
平成 30年度 SSH国際交流 

 

「インターンシップ（職業体験）」報告 
 日本でインターンシップ（職業体験）をするため，今年度はＳＳＨ英国海外研修の交流校であるウェストミン

スター校から１名（男子１名）の生徒がやって来ました。滞在期間は 7 月 10 日～20 日。滞在期間が長いので，

ホームステイは２期に分けて行いました。ホストファミリーを引き受けていただいた保護者の皆様に感謝いたし

ます。 

 滞在期間の前半は授業参加を中心に，後半は県内の企業や病院等で，本校生徒と一緒に職業体験を行いました。

また，１８日には，「さくらサイエンス交流会」に参加し，アジア（中国，シンガポール，ブルネイ）からの留学

生 92名とも交流を深めました。 

 今回、受け入れて頂いた企業等は，以下の通りで，とても充実したプログラムを用意してくださいました。世

界の同世代の人との交流は、これからの国際社会を生きるみなさんにとって、大きな財産となり，自分のキャリ

アを考える上で貴重な体験になると考えます。 

 

〈インターンシップ先一覧〉 

日程 研修先 研修先の概要 研修場所 
予定募集 

人数 
留学生数 

7/17

（火） 

（株）LIXIL 

ショールーム名古屋 

日本のものづくりの伝統を礎に、世界をリー

ドする技術やイノベーションで、日々の暮ら

しの課題を解決する高品質な製品をグローバ

ルで幅広く提供する企業です。当日はショー

ルームでの接客体験も予定されています。 

名古屋市中村区名駅

南 4-11-40 

２名 
男子 

１名 

7/19

（木） 
（株）豊田紡織 

映画館の座席の製作等でも知られる同社の担

当の方が、同社のゆかりの地に建てられたト

ヨタ産業技術記念館にて業務の説明、広くト

ヨタグループの製品の解説をして下さいま

す。 

名古屋市西区 

則武新町 4-1-35 

※（株）ノリタケカ

ンパニー関連施設の

訪問も予定。 

２名 
男子 

１名 

 

〈H30 明和 SSHインターンシップ 実施報告〉 

研修コース：（株）LIXIL ショールーム名古屋                  実施日：7月 17日（火） 

内 容： 日々の暮らしの課題を日本のものづくりの伝統を礎に最先端の技術やイノベーションで解決して
いる企業の姿を学んだ。ショールームで接客体験もした。 

外国人参加者：1名 本校参加者： 2名（2年生 2名） 

【本校参加生徒の感想・反省】 
 今回，LIXIL さんの水回りの家具の機能を最初に見せて頂いて「そんな所までこだわるんだ!! 」と深く感
動した部分がいくつかありました。そして，それは「お客様の笑顔のために」という目標のおかげで生まれて
きたのだということも知れて良かったです。そして，元々デザインに興味を持っていたので，このようなお客
様の家をコーディネートをする仕事はとてもおもしろそうだなと改めて思いました。 
 また，今回は留学生のキム君とも一緒に回ってみて，たくさん英語を話す機会がありました。会うのは３回
目でしたが，やはり私自身緊張していました。ですが，体験を通して少し冗談を言えるようなってきたのがと
てもやりがいを感じた瞬間でした。この経験はおそらく一生残ります。 
 
【留学生の感想・反省】 

I was really excited to be starting the internship at LIXIL from the beginning of my visit to Japan because 

I had never had the opportunity to visit a company and see what exactly was happening every day at 

companies. 

  Despite my high hopes, the start of my internship was rather dull, picking up rubbish from the streets 



for about 15 minutes, as I was expecting to start off by something interesting such as having a tour around 

the company or seeing what kinds of tasks the staff have to do for the day.  However, my disappointment 

was gone and instead replaced with enthusiasm after hearing from the manager why we begin the 

internship by picking up rubbish.  He said that the first impression of the company begins with the view 

of the environment around the building hence it is crucial to clean the environment everyday which made 

me look back at my thoughts with some of embarrassment. 

  After the first activity, I followed one of the co-ordinaters who was helping customers choose the right 

furniture and household equipment followed by a tool around the company with the manager. 

  It was a valuable experience for me to attend this internship at LIXIL company. 

 
 
 

研修コース：（株）豊田紡織                           実施日：7月 19日（木） 

内 容： 「日本のものづくり」の基本となっている「研究と創造の精神」を実際の機械をみたり，作業を体
験することで学んだ。 

外国人参加者：1名 本校参加者：2名（2年生 2名） 

【本校参加生徒の感想・反省】 
 私は初めてトヨタ産業技術記念館で実際に見たり，聞いたり，少し作業をやらせていただいたり，触ってみ
たりしたことで，その技術の高さに圧倒されました。そして，そのようなすばらしい機械の仕組みの説明を細
かくしていただけて，ともても貴重な体験だと思いました。そして，留学生と一緒に過ごすことも初めてだっ
たので，不安も少しありましたが，すぐに楽しめました。しかし，まだまだ伝えたいことをうまく英語にする
ことができないなと感じたので，もっと話す力をつけられるようにがんばろうと思いました。また，聞き取る
ことも，もっとがんばろうと思いました。 
 
【留学生の感想・反省】 

Today I visited the Toyota Commemorative Museum located 40 minutes away from Meiwa High School.  

I was impressed by the state of the building as it was very clean even though it had been built more than 

100 years ago. 

  When I entered the museum, I was greeted by a huge circular loom which I was hold symbolized the 

“spirit of being studious and creative.”  This machine was really interesting as weaved fabric using a 

circular motion which contrast to other machines.  After visiting the textile machinery pavilion I visited 

the automobile pavilion in which I was particularly impressed by the metal working area which explained 

the various processes of casting, forging and cutting. 

  I really enjoyed the visit and I hope to have another opportunity like this in the future. 

 


