
海外ビジネス武者修行プログラム®

国公立・私立大学導入実績 単位認定指定プログラム

全国3,477名の大学生が参加したアジア新興国No.1インターンシップ*

今が変わる。将来が変わる。

＊2018年4⽉〜2019年3⽉期間、斡旋を除く受⼊れ⼈数実績（当社調べ）



1

株式会社旅武者（Tabimusha,�Inc.）社名

⼭⼝和也（Kazuya�Yamaguchi）代表取締役

●早稲⽥オフィス
〒169-0051 東京都新宿区⻄早稲⽥1-22-3�早稲⽥⼤学インキュベーションセンター内

●湯島オフィス
〒113-0034 東京都⽂京区湯島2-33-11岡⽥ビル2階

所在地

グローバル研修事業の運営
◎ ⼤学⽣向けグローバル研修「海外ビジネス武者修⾏プログラム®」の実施
累計実績3,477名（2019年10⽉現在）

◎ 企業の若⼿向けグローバル研修の実施
◎ 戦略⼈事・組織開発コンサルティング
◎ 採⽤⽀援

事業内容

ホームページ ●株式会社旅武者： tabimusha.com

●海外ビジネス武者修⾏プログラム®：mushashugyo.jp

会社概要
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●2000年、⽶系医薬品＆医療機器メーカーのマリンクロットジャパン株式会社（現⽇本メドトロニック株式会社）社⻑室
⼊社。後にマーケティング部へと異動。⽇本⼈初の⽶国本社勤務後、Business�Development�シニアマネジャーとして、主
にAsia�Pacific�&�Japan�地域において、事業アライアンスや製品上市戦略等を担当。2011年にはAsia�Pacific�&�Japan�地域に
て年間MVP�を獲得。
●これまで培ったグローバル経験を活かして、海外ビジネス武者修⾏プログラム®を創業し、2013年に独⽴。⼤学⽣向けア
ジア新興国インターン事業において実績No.1※となる。

代表取締役 ⼭⼝和也
早稲⽥⼤学⼤学院商学部専⾨職学位課程（MBA）修了（TOP10%�Distinguished�Student）
学校法⼈新潟総合学院 開志専⾨職⼤学 特別講師

●1999年より⼤⼿コンサルティング
会社でM&Aに従事し、カネボウやダイ
エーなどの企業再⽣に携わる。デロイ
トトーマツコンサルティング、アビー
ムM&Aコンサルティングシニア・ヴァ
イス・プレジデントを経て独⽴・起業。
●現在は、コンサルティング会社をは
じめ、複数の事業・会社を運営する傍
ら、執筆・講演活動を⾏っている。専
⾨は貨幣論・情報化社会論。

アドバイザー ⼭⼝揚平（⼭⼝和也の実弟）

ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社代表取締役
東京⼤学⼤学院学際情報学府社会情報学専攻修⼠

マネジメントボード（経営陣）

＊2018年4⽉〜2019年3⽉期間、斡旋を除く受⼊れ⼈数実績（当社調べ）

●⼤⼿メーカー、専⾨商社を経て
2001年より⼤⼿コンサルティング会社
に転職。前職の経験を活かし、住友商
事・三井物産や味の素、四国電⼒等の
⼤規模プロジェクトに携わる。
●2013年に退職し、夫とともに海外
放浪の旅へ。ベトナム・ホイアンで⼭
⼝和也と意気投合し、武者修⾏プログ
ラムのファシリテーターとして活躍。
●2019年４⽉に帰国、株式会社旅武
者の取締役に就任。取締役 遠藤まさみ

世界遺産探検家

著書：「そろそろ会社辞めようかなと思った⼈に、⼀⼈でも⾷べていける知識をシェアしようじゃないか」（2013年,�アスキー・メディアワークス）

「なぜゴッホは貧乏でピカソは⾦持ちだったのか」（2013年,�ダイヤモンド社）「ほんとうの株のしくみ」（2013年,�PHP⽂庫）

「10年後世界が壊れても、君が⽣き残るために今、⾝につけるべきこと」（2015年,�SBクリエイティブ）

「 1⽇3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法」（2019年,プレジデント社） 「新しい時代のお⾦の教科書」（2019年,筑摩書房 ） など
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新興国での超実践型海外ビジネス研修

弊社がベトナムで運営する店舗にて
全国から集まる⼤学⽣がチームを組み
新規ビジネス担当者として
新商品・サービス開発やプロモーション企画に
⾃分で考え、⾃分で⾏動し、カタチにし、顧客に届ける
リアルなビジネス体験学習プログラムです。

変態し、⾃⾛式エンジン®を積む

新興国ならではの予期せぬ事態や
チーム内でのコンフリクトなど、様々な困難に直⾯する中
⾃分⾃⾝の成⻑課題に向き合い、⾃⼰変⾰（変態）していく。
成果を出すために、⾃⼰変⾰や、全⼒を出すことを経験し
主体的に状況や⼈⽣を切り拓く⼒”⾃⾛式エンジン®”を積む。
それがプログラムのゴールです。

海外ビジネス武者修⾏プログラム®とは
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グローバル環境で存在感を発揮してほしい
起業以前にアジア太平洋地域で私が働いているとき、アジアで⽇本の地位が
急速に落ちてきていると感じたことが、武者修⾏®を始めたきっかけです。⽇
本⼈はグローバル環境において最弱なのではないかと感じたのです。
⽇本⼈は「○○⼈」という枠でくくってしまいがちで、「多様性の理解と活
⽤する⼒が弱い」ことが⽇本の弱さの要因だと捉えています。⽇本⼈は、異
なる価値観の中からよりよい第三の案をチームとして創り出すという点にお
いて、バリューを発揮できていない状況が多いように思うのです。

成⻑にフォーカスした、実践経験を積める
インターンがない…
現在のインターンシップの多くは、企業の「採⽤活動のための学⽣との接点
づくり」になっている⾵潮があり、企業側はいい⾯を⾒せることにフォーカ
スし、ビジネスのリアルを伝えたり、学⽣の成⻑を重視した就業機会には
なっていません。また、ビジネス案を競い合う「ビジネスコンテスト」にお
いても、企画まではしても、実⾏まで経験できることはほとんどありません。
これで本当に起業や仕事を理解し、成⻑することができるのでしょうか？

ビジネスを分かって就活しないと、後悔する
プロフィールには書いていませんが、私は新卒でブラック企業に⼊ってし
まった経験があります。サービス残業が多いというだけでなく、暴⼒が横⾏
するような企業でした。その会社は千⼈以上の従業員がいて、「これから新
規事業を始めるからその部署に配属する」「上場を⽬指していて、株も従業

員に買わせている」と⼊社前に謳っていて、やる気に満ちた当時の私にとっ
ては「⾃分の実⼒を試したい」とやる気を喚起され⼊社を決めました。しか
し実情は、⾦を稼げればなんでもあり、挨拶は全部「押忍！」、営業所⻑が
売れない営業マンを丸めた新聞紙の棒で⽇々叩くような会社。そのとき、つ
くづく思いました。「⾃分って本当にビジネスのことを何もわかっていな
かったなあ」と。
新卒社員は３年で３割が辞めてしまうとよく⾔われます。それは学⽣が「営
業はしんどそう」「企画やマーケティングはかっこいい」など、ビジネス・
仕事を何となくのイメージでしか知らないから。実際は、それぞれの業種・
職種にそれぞれの本質的要素と喜びがあります。だから「⾃分で企画を考え
て、実際につくってみて、改良を重ねて、お客さんを喜ばせる」というビジ
ネスのサイクルを体験し、「ビジネスとは何か」という本質を掴むための場
づくりをしたいと考えました。

ゴールは⾃⾛式エンジン®を積むこと
武者修⾏®は前述のようなビジネス体験の機会提供、単なる就活対策ではあり
ません。「⾃分が定めた将来的なゴールに向けて、何が必要かを考え、⾃ら
達成すること」ができる⼒『⾃⾛式エンジン』を積むこと。これが武者修⾏®
でのゴールにしていることです。
学⽣にとって、チームで新規事業にチャレンジすることは、とても難しいこ
とです。だからこそ、今までの⾃分の殻を破り、「⾃分って変われるんだ！
難しいことも何とかできるんだ！」という経験を持ち帰ってもらうことがで
きます。そして、将来の⾃分の可能性を広げていってほしいと願っています。

武者修⾏®プログラムの意味（⼭⼝和也の想い）
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ベトナムについて
東南アジアのインドシナ半島東部に位置する国で、⽇本との時差は２時間。
⾸都はハノイ、ASEAN加盟国である。通貨はドン（VND）。
経済発展が著しく、都市圏では⼈⼝が⼤幅に増加しており⼈⼝は9000万⼈を超える。
勤勉で穏和な国⺠性で、国⺠の平均年齢が約29歳と⾮常に若いのも特徴。
2016〜2050年におけるGDP成⻑率の予測では、世界第1位はベトナム※だと⾔われています。
（※「The�Long�View�How�will�the�global�economic�order�change�by�2050?」PwC,�2017年2⽉）

ホイアンについて
400年程前、朱印船貿易が盛んだった頃、ホイアンの港は⽇本との⽞関⼝でした。当時は⽇本⼈街もあったほど。
⽇本とのつながりの深い場所で、武者修⾏®は⾏われています。
現在は18~19世紀頃の古い街並みが残る、世界遺産の観光都市として、欧⽶⼈を中⼼とした多くの観光客が訪れる街になっています。

ホイアン

ハノイ

ホーチミン

●ホイアン市内にある「⽇本橋」（左）
⽇本とホイアンとの交流の深さを物語る

●ホイアンの世界遺産の街並み（右）

●ホイアンの夜の街並
そこかしこにランタンに⽕が灯る幻想的な⾵景
毎⽉旧暦14⽇にはランタン祭が開催される

プログラムの場所：ベトナム・ホイアン

治安
• ベトナムには凶悪犯罪はほとんどなく、アジアの中でも治安はよいです。
• ただし都市部はバイクが多く、交通ルールが守られていないことも多いため、交

通事故には注意が必要です。また、スリ・引ったくりが発⽣することはあり、貴
重品管理には気をつける必要があります。

• 研修地であるホイアンは、世界遺産都市で観光客に配慮されているため、特に治
安がよくなっています。⼩さな都市で、交通量は⼤都市よりも少ないです。

衛⽣環境
• 都市部はインフラが整備されており、ホテルや飲⾷店は⽔洗トイレがあります。

ホイアンは世界遺産都市であり、整備されているため衛⽣環境は問題ありません。
飲料⽔は、ミネラルウォーターが安価で販売されています。
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旅武者がホイアンで経営する店舗

今後新設される店舗をご担当いただく可能性もございます

⼟産物屋 セレクトショップ SPA ジュースバー

英語学校 ⽇本語学校 レストラン ⽇本⾵カフェ

武者修⾏®の舞台となる
旅武者が運営する店舗

サンドイッチ屋 最新情報は
旅武者ベトナムHPで
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企画の改善と実⾏

コーチング/ワークショップ
中間

プレゼン
最終

プレゼン 事後研修現地
リサーチキックオフ

事前研修

企画づくり

• ⽇本国内で、
マーケティン
グやビジネス
の仕組みなど
について学ぶ

• 現地で実⾏す
るビジネスプ
ランをグルー
プで企画⽴案
する（適宜
Web会議）

• 競合店や観光
客へのリサー
チなどをし、
現場で事実を
つかむことの
重要性を体感
する

• ⼭⼝や旅武者
現地法⼈トッ
プに英語でプ
レゼンテー
ションを⾏い、
承認やフィー
ドバックを受
ける

• 企画のブラッシュアップ、実⾏
に移すフェーズ。⽇々、PDCAを
重ね、「⾃ら動き、⾃ら考える
⼒」をつける

• 活動の中で起こる⼈間関係のコ
ンフリクトや、⾃分へのブレー
キなど、さまざまな個⼈の課題
に対してコーチングやワーク
ショップを適宜受け、課題を乗
り越える

• ⾃分たちのビ
ジネスの結果
とプロセス、
⾃らの成⻑に
ついてプレゼ
ン

• ビジネスプラ
ンの継続の可
否と、No.1
チームを決め
る

• 帰国後、学ん
だことを実践
する上での課
題や成果を振
り返り、現実
での継続的な
成⻑を促進す
る

• 体感ワークに
より、アイス
ブレイクと
チームビル
ディングを⾏
う

• 現地での⽣活
やリスクマネ
ジメントにつ
いて学ぶ

プログラムのスケジュール

武者修⾏®全体の流れ

起床 朝⾷ 朝礼 研修（プログラム） 終礼 ⼣⾷ 就寝

7:00 8:00 9:00 11:00 18:30 20:30 22:00

ベトナム15⽇間（移動・オフ3.5⽇間を含む）国内1⽇ 国内0.5⽇

1⽇の基本スケジュール



8英会話が苦⼿でも、⾃ら外国⼈にコミュニケーションする。⽇本⼈の英語における最⼤の課題を乗り越えていきます。



合⾔葉は「すべては学⽣のために」。
想いと専⾨性をもったプロフェッショナルなファシリテーターが

参加者に対して本気で向き合います。

前⽥ 恵⼀
株式会社レゾナンス代表取締役社⻑
ビジネス教養塾「前⽥塾」主宰

• IBM�ビジネスコンサルティングサー
ビスにて新⼈研修を担当

• 元野村證券トレーダー

三⽊ 健吾
株式会社U360�代表取締役

• アビームコンサルティング出⾝
• 新規事業⽴ち上げや推進のコンサル
ティング、ワークショップ、アジア
ビジネスに取り組む

KhanhNguyen
Tabi-Musha Vietnam�ヘッド

• ⽶国UCLA卒で、英語はネイティブ並
みの秀才

• サムスンMVP�マーケターや、プロバ
スケットボールチームのマーケター
として活躍

⼭⼝ 和也
株式会社旅武者代表取締役

• ⽶系医薬品＆医療機器メーカーに⼊
社し、⽇本⼈初の⽶国本社勤務

• Asia�Pacific�&�Japan�地域にて年間
MVP�を獲得

加藤 ⼤吾
都留環境フォーラム代表理事
企業研修講師、都留⽂科⼤学講師

• 著書に『地球に暮らそう〜⽣態系の
中に⽣きるという選択肢〜』（旅と
冒険社）など

遠藤 まさみ
株式会社旅武者取締役 /�世界遺産探検家
• スイス系商社DKSH�Japan�にて勤務し
たのち、アビームコンサルティングに
てコンサル業に転⾝

• 住友商事・三井物産や味の素、四国電
⼒等の⼤規模プロジェクトに携わる

村上 卓
村上卓事務所代表

組織・⼈財開発コンサルタント
• ⽶国CTI�認定プロコーチ
• ⼈材開発コンサルタントとして多く
の企業のリーダー育成を⽀援

津留 沢美
企業研修講師

• GCDF�キャリアカウンセラー
• ⽶国CTI�認定プロコーチ
• バイオベンチャーで社⻑秘書や⼈事
として⽴上げから参画し、上場

※�こちらに記載しているのは⼀部のファシリテーターです。多数の素晴らしい⼤⼈たちが旅武者のパートナーとして参加者の成⻑を⽀援しています。9
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ファシリテーターという存在

●チームビルディングファシリテーター
多くは企業の研修講師として活躍している⼈財育成のプロ
です。⼈間関係づくりや、リーダーシップに関してコーチ
ングやワークショップを通じてサポートします。

●ビジネスファシリテーター
経営者かコンサルタントです。企画へのフィードバックな
ど、ビジネス⾯をサポートします。

ファシリテーターとは⾃⽴を促す⼈
ビジネスをほとんど経験したことのない学⽣が、チームでビジネス企画を⾏うため、その過程
で壁にぶつかることがあります。そのようなとき、ビジネス企画やチームビルディングのプロ
であるファシリテーターがサポートします。
しかし、ファシリテーターは「答え」を教えることはしません。あくまでも、問いかけやワー
クによって「考え⽅」や「⾃分の⾒つめ⽅」を伝えます。それは、プログラムを終えた後にも
再現可能な「本質的な⼒」を⾝につけることを意図しています。旧来の学校教育の「知識を与
え、覚える」ことを主とした教育ではなく、参加者の皆さんが『⾃⾛式エンジンⓇ』を積むこと
が将来の可能性の発展につながると考えています。

ファシリテーターもチームでサポート
異なる役割・専⾨性を持った複数のファシリテーターで、1つのタームを⽀援します。

●現地コーディネーター
⽇々の⽣活、病気やトラブルが起きてしまった場合のサ
ポートをします。

●カントリーヘッド
弊社ベトナム法⼈の社⻑です。ベトナムの店舗経営の総責
任者として参加者と関わります。
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プログラム修了後も、成⻑・活躍を⽀援するコミュニティーがあります。

修了⽣同⼠の⼀⽣続く関係を

理念
修了⽣とのつながりを保ち続けることは、在学中はもちろん、社
会⼈になってからも、今後の⼈⽣の⼤きな財産となります。修了
⽣コミュニティをつくることで、参加時期によらない⻑期的な関
係を築くことができます。

修了⽣が主体的に様々なコミュニティを運営

活動
内容

修了⽣が⾃らビジネスや英語など、興味・関⼼に応じたコミュニ
ティをつくり、イベントや勉強会を開催。成⻑しながら、つなが
りを保ち続けています。これまでに、元トップ外資企業の外国⼈
との英語ディスカッションや、ファシリテーターによる就活相談
などを実施してきました。

毎年1000⼈が増え続けるコミュニティに

展望
武者修⾏®は、年間1000⼈の参加をビジョンに掲げています。年を
経るごとのコミュニティ拡⼤と参加者の活躍の広がりにより、有
意義なコミュニティが形成されていきます。いずれ、修了⽣が⽇
本をリードしていくことが期待されます。

修了⽣コミュニティMAP（Mushashugyo Alumni�Platform）



12武者修⾏の共通経験を持つ仲間は、笑ってごまかしたりせず、真剣に互いの悩みや将来について相談し、⽀援し合える、友だちを超えたつながりになります。
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よくあるご質問①

Q プログラム期間中、⼦ども（参加者）と連絡がとれますか？

A 空港やホテルはもちろん、市街地にも無料Wi-Fi通信網が整備されているため、メール
やSNS（LINE等）で連絡が可能です。

Q 現地集合と聞きましたが、⼀⼈旅は不安です...

A ダナン空港⾏きの直⾏便もあり、経由便はそれ程便数が多くないため、他の参加者と
同じフライトに搭乗することがほとんどです。また、ダナン空港到着後は、「武者修
⾏®プログラム」の看板を持った弊社契約のドライバーが空港出⼝でお待ちし、研修
会場またはホテルまで送迎いたしますのでご安⼼ください。

Q ビザは必要ですか？

A 原則、必要ありません。プログラム以外に前泊・延泊をするなどで『15⽇間を超えて
ベトナムに滞在する』場合には、ビザを取得する必要があります。

※ 台⾵など本⼈の過失によらない不測の事態での15⽇間を超える滞在の場合は、ビザは
必要ありません。その他、詳細は別資料『武者修⾏の歩き⽅』に記載しておりますの
で、ご参照ください。

※ ビザ取得条件は予告なく変更されることがありますので、ベトナム⼤使館にご確認く
ださい。

Q 現地のホテルは安全ですか？

A 旅武者の現地スタッフが厳選したホテルに宿泊していただくため、安⼼して⽣活して
いただけます。

トラブルの対応
• ホイアン市内のPacific�Hospitalは24時間対応（左）
• フレンドリーな弊社ベトナムスタッフも現地⽣活をサ

ポート。仲良くなり、1年後に再会に来た修了⽣（右）

ベトナム航空 航空機
• 成⽥からはダナン空港までの直⾏便も（左）
• 空港送迎のバスから降りる参加者たち（右）
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Q 治安は⼤丈夫ですか？

A ベトナムは社会主義国で統制が取れており、ASEANの中でも治安の良い国です。特に世界
遺産都市であるホイアンは世界中から観光客が訪れる⼈気の観光地であり、治安が良いこ
とで知られています。研修（プログラム）中は、現地コーディネーターや弊社ベトナム⼈
スタッフが⽣活⾯等のサポートを致しますので、初海外の場合でも、お⼀⼈やご友⼈との
海外旅⾏より、安⼼して渡航していただけることと思います。

Q ⼤学が仲介しているプログラムの⽅が安全なのではないでしょうか？

A 海外での病気や怪我に対する迅速な対応や、万が⼀の暴動やテロなど予測できない緊急事
態に備え、武者修⾏プログラムに関わる全ての皆様に対して24時間・365⽇体制の「海外
危機管理サービス」を提供しています。さらに海外経験の豊富な現地コーディネーターに
よるケアやリスクマネジメント研修により、事故の予防に⼒を⼊れています。また、海外
旅⾏保険への加⼊を義務付け、海外⽣活における諸注意を徹底してお伝えしています。⼤
学が仲介しないことにより、⾃由度の⾼い独⾃のプログラムを提供できているという利点
もあります。

Q なぜ海外で⾏うのですか?

A 現在の⽇本は、既に経済成⻑が鈍化し、成⻑著しい新興国と共にビジネスをすることで、
経済成⻑をしていくステージに⼊っています。今後、⽇本で働く場合でも、上司や同僚、
顧客が外国⼈という状況が増えてくることが予想されます。そのような時代に、必要とさ
れ活躍するのはどんな⼈財でしょうか。弊社は、「いかなる状況であっても結果を出せる
⼈財」こそが、これからの時代に活躍できる、“真のグローバル⼈財”であると考えており
ます。それぞれの場所で、⾃分の⼒を最⼤限に発揮し活躍していく、そんな⼈財を育てて
いきたいという想いから、あえて新興国という⽇本の常識が通⽤しないような世界、海外
での研修を⾏っております。

⾷事例
• 研修地ほど近くのベーカリーレストランのパン

⽇本円で合計300円ほど（左）
• ホイアン名物のカオラウ（右）

ホテル例
• 宿泊費は1泊1,000〜2,000円∕部屋

２、３⼈でのルームシェアをする参加者が多い

よくあるご質問②

ご家族向け説明会・事前研修に
ご参加いただけます

プログラムの内容、研修の様⼦をご覧になら
れたいというご希望がございましたら、国内
でのご⾒学が可能です。

詳しくは右記QRコード
よりお問い合せください。
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Q 他のインターンとは何が違いますか？

A 武者修⾏®は「参加者の成⻑」を、⼀般的なインターンは「企業の採⽤・
労働⼒」をと、その⽬的が異なります。また、内容においても⼀般的な
インターンにおける育成は、その分野のプロであっても⼈材育成の専⾨
ではない⼈が担当することがほとんどですが、武者修⾏®では企業研修講
師等を務める⼈材育成のプロが研修を実施します。ビジネス、⼈間関係、
海外でチャレンジするマインド等、これからの時代に⽣きる本質的な⼒
を⾝に着けることができる点が特徴です。

Q 武者修⾏®での経験は、就職活動の場⾯でどのように役⽴ちま
すか？

A 正解を求めるのではなく、⾃ら考え⾏動する⼒。これは、ほとんどの会
社が求める⼈材像の⼀つです。「考えたことを提案して終わりではなく、
形にする」経験を詰めること、ファシリテーターが内省を促すことで
「⾃分の頭で考え⾏動する⼒」を⾝につけていきます。
また、就活の場⾯でも武者修⾏®の話は好評だと、内定を獲得した多くの
修了⽣が語っています。末尾の就職先・内定先企業についても合わせて
ご参照ください。

Q なぜ学⽣がビジネスを学ぶ必要があるのですか？

A 学⽣のうちに、⾃分が考えたビジネスでお客さんからお⾦をもらうとい
うビジネスの全体像を経験として理解しておくことは、⾃分に本当に
合ったキャリア選択に直結すると、弊社では考えています。多くの学⽣
は、営業は⼤変そう、マーケティングは格好良いといったイメージで職
業を決めてしまい、その結果は就職後のイメージと現実とのギャップ、
⽇本の3年で3割とも⾔われる⾼い離職率という結果として表れています。

⾃ら考えたビジネスプランを実際にやってみるという興味に紐づいた形
でビジネスを学ぶことは、そんな職業についてのイメージと現実との
ギャップを埋め、同時に⾃分の適性や志向に気づき、よりよいキャリア
選択をしていくことに繋がっています。

よくあるご質問③

修了⽣のご家族からのコメント
《質問項⽬》
① 出発前にはどのような不安がありましたか？
② なぜ研修（プログラム）に参加することを了承しましたか？
③ お⼦様が帰国したときどのような気持ちでしたか？

同志社⼤学⽣Aさんのご家族
①海外で活動するためには資⾦⾯と治安がどうなのか、⼼配でした。
② 本⼈からインターンの内容を聞き、参加したいとの強い希望を話

され説得されました。
③ 無事に帰国した顔をみてほっとしました。参加させてよかったと

思います。たくさんの仲間と出会い、海外ならではの体験をさせ
ていただき、充実した⽇々だったと本⼈から報告がありました。

早稲⽥⼤学⽣Bさんのご家族
① 発展途上国の治安、⾷べ物、⽔、ホテルなどの不安がありました。
②成⻑出来そうなプログラムで、英語⼒も付きそうだったからです。
③本⼈から活動の様⼦、不安だった⾷事状況を聞いて安⼼しました。

お⾦はかかりましたが、発⾔⼒など、ひとまわり成⻑したように
思います。
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世界遺産へプロモーションを実施
店舗のある通りが観光街から外れている上にもの寂しく、観光客が通り
まで来ないことが課題でした。そこで近隣のベトナム⼈の店舗とも⾃分
たちで交渉し、通りの⼀帯の⽊にランタンを設置。通り全体の観光街化
を⽬指しました。

「ロジックが感情より正しいとは限らない」
僕を変えた⾔葉
チームメイトとの仲がとてつもなく険悪になったことです。今だから笑
い話にできますが研修（プログラム）中は精神的にとにかくきつく、そ
のなかで企画の成果を出さなければいけなかったというのは、苦くも⽣
涯忘れられない思い出です。300時間の内、200時間以上はチームのこと
に頭を悩ませていました。

「ロジックが感情より正しいとは限らない」チームメイトに⾔われたこ
の⾔葉は、参加後も胸に刺さっていてずっと考え続けている、⾃分に
とっての向き合うべき課題です。

プログラムを通して学んだ”本質”
「上辺だけでなく、本⾳の⼈間関係を築くのってこういうことで、それ
はビジネスを実⾏する上で何より⼤事なことだ」ということを痛感した
のが最⼤の学びです。参加前の⾃分は「ロジックが正しければビジネス
はなんとかなる」と浅はかなことを考えていました。研修（プログラ
ム）を通して⼈間関係にも重きをおけるようになりました。それができ
たのは本気で向き合ってくれたチームメイトと、それを⼿助けしてくれ
たファシリテーターの⽅々のおかげです。

⾃分の理想を貫き通す⼈間へ
壮⼤な⽬標を掲げたり「海外で働こう」等、かっこいいことを考えるよ
うになったわけではありませんが、⾃分の信じる理想は貫き通せる⼈間
になりたいと改めて思いました。そのための武器としてロジックも感情
もどちらも⼤切に扱えるように成⻑し、綺麗事を⾔うだけで終わらせな
い⾃分になりたいです。

これから参加する⼈へ
「ビジネス研修」と銘打ってはいるものの、いわゆる「ビジネス」だけ
を学んだとは⼀切思っていません。たった2週間のことでしたけれども、
そこでの学びはこれからの⼈⽣の指針になるだろうし、⼀緒に過ごした
仲間との関係はこれからもずっと続くと思っています。とにかく濃くて
貴重な2週間をぜひ存分に楽しんでください！

逃げ場のない環境で、本気でぶつかって、
考えて、向き合い続けた300時間でした

参加者体験談①

東京⼤学4年（当時）三⽊祐太郎
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参加者体験談②

夢は発展途上国で働くこと
研修（プログラム）に参加した理由は、将来発展途上国で働くことが夢
だからです。そのためにも学⽣のうちに途上国でのビジネスを経験した
いと思っていました。また、今までビジネスに触れる機会がなかったた
め、⾃分で価値創造に挑戦してみたいとも考えていました。⼈と⼈とが
つながる瞬間が⼤好きで、そんな場所を作ることがこの研修（プログラ
ム）ならできると感じたからです。

ベトナム⼈スタッフと分かり合えた瞬間
研修（プログラム）場所であるレストランにはベトナム⼈スタッフが2⼈
いました。もっと笑顔でいてほしい等、彼⼥たちの接客に対する要望は
沢⼭ありましたが、先輩である彼⼥たちへ来たばかりである私が指摘を
するのは失礼なのではないかと思い、また折⾓友達になったのにビジネ
スの話をして嫌われてしまうのが怖く、強く⾔えずに数⽇が過ぎてしま
いました。結果、⾃分の思いをうまく伝えられずに悩みすぎて泣いてし
まいました。その時に初めて、慰めてくれるスタッフ2⼈に対し、正直に

気持ちを打ち明けることができました。すると彼⼥たちは夢の話、⽇本
⼈の学⽣と絡んだりビジネスを学んだり、英語を話したくてここで働い
ているのだということを初めて話してくれました。彼⼥たちと話す中で
「お客さんが来たときに⾃由に話してみなよ！」私はそう伝えてみまし
た。そんな出来事の後、彼⼥たちの提案で⾏ったサービスにより、お客
さんからチップをもらえたことがありました。彼⼥たちが楽しかったと
⾔ってくれたこと、またそのためのサービスを⾃分から提案をしてくれ
たこと、結果そのような嬉しい出来事があったこと、どれも嬉しかった
です。

２つの成⻑
1つ⽬は話し⽅や情報伝達の仕⽅が変わりました。今までは思いついたこ
とを全て話していましたが、会話相⼿のニーズ、⾃分のニーズ、お互い
に出せるバリュー（WIN-WIN地点）を考えてから話すようになりました。
オン・オフを切り替え、仕事の時間はできるだけ無駄がないように⼼が
けるようにしています。2つ⽬は、理論、利益、顧客⽬線で考えるように
なったことです。投資をするとき、どのようにペイオフして、どのよう
に利益を出せるのか考えるように。前は⾯⽩そう、受けそうなど、⾃分
のアイディアだけでした。しかし顧客⽬線の⼤切さを学び、アンケート
や聞き込みを必ずとるようになりました。

これから参加する⼈へメッセージ
⼈⽣を変えるきっかけになります。ビジネスというより⼈⽣の縮図に感
じられるものでした。とにかく全⼒でやってください！⾃分の強み弱み
をしっかり認識し今後に活かすためにも。でも、きっと気が付けば皆全
⼒になってると思います。他⼈同⼠がこんなにも真剣になって⼀つの場
所で様々なことを作り上げてる環境、なかなかないと思います。存分に
楽しんでください。ただし、夢中になりすぎてビーチに⾏き忘れないよ
うに！

夢のためにビジネスを経験
早稲⽥⼤学4年（当時）鴨下真美
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教育機関との取組事例

教 育 機 関 の 導 ⼊ 実 績 ・ 単 位 認 定 指 定 プ ロ グ ラ ム 化

⽴教⼤学 ⽴教⼤学グローバル教育センターが運営する⽴教GLP（グローバル・リーダーシップ・プログラム）のGL301科⽬
（Practical�Training�as�a�Leader：グローバル・リーダー海外実践）の指定プログラムとして2018年度から認定。
⽴教⼤学の⼤学⽣は、春学期（海外研修時期は8⽉、9⽉）または秋学期（2⽉、3⽉）に開催される武者修⾏プログ
ラムへの参加が決定した後、GL301科⽬の履修申請書を提出することで、全学共通科⽬∕全学共通カリキュラム科
⽬として単位を取得することができます。

北九州市⽴⼤学のグローバル⼈材育成を⽬的とした、海外における課題解決型学習（インターンシップ）の2018年
度受⼊先プログラムとして指定実績があります。

北九州市⽴⼤学

その他単位認定 海外でのインターンシップへの参加が単位として認められる学部・学科の科⽬を履修した学⽣が、武者修⾏プログ
ラムへ直接申込し参加。インターンシップ参加中の学習内容や取組内容をファシリテーターがした評価シートを受
け取り⼤学に提出を⾏い単位認定を多数受けております。

「海外（特に開発途上国）で新しいビジネスモデルを作る就業体験プログラムに参加することで、異なる価値観を
持つ社会の中で積極的に実⾏する⼒、判断⼒やコミュニケーション⼒を涵養し、課題解決能⼒を⾝に着ける。」こ
とを⽬的とした科⽬「海外課題解決型就業体験プログラム」の受⼊先として2018年度から指定されています。参加
学⽣は指定科⽬の履修とプログラム参加により単位を取得することができます。また、参加費を補助する奨学⾦制
度も⽤意されています。

島根⼤学

新 設 ⼤ 学 へ の 導 ⼊ 及 び 特 別 講 師 へ の 就 任

学校法⼈
新潟総合学院 開志専⾨職⼤学
（2020年4⽉開学）

学校法⼈新潟総合学院が2020年4⽉開学に向けて準備を進めている「開志専⾨職⼤学」にて、
世界に通⽤する「社会を⽣き抜く⼒」を習得するオリジナルプログラムとして武者修⾏プロ
グラムが導⼊されています。

また、当社代表取締役⼭⼝和也は開志専⾨職⼤学特別講師に就任しております。
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⼤学講演・受賞歴・メディア掲載

東洋経済オンライン
「ベトナム武者修⾏する⽇本学⽣が増える理由
超実践型の海外インターンが⼈材育成に効果」
toyokeizai.net/articles/-/259354

アセナビ
「⼤学⽣に「⾃⾛式エンジン®�」を搭載させ、変態させる！」
asenavi.com/archives/7760

オンリーストーリー
「学⽣よ、「⾃⾛式エンジン®」を搭載せよ！」
onlystory.co.jp/stories/education/40th/489

オルタナS
「新興国で店舗運営 進化する⼤学⽣向けインターン」
alternas.jp/study/global/63169

TOKYO�FM「Share�The�World」に出演

「J-WAVE�TOKYO�MORNING�RADIO」に出演 (2019年2⽉)

AERAムック ~2018�⼤学⽣と社会⼈のキャリアを切り拓く
⼤学院・通信制⼤学2018
早稲⽥⼤学⼤学院卒業⽣として掲載

メ デ ィ ア 掲 載 実 績

2016-17�ウエイクアップ・アワード⼤賞受賞

受 賞 歴

ウエイクアップ・アワードとは、株式会社ウエイクアップのミッションで
ある、「意識の進化を呼び覚まし、⼈やシステムが本来持っている可能性
が拓かれた幸せな今と未来を創っている」活動に取り組んだ個⼈、若しく
は組織を表彰するものです。

グローバルビジネスからアジアローカルでの事業つくり、キャリア形成
など、⼤学⽣の職業選択に有意義な内容をお伝えしています。

⼤ 学 講 演 実 績

同志社⼤学 島根⼤学東京⼤学

福島⼤学

宮崎⼤学 ⿓⾕⼤学⽴命館⼤学横浜市⽴⼤学

東北⼤学 ⼤阪⼤学早稲⽥⼤学茨城⼤学

兵庫県⽴⼤学 ⽴命館アジア太平洋⼤学新潟総合学院

⾦沢⼤学都留⽂科⼤学 法政⼤学

東北芸術⼯科⼤学

⼭梨学院⼤学
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愛知教育⼤学、愛知淑徳⼤学、愛知⼤学、⻘⼭学院⼤学、亜細亜⼤学、⼤阪市
⽴⼤学、⼤阪⼤学、⼩樽商科⼤学、⿅児島⼤学、関⻄外国語⼤学、関⻄学院⼤
学、関⻄⼤学、北九州市⽴⼤学、京都外国語⼤学、京都産業⼤学、京都⼤学、
共⽴⼥⼦⼤学、近畿⼤学、慶應義塾⼤学、神⼾⼤学、国際基督教⼤学、駒澤⼤
学、滋賀⼤学、島根⼤学、淑徳⼤学、⾸都⼤学東京、上智⼤学、昭和⼥⼦⼤学、
成城⼤学、聖⼼⼥⼦⼤学、専修⼤学、創価⼤学、千葉⼤学、中央⼤学、中京⼤
学、筑波⼤学、津⽥塾⼤学、都留⽂科⼤学、東京⼤学、東京農⼯⼤学、東京理
科⼤学、同志社⼥⼦⼤学、同志社⼤学、東北⼤学、東洋⼤学、獨協⼤学、名古
屋⼯業⼤学、名古屋市⽴⼤学、名古屋⼤学、南⼭⼤学、新潟⼤学、⽇本⼤学、
ビジネスブレークスルー⼤学、兵庫県⽴⼤学、福岡⼥⼦⼤学、福島⼤学、藤⼥
⼦⼤学、⽂教⼤学、法政⼤学、北海道教育⼤学、北海道⼤学、武蔵⼤学、明治
⼤学、名城⼤学、横浜市⽴⼤学、⽴教⼤学、⽴正⼤学、⽴命館アジア太平洋⼤
学、⽴命館⼤学、⿓⾕⼤学、早稲⽥⼤学 など

アクセンチュア、アルー、イトクロ、井関農機、インタースペース、エス
キュービズム、enジャパン、NTN、クラウドワークス、GREE、グロー
ウィンパートナーズ、経済産業省、財務省、GFD、シグマクシス、湘南ゼ
ミナール、ジョンソン＆ジョンソン、ステップ、ソウルドアウト、デロイ
トトーマツコンサルティング、Dip、トレジャーファクトリー、TBI、
DELL、トヨタ⾃動⾞、⽇産⾃動⾞、⽇本総合システム、ネクスト、ネッ
トプロテクションズ、野村證券、BIZREACH、船井総研、フリークアウト、
ホクレン農業協同組合連合会、McKinsey & Company、MAXISエデュケー
ション、マイナビ、マクロミル、みずほホールディングス、三越伊勢丹
ホールディングス、三井住友銀⾏、メタップス、mediba、USJ、楽天、
リオホールディングス、良品計画、臨海ゼミナール、リクルートグループ
各社、リンクアンドモチベーション、ワークスアプリケーションズ など

参加実績（2019年10⽉現在）

所属⼤学 就職先・内定先

参加者数の推移 学 年性 別

累計参加者数
3,477名

（2019年10⽉現在）
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お問い合せ先

株式会社旅武者
東京都⽂京区湯島2-33-11�岡⽥ビル2階

Mail： info@tabimusha.com



旅するように⽣きる⽇本⼈がつくる
様々な⽂化やサービスを
世界へ向けて発信する集団。
どんな場所でも、どんな時でもどんな⼈とでも
⼀緒に何かを創造し、世界を⾃由に⾶び回る

⼈材、商材を育み、そのノウハウや⼼を伝えていく。
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