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プログラムの詳しい説明&資料請求
サムライインターン

で検索

途上国で "普通の" 人たちと交流

本プログラムの舞台は、カンボジア・スリランカ・タイな
どの発展途上国。 現地の"普通の"人たちにカレーを売っ
たり、わたあめを売ったり、というビジネスを体験します。
でも"普通の人たち"ってどんな人なんでしょう？学生が想
像しているような"貧しい"人から、日本の学生と同じよう
な生活をしている"豊かな"人まで、いろいろな人と交流
を持つことになります。そんな中で"途上国 = 貧しい""貧
しい = 悲惨"といった常識が揺らぐ体験をし、世界への理
解を深めます。

途上国で "普通の生活" を楽しむ

貧困国の風景と、先進国の風景が、混ざり合わずに共存
している街。空港からの街並みは、学生が想像していたよ
うな"アジア"の風景。しかし、宿舎に近づくと街の雰囲気
は一変し、高級住宅街になります。道では100円でチャー
ハンが売られ、3分先にある日本より巨大なイオンモール
では、ラーメンやカツ丼が日本と同じ価格で売っていま
す。この街の人たちにものを売るために "なにを" "いくら
で" "どうやって"   売るのかを真剣に考えることで、学生た
ちは"普通"って何かを改めて考えるのです。

海外インターンシップ

カンボジア タイ

クラファンでカンボジアの小学校を支援！カンボジアでカレー屋経営！

スパイスアップ・カンボジアが 経営するカレー屋、サムライカレー。学生にはこのお店を
2週間経営し、カンボジア人に販売します。 その売上はカンボジアの小学校のために使
います！

カンボジアの小学校を支援するため、クラウドファンディングを立ち上げま
す。 オンラインでインタビューし、必要な支援内容を決め、オンラインで支
援者を募って国際貢献します。

オンラインインターンシップ

■学習内容：マーケティング、現地人雇用 商品製造、販売、国際貢献
■開催地 ： カンボジア、タイ  ■スケジュール : 2週間  ■価格 : 12-16万円 (渡航費別)

■学習内容：現地ヒアリング、交渉、 クラファンサイト構築、宣伝
■開催地 ： オンライン  ■スケジュール : 4-6週間  ■価格 : 5-8万円

一歩踏み出すと、世界が変わる

途上国で、国際ビジネス体験！



(株)スパイスアップ・アカデミア　　東京都千代田区神田小川町3-28-2, B1
info@spiceupac.biz          03-4500-1231
https://gmonline.biz        　 samuraic 

プログラムの詳しい説明&資料請求
サムライインターン

で検索

サムライインターンの特徴

スパイスアップアカデミアの特徴

「海外でお金を稼ぐ」リアルビジネス体験

「現地の人にカレーを買ってもらう」「現地で必要とされる支援をおこなう」など、現地の人
のホンネを聞かないと達成できないビジネス目標に挑戦します。  そのために、学生は現地
の人たちと本気で対話をします。ビジネスプランだけではない、実行し、売上を上げるところ
まで体験できるのが最大の特徴です。

■参加者の声
現地の人が求めてないものは、全く売れない。だから
本気で現地の人の声に耳を傾けました。

「現地在住スタッフ」による安心サポート

本プログラムでは、ホテルではない現地の家に宿泊します。至れり尽くせりではない、生の
生活を体験します。  そして、プログラム開催国に在住する日本人スタッフが生活をサポート
します。だから、トラブルが発生しても迅速に対応いたします。また、宿泊コストが安いため、
リーズナブルな価格で、プログラムを提供しております。

■参加者の声
病気になったときも、すぐに現地の日本語が通じる病
院に連れていってくれ、安心でした。

実践をする前に、必要な知識を講義形式で教育します。マーケティングや採用、原価管理や
プロジェクトマネジメントなど、ビジネスの基礎を学んで、体験できます。プログラムの最後
にプレゼン指導→成果発表会も行います。この発表を元に、成績表を作り、発行いたしま
す。

■参加者の声
マーケティング理論を習ってから街を調査することで、
日本との違いや類似点がよくわかりました。

カンボジアの小学校の先生や生徒に話を聞いて、彼らが求めるものを自分たちでみつけま
す。現地の人のニーズを聞き、それを提供するという、押しつけでない国際貢献ができます。
また、貧困国と思われがちなカンボジアの発展している面含めて体験してもらうことで、途
上国のリアルを学んでいただきます。

■参加者の声
国際貢献で難しいのは「支援先との折衝」だということ
が体感できて、より興味をもつことができた。

8月のプノンペンは東京よりも涼しい
空港から外に出た瞬間、常識が覆されます。レクサスや
ポルシェが走り回る道路。しかし、一本奧に進むと、裸
足の子供が働いている。日本とは全く違う現実を感じる
2週間です。
最低給与が8年で3倍
カンボジア人は今年より来年、自分たちが豊かになる
と確信して生きています。それが、街全体に「活気」をも
たらしています。それは今の学生が日本で感じた事の
ない感覚です。

2週間同じ釡の飯を食う
これまで全国141の大学からプログラムに
参加しています。考え方から価値感までバ
ラバラなので、意見がまとまらないことも。
でも、本気で目標に向かって頑張ったメン
バーとの友情は帰国後も続きます。
現地のことは現地人に聞け
だから、現地の学生をバイトとして雇います。時間を守らなかったり、作業が雑だったり。で
も、料理がうまかったり、中国語が話せたり。お互いの得意なことを持ち寄れば、ビジネス
は成功するという体験ができます。

「習う→体験」実践的教育プログラム 「途上国のSDGs」社会問題をリアルに体感

2週間で、世界が変わる体験 世界で、一生付き合える仲間との出会い

2015年

2021年

▼
2015年

2021年

2014年から6年間で、1120人の学
生がプログラムを受講しています。
大学・高校・専門学校25校にオフィ
シャルプログラムとして、使ってい
ただきました。学生に、単位認定・
奨学金などが提供されています。
本プログラムは、日本の大手企業
向け研修プログラムを元に作られ
ているので、受講生は就活で企業
から高い評価を受けています。

JTB、HISと提携をしており、 
航空券などを提携先を通し
て手配することができます
（貴学指定の旅行会社経由
で手配することも可能で
す）。
また、東京都が運営する語
学学習施設「東京グローバ
ルゲートウェイ」とも提携し
ており、事前・事後に語学
研修をつけたプログラムも 
ご提供可能です。



売る、雇う、リサーチ、交渉。学⽣は、海外でリアルなビジネスを体験
サムライカレープロジェクトの最終
⽬標は「現地で2000ドル以上の売上
をあげる」です。
現地の⼈のものをあげるボランティ
アと違い、お⾦をもらう必要がああ
ります。そのためには、現地の⼈が
本当に欲しいと思うようなものを⾒
つけ、宣伝し、喜んでもらう必要が
あります。

この「売る」ことまで体験できると
ころが「リサーチ」「ビジネスプラ
ン」で終わることが多い他のプログ
ラムとの最⼤の違いです。

売る カンボジアで2週間、カレー屋の経
営を体験するのですが、問題点が。
カンボジア⼈はカレーが嫌いです。
だから、カレーを売っても売り上げ
⽬標は達成できません。
現地⼈と本気で対話し、彼らが好む
ものを⾒つける必要があります。

国際交流プログラムで「質問ありま
すか？」と⾔われてもほとんどの学
⽣に聞きたいことはありません。
しかし、本プログラム参加者は聞き
たいことだらけです。
だから、コミュニケーション⼒が⾶
躍的に伸びるのです。

リサーチ

現地の⾔葉を話せない⼈が、現地の
⼈にものを売るのは困難。
そこで、現地の⼈を雇います。
知り合ったカンボジア⼈の学⽣の中
から、⾃分たちに⾜りないスキルを
持っている⼈を選んで、アルバイト
として採⽤する。

これから就活をする学⽣にとって、
採⽤する側になるというのは、学び
が⾮常に⼤きいです。

そして、⽂化の違う外国⼈に指⽰を
出し、共に働く中で、チームワーク
を体感します。

雇う 「スタジアムで販売するのだが、屋
台が隅っこでお客さんが通らない」
そんなときには、主催者と交渉しま
す。どの場所にして欲しいのか、な
ぜその必要があるのかを考え、カン
ボジア⼈の担当者にぶつけます。

そこで、追加費⽤が必要になったら、
今度は費⽤負担を弊社社⻑に交渉し
ます。

ここまで、外部との交渉を任せても
らえるインターンシッププログラム
は他にありません。

交渉

学⽣に裁量をもたせられる理由
通常のインターンシップは、学⽣が企業の利益に貢献
するために働きます。
逆にいうと、企業は、会社の利益に反することになり
そうなリスクを負うことができません。

学⽣が考えた商品を売ったり、学⽣がバイトを雇った
り、学⽣が外部と交渉したり。このような失敗したら
企業のブランドに傷が付くような業務は任せられない
のです。

サムライカレープロジェクトは、学⽣に成⻑する場を
設けるため作られた研修プログラムです。
学⽣の成⻑のためなら、弊社の事業が⾚字になっても
いいのです。（その代わりに研修費をいただいていま
す）

このような、体制の違いが、⼀般的なインターンとの
最⼤の違いです。

どんな学⽣も成⻑できる理由
サムライカレープロジェクトは「教わる→実⾏する」
を毎⽇⾏います。
午前中、講義形式で学んだことを、午後に実⾏します。

例えば「マーケティングの4P」を学んですぐ「店舗50
店を調査し、データを集め、4P分析する」という課題
が与えられます。

また、ヒアリングを⾏う際も「⽇本語が話せるカンボ
ジア⼈に→英語が話せるカンボジア⼈に→雇ったカン
ボジア⼈を通訳にしてクメール語で」と、ステップ
アップしていきます。
これで、はじめて外国⼈と話すような学⽣でも、コ
ミュニケーションがとれるようになります。

このように学⽣が学び、体験し、ビジネススキルを⾝
につけることができるように考え抜かれたカリキュラ
ムが、本プログラムの特徴です。

未経験の学⽣が、短期間でビジネススキルを⾝につけられる理由

!"#$%& の特徴



⼤学採⽤実績

2014年1⽉にスタート
した本プログラムは、
2021年現在、累計1120
⼈の学⽣が参加してい
ます。
全国23⼤学+1専⾨学校
+1⾼校の公式プログラ
ムとなっており、単位
付与や奨学⾦提供科⽬
となっています。

⼤串圭太さん
追⼿⾨学院⼤学キャリア開発セン
ターチーフコーディネーター

コロナ前は海外プログラム、コロ
ナ中はオンラインプログラムを採
⽤しています。
現地のリソースを活⽤して、本物
のグローバルワークを体験させる
ことができる事が魅⼒です。

⼤学担当者インタビュー

95%が海外で活躍することを希望 75%がキャリアの⽅向性を発⾒
本プログラムに参加
した学⽣の95%が海
外で働く事を希望し
ています。
なお、通常の学⽣で
は36%しかいません。

実際に海外仕事を体験し、⾃分でもできるという成
功体験を積ませることで、可能性にチャレンジする
学⽣を育成しています。

⼤学実績

参加者アンケート

チームをまとめる難しさを体感 ⼤学のマーケの授業が⾯⽩くなりました
⼭⼝和歌⼦さん
リーダーとしてチームをまとめ
たかったのですが、商品開発の
段階で何を作るかが定まらず、
チームは分裂。無理を⾔って実
⾏した流しそうめんは売れずと、
途⽅に暮れました。

しかし、うまく⾏かない危機感からチームはまとま
り、売れない流しそうめんを客引きにして、わたあ
めと焼き⿃を売るというチームプレイで、売り上げ
⽬標を達成しました。
チームをまとめる難しさと海外で働く楽しさを体感
し、海外勤務できる企業を⽬指すことにしました。

→その後、⽇本の商社に就職し、現在インド・タイに
赴任しています。

参加者の声

岩崎皐⾺さん
マーケティング理論を学んで、
それを現地で実⾏すると、本当
にお客さんが来るようになった
のが衝撃的でした。

⼤学で半信半疑で学んでいた
マーケティングが、本当に役⽴つものだとわかり。
帰国後本気で研究できるようになりました。
そして、カンボジアが好きになり、カンボジアに⼯
場がある製造業を受け、⼀発で内定をとることがで
きました。「働いてみて、好きになった」という志
望動機は⾮常に⾼く評価されました。

→その後、⼤⼿製造業に勤務し、カンボジア赴任を⽬
指して活躍中です。

ものを売る、⼈を採⽤する、会
計をする、リーダーになるなど、
実際の業務を体験して、75%の
参加者がキャリアの⽅向性をみ
つけます。体験することで⾃分
の「得意」を発⾒するのです。

より詳しい内容は、異⽂化経営学会2018年第⼆回研究
⼤会資料をご覧ください
https://samuraicurry.com/internship_result/

サムライカレー@カンボジア費⽤と設備
参加費⽤(宿泊費込) 158,000円
渡航費(成⽥-プノンペン) 40,000円-70,000円
現地⾷費等(14⽇間) 15,000-30,000円
保険・ビザ 9,000円
総額 222,000-267,000円

学⽣が泊まる宿舎は⾼級コンドミニアム。近くにイオン
モールもあるので快適に⽣活できます。
現地渡航・⽣活にかかる費⽤は左記のとおりです。
航空券代はコロナ前の価格で、ANAで往復7万円程度です。

https://samuraicurry.com/internship_result/

