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未来が変わる

九州工業大学では

様々な海外派遣プログラムが実施されていますが

その特徴のひとつに海外の企業等での

インターンシップ（就業体験）があります。

海外教育研究拠点があるマレーシアを中心に

東南アジアの日系企業等で実施されているプログラムや

実際に海外インターンシップに参加した学生の体験談、

大学からの支援等について紹介します。
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Q 海外インターンシップに応募したきっかけを教えてください。
　「海外で働く」ということに興味がありました。単純に、かっこいいなと

思っていたような気もします。異文化を経験して、いろんなことを知りた
いと思いました。また、大学から渡航費の補助が出るというのも大きかっ
たです。経済的な負担は大きいので、補助がなかったら、行ってなかった
かもしれません。

Q 「高田工業所Sri Takada」でのインターンシップを選んだ理由は？
　今、学部の３年生ですが、就職活動は早めに始めていて、いろんな

企業のことを調べたり、実際にお話を聞きに行ったりしていました。そ
の中で、ある会社の社長さんからプラント業界を勧められ、プラント業界の仕事を深く知
りたいと思っていたところ、ちょうど海外インターンシップの募集で、「高田工業所 Sri 
Takada」が公募していることを知り、応募してみようと思いました。

Q インターンシップを通して、学んだことや気づいたことなど、自身の変化はありましたか？
　複数名で参加するインターンシップもありましたが、「高田工業所 Sri Takada」は僕１
人でした。これまで海外には友達と旅行でいったことがあるくらいで、海外で２週間、１人
で生活することに対して、不安もありました。
　インターンシップの期間中は、毎日、日替わりで色々な部署の方が業務内容をレクチャ
ーしてくださったのですが、最初の日に説明をしてくださった中華系のタムさんというチュ
ーターの方から、「君は、わからないことがあっても、質問せずに、わかったふりをして、やり
過ごそうとしている。それではダメで、わからなければ、その場で質問しなさい。質問するこ
とは悪いことではないんだよ。」と指摘されました。英語力に自信がなくて、なんとなくやり
過ごそうとしていた自分の甘えを指摘されて、気持ちが引き締まりました。それからは、自分
１人しかいないのだから、積極的になろうと、覚悟を決めることができました。僕は、建設
社会工学科で、地盤工学や構造力学を勉強しているので、土木関連の業務のことは理解
できたのですが、例えば、配管に関する業務についても、理解できるまで質問をして、今ま
で知らなかったことを学ぶことができました。このことは、とても自分の自信になりました。
　また、マレーシアで生活したことで、英語に対する考え方が変わりました。日本で生活し
ていれば、英語を使う状況はほとんどありませんが、マレーシアでは、マレー人、中華系、イ
ンド系など、いろんな民族の人達がいて、英語を使わないと話もできないし、仕事もできな
い、つまり、英語を使うしかないという状況の中で、自分の意志や考えを伝えるには何が
必要なのだろうと考えることができました。伝えようとする意欲やコミュニケーションを図
ろうとする気持ちが大事だと気づきました。

Q 今後の抱負を教えてください。
　まずは、専門分野の勉強をがんばりたいです。自分がプラントエンジニアリング業界に
就職したいと思い始めてから、そのために必要なことを学ぶことができる講義を履修して、
知識を増やしたいと思っています。今回、インターンシップに参加したことで、海外で働き
たいという思いが強くなりました。実は、学部低学年の頃から、海外派遣プログラムに参加
していればよかったなぁと少し後悔しています。今後も、積極的にいろんな機会を活用し
て、自分自身を成長させたいと思っています。

Q 海外インターンシップに応募したきっかけを教えてください。
　海外インターンシップが募集されていた時は、まだ就職活動は始め
ていませんでしたが、「海外」というのを視野に入れておきたいと思っ
たのがきっかけです。自分の英語力や異文化に対する適応力がどこま
で通用するのかを試してみたいと思いました。
　「九電工」を選んだ理由は、昨年に研究室の先輩が参加されていて、
その影響を受けたのが一番大きいと思います。

Q 海外インターンシップに行く前に準備したことはありますか？
　もともと英語は苦手で、これまでも海外旅行の経験しかありません
でした。なんとかなるだろうと思いつつも、英語の勉強をしました。
　具体的には、スピーキングをメインに、研究室の留学生と積極的に会話するようにして、英
語を使うことに慣れようとしていました。

Q インターンシップを通して、学んだことや気づいたことなど、自身の変化はありましたか？
　「九電工」では、電気設備事業を行っていて、マレーシアの日本企業の工場内の施工現場
を実際に見学することができました。企業のトップの方々とお会いして、直接お話を伺うこと
ができたのは貴重な経験でした。
　この海外インターンシップに参加するまでは、僕は、日本の技術は世界一だと思っていま
した。ところが、実際にマレーシアに行ってみると、必ずしも高い技術が必要とされているわ
けではないことを知りました。例えば、日本は地震が多い国なので、何かを建築する時にも、
耐震設計など高い技術が求められるのですが、そもそもマレーシアでは地震は想定されて
いないので、日本の建築水準が必要とされていないそうです。このことに、とても衝撃を受
けましたが、技術者として、大切なことに気付くことができました。
　日本の高い技術力をそのまま当てはめようとするのではなく、その国々の事情やニーズに
あわせて、変えていかなければならいことを学びました。日本の中だけで生活していたら、こ
のことを理解できなかったかもしれません。
　また、マレーシアは多民族国家で、カレンダーが複雑で、民族によって休日や祝日が違うの
で、工場の稼働日を調整するのが難しいと聞き、日本とは違う習慣を知ることができました。
世界にはいろんな文化や考え方があり、面白いなと改めて思いました。

Q 今後の抱負を教えてください。
　僕は、「ものづくり」に携わりたいので、設計開発の分野に進みたいと思っています。ロボッ
トや工作機械の設計にも興味があります。
　希望している企業があり、そこでは海外出張などの海外での仕事も多いようなので、今回、
海外インターンシップに参加して、海外で働くことを経験できたのは自分の強みになるので
はないかと思います。

「海外で働きたい」
自分を変えたこの経験で
漠然とした思いから
具体的なビジョンに

日本の技術力だけでは
語れない多様な視点を
「ものづくり」に
生かしていきたい

Takumi Yamaguchi Shinji Yamada

SRI TAKADA INDUSTRIES
（MALAYSIA） SDN. BHD.受入先

約2週間期間

山口 拓海さん山口 拓海さん工学部建設社会工学科 ３年
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KYUDENKO MALAYSIA
SDN. BHD.受入先

約1週間期間

山田 真志さん山田 真志さん工学府博士前期課程
機械知能工学専攻 1年 
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海外インターンシップがあります。　　　　言葉は？文化は？仕事内容は？気になることいろいろ

海外インターンシップに参加した　　　　  二人の学生に、話を聞いてみました。
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トラブルが強くする？！
節約したくて、ネットで安いWi-Fiをレンタルしたので

すが、いざ、マレーシアで使おうとすると、国内専用の

ものでした。Wi-Fiでネットがあれば、なんでも調べら

れると思って安心していたので、動揺しました。空港内

で、必死にレンタルできる場所を質問したのですが、

うまく行かず、その日は、あきらめて、空港近くに予約

していたホテルに行きました。翌日は、インターンシッ

プ先の近くに予約したホテルへの移動でしたが、わか

りづらい場所にあったため、何度も間違えながら、な

んとかたどり着くことができました。その後、Wi-Fiを

やっと借りることができました。最初のトラブルで、自

分で解決するしかないんだと度胸がつきました。

英語力 UP？！
英語はもともと自信がありませんでした。入学したば

かりの頃、ランゲッジ・ラウンジに行ったことがある

のですが、周りのみんなが英語で話すのを聞いて、

自信をなくして、足が遠のいてしまいました。

今回の経験で、「うまく話せなくても大丈夫。伝えよ

うとする気持ちが大事。」だと気付いたので、英語を

話すこと自体には、抵抗がなくなりました。

今のアルバイト先には、時々外国人が来店するので

すが、ごく自然に接客しています。バイト仲間から「英

語ペラペラじゃないですか！」と言われて、我ながら

驚いています。

週末は楽しく★
週末は、クアラルンプールや、少し遠出してバトゥ洞

窟に行ったり、近郊の観光地を巡りました。マレー

シアは多民族国家なので、有名なピンクモスクやブ

ルーモスクなどのイスラム文化の施設だけでなく、

チャイナタウンやフィリピンタウンに行って、様々な

文化が混在して発展している街の様子を見ること

ができました。食事も、マレー料理やインド料理、

　　　　　　　　中華料理など、色んな種類の

　　　　　　　　食べ物を食べることができて、

　　　　　　　　楽しかったです。

ホウレンソウはこまめに
インターンシップ参加が決まってからは、事務担当

の方とのやりとりが増えました。航空券やホテルの

手配の報告をしたり、インターンシップ期間中の服

装や持ち物の連絡などが来たりしました。

マレーシア渡航の初日に、空港やホテルに到着した

ら、メールで報告したり、期間中も食事の写真を送

ったりと、こまめに連絡をして、インターンシップが

進んでいることを報告していたので、安心感があり

ました。

多民族国家マレーシア
チャイナタウンも規模が大きい！

名だたる日本企業の工業を視察

トップの方 と々の出会いも…！
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トラブルを未然に
防ごう！Local food!

Point it!

Have fu
n!

Good job!!

Great!!

1人で行ったからこそ、
積極的に

コミュニケーションを図
りました！ Keep trying!
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●学務課教育企画係

●戸畑キャンパス
福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
●飯塚キャンパス
福岡県飯塚市川津680-4
●若松キャンパス
福岡県北九州市若松区ひびきの2-4

gak-kikaku@jimu.kyutech.ac.jp
093-884-3207TEL


