
 

平成 28 年度大学教育再生戦略推進費「大学の世界展開力強化事業」アジア諸国等との大学間交流の枠組み強化 

ASEANと日本を繋ぐ「グローバル・ソフトインフラ基礎人材」育成プログラム 

令和元年度 実施報告サマリー 

受入期間 7 月 1 日(月)～5 日(金) 

受入国 シンガポール 

連携大学 シンガポール国立大学 

受入学生数 6 名 

参加学生数 50 名程度 (各日入れ替わりで様々な学生が参加、延べ人数) 

プログラム概要 

グローバル化社会に対応できる将来の国際的リーダー育成のため、特に経済・

経営などのビジネス関連分野における教育を共同で行う。ものづくりを行う企

業が集まる名古屋と、経済的・社会的に成長が目覚ましいシンガポールについ

て、企業研修や工場見学を通して名大・NUS の学生交流や意見交換をし、互い

の文化や社会について学びあう場を提供する。またグローバル愛知の協力を得

て、東海圏の企業と連携し、企業のシンガポール進出について学生と企業関係

者による意見交換や学生からのビジネスプランの提案を行う。 

スケジュール概要 

（事前・事後の教育も含む） 

・6 月：学生向けに事前研修を実施、同時に訪問予定企業の事前調査を行う 

・7 月 1 日：訪問先企業の概要を確認、ブラザー工業ギャラリー見学 

・7 月 2 日：東海興業の工場見学、トヨタ工場見学 

・7 月 3 日：佐野先生による日本ビジネス入門の講義、グループ討論について

の説明、討論開始 

・7 月 4 日：トヨタ産業技術記念館見学、グループ討論 

・7 月 5 日：東海興業（株）のスタッフを交えたグループ討論、最終発表 

産学連携：訪問先等 

連携：グローバル愛知、東海興業（株）  

訪問先(上記以外)：ブラザー工業、トヨタ自動車、トヨタ産業技術記念館 

成果報告 

（学生の成長や相手国との

連携について） 

アジアの・トップ大学 NUS の学生と経済・経営に関する討論や発表、質疑応

答という貴重な体験を得て、異文化を背景に持つ者同士の交流の難しさを学ん

だ。それによって得た気づきは大きな資産となった。また、企業訪問や企業の

方を交えた意見交換等を通し、学生同士が相互に新たな学びを得たこと、さら

に今後グローバル社会でビジネス・パートナーとなりうる繋がりを形成した意

義は大きい。この経験を通し、シンガポールにおける日本企業ビジネス展開の

方向性や意義を理解し、また共同作業の難しさと面白さを学んだことにより、

参加学生の多くが将来国際人として活躍したいと考えるようになっていること

が最大の成果である。 

実施部局 名古屋大学経済学部 

実施責任者 土井康裕・志賀奈月美 

 



Schedule for Campus ASEAN Short-term Study Programme 2019 between  

Nagoya University, School of Economics (NUSE) &  

National University of Singapore, NUS Business School (NUS) 

 

 

 

 

 

 

 

Date Morning Afternoon Evening 

30 

June 

Sun  [Arrival] 

Singapore(20:45, June 29th)- Nagoya(7:30) 

1 

July 

Mon 10:00-11:00 

Welcome Session: 

Greeting by Dean, 

Prof. Fukuzawa 

: Introductory 

session 

11:00-

11:30 

Students 

Interacti

on 

13:00-14:00 

[Campus Tour] 

 

15:00-16:00 

 [Gallery Visit] 

Brother Gallery 

(Subway) 

17:00-19:00 

Welcome Party 

@ Nagoya 

University, 

Craig’s Cafe 

2 

July 

Tue 9:00-11:30 

[Factory Tour]  

Tokai Kogyo 

(Gather in front of Toyoda 

Auditorium at 7:45) 

13:30-15:30 

[Factory Tour] 

TOYOTA Plant 

(back to NU around 16:30) 

Free evening 

3 

July 

Wed 

 

9:00-12:00 

[Lecture] 

Introduction to the Discussion 

Lecture related to the 

Discussion 

13:00-14:30 

[Discussion] 

 

14:45-16:15 

[Lecture] 

Prof. Sano 

Japanese 

Business 

Free evening 

4 

July 

Thu 9:00-12:00 

[Discussion] 

With Company people 

13:30-15:00 

[Gallery Visit]  

TOYOTA 

Commemorative 

Museum of 

Industry and 

Technology 

(Subway) 

15:45-17:00 

[Discussion] 

Free evening 

5 

July 

Fri 9:00-12:00 

[Discussion] 

Preparation for afternoon 

session 

13:00-14:00 

Final Prep time 

14:

30-

17:

00  

[Pr

ese

nta

tio

n] 

18:00-20:00 

Evening Party 

@ Nagoya 

University 

6 

July 

Sat  [Departure] 

Nagoya(10:00) – Singapore(19:15) 



Date Time Programme Venue Meal Remarks 

30/6 Sun  [Arrival] : Singapore (20:25) - 

Nagoya (07:30) 

[Accommodation

: Staff Hall] 

 Dormitory Check-in  

1/7 Mon Morning 10:00-11:00 [Welcome 

Session] Greeting by NUSE 

Dean, Prof. Naoki Fukuzawa, 

Introduction of each Univ. 

11:00-11:30 Student 

Interaction 

NUSE Meeting 

Room 1 (2F) 

 

Free 

Lunch 

 

Dinner 

@ 

Craig’s 

Cafe 

5 NUS students 

 

Lunch Break 

11:30-12:50  

Afternoon 13:00-14:00 Campus Tour   

14:40 [Departure] By Subway 

Horita Station 

Gather at NU Sta. 

by 14:25 15:00-16:00 [Gallery Visit] 

Brother 

Evening 17:30-19:00 Welcome Party Craig’s Café   With FTU students 

2/7 Tue Morning 7:50 [Departure] Pick-up: Toyoda 

Auditorium 

Lunch  

 

Gather by 7:40 

9:00-11:30 [Factory Tour]  

Tokai Kogyo 

By Bus  

Afternoon 12:00-13:00 Lunch in the bus   

13:30-15:30 [Factory Tour] 

TOYOTA Motors Factory and 

TOYOTA Museum 

By Bus 

Toyota City, 

Motomachi Plant 

(Back to NU around 

16:30) 

3/7 Wed Morning 9:00-12:00 [Lecture] 

Introduction to Discussion 

1F, Special 

Seminar Room 2 

Free 

Lunch 

 

Free 

dinner 

 

Afternoon 13:00-14:20 [Discussion] 4F, Rm. 416 Assistant Prof. 

Natsumi SHIGA 

14:45-16:15 [Lecture] 

Japanese Business 

1F, Special 

Seminar Room 2 

Prof. Yoshio SANO 

4/7 Thu Morning 

 

8:45 Gathering   

 

Free 

Lunch 

 

 

Free 

Dinner 

Assistant Prof. 

Natsumi SHIGA 

9:00-11:30 [Discussion] 

With Company people 

NUSE 4F 

Seminar Rooms 

(Rm. 407, 416) 

 Professor DOI 

Lunch break 

11:45-12:30 

Afternoon 12:45 [Departure] By Train NU Sta. by 12:35 

13:30-14:30[Museum Visit] 

TOYOTA Commemorative 

Museum 

Sako Station  

15:20-17:00 [Discussion] NUSE 4F 

Seminar Rooms 

Assistant Prof. 

Natsumi SHIGA 

5/7 Fri Morning 9:00-12:00 [Discussion] NUSE 4F 

Seminar Room 

(Rm. 407 and 

405) 

Free 

Lunch 

 

Dinner 

@ On-

campus 

Lunch Break 

12:00-13:00 

Afternoon 13:00-14:30 [Group Work] 

Comments from companies 

11 FTU Students 

5 NUS students 

14:45-17:00 [Presentation]  

15 min/group 

Lecture Room 2 

Evening 18:00-20:00 Farewell Party Toyoda 

Auditorium 

 

6/7 Sat  [Departure] Nagoya (10:00) - 

Singapore (19:25) 

  Dormitory Check-

out 

 



ASEAN Short-term Study Program 2019 

(Nagoya University, School of Economics,  

National University of Singapore, NUS Business School) 

 

Project Background・Objective: 

     The automobile industry is currently undergoing a radical shift due to rapid technological 

advancement, increasingly strict regulations, and changes in the behavioral patterns of drivers around 

the world (i.e., the rise of Uber and other sharing platforms). These transitions, which are predicted to 

continue well into the future, represent a paradigm shift for companies in the industry: for some, it means 

an opportunity to diversify and branch out; for others, it threatens the very foundations of their business. 

     This project is a case study of Tokai Kogyo Co., Ltd., a car parts manufacturer located in Obu 

City in central Japan. Given the background described above, this project aims to explore the 

possibilities for applying Tokai Kogyo’s technology—specializing in automotive rubber, plastics, seat 

parts, and housing materials—to domains outside of the automobile industry. The project will focus on 

the five products/technologies listed below, examining their potential in the industries of the future: 

 1) TPO (Thermo Plastic Olefine), a lightweight material replacing synthetic rubber 

 2) Fabric-like Color Seals, a rubber material with the appearance of fabric 

 3) Oil Filler Housing, a plastic material with the characteristics of cast metal 

 4) Offset printing, which allows for patterned designs in housing exteriors 

 5) Rubber waste recycling 

Working with students from Nagoya University, School of Economics and the National University of 

Singapore, NUS Business School, participants will gain firsthand knowledge of Japanese manufacturing 

and the automobile industry. Further, taking SDGs (Sustainable Development Goals) as a framework, 

this project seeks to produce new ideas and solutions to the most pressing problems of the future. 

 

Schedule: 

Date AM PM 

July 2 (Tues.) Tokai Kogyo, Takahama factory 

tour 

 

July 3 (Wed.) Project intro., group 

work/discussion and research 

 

July 4 (Thur.) Continuation/Feedback  

July 5 (Fri.) Preparation for presentations 14:45～ Presentations and evaluation 

 



Re-Inventing Japan Program 2019 

Between 

Nagoya University ad National University of Singapore 

―Student Feedback― 

 

Goh Mei Qi National University of Singapore 

 Leant more about Japanese culture: For example, they have special greeting before and 

after meals. 

 Leant how to adapt to culture and changing perspective to understand how Japanese 

people view things. 

 Interaction with Japanese students were excellent! They were very friendly, helpful and 

polite. 

 The session with TOKAI KOGYO: the factory was very big. Tour was clear in 

explanation. Q&A provided by the company was great as we could understand and 

clarify about the problem we were facing. Also, the presentation/lecture by TOKAI 

KOGYO was great and clear. Samples provided allowed us to understand their 

technologies better. 

 Discussion and group work provides us good opportunity to learn to work with people of 

different personalities. 

 Most exciting event: Farewell Party! And presentation to Tokai Kogyo. 

 The whole program was really enjoyable and I think everything was well-planned. 

Thank you. 

 

Quek Wei Quan National University of Singapore 

  Summarizing my achievement, I have gain a little about Japanese Business and much 

more regarding cross-culture communication. It takes patience and determination for 

cross culture communication.  

  Discussion and group work with 3 different nationalities is really different from the one 

back home. It takes a reasonably large amount of time to get the group onto the same 

page. However, similar to any group project, listening is just as important. I thoroughly 

enjoyed my project with my groupmates. They were above and beyond what I could ask 

for. 

  The Welcome party was great. Japanese students were really friendly. The Farewell 

party was outstanding! I had a lot of fun. 

  The most memorable experience is the welcome party. At the welcome party, there was 

sufficient time to truly interact with students and understand their lives to get to know 

them. The most exciting thing would have been the presentation. The most challenging 

thing would likewise be the same. 



 

Fok Zhi Doh National University of Singapore 

 Achievement: Fulfillment of Presentation and coming up with ideas/ concretizing them 

within 3 days. 

 Cross-cultural communication: English as mail language, prone to misunderstanding. 

But with patience and translation (using dictionary that is bilingual), we could achieve 

more. 

 What I have learnt through session with Tokai Kogyo: How SDGs are actually applied 

to real factory which is impressive. Also, their support on project in total was excellent. 

 Learnt through Discussion: How to simplify things so that others can understand, 

importance of English, working with diverse groups of people. 

 Discussion/ group work overall: challenging but exciting as project work is entirely new 

environment: Singaporean + Japanese + Vietnamese. 

 Memorable experience: The parties. What the Japanese students did for us touched my 

heart. 

 Most exciting: Tokai kogyo factory visit. Always wanted to know how first tire suppliers 

are like.  

 Mist challenging was language barrier. 

 

Liang Zhen Yong National University of Singapore 

  Through this program, I have learnt a lot about Japanese Businesses such as the age-

dependent reward system as well as how a good company is able to achieve greatness by 

perfecting minor details. For example, Toyota, the second largest company in Japan in 

terms of assets, uses many different systems to ensure the efficiency and quality of the 

cars that they have produced. This brings good efficiency and high quality to the 

consumers that can drive sales, leading to greatness. 

  I also understand a lot of new cultural differences between Singapore and Japan, such 

as Japanese being more “conservative” because they are afraid of making mistakes. This 

helped me to be aware of the differences and improve my cultural quotation in future 

areas. 

  The factory visit to Tokai Kogyo was really amazing as I get to understand the inner 

working of one of the big suppliers of components to one of the biggest company in Japan. 

Interaction with the company also gave us a lot more understanding of the business and 

the company people are always friendly and ready to help us when we face difficulties.  

  The group work was very meaningful. There was a lot of exchange of ideas and 

sometimes even challenge each other’s ideas.  

  I think that perhaps more games can be played at the Welcome party to help us know 

more about each other. 



 

Gaw Ban Siang National University of Singapore 

 Cross-culture communication: managed to talk and work with most of the students on 

the programme. 

 Understanding of Japanese Business: Learnt a lot from the company visits, learnt the 

business and graduate job-seeking environment from the Japanese students. 

 Discussion + Group work: This was the most challenging but the most rewarding. Had 

to work with people of different culture and thoughts and present to a company was 

very amazing experience, cannot be missed. 

 It was a very good program and should be carried on. Working with people from 

different background and culture was the most challenging and memorable thing. 

 I loved how welcoming the Japanese people are on both parties. It was very much 

appreciated the effort put in.  

 

早川 佳太 名古屋大学経済学部 1年 

 プレゼンテーションの準備をする過程で、NUS や FTU の子たちとたくさんお話をしたのが

特に印象に残っている。 

本当に彼らの能力の高さには驚かされるばかりで、ずっと名古屋大学チームはリードしても

らっていたというのが正直な印象だ。能力の高さというのは、資料を探してスライドを作るの

が上手いといったこともそうだが、やはり一番はディスカッションを通した合意形成が上手い

ということだ。彼らは決して無批判に相手の意見を受け入れたり、遠慮したりしない。良いと

ころは良い、ダメなところはダメとしっかり言いながらも相手の意見を受け入れている。私自

身は自分の意見を言うことは苦手ではないが、相手の意見を批判することが苦手だ。相手がせ

っかく意見を出してくれているのだからとつい遠慮してしまう。しかしそれでは自分たちのア

イデアは洗練されていかないわけで、結局グループにとってはマイナスになってしまっている

ことに気が付いた。なので、途中からは「でもここはどうなの」と思うところを遠慮せずに指

摘するように心がけていた。そうすると相手も「でも」と食い下がってくることもあるし、「確

かに、君が正しい」と認めてくれることもあった。どちらにせよ、批判のやりとりを通じて、

考えが深まっていくのを感じ取ることができた。 

ディスカッションというのは単に皆の意見をまとめる場ではなく、互いの意見を批判し合い

ながら、それぞれの良い部分を取り出して、グループが出せる最高のアイデアを作り上げる場

だということがよく分かった。 

シンガポールの子にディスカッションが苦手だと話すと、「ディスカッションやプレゼンテー

ションは慣れればうまくなる。君たちがおにぎりを作るのが上手いのと同じ。」と言われて、自

分もやればなんとかなるのかなと感じた。彼らは大学の講義でディスカッションやプレゼンを

する機会がたくさんあるとのことだったので、本当にそうなのかもしれない。 

 

 



伊藤 舞 名古屋大学経済学部 1年 

 東海興業様の講義を受けたことで、企業があるプロジェクトを実行したり、ある製品を開発

したりするに当たり、何を目的としてどういう手段で行ってどのくらいの成果が期待できるの

か、予算や時間はどのくらいかかるのか等、私が思っている以上に様々なことを考慮している

ことが分かりました。それと同時に、私たちのような若者の大胆で新鮮な発想を求めているこ

とも分かりました。 

 新しいアイデアを 1 から作るとき、しかも会って間もない仲間とのグループワークで行うと

き、1 人 1 人が自分の役割を認識して行うことの大切さを学びました。シンガポールの子のデ

ィスカッションの進め方、みんなの意見を反映したり、理解度を確認したりしながらチームを

引っ張っていく姿に圧倒されました。専門的な内容を、しかも経済学と言うより工学部の専門

に近いような内容を英語で話し合う難しさと、自分の英語力の至らなさを実感しました。ディ

スカッション以外の時間、工場見学やお昼ご飯の時間にはお互いの国の食文化や観光地、家族

について話すことができ、シンガポールに行きたい気持ちが強まりました。 

 もしディスカッションが日本語であったとしても、シンガポール・ベトナムの子たちをあん

なにまとめて引っ張っていくことはできなかったと思います。それほどグループ全体を見渡し

て 1人 1人に役割分担させるのがうまく、意見交換をするのがうまかったです。多少険悪なム

ードになってでも自分の意見を貫き通し、かといってほかの意見に耳を傾けないわけではなく、

むしろみんなのいろんな意見を求めて、それぞれの考えを総合して結論を出す過程が面白いほ

ど感じられました。 

 予想はしていたのですが、それ以上にシンガポールの子たちのディスカッションからプレゼ

ンテーションまでの行動が印象に残っています。ディスカッションの仕方を分かっていて、置

いてかれそうになっている私たちを助けてくれる気遣いもあって、大変尊敬しました。パワー

ポイントのスライドも、私が授業で作成するものとは違って、見やすかったです。盗むべきと

ころがほんとにたくさんあって、このプロジェクトに参加して期待以上のものが得られたこと

が本当に嬉しいです。 

 苦労したのは、発想力のなさと自分の意見を正確に相手に伝えることです。ちょっと違うけ

ど頷いてしまったことなどがあり、もどかしい思いをしたので、英語力に加えて表現力をつけ

たいです。英語力はもちろん、それ以外の自分の課題がたくさん見つかって、これからに生か

せそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



齊藤 佑茉 名古屋大学経済学部 1年 

 同年代であるのに自分とシンガポール・ベトナム学生のスペックが高すぎた。2 日間という

短い期間の間にプレゼンまで持っていくことができたのは彼らのおかげだったと思う。議論の

段取りや役割をどうしようかと話し合い始めるのではなくて、最初からこうしようと提案して

議論が進んでいった。プレゼンのパワポも、ディスカッションが終わった後の時間でベースを

つくってくれていた。ディスカッションの本質的な部分に割く時間が最大化されていて、以後

自分もそこまで全員の合意があることが必要ではない場面はさくっとおわらせるよう心がけよ

うと思えた。自分個人の課題としては、自分の考えが英語で相手にうまく伝えられなくて、意

見をなんとか伝えるだけ・聞くだけになって意見のすり合わせまでできず、悔しい思いをした。 

 改善点、自分たちの反省点としては役割分担が同じ国の人ごとになってしまって、結局後半

は各自話すみたいになってしまった。けれど、全くコミュニケーションがなかったわけではな

いし、意見の交換はあったので良かったと思う。 

 東海興業の方たちも丁寧に質問に答えてアドバイスをくださったので、起こりうるデメリッ

トな点についても議論し、改善案、代替案についても話し合うことができて、議論が表面的な

ものにならず深いものになったので良かったと思う。 

 プレゼンテーションの時には、他のチームの発表を聞いて、学生間でもどう思ったか意見交

換する時間があればいいなと思った。さらに一歩進んだアイデアにたどり着くかもしれないし、

プレゼンテーションがもっと積極的な場になると思いました。 

大きな講義室で企業の人を前に英語でプレゼンする機会なんてめったにないのでとても貴重だ

し、ほかのチームの発表を聞いてそんなアイデアもあったのか、と知ることができた。 

プログラムを終えて今一番感じていることは楽しかった半面、悔しくもあったことです。プレ

ゼンが終わって達成感があるけれど、自分の語学レベルが低くて、完全に議論に参加して意見

をすり合わせられなかったこと、周りを頼ってしまいがちで自分から率先して何かチームのた

めに行動をとったことが少なったことなど、いろいろ今後に向けて課題を見つけることができ

ました。 

 特に印象に残っている出来事は、みんなで栄に遊びに行ってＧＵに行ったとき、試着室でＮ

ＵＳの男子学生が店員さんに何か訴えていて、自分が話を聞いたけれど理解できなくてもうい

いよと言われてしまったことです。すごく悔しい思いをしました。後から紙とペンを使って丁

寧に教えてもらったら、他の試着室のカーテンの隙間が空いていて中が見えそうなことを店員

さんに伝えてほしかったそうで、その優しさに応えられなかったことが悔しいです。けれど自

分の英語がへたくそでも、伝えようと努力すれば相手も嫌にならないで理解しようと聞いてく

れることがほとんどで、伝わったときの嬉しさはとても大きかったです。これからも消極的に

ならず、積極的に話しかけるように頑張りました。 

 他には、シンガポール・ベトナムの学生から刺激をうけたことはもちろんですが、これまで

に留学を経験したり、これから留学に行ったりする先輩とお話しする機会が持てたこともよか

ったと思います。 

 



 

 



 

 


