
平成 29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５名（男子 4 名、女子 1 名）の生徒がやって来ました。滞在期間は７月１１日～２１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，２０日には，犬山の京大霊長類研究所，日本モンキーセンターを訪れ，実験・観察施設を見学するととも

に、講義を受講しました。 

 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、大きな財産となるし，自分のキャ

リアを考える上で貴重な体験になると考えています。 

〈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 

7/18

（火） 
石原総合法律事務所 

弁護士会、裁判所において弁護の仕事につい

て学ぶ。テレビドラマで見るのとは違った、

本当の弁護士の姿に触れることができるだろ

う。 

名古屋市中区 

錦 2-15-15 

豊島ビル 10 階 
1 名 

男子 

2 名 

7/18

（火） 
西浦温泉 龍城 

三河湾を一望する恵まれたロケーションで、

きめ細やかなサービスとおもてなしの心を学

ぶ。 

蒲郡市西浦町大山 25 

3 名 
女子 

1 名 

7/18

（火） 

藤田保健衛生大学 

病院 

医療看護学部看護学科教授（看護学科長）の

もとで看護医療の研修を行うほか、付属病院

に隣接した地域包括センターで、地域の健康

サービスをどのように提供しているかを学

ぶ。 

豊明市沓掛町 

楽ケ窪 1-98 

4 名 
男子 

2 名 

7/19

（水） 

（株）JTB 中部 

教育旅行名古屋支店 

訪日外国人の思考やニーズに関するレクチャ

ーを受け、彼らの旅行手配や対応を体験す

る。 

名古屋市中区 

丸の内 1-17-19 

ｷﾘｯｸｽ丸の内ﾋﾞﾙ 7F 

2 名 
男子 

2 名 

7/19

（水） 
（株）デンソー 

トヨタグループの中核企業の一つ。先進的な

自動車技術、システム、製品を世界の主要な

自動車会社に提供しているトップレベルの自

動車部品サプライヤー。その技術開発や世界

戦略プランを学ぶ。 

刈谷市昭和町 1-1 

3 名 
女子 

1 名 

7/19

（水） 

（株）ジャパン・ 

 ティッシュ・ 

 エンジニアリング 

生きた細胞を用いて組織・臓器を人工的に作

り出す技術をもとに、組織再生による根本治

療を目指す。再生治療についての講義を受け

た後、実習を体験する。 

蒲郡市三谷北通 

6-209-1 
2 名 

男子 

2 名 

 

〈H29 明和 SSH インターンシップ 実施報告〉 

研修コース：石原総合法律事務所                      実施日：7 月 18 日（火） 

内 容： 事務所内の見学を行った後、弁護士という仕事についてご講義をいただいた。 
     午後は名古屋地方裁判所で裁判の見学をした。 

外国人参加者：2 名 本校参加者：3 名（1 年生 2 名、2 年生 1 名） 

【生徒の感想・反省】 
 本当に沢山のことを学んだ一日だった。何より勉強になったのは、弁護士の方の話をきいたり質問したりす
ると同時に通訳もしたこと、弁護士の仕事の様子や体験したこと、そしてそこから考えたことなどを話してい
ただき、とても参考になった。そして、話をきくだけでなくそれを英語に訳すというとても貴重な体験もでき
た。すべてを正しく訳せたわけではないが話をきちんと理解していないと訳すことはできないし、自分の今の
語彙力を駆使して頑張って伝えようとすることはとても大切だと思った。 
  Earlier today, we had an internship at the Ishihara law firm.  We were shown around their offices and 
met many lawyers working there, all of whom were very friendly.  We spent a lot of time in the firm’s 
largest meeting room, listening to multiple lawyers tell us about the firm and the world of Law.  I learnt 
a great deal about the responsibilities of lawyers, as well as what it is like to be a lawyer.  I really liked 



how they regularly checked if we wanted to ask any questions, as it allowed me to learn more about certain 
aspects of Law, that interest me.  After that session, we went to see a trial at the Nagoya Court, which 
was very different to the trials I had specialized in England! 
  Overall, I hugely enjoyed my day and am grateful to Meiwa High School for this opportunity. 

 
 
 

研修コース：西浦温泉 ホテル龍城                      実施日：7 月 18 日（火） 

内 容：女将さんから旅館の説明や経営についてご講義をいただいた後、館内施設の見学を行った。昼食をい 
    ただき、その後、西浦園地を散策した。 

外国人参加者：1 名 本校参加者：5 名（2 年生 5 名） 

【生徒の感想・反省】 
 職業体験という意味では、女将さんからのお話で、現在の旅館が抱えている問題について教えて頂きまし
た。日本の人口減少にともない、働き手が不足してきたり、旅館でのサービスは機械化できないため人件費が
よりかかってしまったり、といった問題があるそうです。また留学生と一緒に行ったので、とても英語の勉強
になりました。どんどん英語で話しかけてくれて、話す練習にも聞き取る練習にもなりました。しかし、まだ
まだ自分の英語に自信を持てず、悔しい思いもしたのでこれからさらに頑張って勉強していこうと思います。 
  It has been a fantastic day for me.  In the morning, I met 5 Meiwa students and on the way to the hotel, 
we talked about our interests and our families.  It was very nice doing the work experience with them; 
we have become good friends. 
  During our visit to the hotel, I learnt about the management of the hotel and had a look around the 
rooms and the public bath.  It’s a beautiful hotel located on the seaside. 
Lunch at the hotel restaurant was my highlight of the day.  I enjoyed the Japanese cuisine very much.  
The staff there was very friendly and polite. 
  I have really enjoyed my first day of work experience and learnt a lot more about Japanese culture. 

 

 

 

研修コース：藤田保健衛生大学病院                      実施日：7 月 18 日（火） 

内 容：臨床検査学科や看護学科について説明をいただいた後、血圧測定や聴診器の使用などを体験させて 
    いただいた。午後には病院経営・リハビリテーション・CT や放射線などについて実際にいろいろな 
    体験をしながらご講義をいただいた。 

外国人参加者：2 名 本校参加者：3 名（1 年生 1 名、2 年生 2 名） 

【生徒の感想・反省】 
 医療というと、医者と患者、という構造図しか私のイメージになかったのですが、今回のインターンシップ
で患者さんによりよい治療を提供するための研究員の方、保険制度などを管理する方々、患者さんの手助け
をする作業療法士さんなど本当にたくさんの方々が役割を持って、この分野は成り立っているということを
感じました。（小島） 
  It was very interesting.  We were around the research labs and learnt about micro RNA; we then 
visited the nursing department and practiced washing our hands until 100% sterile as well as looking at 
realistic patient dolls; we ended with a visit to the radiology department, where we put a Gundam doll 
into a CT scanner. 
  Thank you so much for this amazing experience! 

 
 
 

研修コース：株式会社 JTB 中部教育旅行名古屋支店             実施日：7 月 19 日（水） 

内 容：訪日外国人の思考やニーズに関してご講義をいただいた。その後ペアに分かれて、ディスカッショ 
    ンをしながら、実際に旅行プランを考えた。 

外国人参加者：2 名 本校参加者：2 名（1 年生 2 名） 

【生徒の感想・反省】 
 最初の方は英語が全く聞き取れず、留学生に迷惑をかけた。少し不安だったが、相手がゆっくり話してく
れて、会話が弾んできた。お互いの国のことや日本のこと、とにかく聞きたいことはたくさん聞いた。職業
体験では 2 人 1 組となり、留学生と一緒に旅行プランを考えた。とてもたのしくスムーズに終わらせること
ができてとても嬉しかった。（盛下） 
  Today we visited JTB Travel Agency and completed a very interesting activity.  We were put into pairs 
and had to complete a 1 day tour itinerary in lots of detail including train turns and all tourist attractions 
we would visit.  It was very exciting and I really enjoyed myself. 

 

 



研修コース：株式会社デンソー                       実施日：7 月 19 日（水） 

内 容：ギャラリーや製作所内の見学をさせていただいた。そこでは、自動車部品の開発・製造にとどまら 
    ず、自社の技術を応用することで社会問題の解決にも取り組んでいることを学んだ。 

外国人参加者：1 名 本校参加者：6 名（1 年生 5 名、2 年生 1 名） 

【生徒の感想・反省】 
 今回のインターンシップは留学生の方と一緒に行ったこともあり、デンソーそのものだけでなく、世界と
のつながりも深く学べました。担当して下さった方も日本人と韓国人の方で、デンソーが世界にも広がって
いることが身近に感じられました。また、留学生の方に合わせて自己紹介や解説などが日本語だけでなく英
語でも行われていて、日本で働くときでも普通に英語を使うということが実感できました。私が働く時代で
はやはり英語でのコミュニケーションが不可欠であるので、人に伝えることを意識しながらもっと一生懸命
英語を勉強しようと強く思いました。また、英語だけでなく日本語でもコミュニケーションを大切にしたい
と思います。 
  Today, I met another group of Meiwa students, and we talked about our different cultures; I’ve leant a 
lot from them. 
  The visit to DENSO has been very inspiring for me as I’m applying to study engineering at university. 
Later, we went to the science museum, which was also a very interesting experience for me. 

 
 
 

研修コース：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング       実施日：7 月 19 日（水） 

内 容：生きた細胞を用いて組織・臓器を人工的に作り出す技術、組織再生による根本治療（再生治療）に 
    ついての講義を受けた後、実習を体験した。 

外国人参加者：2 名 本校参加者：2 名（1 年生 1 名、2 年生 1 名） 

【生徒の感想・反省】 
 iPS 細胞などの基礎研究が進むなかで、それを臨床に応用できる可能性がある場面を見ることができてと
ても興味深かった。将来医療に携わりたいと思っていたので、病院から離れた所での治療を支える技術・仕
事という新たな選択肢を知ることができてとても良かったし、すごく魅力的だったのでインターンシップに
参加して良かった。情報を調べたり、人から聞いたりするのも大切だけど、実際に見て、体験していろいろ
なことを学んでいくのがすごく重要だと感じたので、またこういう機会があれば積極的に参加していこうと
思う。 
 Today we visited J-TEC in Gamagori.  We also saw the sea under the scorching sun ― it was so hot! 
After eating at a diner, we went to J-TEC, and were given a tour. 
Unfortunately, most of the rooms we couldn’t go in, and they were masked with the word “Biohazard.” 
I also learned how to apply a skin graft.  It was very difficult to do so.  I probably won’t be a doctor lest 
I mess up an operation. 
 Overall, it was very interesting.  I suggest everyone go if you want to learn about regenerative 
medicine! 

 
 

 


