
 

 

News  Release      

                                   平成２７年 ５月１５日 

 

日系研修「実践型 速習ＭＢＡ」の実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国別研修概要】 

 

 １．研修目的 

   研修員に、日本的経営を含む経営の理論と実践をＭＢＡ教科中心に、企業訪問と組み合わ

せる形で実践的に学ばせ、本研修を通じ、帰国後の日系社会の発展と移住先国の国造りに貢

献することを目指す。 

 

 ２．研修期間 

   平成 27 年 5 月 18 日（月） ～ 平成 27 年 5 月 29 日（金） 

 

 ３．研修日程 

   （添付資料をご参照ください） 

 

 ４．研修員 

   ブラジル国内企業、公社、自治体等職員 ８名 

 

 一般の方の参加は不可です。 

 

 

 本学インターナショナルオフィスは、独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施している日系

研修事業を受託し、日系ブラジル人研修員８名に、座学と香川県を代表する企業等への訪問を組

み合わせた実践的な研修を実施します。 

 日系研修事業は、わが国の大学等による日系研修員の受入れにかかる提案をうけ、JICA が、

これらの団体に日系研修員受入の実施を委託して行う国民参加型事業で、中南米地域への日本人

移住者子弟である日系人への技術協力を通じ、日系社会の発展と移住先国の国造りに貢献するこ

とを目的としています。 

 

� お問い合わせ先  

香川大学 インターナショナルオフィス 

客員教授 熊谷 信広 

TEL：０８７－８３２－１１７９ 

E-mail：kumagai@cc.kagawa-u.ac.jp 

（上記、不在の場合） 

香川大学 国際グループ チーフ 上田 幸司 

TEL：０８７－８３２－１３１８ 



9:30 ～ 10:30

10:30 ～ 12:00 香川大学

12:00 ～ 13:00 香川大学

13:00 ～ 14:30 香川大学

14:40 ～ 15:00 香川大学

15:00 ～ 16:30 香川大学

9:00 ～ 10:00

10:00 ～ 10:30 JR坂出駅

10:30 ～ 12:00 大和製作所

12:00 ～ 13:00 大和製作所

13:00 ～ 14:30 大和製作所

14:30 ～ 16:00 大和製作所

16:30 ～ 17:00 坂出市塩業資料館

9:00 ～ 10:30 香川大学

10:30 ～ 12:00 香川大学

12:00 ～ 13:00

14:00 ～ 14:30 （株）レクザム

14:30 ～ 16:00 （株）レクザム

9:00 ～ 10:30 香川大学

10:30 ～ 12:00 香川大学

12:00 ～ 13:00

14:00 ～ 15:00 （株）タダノ

14:00 ～ 16:00 （株）タダノ

16:10 ～ 17:00 平賀源内記念館

コースオリエンテーション(course
orientation)

5/21(木)

【講義】ケーススタディ：文化について
(lecture) Case study:culture

【講義】国際ビジネスについて
(lecture)International business

ランチLunch

【講義】（株）タダノ志度工場
(lecture)Outline of Tadano LTD

【視察】（株）タダノ志度工場
(observation)Tadano Factory

【視察】平賀源内記念館(obseravation)
memorial museum of Hiraga Gennai

【講義】日本式マネジメントについて
(lecture)Japanese manegement

【講義】日本経済について
(lecture)Japanese economy

ランチ lunch

【講義】（株）REXXAM企業について
(lecture) Outline of Rexxam company

【視察】（株）REXXAM工場視察
(observation) Factory of Rexxam

【視察】（株）大和製作所直営店舗
(observation) local shop of YAMATO Mfg.
Co., Ltd.

【講義及び視察】（株）大和製作所(lecture
and observation) YAMATO Mfg. Co., Ltd. -
Headquarters

ランチ　於：大和製作所 lunch at YAMATO
Mfg. Co., Ltd. - Headquarters

【実技実習】うどん麺づくり（株）大和製作
所(practice of making noodles) YAMATO
Mfg. Co., Ltd. - Headquarters

【講義】うどん店舗経営について(lecture)
noodle shop and management

【視察】坂出市塩業資料館
(obseravation)salt museum

開講式(歓迎昼食会）opening ceremony
(welcome lunch)

【講義】香川四国のビジネス事情について
(lecture)Kagawa and Shikoku business
situation

休憩

【講義】麺プロジェクト事業(lecture)
Noodle project

移動

5/18(月)

オリエンテーション

日付 時刻 研修内容 研修場所

5/19(火)

5/20(水)

研修日程
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日付 時刻 研修内容 研修場所

9:00 ～ 10:30 香川大学

10:30 ～ 11:30 香川大学

12:30 ～ 13:00 坂出駅

13:30 ～ 16:00 （株）鎌田醤油

～ 丸亀市

～

9:40 ～ 10:10 香川県鬼無植木盆栽センター

10:30 ～ 11:20 松田清松園

12:30 ～ 13:30

13:30 ～ 14:30 香川大学

9:00 ～ 10:30 香川大学

10:30 ～ 12:00 香川大学

13:00 ～ 14:30 日プラ

15:30 ～ 17:00 せとうち夢虫博物館株式会社

9:00 ～ 10:30 香川大学

10:30 ～ 12:00 香川大学

13:00 ～ 14:30 香川大学

15:00 ～ 16:30 香川大学

9:00 ～ 10:15 香川大学

10:30 ～ 15:00 KSB

15:00 ～ 16:30 香川大学

10:00 ～ 11:30 香川大学

11:30 ～ 12:30 香川大学

12:30 ～ 14:00 香川大学

5/30(土) ～

5/31(日) ～

移動：高松→

帰国

5/28(木)

【演習】プロジェクトワーク
(practice)project work

【視察】KSB瀬戸内海放送(observation)KSB
brod casting

【演習】プロジェクトワーク
(practice)project work

5/29(金)

レポート発表会（うどん経営）

5/26(火)

評価会(BKカード等回収）

閉講式

【講義】日本企業について
(lecture)Japanese Entrepreneurs

【視察】日プラ(observation)NIPPRA

【視察】新屋島水族館(observation)Yashima
Aquarium

【演習】プロジェクトワーク
(practice)project work

【演習】プロジェクトワーク
(practice)project work

【演習】プロジェクトワーク
(practice)project work

【講義】世界の自動車産業戦略
(lecture)Global Automobile strategy

【講義】人材育成（トヨタ方式）
(lecture)Human Resources(Toyota Way)

【視察】鬼無盆栽競り市オークション見学
(observation)Bonsai

【視察】松田清松園(observation)Matsuda-
Seisho-en;bonsai farmer

昼食 lunch

【講義】ビジネス計画について
(lecture)Business planning

5/23(土)
交流会（丸亀城、金比羅山）exchange
students activities(sight visit)

5/24(日) 資料整理(document preparation)

【講義】グローバルマネージャーとは
(lecture)What is Global Manager

5/22(金)

【講義】戦略について(lecture) Strategy

ランチ：亀城庵Lunch

【視察】（株）鎌田醤油（概要説明―工場見
学―人形館）(observation)Kamata factory

5/25(月)

5/27(水)
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