会が何度かあった。話を聞いていると「伝えようとす

ることが大事」という印象を受けた。「伝えようとすること」はただ英語を勉強するだけでは不十分だ
と感じた。英語を使えることも大事なのであるが、自分が使える表現を駆使して、何とか相手に伝える、
そして確認することがより大事である。また日本人と現地の人との違いを知っておくことも重要である。
言語の性格として日本語は文脈に依存する。一方で英語は文脈にあまり依存しない。その性格からか、
現地の人に仕事を依頼するときはやることを全て言うことを意識するという。 
 
今回の留学で海外で働くということにおける留学の重要性を改めて認識することになった。海外に行

くと日本と違って英語を話さざるを得ない環境に身を置くことで、何とかしてでも伝える必要が出てく
る。実際に筆者は観光地を回る際などに道を聞かざるを得ない状況に何度も遭遇した(その他にも観光
地のスタッフと話をしたりすることは多い)。また何度も話していくにつれて英語を通じたコミュニケ
ーションが楽しくなり、ちょっとした会話なら積極的にするようになっていった。(観光客との「写真撮
ってください」といったことからもある程度の会話が生まれる。その際は英語しか伝える手段がないの
でいかにして伝えるかの勝負であり、とても楽しかった。) 
また、現地で働く日本人の方々は「専門をしっかりやることが大切」と言っていた。これは働くという
ことにおいて専門の勉強や研究をする際のコミュニケーションが活きてくるということだと筆者は考
え、専門の勉強や研究の際には積極的にコミュニケーションを取っていこうと思った。 

 
5.6 血矢 光太 

事前学習で横河電機について調べることになったとき、初めはあまり馴染みのない企業だという印象
でした。しかし、どんどん調べていくうちに、自分の専攻している機械工学とも密接に関わっており、
かつ我々の生活に無くてはならないものを提供しているのだとわかりました。そのことに気づいたとき
から、とても工場見学が楽しみでした。 
僕はこの超短期派遣プログラムに参加するまで、海外に行った経験がありませんでした。 
英語も特別好きでは無く、語学力も無いに等しい状態でした。ですので、とても不安事項をたくさん

抱えつつ日本を出発したことを覚えています。このプログラムを通して自分の中で決めていたことは、
「積極的に現地の学生とコミュニケーションをとること、授業やプレゼンテーションを受けたら質問を
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すること」の二つでした。 
この二つに関して、きちんと有言実行できたと思います。そういった姿勢で取り組むことで、2週間弱
の短い時間でしたが、日本で過ごす平凡なそれとは比べ物にならないくらい濃い体験にすることができ
ました。 
実際に現地の学生達と交流してみると、日本の大学生と同じような生活感を感じるときもあれば、異

なる文化に長く触れてきたのだなと実感するときもありました。また、特に学生との交流で認識したの
は、英語を使って話すことがすごく楽しいということです。これは日本で普通に生活していたら、絶対
に気づかなかったことなので大切にしようと思います。海外の学生の意識の高さや語学力、海外赴任し
ている人や現地工場の見学からの刺激、また行動を共にした東工大生の考え方や語学力にもとても感化
されることが多かったです。このプログラムを通して、語学力向上への意欲だけでなく、自分のキャリ
アももっと真剣に考えようという思いに繋がりました。この感想が風化しないうちに、きちんと行動に
移すようと決意しました。グローバル理工人コースの修了に関しても、自分には不可能と決めつけてい
たので、修了するよう頑張りたいと思いました。 

  
5.7 渡邊 和喜 

我々の訪れたシンガポール・マレーシアは、非常に多くの人種、言語が入り混じっていて、あたかも
地球が小さく凝縮されたような国である。今回の超短期派遣は私にとって初めての海外経験であったの
で、日本しか知らなかった私にとっては、多くの人種・言語が共存するシンガポール・マレーシアでの
経験は新鮮そのものであった。 
シンガポールでは４言語、マレーシアでは３言語が広く話されており、街中の看板などでも多くの種

類の文字が混在している。現地の方が話す言葉も英語だけではなく、あちこちでマレー語や中国語が使
われていた。町のあちこちで多様な人種の人々が、多様な言語で話しているのである。シンガポールや
マレーシアの人種構成自体は以前から知っていたので、想定していたものではあるのだが、それでもや
はり日本しか経験してこなかった私には衝撃であった。日本にも外国人が増えてきていて、国際化が進
んできていると感じていたものの、それでもやはり日本が単一民族国家であることを強く思い知らされ
た。 
また、文化の多様性も目を見張るものがあった。宗教ではイスラム教、仏教、ヒンドゥー教の寺院が

同じ地域に複数共存し、それぞれの伝統的な衣装を身につけた人もそこら中に歩いている。一方日本人
と変わらない様な、現代のラフな服装の人も多い。学生交流を通して知り合った現地学生の文化背景も
実に多様であった。家では中国語、外では英語を話す学生もいれば、家でも英語でしか話さない人。公
用語のうち３つは話せる上、趣味として日本語とロシア語を学ぶ人。見た目ではわからないところまで
もが多様性に満ちていた。 
そしてそれらの多種多様な言語・人種・文化的背景を超えて使用され、お互いの意思疎通の手段とな

るのが英語であった。「英語は国際共用語である」という月並みの文言に対し、英語を学ぶ動機付けを
無理やりさせているものだろうと以前は少し反発心を抱いていたものの、今回のプログラムでその文言
がいかに正しく、国際化社会で英語がいかに重要であるかを痛く思い知らされた。英語さえ使えれば、
こんなにも多様な人々と意思の疎通ができるのだ。そしてもちろん重要なのは英語だけではないことも
よくわかった。多様な文化が混在するところで円滑にコミュニケーションをとり、人と良い関係を気づ
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くには、相手の文化的背景について理解することも大切であると、今回のプログラムで会った多くの人
から教わった。 
今回の超短期派遣プロクラムで日本と全く異なる環境に短期間でも身を置くことで、世間的に言う「国
際化」がいかに水際まで迫っており、自分がいかに不勉強であるかを強く思い知ることができ、価値の
ある経験ができたと思う。 

 
5.8 石沢 涼太 

今回のプログラ厶は私にとって初めての海外訪問でした。私は英語に自信がなく、初めてのことも多
かったのでとても不安でした。しかし、実際にいってみると、片言ながら何とか英語を伝えることがで
き、友人達のサポートもあり、不便なく過ごすことが出来ました。 
現地の学生との交流では、日本に興味がある多くの学生が積極的に交流してくれました。中には個人

的に連絡をとって夕飯に誘ってくれた人もいました。彼らと交流する中で、彼らがどれほど日本に興味
があるのか、どのようなジャンルに興味があるのかを知ることが出来ました。その中で日本のいい所、
改善すべきところを共有できました。例えば、日本の飲食店は比較的グローバル化が遅れているという
ことです。支払いが現金のみであったり、同じ料理でもお店によって英訳が異なったりすると外国人に
とっては不便だとういことがわかりました。 
その他にも、街を回っている中で様々な発見がありました。例えば、シンガポールでは若くても、優

先席に座っている人はお年寄りが乗ってきたらサッと席を譲っていました。日本人はマナーがよいとい
う話はよくききますが、少し疑問が生じました。交通に関しては、公共交通機関の利用を促進するとい
う政府の意向もあって、電車やバスがとても便利でした。運賃はとても安く、バスの路線網は細かくて
たくさん運行しているので市街地で訪れにくい場所はありませんでした。日本の公共交通機関は充実し
ていている印象でしたが、シンガポールと比べると子供やお年寄りなど車が使えない人にとっては不便
ではないかと思いました。このように、今までは優秀だと思ってきたものでも別の角度から見ると盲点
がたくさんあることに気付きました。したがって私はこれからも海外の様々な所を訪問して日本との相
違点をみつけ、そこから日本についてしっかり見つめていきたいと思いました。また、私は以前から
JICA のボランティアに興味がありました。私は将来ボランティアを通して世界の現状を知るためだけ
でなく、日本を知るためにも参加したいと強く思うようになりました。 

 
5.9 伊藤 龍寿 

このプログラムを通して、ありきたりな言葉にはなるが、多くの刺激をもらった。もともとアジアの
国に行きたい、行くなら多くの国に行きたい、そういった思いから本プログラムに参加した。実際に行
ってみると五感すべてが日本では味わえない面白いもので驚かされた。シンガポールでは多民族国家で
あるために中華料理やマレー料理などいろんな民族料理を食べることができた。また、2か国とも宗教
については考えさせられることがあった。シンガポールでのタウンウォークの際には一つの町にイスラ
ム教のためのモスクと仏教のための寺、ヒンドゥー教のための寺院があったことに驚きを覚えた。争う
ことなくお互いの宗教、考えを認め合い生活していたことが印象的だった。マレーシアでは USMを訪
れた際にモスクを訪れることができた。無宗教の自分が初めてイスラム教を近くに感じ、宗教を生活の
一部として過ごす人々を見たことは宗教の存在意義のようなことについて今までとは違う考え方を持
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つことになった。 
このプログラムでは、自分の英語が自分たちと同じように英語を母国語としない人々にどれだけ通じ

るのか試すということも目的としていた。結果としては、「何とかなる」だ。付け加えるなら伝える意思
があれば何とか伝わるという印象だった。学生との交流はもちろん、ホームビジットの際にも伝えたい
思いがあれば英語でなくても何とかなると感じた。また、語学の観点で一番驚いたことは、交流した学
生の中には日本語を話せる学生もいたことだ。彼らは自分の母国語に加え、英語、さらには日本語も習
得していた。彼らは当たり前のように 3 か国語を習得しているのに自分はまだ英語ですら完全に習得し
ていない。そう思うと悠長に英語を学んでいるだけで満足してはいけないと思った。このことは今後の
英語学習はもちろん、英語以外の言語や将来に向けて今まで以上に頑張ろうというモチベーションの向
上につながっている。 
最後にこのプログラムを一緒に作り上げてくれたメンバー、教職員の方々をはじめ、支えてくれた多

くの方々にお礼申し上げる。 
 

5.10 清原 明加 
今回のシンガポール・マレーシア超短期派遣は、私にとって初の海外研修でした。そのため、とにか

く様々なことに挑戦して、楽しみながら学ぶというのを一番の目標にして望んだ 12 日間。ただの観光
旅行では得られない、大学での研修だからこそ学べたことが沢山ある、非常に充実した派遣になったの
ではと思います。 
派遣先がいくつかある中でこのコースを選んだのには、2つの目的がありました。ひとつは、アジア

と、そこを取り巻く教育環境を見ること。そして、シンガポールとマレーシア・ペナン島という、近そ
うで遠い 2 つの都市の社会の現状、文化の違いを体感することです。振り返ってみると、予想していた
以上に考えさせられることが多くありました。シンガポールの華やかな繁栄の影に潜む、格差社会とい
う現状。マレーシアの世界遺産群・ジョージタウン内の荒廃した地区。果たして国は一様に経済発展を
目指すべきなのかなどと、実際に自分の目で見たからこそ感じたこと、思慮を巡らせたことが多くあり
ました。積極的にプログラムに参加し、現地の学生と交流し、このように国の表側の“シンボル”だけで
なく、裏側の“深い世界”に触れられたことは、貴重な体験だったと思います。 
この研修は、プログラム内容がとてもバランスが取れていて、日本に帰ってきてから市街地を歩いて

いると、視野の広がりを感じました。本当に楽しく、旅の目的は 120%達成できた、素晴らしい経験で
した。しかしその一方で、ほんの少しのもどかしさ、物足りなさを感じたのも事実です。伝えたいこと
が、完全には伝えられない。研究室見学はすごく刺激的だったけど、自分の専門の内容をもっと見てみ
たい。今回の派遣で、中長期留学に行きたいという気持ちがとても強まりました。次の留学へ向かうス
テップのひとつになる、そういった意味でも参加してよかったと心底思います。 
最後に、お世話になった先生方や、一緒に楽しい思い出を創ってくれた友達、現地の学生など、本当

に感謝しています。ありがとうございました。 
 

5.11 黒澤 大 
高校二年生の夏、私は親に勧められたからという理由だけで高校が主催する短期留学プログラムに参

加し、ボストンに約 1週間滞在した。英語を話す海外のクラスメイトとの交流や、日常会話を英語で話
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すことを通して、とにかく楽しいと感じると同時に、今までとは全く違った世界を体験し、自分の世界
が広がったような感覚を味わった。そしてそのころから留学のことを漠然と考えるようになった。大学
ではいくつかの講義を英語でとってみた。すべての講義を完璧に理解できたわけではないが、留学先の
大学の講義もなんとか理解できるのではないかと思えてきた。しかし、留学に対する不安や不明点はま
だまだ多かった。このプログラムに参加したのはこうした不明点を明らかにし、長期留学に対してさら
に前向きに考えるためだった。 
いざ東南アジアの地にたってみると不安は楽しみや冒険心にかわっていった。毎日が驚きと発見の連

続であった。特に SUTD や NTU、USM の学生たちとの交流はとても有意義なもので印象に残ってい
る。一緒に食事や買い物にいく中で、人種や宗教や価値観が違うにもかかわらず、彼らとはすぐに仲良
くなることができた。日本語クラスを受講している学生たちは片言の日本語で私たちとコミュニケーシ
ョンをとろうと必死になってくれ、彼らの日本語や日本の文化を学びたいという姿勢に勇気をもらえた。 
東工大から NTU に長期留学をしている先輩とも会うことができた。大学生活や人間関係など新鮮な

お話を伺うことができた。単位を取ることは簡単だが、高得点を取ることは難しいこと、他の留学生と
はすぐに意気投合して仲良くなれるといったことを教えていただいた。そんな先輩はとても生き生きし
ており、輝いて見えた。 
留学に行く前は自分ごときが長期留学にいけるか疑っていた。しかしこの留学を通して、世界の他の

学生の熱意や好奇心を実感し、自分も負けてはいられないと強く思えた。そして長期留学に行ってみた
いという思いがさらに強くなった。このプログラムに参加して本当によかった。  
最後にこのプログラムを企画、引率してくださったスタッフの皆さん、SUTD、NTU、USMの皆さ

ん、一緒に学んだ派遣メンバーの皆さんに感謝申し上げたい。ありがとうございました。 
 

5.12 髙栁 雄多 
長年行きたかった国に 7 日間滞在できたこともあり、今回のプログラムではたくさんの刺激を感じ

た。また、旅行と違い超短期派遣プログラム（留学）なので、普段は体験できないことも味わうことが
出来た。 
その中で最も大きかったのは学生交流である。現地の学生と日本語や英語を使って会話をすることは非
常に緊張したが、彼ら彼女らの勉強熱心なところを見ると、日本の大学生の怠惰さが心に刺さり、もっ
とまじめに英語を勉強せねばと思った。昼間の大学内のプログラムだけでなく、夕方や夜に遊びに行っ
たのも、観光客では行きづらい場所やお店に行くことができすごく貴重な体験だと思った。また、日本
と違って冬の寒さの無い国なので、北海道に行ったことがある学生が多かったのが個人的には印象に残
った。 
二つ目は、気候と街並み、交通状況の違いに衝撃を受けた。赤道付近で暑いのはわかっていたものの、

日本の真夏よりは過ごしやすかった。また、多民族国家であることから、場所によって建物の外装が違
うのも日本とは違うと感じた。地下鉄は日本よりも早いのに、静かで移動も心地よかった。 
三つめは、英語による講義や研究室紹介である。自分は非常に英語を聞き取ることが苦手なので、内

容が理解できず苦労することが何度もあったが、その度に英語を勉強せねばと今後のモチベーションと
変わっていった。 
また、このプログラムでは日本の企業に訪問し、海外で生活をすることについていろいろな話を聞く
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ことができた。英語は大事なのはもちろんのこと、質問や発言を積極的にすることや英語が苦手でもと
にかく伝えようとする気持ちを持つことの大切さを学んだ。 
最後に、この先、日本がどうなるかはわからないが、自分ができることは最大限やりたいと再び思う

ことができたと思う。そのために英語だけでなく、専門科目も怠ることなく勉強しつつ、インターンな
どの課外活動も積極的に参加して様々な経験を積みたいと思った。 

 
5.13 田中 宏武 

この超短期海外派遣でもっとも印象に残っていることは、シンガポール・マレーシアでの格差社会で
ある。シンガポールでは、車を保有するための権利を購入する必要があるため富裕層しか車を購入でき
なかったり、日系企業の生産ラインではまるで機械のように従業員の方々が同じ作業を長時間行ってい
たりと、日本の社会からは想像もつかないようなことを目の当たりにして衝撃を受けた。低所得者がい
る一方で、中心地は日本よりも発展している印象で、そのようなコントラストが目に見えて分かった。
シンガポールに到着した初日にマリーナ・ベイ・サンズ周辺を観光したときはその発展ぶりが素晴らし
いと思ったが、最終夜に再び訪れてみると、発展しているのはシンガポールの一部だけであり、この格
差社会は深刻なものなのだとしみじみと感じた。 
マレーシアを訪れると、東南アジア諸国はもっと深刻な状態だと感じた。早速マレーシアに入国の際、

パスポートの確認の後に手荷物検査があるのだが、その間の時間に見知らぬ外国人に小包を預かるよう
に頼まれた。いかにも怪しかったのでもちろん断ったが、中身が何であるか考えると非常に恐ろしい。
もし麻薬であれば、その密輸はシンガポール、マレーシアでは死刑であるからだ。マレーシア 2日目の
夕方にジョージタウンを訪れた時も、衝撃的だった。ジョージタウンは、ペナン島でも有数の観光地で、
日中は観光客で賑わっているにも関わらず、夜の姿は一変し、寂れた雰囲気と恐ろしさがある町であっ
た。また、下水をうまく処理できていないからか、所々で不愉快な臭いがしたのが印象に残っている。
日本ではこのような街を見ることはできないだろう。シンガポールの観光地でさえこのような街を見る
ことはできなかった。 
このように、東南アジアはまだまだ発展途上であり、格差社会の問題が残されていることが分かった。

今回訪れたのは東南アジアの一部でしかないが、この超短期海外派遣で 2カ国行けたからこそ、この問
題に気づくことができ、とても有意義なものであった。 

 
5.14 鷲 優希 

私がこのプログラムに参加して一番印象に残ったことは、シンガポールとマレーシアにおける人種や
宗教の在り方である。シンガポールでは、交流した学生たちはほとんどが中国系の人たちで、一緒に食
事に行った際に宗教上の理由から牛肉は食べられないと言っている学生がいたが、会話の中で宗教が話
題になることはほとんど無かった。しかし、街中を歩いているとあちこちにイスラム寺院(モスク)やヒ
ンドゥー教寺院、仏教寺院、キリスト教の教会などがあって、シンガポールに住んでいる人たちの多く
が何らかの宗教と関係があるんだということがうかがわれた。一方、マレーシアでは国教がイスラム教
ということもあってか、街中にイスラム教以外の宗教の寺院を見ることはほとんど無かった。現地の学
生と会話をする際にも、宗教が話題にのぼることが多く、食事の際にも宗教上のタブーなどについて学
ぶことが多かった。これらの事実から私が感じたことは、自分がいかに無宗教という状態に慣れている
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のかということである。日本では無宗教の人が多いため、宗教を信仰しているということが珍しいこと
であるかのように感じてしまったが、世界的に見たら珍しいのはむしろ日本のような国なのだろうとい
うことに気が付き、いかに自分の視野が狭いのかということを痛感した。また、2国とも中国系とマレ
ー系とインド系が入り混じって一緒に生活していて、人種間の違いというものは日本ほど明確には意識
されていないように感じた。同じ国の中でも地域によって使われている言葉が違い、売られている洋服
のデザインや食べ物がまったく違うという様子はとても新鮮で、ただただ圧倒されてしまった。しかし、
このような日本ではなかなか経験できない様子を経験したことで自分の考え方や感じ方の幅を広げる
ことができたように思う。いろいろな人種と宗教、文化が入り混じった国で現地の学生との交流を通し
て考え方や文化の違いを肌で感じ、自分と大きく違う文化を持つ人たちとどのように関わっていくのか
ということを考える必要性を感じた。自分との違いを否定的に捉えるのではなく、自分の中に取り込む
ことで、自分の視野を広げる努力をしていきたいと強く思った。 


