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
平成 29 年度 実施報告サマリー
派遣期間

2 月 21 日(水)～3 月 2 日(金)

派遣国

シンガポール

連携大学

シンガポール国立大学（NUS）

派遣学生数

7名

参加学生数

30 名程度(各日入れ替わりで様々な学生が参加、延べ人数)
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、事前学習と現地調査を通して市場を理解する。特に今年度にお

プログラム概要

いては地元企業 IKEX 様と JETRO 様の協力のもと、現地での市場調査を行う。ま
たシンガポール国立大学（NUS）への訪問を通じて、学生が相互に意見交換し、学
びあう場を提供する。グローバル化が進む社会に対応できる将来のリーダー育成の
ため、特に経済・経営などのビジネス分野における教育を共同で行う。

・12 月～2 月：IKEX 様よりグループ毎のテーマ発表。事前調査、対象の絞り
込み、グループワークを実施

スケジュール概要
（事前・事後の教育も含む）

・2 月 22 日：現地にてデパートや雑貨店等でのインタビュー調査を実施
・2 月 23 日：JETRO Singapore にて現地調査の途中経過の発表実施
・2 月 24 日：Botanic Garden においてインタビューなどの調査を実施
・2 月 26 日～3 月 1 日：NUS Business School を訪問、講義受講、討論、プレ
ゼンテーションなどを通して両学生の相互学習・相互交流をおこなった

産学連携：
連携機関、企業、訪問先等

IKEX 、 JETRO Singapore 、 Pokka Singapore 、 Yamato RHQ Singapore 、 Yakult
Singapore、Monetary Authority of Singapore、Land Transport Authority、Urban
Redevelopment Board、BOLDR Supply Co.

アジアのトップ大学である NUS 学生との経済・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、学生が他言語で自分の言いたいことを正確に伝えるこ
との難しさを学んだことは大きな資産となった。学生同士が様々な交流を通して、

成果報告
（学生の成長や相手国との
連携について）

相互に新たな気づきがあったこと、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得たことの意義は大きい。この経験を通じ、シンガポール
の経済やビジネス、政策的な方向性などを把握したこと、また共同作業の難しさと
面白さを学んだことにより、参加学生が将来両国を繋ぐリーダーとして活躍したい
と考えたことは、ソフトインフラ人材の育成に資すると確信している。

実施部局

名古屋大学経済学部

実施責任者
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名古屋大学 経済学部 3 年
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GSIP Singapore Outbound Program Report
21/Feb/2018 – 2/Mar/2018
1. フィールドワークでおこなったこと・学んだこと
今回のフィールドワークは、IKEX さんが現在日本で販売している PATATTO という折りたた
み椅子をシンガポールに展開しようとしているということで、実際にシンガポールで売れるかどうか
を調査しました。私の班は競合品・競合他社のアプローチから販売販路を検討しました。
出国前の事前調査では、PATATTO は日本製品が売られるような場所で売るのが良いと予想
していました。しかし、いざ現地へ行ってみると、シンガポールの文化として、外では地べたに座る
という文化がありました。そのため、折りたたみ椅子市場が存在せず、折りたたみ椅子はそもそも
売れないのではないか、という壁に直面しました。 しかし、店員さんへの聞き込み調査や街頭ア
ンケートで、見聞きした情報から気づきを得て、芸術大学やカメラマンなどニッチなマーケットなら
ば需要が見込めるのではないか、という考えに至りました。
私がフィールドワークを通じて学んだことは、「時間は有限で、その中で何をすべきか」をゴール
に向けて進めなければならないことです。移動にも時間がかかる中、限られた時間でこの調査を
有意義なものにするために、密度が濃く、方向性がずれないよう意識しました。どの場所で、誰に
どんなことを聞くのがベストなのか、調査中には聞いたことをただインプットするだけではなく、そこ
から考えられる背景や他の潜在的な需要はないか、聞いた
こと以外にも、視覚的に何かヒントがないかなどを考えて行
動したことで、当初想定していたよりも多くの情報を得ること
ができました。このように、限られた時間の中で最大限のパ
フォーマンスをすることの大切さを学ぶことができたと思いま
す。
現在私は就職活動中ですが、今回このフィールドワークに
よって、メーカーの営業職として働く魅力を感じることができ、
大変貴重な機会となりました。これまでは金融業界ばかりを
視野に就職活動をしていましたが、メーカーの営業職として
働くと面白さや難しさを体験することができ、より視野を広げ
ることができました。

2. NUS との共同プログラムで学んだこと
NUS とのプログラムを通じて、NUS の学生の何事にも積極的な姿を見て、私ももっと積極的な
行動をしていきたいと改めて感じました。NUS の学生は、学びに関しても、遊びに関しても、まさ
に「本気」という言葉が当てはまり、エネルギッシュな学生が多かったです。また、同学年とは思え
ないような主体的な言動や行動をとっていて、日本人学生も負けてはいられないと感じました。
中でも、学生のうちに起業しているという学生がたくさんいることに驚きました。名古屋大学では
起業する学生は一部しかいませんが、NUS では起業する学生を多く見かけ、挑戦する風土がで
きているように感じました。また、日本語研究会に所属している学生は、日本文化にかなり精通し
ており、日本人よりも日本文化のことを知っているようでした。好きなことをとことん突き詰める、そ
んな学生が NUS には多く、とても良い刺激を受けました。
最も印象に残っていることは、多くの日本国民からも愛されて
いる POKKA さんの工場見学です。シンガポールのスーパー
へ行った際に、POKKA さんの製品がスーパーの棚一面に並
んでいるのを見て、シンガポールでの市場がここまで拡大した
理由を知る機会になるのではと、工場見学の機会を楽しみにし
て向かいました。
実際に工場に訪問をして企業の方のお話を聞き、試飲をさせ
て頂き、海外進出における現地社員の方との協力がいかに重
要かを認識しました。POKKA では飲料の味の調整を現地社員
の方に任せていることで、シンガポール人の嗜好に合う製品が
作れているのだと知りました。実際に私たち日本人が試飲して
みると、日本人の嗜好には合わない味のように思いました。現地社員の方と信頼し合い、良い関
係が築けてきたからこそ、POAKKA さんはシンガポールでここまで市場を拡大することができた
のではないかと感じました。
また、ヤクルトの工場見学も印象に残っています。シンガポールでは様々な味があることが好ま
れるため、シンガポールのみブドウやオレンジなど様々な味のヤクルトが生産されていました。ヤ
クルトにおいても、シンガポールの文化や嗜好に合わせて味を考えて対応しているからこそ、売り
上げが伸びているのだと感じました。
3. プログラム全体の感想
このプログラム全体を通して良かったことは、普段の大学の学習では経験できないような経験
ができたことです。特にフィールドワークでは、IKEX さんや JETRO さんが実際に働かれている
近くでワークを行うことができ、より実際の営業に近い体験ができたことが、とても良い経験となり
ました。このプログラムを終えて、自身の成長を感じ、改めて参加してよかったと思いました。

名古屋大学 経済学部経済学科 2 年
伊藤 沙也加
1. Field work について
Field Work の内容
株式会社イケックス工業さんと共同で、Patatto という折りたたみ椅子のシンガポール市
場への進出についての調査を行った。私の班は主に競合商品について調査し、それを踏まえ
この商品をどのようにシンガポールで売り出すべきかについて考察した。
○事前調査○
まずシンガポールに行く前に事前調査として、日本で Patatto がどのように売られてい
るかを販売されている店舗に見に行った。同時に日本で売られている競合商品についても、
インターネット通販サイトや、雑貨屋、ホームセンター、百円ショップなどを回り調べた。
日本では折りたたみ椅子はたくさんの種類が売られており、価格、デザイン、耐荷重におい
てそれぞれ特徴が異なり、消費者は豊富な品ぞろえの中から選ぶことができる。すなわち日
本では Patatto の競合商品の数は非常に多く、国内の折りたたみ椅子の市場は大きいもの
だと考えられる。
そして次に、シンガポールでの Patatto(折りたたみ椅子)の使用可能性について予測をし
た。日本では折りたたみ椅子はアウトドアをはじめ、人々の生活の中で使用する場面が多々
考えられる。一方シンガポールには山へキャンプに行く習慣や日本のお花見のような文化
がない。気候、地形、生活、文化の違いから Patatto を使用するシーンが日本とは異なり、
限定的になるのではないかと考えた。
さらに、ネットで模造品が販売されているため、それについてもどこで販売されているか
を調べた。いくつかのネット通販サイトで、デザインはほぼ同じだが、値段の安い中国製の
模造品が見つけられた。
これらの事前に調べたことを踏まえて、現地での調査を行った。
○調査一日目(2 月 22 日)○
調査一日目は、日本で事前に目星をつけていた店舗を回り、競合商品になりうるものを探
す調査を行った。また、その際店員さんに Patatto を見ていただき、聞き込み調査も同時に
行った。この日は NUS の学生さん達にも協力してもらい、オーチャード周辺を案内しても
らいながら日系デパート、雑貨屋、＄２ショップなど様々な店を回った。調査を行う中でま
ず気づいたことは、折りたたみ椅子自体が販売されていないということだった。大衆向けの
生活雑貨店でも、折りたたみ椅子はおろか、アウトドア製品さえ売られていなかった。この
日の調査ではシンガポールでは生活の中に折りたたみいすを使う場面がほとんどないため
需要が小さく、競合商品の数が非常に少ないこと、すなわち折りたたみ椅子の市場自体が小
さいことがわかった。事前調査で日本よりも折りたたみ椅子の使用用途が少ないことは予
想していたが、街のいたるところにベンチがあることや若者が芝生に直接座るのに抵抗が

ないことなど、他にも市場が小さい要因を現地で見聞きすることを通して知ることができ
た。私たちがこの日回った店舗の中で、競合商品を見つけることができたのは、＄２ショッ
プとアウトドア専門店のみであった。また、店員さんから比較的良い反応が得られたのはア
ウトドア専門店と画材ショップだった。よって、同じ商品でも日本とは全く異なる売り方を
する必要があり、私たちはシンガポールでは Patatto を大衆向けではなく、より明確なター
ゲットを定め、ニッチな市場で売るほうがよいのではないかと考えた。
○調査二日目、三日目(2 月 22,23 日)○
そこで二日目以降はターゲットを絞り、消費者に対
して調査をした。一日目の調査結果を踏まえ、外でス
ケッチをする人と写真を撮る人の二つにターゲットを
決めて調査を行った。前者は美大へ行き、そこで出会
った生徒さん達に、後者は植物園(Botanic Garden)に
てカメラで植物や風景の写真を撮影している人にイン
タビュー調査を行った。被験者に Patatto を実際に持
ってもらい、座ってもらうことで、より具体的なアイ
デアを得られた。前者では、美大生は頻繁に外にスケ
ッチを描きに行くことがあるため、リュックに
Patatto を入れて持ち歩けたら便利だ、というような
ポジティブな意見をいくつか聞くことができた。一方後者からは、撮影の時に椅子を持ち歩
くことがないという意見が多くみられた。二日間の消費者調査を経て、両者のうち、美大生
のほうが興味を示してもらえることが多かったことから、結論として芸術への関心度が高
い人々が集まる、画材ショップ、美術館の土産店、美大の購買などで販売することで、この
商品の売れる可能性が高くなるのではないかと考えた。
23 日は調査だけでなく、POKKA さんを訪問させていただいた。シンガポールに進出す
るときのお話から、現在行われているシンガポール政府主導の糖尿病対策のための砂糖減
量への対処のお話まで、企業について幅広く教えていただくことができた。POKKA の商品
はシンガポールの飲料のシェアでトップを築いている。スーパーに行くとズラリと POKKA
の商品が並べられており、ショッピングモールにある自動販売機も POKKA の商品が一面
並んでいる。シンガポールの国民に好まれる味を徹底的に研究していること、お客さんにと
って商品を身近なものにする工夫をしていること、イスラム教の人々が安心して口にでき
るように HARAL の提示をすること、最近では政府の糖尿病対策にもその改善に積極的に
取り組んでいることなど、シンガポールの市場に合わせた商品提供や経営戦略を行うこと
で、シンガポールで皆に愛される会社に成長したことがわかった。シンガポール人の好みや
生活を深く研究することの重要性を学ぶことができ、自分たちの現地調査においてもこれ
らの点を重要視する必要があると思った。

現地調査で学んだこと
この調査を行い、現地でしかわからないことがいくつもあると強く感じた。というのも、
実際に行く前までは日本とシンガポールは共にアジアの先進国であり、国民の所得が高い
点や資源の輸入大国である点など、国の豊かさにおいて共通する部分が多く、これまで数々
の日本企業が進出していることから、今回の調査対象である折りたたみ椅子の市場も似て
いるのではないかと思っていた。しかし、現在シンガポールの人々の生活の中に折りたたみ
椅子を使用する場面がほとんどなく、大衆からの需要が小さいことから、日本とシンガポー
ルの市場は全く異なっていることが分かった。この理由を探るべく、シンガポールの気候、
地理、文化のみに限らず、NUS の学生さん達やインタビューを受けてくださった方々の話
からリアルなシンガポールの暮らしを知り、実際に自分の目で街の景観を見ることで、そこ
から感じることや気づくことがたくさんあり、現地調査を行うことの意義深さを感じた。
将来に生かしていきたいこと
企業の方と共同で実際に現地調査を行えたことは、海外の市場を知るうえで実践的な勉
強であり、自分たちにとって非常に貴重な体験だった。日本国内にとどまった調査のみでは、
先入観・偏見で物事を捉えてしまいがちである。海外で現地調査を行うことは、時間もコス
トもかかるが、それ以上に現地の人の声を聴くことは価値のあるものだと今回の経験で学
んだ。これから社会に出ても、ここでの経験を活かし、必要な時は積極的に海外へ行き、先
入観や偏見のない、広い視野を持てるようになりたいと思った。

2. NUS での活動内容と学んだこと
○2 月 26 日○
この日は NUS Business School でのオープニングセッションの後、
Yamato を訪問した。
シンガポール国内では日本でも最近話題になった宅配ロッカーやコンビニ受取りなど、地
域の流通(local distribution)が非常に充実していることがわかった。また、中国からの荷物
が多く、近年中国シンガポール間でのトラック輸送も行われていることから、ヤマトでは周
辺地域全体とのコネクションを強化する試みがなされている。シンガポールは国土が小さ
いため国内の宅急便サービスを充実しやすく、国外でもアジアの主要都市と近いという地
理的な優位性から、物流において競争力をつけやすい場だと思った。
そしてこの後は HDB を訪問した。展示場で色々な大きさの部屋に入って、シンガポール
の人の暮らしが少し垣間見ることができた。
NUS に戻り、Japanese Studies Society の方たちにキャンパスツアーと Singlish の授業
をしていただいた。Singlish の独特なイントネーションや訛りは、日本でアメリカ英語ばか
り聞いていた自分にとって聞き取るのは最後まで難しかった。シンガポールは多民族国家

であり、色々な言語が入り混じって Singlish ができた背景を学び、とても興味深かった。
この日の最後は NUS Business の先生と学生さんたちが私たちのために Welcome Party
を開いてくださった。学生同士の交流は本当に楽しかった。自分と同じ年代のシンガポール
の学生が、普段どのような学校生活を送っているのか、何を学んでいるのか、休みの日に友
達とどんな遊びをしているかなど、たくさんの話を聞くことができた。とても有意義な時間
を過ごすことができた。
○2 月 27 日○
この日は午前中ヤクルトの工場を訪問した。ここでとても印象的だったのは、日本のヤク
ルトは味が定番の一種類しかないが、シンガポールでは国内限定で数種類のフレーバーを
製造していることだ。ヤクルトのビジネスモデルはどの国でも同じ方法で行うことを基本
としているが、これについてはシンガポールのオリジナルである。これはシンガポール人の
嗜好に合わせた取り組みで、一つの商品に色々な味を好むシンガポールのお客さんの要望
をかなえるために、この商品が誕生したという。ヤクルトはシンガポールでは非常に人気の
高い商品で、
NUS の学生に聞い
たところだれもがヤクルトを
知っていて、どのフレーバーが
好きかを教えてくれたように、
日本のヤクルトはシンガポー
ル国民の多くに受け入れられ
ている飲料であることがわか
った。現地の人の声を大切にし、
要望に柔軟に合わせることは、
海外で日本企業が成功するた
めに最も重要だと感じた。
午後は NUS に戻り、シンガポールの社会と経済についての講義と、クラウドファンディ
ングによる起業についての講義を受けた。起業についての講義は、NUS の卒業生で起業家
の方に講師をしていただき、とても貴重な経験だった。また、その後 NUS の学生らと一緒
にグループワークと短い発表を行った。これについては「印象に残った場面」で再び詳しく
述べるとする。
○2 月 28 日○
午前中は Monetary Authority of Singapore でギャラリーツアーを行った。ここではシン
ガポールのお金の歴史や為替管理制度について学んだ。ホーカーセンターで昼食を取った
後、Urban Redevelopment Authority と Land Transport Authority を訪問し、ガイドツア
ーを行った。両方ともシンガポールの歴史を学ぶことができた。シンガポールが戦後どのよ

うにして独立を果たし、現在の近代的で美しい街並みができるまでどのような都市開発と
陸上交通の発達の変遷をしてきたかを知ることができ、興味深かった。
○3 月 1 日○
最終日は NUS でクロージングセッションを行い、本プログラムでの活動の振り返りのプ
レゼンを発表した。NUS Business の副学部長さんからお言葉をいただき、プログラムは無
事終了した。
最も印象に残った場面
NUS で過ごした 5 日間の中で、27 日の Entrepreneurship の講義とグループワーク・発
表の時間が特に印象に残っている。現役の若い起業家の方のお話を聞くのは、日本ではでき
ないとても貴重な体験だった。また、講義を聴いた後は講師の会社の今後の経営戦略につい
てグループワークと発表を行ったのだが、そのとき一緒にグループを組んだ NUS の学生ら
は議論があまりにもスピーディーかつ明確で、私は言いたいこともほとんど言えず圧倒さ
れるばかりだった。また、彼らは自分でいくつか起業をしているそうで、シンガポールでは
学生の間は国や大学がそれを支援してくれるという話を聞き、さらに驚かされるばかりだ
った。その場でほとんど何もできなかった自分の無力さはとても悔しいが、ものすごく引き
つけられる講義を受けることができたことと、海外の学生は積極的に学んだことを実践に
移していることを見ることができたことは、自分にとって意義深いものだった。

3. プログラムについての感想
プログラム中、毎日非常に充実して過ごすことができた。このプログラム全体で一番良か
ったことはやはり NUS の学生さん達との交流であると思う。自分と同年代の海外の学生が
どんな勉強をして、どんなことを考えているのかを知ることは、一番関心があったし、刺激
になった。彼らの優しい心遣いのおかげで、毎日が本当に楽しく、シンガポールで新しいた
くさんの発見をすることができた。
最後に、このプログラムを支えてくださった方々に心からお礼を申し上げたいです。本当
にありがとうございました。

名古屋大学 経済学部 1 年
小林 達矢
フィールドワークで行ったこと・学んだこと
株式会社 IKEX 工業から与えられた課題は、
「PATATTO が海外進出をするべきか、そう
でないか」であった。それに当たり、私たちの班は
「PATATTO の競合他社」
、また「模造品との差別化」につ
いて調査を行った。初日は、数多くのお店が軒を連ねるオ
ーチャードに足を運んだ。そこでは高島屋を始めとした日
本系列店や、プラザ・シンガプーラなどの現地の大型ショ
ッピングモールを巡り、主に店員さんに声をかけ、
PATATTO に関する意見を伺った。事前学習でターゲット
をアーティストとフォトグラファーに絞り、２日目はホテ
ルからほど近い LASALLE 芸術大学に行き、先生や学生の
人に意見を伺った。３日目には、フォトグラファーに話を
聞くべくボタニック・ガーデンに行き、カメラを持ってい
る人々に声をかけた。ここでの重要な経験として、何も知らない人にどのように英語で声を
かけて質問に答えてもらうのか、その難しさを学んだ。店員さんは丁寧に答えてくれる方が
多かったが、ボタニック・ガーデンにいた現地の方は「忙しいから」と回答してくれない人
が多かった。当然ではあるが、知らない外国人から突然アンケートに協力して欲しいと言わ
れ、丁寧に回答してくれる方が珍しいだろう。そこで、先輩の発想であったが「１分ぐらい
で終わります」と、あらかじめ手短なアンケートであると伝えると、相手の方も答えてくれ
る人が増えた。また、何か製品を持った状態で話しかけると、セールス・パーソン的なイメ
ージを相手に与えかねず、初めは製品を見せずに話しかけることもアンケートをとる上で
気にすべき点であることを学んだ。また、製品を“どう見せるのが良いか”ということも学
んだ。PATATTO に関して、現地の方の多くの意見として「大サイズは大きすぎるから小さ
いサイズがあると良い」というものがあった。そこで、そういった感想を得た後に小サイズ
のものを見せると、
「これだったら鞄にも入るし便利だね」などといった、より踏み込んだ
ポジティブな意見を得ることができた。他にも、PATATTO を展開する前の段階で一度見せ
た後に、開いてイスに変形させるとより相手の興味を引けるということもあった。

私たちは株式会社 IKEX 工業とのフィールドワーク以外にも、様々な企業を訪問した。
その１つがヤクルトである。そこを訪れた際、
日本にはないグレープなどの味を売っている
ことを企業の方に伺った。これは現地の人々の
味覚に合わせて、需要が見込めるものを調査し
ていった結果たどり着いたものだ。他に訪れた
POKKA では、現在シンガポールでは糖尿病対
策として砂糖の使用に規制ができており、それ
に合わせて飲料水を作ったり、選別したりして
いるというお話を伺った。ヤマト運送では、シ
ンガポール人の共働きという現状に合わせた、荷物受け取りの時間区分を設定しているそ
うだ。これら３つの企業とも、海外進出するにあたって、日本でのサービス、商品をそのま
ま適用するのではなく、現地の人々にニーズに合ったものに作り替えることで成功を治め
られているということを強く感じた。
今回の様々な企業とのプログラムを通して学んだこれらのことは将来、私が企業で製品
販売及び、海外進出に関する経営戦略を立てる際に必ず役立ってくる経験になったと思う。

NUS とのプログラムで学んだこと・印象に残ったこと
私は現在漠然とした考えではあるが、在学中に１年間のアメリカへの長期留学をするこ
とを志している。それは、アメリカの自由な国風に惹かれてである。しかし、私には外国で
の学生生活をするには足らないものが多いことを外国人と触れるたびにいつも感じる。こ
の NUS でのプログラムの中では、それをより鮮明に感じた。NUS での２日目の日程に、
起業家の方のお話を伺い、NUS の学生とディスカッションを行うというプログラムがあっ
た。まず、起業について重要な７つの教えを聞き、その後、２０人弱でフリー・ディスカッ
ションをした。その際に、NUS の学生達は気になったことをためらうことなく起業家の方
に質問し、議論を深めていった。名古屋大学の先輩にも質問をした人もいたが、私を初め残
りの多くは思ったことも話せぬまま、NUS の学生達が話しているのを聞いているだけであ
った。私が足りないと感じているのはこれである。この積極性が私には欠けている。その後、
日本人の学生があまり話さないので４，５人程度の３班に分かれてブレイン・ストーミング
をした。そこでも私は、先輩の力を借りながら議論に参加できたに過ぎなかった。ただ、ひ
たすらに NUS の学生の経済戦略的な思考力、また外国の授業の雰囲気に至らなさを痛感し
た。

だが、そんな中だからこそ学んだこともある。それは、一歩踏み出すことの大切さである。
話し合いの後、班ごとで発表をし、それに対する質問やコメントをする時間があった。その
時に、私は何か言わなければならないと感じ、どこかで嫌だなと思いつつも発言した。する
と、ただの私のコメントに対しても、発表班の人がきちんと意見をくれ、先ほどまでの嫌な
気持ちが嘘のように、言って良かったという気持ちになった。黙っているだけでは、いても
いないのと同様であり、何か考え話してこそ意味があると思った。それが良い意見であるに
越した事はないが、たとえそれが下手な意見であっても言うことが大事なのである。それだ
けで、心持ちが上を向くことにつながる。これは、分かってはいたことであったが、この授
業を通じてより実感として得ることができた。これは前述した長期留学するにあたっての
大きな障壁である授業での積極性に対する心持ちを軽くしてくれた。これからは今回学ん
だ考え方を、いつでも大切にしたいと思う。
次に、私が NUS で一番思い出に残っていることについてである。それは、NUS 初日の
ウェルカムディナーの時のことだ。そこでは NUS の学生が、私たち名古屋大学生を迎える
ために簡単なゲームを始めとして、様々なイベントを企画してくれていた。その中の１つが
旧正月を祝う「ローヘイ」だ。大勢で１つ
の皿を囲み、合図で皿の上に盛られた、願
いが込められた具材を箸ですくい上げる
日本にはない祝い方。今まで海外に行った
ことがなかった私にとって、このような海
外の文化を実際に体感できるのはとても
楽しく、また興味深いことであった。加え
て、これより前に行った飲食店で、現地の
家族がローヘイを行っているのを見て、私
はその時からやってみたいと思っていた
旧正月を祝う「ローヘイ」
。皿に盛られた具材

ために、あの時の楽しさは一塩であった。

他にも、文化体験で思い出に残っていることがある。それは、NUS の JSS というサーク
ルの学生に教えてもらった“シングリッシュ”だ。シンガポールは英語、中国語、マレー語
などの様々な言語が混在しており、それが混ざることで新たな言語が生まれている。一例と
して、「Walao eh」という単語があり、これは日本語で言う「やばい」に相当する単語だ。
これに見られるように、シングリッシュは言い方次第で意味が変わってくる単語があり、興
味深く学んでみたいと感じた。
これらのように、多くの文化体験ができとても思い出深かった NUS での日々であった。

プログラム全体の感想・良い点・改善点
今回のシンガポール派遣プログラムを通して思うことがいくつかあった。良かった点と、
悪かった点について分けて書いていく。
まずは良かった点だ。たくさんあったが、特筆すべき事としては、プログラム全体として
のバランスである。全１０日間の日程の内、前半は株式会社 IKEX 工業からいただいた実
践的な調査活動、１日の自由時間を挟み、後半はシンガポール国立大学での学生交流、及び
授業を受けた。このように、商品に関してのフィールドワークだけに徹するのではなく、ア
ジアでトップの大学生と交流することもできる。どちらも、名大の経済学部にいたとしても
なかなか体験できないことであり、そこで学んだことはこれからの私のキャリアに役立つ
であろうものばかりであった。例えば、NUS の学生達とのディスカッションについてだ。
まず起業家の方の話を伺った後で、全体で自由に意見を出し合う時間が設けられた。NUS
の学生達は、次々に考えたことを質問、共有し活発的に議論を進めていった。私は、彼らの
経済的な視点や、論理的な思考に自らの足りなさ、日本の授業風景との違いを肌で感じた。
このことが、現在私の日本的な意識を変えるにつながった。たった１０日の研修ではあった
が、その内容は大変充実していたと強く思える素晴らしいプログラム設計であった。
次に改善して欲しいと思う点だ。それは、もう少し実践的な活動を増やして欲しいという
ことだ。今回の研修では、シンガポールで活躍されている POKKA、ヤマト運輸、そしてヤ
クルト、またシンガポールの金融庁である MAS などの様々な企業を訪問し、お話を伺った。
MAS などのシンガポール企業は、文化や生活の違いを学習できたという意味で満足してい
る。しかし日本企業の訪問では、海外進出の難しさなどは学べたが、大いに役立つものであ
ったかと聞かれれば、役立ったとは言えない。そのため訪問する日本企業数を減らし、その
代わりにシンガポール企業などをもっと訪れるようにした方が学習になると思う。

Name: TANAKA Moeka
Affiliation: International Economics (B3)
1. What you have done on field work? And what you have learned through that? What could
be useful for your future career?
Our task was finding whether IKEX, which makes folding chairs, should expand his
business in Singapore or not. Especially, my group had to think about what IKEX should do
to sell folding chairs in Singapore. For example, how to use it, where to sell it, how to sell it
and who can buy it. And we wanted to know the demand for this product, so we did face to
face interviews as a field work.
*Day 1*
We interviewed in the front of Takashimaya at Orchard Rd. We asked questions below:
1 What do you think this is? (We gave interviewees closed PATATTO.)
2 How do you feel after you know this is portable chair?
3 What is the most characteristic point of this chair?
4 Where do you think you can buy this chair?
5 When or where is this useful for you?
6 How much can you pay for this?
7 This is sold at 20 dollars in Japan. Now, how much can you pay for this?
8 These are choices. Please choose all you want to buy this product. (These choices are based
on presurvey in Japan.)
e.g. gift, bag, event, travel, picnic and others
Though this interview, we found assembling portable chair was very attractive for
interviewees and “made in Japan” allowed them to pay at higher price. Moreover, we
understood young people tended to use this product for picnic. So, we asked more specific
questions. (Where do you go for picnic? Who do you go with? How often?)
*Day 2*
We wanted to know where we sell PATATTO for picnic, we went to outdoor shop in
suburban area. There we asked clerks about selling this product for picnic. Then we were
surprised because the style of picnic in Singapore is different from that of Japan. When
young people go for picnic, they often sit on the grass (or on the mattress) and ask to deliver
foods and drink. So, they do not do shopping to prepare for picnic.
*Day 3*
Based on Day 1 interview, we went to botanical garden to know the style od picnic in
Singapore. We understood families or group of mother friends with their children had a
picnic and could not see young people who had picnic. And the style was like Japan. They
brought drinks, foods and snacks in woven baskets from their house. As we could interview
people who had picnic, we got the hints for how to sell this product and where this should
1

be sold.
I learned 2 things from field work. First, it is important to think about how
interviewees see us. At the beginning of field work, we could not catch pedestrians and felt
anxiety. However, I thought if I had a sad face, team member felt more anxiety. So, I tried
being smile and enjoying field work. And we thought what we should tell them to relieve
their doubts about us, we begun to tell them ①we were Japanese students ②they did not
have to buy this products through this interview ③this interview took only 1 minute.
Therefore, we could interview 40 interviewees and get much first-hand information which
was different from Japan. I think to think objectively is needed for job hunting (how I should
appeal myself to companies) in near future. So even in the case which is difficult to answer
questions, I always am smiling, and I keep trying in business like sales works.
Second, I conformed there are differences between
countries. I could not meet fresh ideas in ordinarily
life in Japan, so being broken my common sense
was great fun. In the future, I want to work
concerned with foreign workers. Then I think I can
put my learning to practical use, and I want to
recognize the differences each other.
2. What you have learned through program with NUS? What is the most memorable
moment?
*program*
・Yamato RHQ visit – I learned the logistics mechanism and challenges which Japanese
company tries in South Asia.
・HDB – I learned the difference of house style in Singapore and Japan. It was fun to know
that the toilet and shower in same room and that people put off their shoes outside of their
house.
・ Yakult Factory – I learned how they could expand their business in Singapore and
importance to adapt local culture and ideas.
・Lecture – I thought I must study English harder to work in the world because I sometimes
could not understand what they are talking about. This is my problem.
・MAS – I learned how they spread their own country’s bills and try next IT society in money.
・URA – I learned how Singapore developed their economy with expand of land, and made
effort to maintain enough water.
・LTA – I learned the difficulties between making new transportation and protecting nature
and life.
I learned NU students’ passions for study. I was surprised because some friends have
started their business while they study in university. In Japan, it is not usual to think about
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real business and start an enterprise because many students think university is for study
and they want to join the company after graduation. For me, I have never thought I start
my new business. However, in Singapore, students can get support for starting their
businesses from countries or universities, and they put their learning and ideas into practice
and have aims to lead Singaporean and world economics.
Though this program, I conformed lack of aim to lead Japanese economics and passion for
study. Therefore, following their passion, I want to study harder in university (where I may
be able to study society at last?) with intellectual curiosity.
Most memorable moment was Singlish lesson by NU students. They taught us Singlish
with attraction, so we could enjoy their lessons. However, I thought Singlish was difficult
because sometimes they speak Chinese words while they were talking in English. And I was
very happy to know NU students have much
information about Japan and Japanese culture.
Moreover, they like Japan. It is most pleasant
things for me. Therefore, I will study about
Singaporean culture for their coming to Japan in
July, and the next time I want to enjoy the talk
about Singapore.
3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the program?
I want to thank all people who cooperate me because I enjoyed this earning program very
much.
・interviewees – Although they were busy in their job or went to shopping with their families
and friends, they answered our questions in detail and kindly.
・NUS students and teachers – They came out to the airport and welcomed us. Although
they have classes or must study for examination in first week, they found the time and
helped us with doing face to face interview. They took us to shopping and treated us to many
delicious Singaporean foods. They held nice welcome party and we enjoyed Singaporean
culture, talks and games.
・ NU students and teachers – When I felt
anxiety for my work, they advised me and
worked together. Without these support, I think
I could not try harder.
・ University – They supported us in all
respects.
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NUS 派遣レポート
名古屋大学 経済学部経営学科
2 年 河野 巧
１. フィールドワーク
今回のシンガポール派遣にあたって、我々の班には株式会社イケックス工業（以下 IKEX）
さんからある課題が与えられていた。その課題とは PATATTO という折り畳みイスをシンガ
ポールのどこで、誰に、どうやって売るのが良いのかを調査することだった。そこで、私た
ちはまず、シンガポール高島屋の前で道行く人々に対してアンケート調査を行った。
PATATTO の価格の妥当性と現地の人がイメージする PATATTO の用途を調査することが目
的であった。しかし、ここには一つの大きな問題があったのだ。それは、高い確率でアンケ
ートを断られてしまうということだ。勇気を出して声をかけたにもかかわらず、にべもなく
通り過ぎられてしまうのは、正直かなりつらいものがあった。それでもめげずに声をかけ続
ける中で、コツのようなものが見えてきた。私たちが日本から来た学生のグループであるこ
と、製品の販売ではなく調査が目的であるということ、アンケートは短い時間で終わるとい
うこと。この 3 点をうまく伝えられた際は、比較的話を聞いてもらうことができた。休憩を
はさみながら合計で 4、5 時間ほど調査を行った結果、最終的に 30 組分の回答を手に入れる
ことができた。アンケートによると、全体の半分である 15 組はデザインの良さや日本製で
あることを評価し、設定価格と同じかあるいはそれ以上の価格を提示した。一方でもう半分
の人々は IKEX さんが設定した価格である、約 23 シンガポールドルを高めの価格と評価し
ました。しかし、ブランドイメージを作りあげたいという IKEX さんの強い要望もあり、価
格を下げることは現実的ではなかった。この結果から、いかに付加価値を現地の人々にアピ
ールできるか、ということが重要になってくるように私は感じた。また、用途に関した項目
では、半数以上が PATATTO はピクニックに使えるのではないかと回答した。ここから私た
ちはピクニックの中に PATATTO の需要があると仮定して、
その後も調査を進めた。
しかし、
その後の調査によって浮かび上がってきた事実はあまり思わしいものではなかった。調査を
進めていくうちに、私たちの中である疑問が芽生え始めた。
「そもそもシンガポールには折り
畳みイスの市場など存在しないのでは？」というものである。そんな最中に、土井先生から
伺った話が強く印象に残っている。曰く、
「君は靴のセールスマンだとしよう。そんな君が仮に靴を履く文化がない国を見つけたとし
たら、どう思うだろうか。この国には靴の需要はないと思うだろうか。それとも、君が靴を
履くことのメリットを伝え、靴というものを魅力的に見せることができれば需要が生まれる
と思うだろうか。要は捉え方一つである。市場がないから売れない、ではなく市場を作りだ
すことができれば売れる、と考えるのはどうだろう。」
この話を伺ったとき、私の中にまた別の話を伺った記憶がよみがえってきた。
「人生の成功の方程式は、能力×熱意×考え方である。どれだけ才能や熱意があっても、マ
イナスの考え方をしていては事が悪い方向に転じてしまう。プラスの考え方をすることが重

要である。
」以前講義に来てくださった株式会社 MTG の社長がおっしゃっていた言葉だ。こ
のことを聞いた当時は、そりゃそうだとわかったつもりでいた。しかし今回、土井先生の話
によって、ようやくうわべだけの理解ではなく、地に足のついた理解をすることができたよ
うに感じる。事実を受け止め、どうと捉えるか。このことは私が今後社会で活躍するために、
非常に大きなカギを握っているはずである。今はまだネガティブな思考をすることが多い私
だが、少しずつプラスな考えをできる割合を増やしていけたらよいと思う。
２. NUS との活動
NUS の生徒に連れていってもらった URA
（Urban Redevelopment Authority）が、私の
中で強く印象に残っている。その理由は二つあ
る。一つは同行してくれたガイド役の女性の説
明がとても聞き取りやすく、わかりやすかった
こと。そしてもう一つは、シンガポールの発展計
画をとても面白く感じたことだ。ガイドの女性
の説明は、本当にわかりやすかった。彼女ははっきりと、大きな声で、ゆっくり僕たちに語
りかけてきた。そして話しながら僕たちを観察し、適宜単語の言い換えや補足説明を行った。
まさに、人に何かを説明する際のお手本のような話し方であった。日ごろ自分が行っている
説明と比較してみると、話をするテンポや聞き手の観察など見習うべきことがとても多いよ
う感じた。
シンガポールには、建国以来直面し続けている問題がある。土地と水の不足だ。私たちは、
シンガポール政府がいかにしてこれらの重要な資源の不足と向き合ってきたのかを学んだ。
政府は水不足を解消するために、マリーナ・ベイ・サンズの目の前に広がる大きな湾を巨大
な淡水の貯水槽へと作り替えた。長い年月をかけて徐々に海水を追い出すことで実現するこ
とができたそうだ。また、政府は土地の問題への対処として、現在三通りの開発プランを進
行中である。一つは埋め立てによる領土の拡張。国土の南東に位置する海を埋め立てていく
予定だそうだ。もう一つは建築物の高層化。現在シンガポールのオフィス街では、東京もか
くやというほどの高層ビル群を見ることができる。それに加え、埋め立てによって拡張され
た領土のいくらかには、高層のビルやマンションが建設される予定である。そして最後は地
下への進出だ。現在は主に地下鉄を走らせているだけだが、ゆくゆくは人間が生活できるよ
うに開発を進めていく予定だそうだ。では、これら開発計画の何を面白く感じたのか。それ
は、これらの開発計画が政府によってとても緻密に計画されたものという点である。シンガ
ポールは資本主義の国である。資本主義の国における経済活動は、基本的に市場参加者の意
思に基づいて行われる。対して、シンガポール政府が執っている厳密な発展計画は、二十世
紀の社会主義国で見られた計画経済のそれを想起させるものであった。資本主義の国である
にも関わらず、政府が建てた綿密な計画が国の発展に大きく関わっている。このギャップを
実に興味深く感じたのである。政府が自国の問題点をきちんと認識し、長期的な視点で計画

的に問題解決に取り組んできた。このことが今日におけるシンガポールの目覚ましい発展の
一因であるように私は感じた。
余談ではあるが、私がこの研修で一番心に残っているのは、NUS の生徒たち一緒にカラオ
ケに行ったことである。私は今までいわゆる“外国人”と会話をするとき、心のどこかに壁
のようなものを感じていた。しかし、今回の体験はその壁を壊すのに十分すぎるほどであっ
た。一緒にカラオケに行った生徒たちは、私同様に日本のアニメとゲームが大好きなオタク
たちであった。あの作品のここが良い、このキャラクターのこのセリフがたまらないなど、
たくさんのことを語り合い、互いの感覚を共有し
た。また、彼らと一緒に同じ曲を歌って盛り上がり、
言い知れない一体感を感じた。この経験から私は、
何かを好きという気持ちには国籍も言語も関係が
ないのだ、という実感を得ることができた。あの時、
あの空間で感じた感覚を私は一生忘れることがな
いだろう。
３. プログラム全体を通して
今回のプログラムでポッカさんを訪問することができたのは良かったと思っている。多く
の企業が海外への進出をもくろむ昨今、
「ローカライズ」は企業の海外進出において最も重要
なキーワードの一つになってきている。ローカライズとは、ある国に向けて作られていた製
品やサービスを他の国でも受け入れてもらえるようにすることを指す言葉である。ポッカさ
んへの訪問では、このローカライズの重要性を実感することができたように感じている。私
はシンガポールにいる間、あることに悩まされていた。飲み物の甘さである。シンガポール
の飲料は、日本の飲料と比べて甘いものが多い。例えば、かの有名な乳酸菌飲料「ヤクルト」
は、シンガポールでも日本と同じように販売されている。しかし、その味は日本が販売され
ているものよりも、わずかだが甘くなるように作られている。また、緑茶は日本では苦いの
が当たり前となっている。ところが、シンガポールの緑茶は甘いのである。初めて甘い緑茶
を口にしたときの驚きは、今でも鮮明に思い出せるほどである。このように、シンガポール
で甘い飲料が好まれるのには理由がある。実は糖分には摂取した人の熱生産機能を低下させ、
体温を下げることができる性質があるのだ。赤道に近い場所に位置し、年中うだるように暑
さに覆われているシンガポールで甘いものが好まれるのは、とても理にかなったことなので
ある。輸送手段や情報伝達技術の発達により、我々は世界中のどこへでも食文化を輸出する
ことができる。しかし、それぞれの土地にはその土地の気候や風土に合った文化というもの
がある。食文化の場合は使う食材や香り、味付けなどがそれにあたる。ポッカさんは現在、
シンガポールにおいて飲料の分野で非常に高いマーケットシェアを獲得している。それは日
本人の感覚ではなく、現地の人々の感覚に合わせて製品開発を行ってきたポッカさんのロー
カライズの努力の賜物であるように私は感じた。柔軟に現地のニーズに対応していくしたた
かさの重要性を学んだ思いである。
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1. What you have done on field work? And what you have learned through that? What
could be useful for your future career?
株式会社イケックス工業さんの折りたたみ椅子である PATATTO という商品をシンガ
ポールで販売できるか、というテーマのもと現地調査を行いました。私はシンガポールで
のこの商品の使用用途、どこで売るか、どうやって売るか、誰に売るかについて考え、ア
ンケート調査を行いました。事前準備ではどのような状況で使うために買ってもらえるか
を考えるため、日本人を含め出来るだけ多くの人にこの商品の印象をインタビューした
り、現地で行うためのアンケート項目の作成を行いました。商品について知れば知るほど
良い部分だけでなく、苦手な部分もみえてきて、いつの間にかその苦手な部分ばかりを見
てしまうようになりアイデアに行き詰っていました。しかし、自分がこの商品を気に入
り、本気で買いたいと思うようなストーリーを考えてみると自然とアイデアが思い浮かび
ました。自分の大切な人を思い浮かべてその人のためを思って考えたり、その商品を好き
になることがとても重要であると学びました。
１日目は TAKASHIMAYA の前でインタビューを行いました。最初は声をかけてとまっ
てもらえるかや、英語でのやり取りにとても不安でしたが、実際に行ってみるととても楽
しかったです。シンガポール人の学生にアドバイスをもらい、出来るだけ丁寧に失礼のな
い表現を使って話しかけるように気をつけました。また私たちが日本の学生グループであ
ること、製品販売ではなく調査が目的であること、短時間で終わることなどを強調して伝
えるようにしました。私の拙い英語にも関わらず、丁寧に答えてくれ、現地の人の優しさ
を感じました。午前中の終わりには、返ってきた質問に対して臨機応変に追加質問をした
り、質問内容を工夫する余裕も少し出てきました。お昼休憩を挟み、午前中の結果を踏ま
え方針を立て直し、新たな仮説を立て、インタビュー内容を変え、午後のインタビューに
移りました。午後は午前とは違い、インタビューの難しさを知りました。午前はある程度
予測していた答えが返ってきていたので聞き取りやすく、スムーズに進んでいたのです
が、地名やお店の名前を聞き取ることや、全く頭になかった意見などをもらうと戸惑って
しまうことがありました。しかし、商品を実際に見せ、回答者の反応が良かったり、性能
に驚いているのを見るととても嬉しかったです。事前に十分に準備すること、予測しなが
ら考えながら調査し臨機応変に対応できるようにすることを次の日の調査に生かしまし
た。
２日目はインタビューの結果からこの商品の市場をピクニックに絞り、関連商品を置い
ていると考えられるスポーツショップに行きました。類似品の価格を見たり、アウトドア

コーナー、子供用の用具が置いてあるブースを見たりしました。実際に定員さんにも商品
の印象やシンガポールでのピクニックはどんなものなのか、聞き取り調査を行いました。
シンガポールのピクニックは私のイメージしていた日本のピクニックとは大きく異なりま
した。シンガポールにピクニック市場はほとんどないに等しいということが分かりまし
た。またアンケートでは若い女の子がピクニックに使いたいと答えていましたが、日本の
ようにお弁当を作ったりといった準備をせず、また、頻繁には行わないということが分か
りました。アンケートでこの商品を買うと答えても実際はどうなのかというアンケート結
果と実情のギャップを感じました。私たちは新たにピクニック市場を作り出そうという考
えにいたり、ターゲットや売り方を具体的に話し合いました。一日目にインタビューを出
来たのは 30 人程度ですが、その際の反応や意見を参考に考えました。日本とシンガポー
ルでのピクニックの感覚の違いを知り、自分の感覚だけで
考えてしまうのではなく、文化の違いがあるということを
前提において考えるようにしました。
３日目はボタニックガーデンに行き、実際にピクニック
をしている人たちにインタビューをしました。自分たちが
これがいいんじゃないかと出した考えがなかなか難しいと
思う場面は多くありましたが、どんなに小さくても何かを
得てアイデアを発展させようと模索しました。シンガポー
ルの人たちが普段どんな生活をしているのかよく観察しま
した。1 日目、２日目とは違ったより詳しい意見が聞け、また新たな発見がありました。
インタビューをする中でシンガポールに住む人々と日本人の私では大きく感覚が違うこ
とを実感しました。自分の感覚にとらわれてアイデアを出すのではなく、この商品購入ま
でにシンガポールではどんなストーリーがあっているのか考えることの重要性を学びまし
た。今回のインタビューで学んだことはとても実践的で自分の将来につながることばかり
でした。何か考える時、プロジェクトを行う時、広い視野を持って物事を捉え、ここで学
んだ経験を活かしていきたいです。
2. What you have learned through program with NUS? What is the most memorable
moment?
NUS のプログラムでは政府機関を訪れたり、企業訪問を行ったり、講義に参加したりし
ました。企業訪問ではシンガポールに進出している大手日本企業を訪問し、お話を聞いたり、
工場を見学をしました。シンガポールがアジアでいかに重要な位置づけであるかというこ
とや、日本では見られないシンガポールならではの企業努力を知ることが出来ました。複数
の企業に行かせていただき、お話を伺いました。日本とシンガポールの文化的違いによる問
題点をどう埋めて企業を発展させるかという点にそれぞれの企業で特色があり、面白かっ

たです。例えば、シンガポール人と日本人の社員の登用の仕方が人数の割合や位置づけが
各々の企業で違ったのは興味深かったです。また、元々の企業の理念を守りつつ、その土地
にあった戦略をたてるというバランスが大切なのではないかと感じました。どの企業の方
も独自のこだわりや強い思いを持っており、とても勉強になりました。
私がこのプログラムの中で一番心に残っているのは、NUS の学生とディスカッションを
したことです。NUS の卒業生である起業家の方
のレクチャーを聞き、その後グループに分かれ、
その企業を将来的にどう展開させていくかにつ
いて話し合い、プレゼンテーションを行いまし
た。同じような授業を名古屋大学でも受けてい
ましたが、新たな発見があり刺激になりました。
私は今まで話し合いをしていると問題点にぶつ
かり、一旦議論が止まってしまい、少し考えて違ったアイデアを提案したり、どうにかでき
ないかと考え込む時間がありました。しかし NUS の学生との話し合いは止まることがあり
ませんでした。同じグループの学生は小さなことをきっかけにどんどんアイデアを出して
いました。誰かがひとつアイデアを出すとそれが何倍にも広がり、私にない観点から物事を
見ていました。広い視野を持っており、且、その企業の性格も捉えて意見を出していました。
講義を聞いて議論してアイデアを出し、プレゼンを作り上げる、一つのプロジェクトをやり
遂げるスピード感に驚きました。この授業を通して自分の知識や英語力、この議論における
至らなさを感じると同時に私もこんな風になりたい、もっと頑張りたいという感情が湧き
ました。将来、一緒に議論した NUS の学生のような人と一緒に仕事やプロジェクトをやり
遂げたいです。そのために英語を習得し、多くの経験を積みたいです。

3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the program?
このプログラムを通して、私は長期留学への願望が強まりました。主な理由として二つあ
ります。一つ目はシンガポールで日本とは違う文化に触れたことです。NUS で多民族国家
であるシンガポールの歴史を少し学んだり、JETRO さんでシンガポール政府の政策を学び、
新しい考えに触れることが出来、とても興味深かったです。インタビューや消費者の傾向を
調査する中で町の人を観察し、一部ではありますが、現地人の感覚や普段の生活様式を知る
ことが出来ました。もっといろんな人の文化や考えを知りたいと思いました。
二つ目は NUS の学生との交流です。NUS の学生とプログラムを行う中で、自分の至ら
なさを感じると同時に、将来この人たちとプロジェクトや仕事をしたいと思いました。クリ
エイティブで私とは違う観点から意見を言ったり、リードしてプログラムを進めてくれた
学生は私にとってとても魅力的でした。私もこれからもっと色んな経験を積んで、沢山のこ

とを学び、そう思ってもらえるような人になりたいです。
このプログラムを通して新しく触れることが多く、もっといろんな世界をみてみたいと
思いました。Monetary Authority of Singapore の訪問など、私にとって少し難しい内容もあ
りましたが、ホテル近くのスーパーに行って日本商品の価格を見たり、NUS の学生にシン
ガポールでメジャーなご飯に連れて行ってもらったり、何もかもが新鮮で面白かったです。
現地調査やインタビューは自分たちの思い通りにいかないことが多かったですが、多くの
ことを学ぶこと出来ました。この経験を活かしつつ、もっともっと様々なことを学んでいき
たいです。

Name: Ye Thuya
Affiliation: School of Economics

1. What you have done on field work? And what you have learned through that? What
could be useful for your future career?
For field work activity, our group decided to conduct short surveys at various places in
Singapore, such as Takashimaya and Botanic Gardens. Although the number of responses
from the public was disappointing, most of the data that we have collected were useful for
our project. In Singapore, the general public’s impression of conducting surveys or
interviews on the street is a little negative to say the least. This is mainly because there
are many people who stop random people on the streets for fake donations. To avoid such
situations, many people choose to ignore or are quick to just say no when people like us
stop them for genuine help to complete surveys. It did not help that we were carrying the
PATATTO product around as well because it made us look like we were trying to sell a
product to them. Therefore, we have to be very careful in choosing the right words to
approach people before they quickly turn us down. Learning on the spot to choose the right
words was more of a trial and error process. We
went from “hi” to “could you help us.” to “we are not
selling anything” to finally settling on “we are
students”. It was very important to kick away this
negative impression and quickly build an innocent
one that we were just students doing a project for a
Japanese company.

2. What you have learned through program with NUS? What is the most memorable
moment?
The most memorable activity in NUS program was the sharing of entrepreneurship
knowledge by Mr. Leong. He shared with us many interesting thoughts on his business
and starting up a new business in general too. He also took time to answer all of the
questions we had for him. Mr. Leong has a business called Boldr that sells watches as the
main product. Most of his customers are from foreign countries such as US. Since he also
relies on international suppliers to manufacture his products, we questioned his decision
to remain in Singapore and not move abroad. He explained to us that there were many
benefits, tax reliefs and government grants available for him as a Singaporean, especially
so since his product is an export product. These are the things that we can easily search up
on google but we don't, simply because we do not have the knowledge of it and experience
like him. I am thankful to him for sharing his knowledge like this with us. Other than this
session, it was a pity that we were not able to make it for the Singapore Law class as we
had a slight delay in returning from the Yakult factory trip. I was looking forward to this
class as it would undoubtedly be useful for me in the future. It was unfortunate but
nonetheless, the rest of the program like the above mentioned entrepreneurship session
more than make up for this loss.

3. What is good/bad about the program overall? Any comments throughout the program?
Personally, I felt that the NUS program was well-planned. We had everything of factory
visit, government agency visits and lectures. The NUS students also took time to
accompany us during this program, and even at nights to bring us out for dinner despite it
being the recess week where they had to study for their upcoming examinations. The
hospitality was great from NUS overall. My only suggestion is that I wish the program
was a day longer to fit in more sessions like lectures.

