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Story
グローバル化が進むにつれて、グローバル思考な
学生・社会人の方が増えてきました。 
しかし、実際にはグローバルで活躍するために何をすれば
いいのかがわからず、 
努力の方向性やモチベーションが上がらない場合が多々
あります。

私たちのサービスはそのような方たちに向けて、一度海外
で働くというキャリアを通してそのような問題を改善し、 
その後のキャリアに貢献したいという思いから誕生しまし
た。日本のためにも、 諸外国の人材に負けないようなグロー
バル人材をこのサービスから輩出することが本サービスを
通した私たちの目標です。

日本だけでもたくさんの向き合わなければならない社会課
題が山積している中、 グローバルで活躍できる人材の数は
圧倒的に不足しており、グローバル人材の育成は、社会的
に急務となってきています。

GlobalWing は、「未来を担うグローバルリーダーを輩出し
ていくこと」を目的としたプログラムです。 語学力をはじ
めとするスキルや実績が無くても、志を高く持っていただ
ける方であれば全力で私達がサポートを行います。 10 代、
20代の貴重な時間を捧げるに値するプログラムです。 
皆様のチャレンジをお待ちしております。

日本を想い、

世界を駆ける人材を

輩出する

1



海外インターン期間を支える
ハイクラスな教育プログラムを実施
皆様が主体的に行動できる業務内容を提供できる企業に厳選しており、 成長を加速させるため
の教育活動に最も力を入れています。 全くビジネス経験が無い方でも、弊社の講師陣が国内だ
けに限定せず、 いつでも Skype やメールを通じてフォローしますのでご安心ください。

アジア市場を開拓する経営者のもと、
業界トップクラスの海外インターンシップを。
グローバルリーダーを目指すのならば、非挑戦的な企業で海外インターンシップを行うので
はなく、 主体的に挑戦できる環境が必要です。 そのため、私たちはインターンシップ先の会社
にそのような環境があるかどうかをしっかりとチェックして、 皆様にご紹介をしております。

一流のキャリアを積んできたスタッフが
全力でサポート
経営者への教育業務や学生へのキャリア支援を行っている起業・ビジネス経験のある弊社
スタッフ による事前研修を行います。トレーニングプランの作成からビジネス知識、
マインドセットに到るまで幅広い研修をご用意しております。
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- GlobalWing インターンが選ばれ続ける理由 -

Why Choose GlobalWing



Vietnam

Dubai

Internship
Countries
- 渡航先情報 -
海外インターンや留学と聞くと欧米やオセアニア地域を
イメージされる方が多いかもしれません。
実際に大学生の留学先の 70％強は欧米およびオセアニアと
なっています。

しかしマーケット成長率などを背景に、日系企業の海外進出
は、アジアがメインとなっており、現地法人企業数の
データでも 2001年から 2011年で 80％増という他の地域
を圧倒する数字が出ています。

つまり企業が『今』求めている人材は
「アジアで活躍できる人材」なのです。

また、立ち上がったばかりのベンチャー企業は、少人数で
裁量を与えられる「インターン経験を積むには最適の環境」
であり、インターンを通じて高い成長ができます。

さぁアジアに挑んでみませんか？

Taiwan

　「日本人のバックグラウンドを活かせる国」
今、最も日系企業の進出が活発となっているベトナム。
2012年には日系企業の進出は過去最多となり、海外のベトナムに対する投資金額
の 1/3 は日系企業が行っているほど、 今もっとも日系企業の注目が集まっている
国であり、チャンスが無数にあります。
　また、20代 30代の日本人起業家も多く、ベンチャーでの活躍できる
フィールドがあります。

　ドバイではアラビア語が国語ですが、英語、ヒンディー語、
ペルシア語など様々な言語が会話に用いられています。
　イスラム教を国教とするアラブ首長国連邦にありながら非イスラム
教徒の外国人が多く住むドバイは、イスラム色の薄い、宗教的制約の
きわめて薄い都市です。
　そのため特に首都は「外国人の街」とも呼ばれるほど様々な文化と
触れあえるドバイは国際的な思考を養うのに適した地です。

　義援金が世界中から集まった東日本大震災。あの時、台湾の人々から 170億円
が寄せられました。そんな親日で知られている台湾は、中国語 (繁体字 ) が聞き取
りやすく、中国語学習者にとって実戦的なビジネス中国語が身につきやすい国で
もあります。
　また、戦後のアメリカとの結びつきの関係で、隠れた英語圏としての地位も持っ
ています。就職活動の際には、他者と差がつくビジネス中国語、ビジネス英語を
学ぶことができます。Global WIng Internship Country Information
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Malaysia Singapore

India China

Thailand Myanmar

　マレーシアは、現在中東・東南アジアのイスラム諸国への経済展開の足がかり
国家を自称しております。

　イスラム国家へのビジネス展開は、まだまだ拡大の余地を残している状況の中、
マレーシアのビジネス攻略ノウハウを身につける事が今後のキャリアアップにつ
ながることは間違いなく言えます。

　アジアの経済中心地であるシンガポール多くの外資系企業が軒を連ね、
世界トップレベルの優秀な人材が集結し、 日々しのぎを削っています。
国も多国籍国家であり、グローバルビジネスの最前線といっても過言では
ありません。

世界の最前線を肌で感じることのできる場所です。

　国民の 95％が仏教徒のタイですが、イスラム教徒、キリスト教徒、シーク教徒、
山岳民族などが共に暮らしている多民族・多宗教の国です。
一度も植民地化されたことがないので独自の文化を育んできており、タイのその
独特な空気感は街を少し歩くだけで感じられます。
　また「微笑みの国」としても知られているタイ。
若年層の日本文化への関心も高く、安全面や衛生面への評価も高いので
インターン先にはオススメです。

　2011年の統計ですが、ミャンマー進出の日本企業は、わずか 50社で
す。中国が27,000社に対して、 非常に少ない数であることがわかります。

　地理的に中国との結びつきが強いですが、 政情不安と進出を阻んでいた
アメリカによる経済制裁に見直しが図られることで、 日本企業にとって
ニーズの高い市場になることはほぼ間違いありません。

　英語圏のインターンは、アメリカ、カナダ、イギリスなどの欧米にまず考える
人が多いと思います。しかし、アジア圏にもシンガポール、インド、フィリピン
など英語を公用語とする地域はたくさんあります。
　その中でもインドは、企業での競争率も高くなく、英語に自信がなくてもイン
ターン先を見つけやすく、ハードルが低いです。オフィスでの公用語は英語です
ので、少なくとも３ヶ月後には、英語力が身につきます。
　英語圏での実戦的なビジネス英語は、就職活動、転職活動では大きな
アドバンテージとなります。

　世界経済の牽引役として注目を浴びる中国。
未だに中国に進出する日系企業は後を絶ちません。
しかし日中間における「ビジネスの壁」は想像以上に厳しいのが現状です。
　
　その中でも、弊社のプログラムでは右肩上がりに成長を遂げている様々な業種
で皆様に挑戦していただきます。
得意な分野・興味のある分野に挑戦してみましょう。
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Interview
起業家と共にゼロイチを築き、圧倒的な成長を。

　私のミッションは、イギリス人経営者の英語学校で、日本人利用者を開拓することでした。当時、日本人スタッフは私のみで、日本人の利用者は０
人。そんな中で、現地の日本人経営者にアドバイスを頂きながら営業ノウハウを習得し、最終的には日本人利用者率を 0％から 20％まで引き上げる
ことができました。海外インターンでは、日本では決して会えないような起業家方々と、“案外簡単に” 会えることが最大のメリットと感じています。
インターン業務に関するアドバイスから創業に至ったお話まで、大変興味深い話をお伺いすることができ、世界観を大きく広げることができました。
ぜひ、まだやりたいことや目標がなくても、成長したいと思っている方にGlobal Wingでのインターンを通して、自分の道筋を見つけていってください。 

ベトナム長期インターン体験者　千葉大学大学院　山梨 寛弥さん 

諦めず努力することが、一発逆転への近道。

　フィリピン留学と海外インターンで迷っていたときにGlobal Wing では裁量権を持って、主体的に取り組めるインターンがあったので、参加する
ことを決意しました。期待に胸膨らませ迎えた初日、私の最初の業務は 1300件程のリストに電話することでした。新規事業に関わりたいと思って
いた私にとって不満でしたが、よく考えてみると、突然入ってきたインターン生にすぐに新規事業の担当を任せてはくれません。しっかり仕事をこ
なすことが大事だと感じ、信頼を得るために、提案型のオリジナルの広告営業により、約 100万円の売り上げに貢献することができました。特にこ
れまでビジネス経験が一切ないという方でも、海外インターンで一発逆転してやろうと思っている方は、迷わず行ってみることをお勧めします。

ベトナム長期インターン体験者　筑波大学　倉敷 亮太さん

中退という決断を経て、掴み取った新たな可能性。

　現状維持の環境で悶々とした毎日との葛藤の中で、「休学」し、「海外インターン」に行くことで環境を大きく変える決断をしました。
インターンでは自分の未熟さを感じ、自分の無力さを痛感しました。ボロボロになった経験から、帰国後は復学しマネジメントの勉強を再開しました。
モチベーションの変化に自分自身驚いています。学問の吸収力も大きく変わったと思います。このように海外インターンでは、経営に近い場所で業
務を行えるため、経営を勉強している学生にとっては絶好のアウトプットの機会となると思います。
挑戦できる環境でたくさん失敗する経験を得ること、その失敗した経験の数が、今後の人生での大きな成長、成功に繋がってきます。そのためには
なんでも手を挙げて、挑戦することに尽きると思います。

インドネシア・中国長期インターン体験者　静岡大学中退　豊田 輝さん

7



- 体験者の声 -

自分で考え、自分で実施し、アクセス数過去最高へ。

　初めの 1ヶ月は中々が成果を上げることができずに伸び悩んでいましたが、私が企画して実施した調査「海外と日本の仕事観」がYahoo.news に
掲載されました。調査テーマ、方法、対象、アンケートまですべて私が考えて実施した調査でしたし、何より自分の努力が目に見えて評価されるこ
とは本当に嬉しかったです。その調査レポートのレスポンスもお陰さまで好調で、Webサイトのアクセス数が過去最高ということでそれなりの手応
えを感じる結果となりました。常に最高のパフォーマンスを発揮している社長と共に働くことで、自分の成長を日々実感することができています。
社長の人脈から他の会社の社長や駐在員の方をご紹介いただくことも多くあるため、経験豊富で優秀な方々との人脈も広げることができました。

ベトナム長期インターン体験者　国際教養大学　三橋亜伊さん

経験や知識を還元する。それが私たちの使命。

　日経のコンサルティング会社で、インドネシアに参入もしくは参入してくる日系企業との取引窓口が私のインターンシップでした。メーカー、建
設会社や商社など様々な業種のクライアントに会計業務、税金の計算、設立関連などの法律に関わる業務を担当しました。
　インドネシアは、自国産業を育成するため外資参入の障壁が多くあり、多少複雑なこともありましたが、このようなことは海外で働くことでしか
触れることがないため、その国を知るには良い機会でした。インターンを経てとても感じたのは海外で学んだ経験や知識を還元することが海外を経
験した我々にとって必須の使命だと思います。

インドネシア長期インターン体験者　筑波大学　重本 啓太郎さん

常識を超えた異文化インターンで環境適応能力を。

　GlobalWing インターンに参加した理由は、ベトナムに留学していた時に、平成生まれの日本人が集まるコミュニティに参加し、インターン参加者
と出会ったことがきっかけです。私と同じ年の学生が、海外で実践的なビジネス経験を積み、活躍されていることに大きな刺激をうけました。 　
　異文化でのインターンでは、あるマンションの１フロア全部をデザインすることを依頼されるなど、日本ではできないような経験ができ、その環
境に適応していく力が身に付いたのではと感じています。また、中国語のスキルはゼロでしたが、毎日現地のスタッフの方と交流して行く中で、
インターンが終わる頃には、日常生活では困らないぐらいの語学力が身につきました。

台湾長期インターンシップ体験者　和歌山大学　家谷 翔太さん
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自分の価値を見いだし、一流のビジネスマンへ。

　一流のビジネスパーソンになるために、シンガポールのインターンを選択しました。インターンの成果を最大化するために、事前研修では自分の
強みと弱み、目標数値を考えたりと、効率よく挑戦するための準備を行いました。
インターンでは、顧客対応から営業まで様々なことを行いましたが、挑戦や成長している時間は意識しなければ一瞬で過ぎてしまうと感じました。
ただ仕事をする感覚では思うように成長できず、自分の未熟さを痛感する日々が続きました。ですが、アピールすることで任せてもらえるスタートアッ
プでの環境は自分にとって最高の環境なのではないか思います。” 一流” になれるよう、成長、挑戦を意識し、努力していきたいと思います。

シンガポール長期インターン体験者　九州大学　朝舩 颯哉さん

「努力」＝「自己成長」。大学では学べない実体験を。
ベトナム長期インターン体験者　中京大学　長尾 健明さん
　インターンでは、課題の仮説立てを行い、解決策を導き出して、その解決策に即した施策を打ち出した結果からまた課題の仮説を立てるといった
PDCAを高速回転することが求められていると感じました。大学では学べないもの、頭では理解していても実行できているか分からないものが多かっ
たのですが、実践的に PDCAを回せる環境にいることで、日々の成長を感じることができます。インターンでは、ゲームのログイン者数の推移、ロ
グイン時間の定量データを比較・分析、結果から施策考案、そしてイベント企画などを行いました。全く未知な環境に飛び込んだことで、自身の未熟さ、
成長、今後の方向性など様々なことが見えて来ました。努力が自己成長に現れると思うので、これからも努力を続けていきたいと思います。　

海外大生の挑戦！アジアインターンで得たものとは。

　多国籍の人と英語を話せる環境にいることで様々なカルチャーをいっぺんに触れられること、またビジネス英語についても学びたいと思い、日本
の大学ではなくアメリカの大学へ進学しました。大学を卒業したらアジア、もしくは日本で何かしたい、いつか起業したいと思っていたため、海外
インターに参加を決意しました。仕事とは、責任が伴うということと、社会的・政治的に辛い面を一番思い知れたことが成果だと思います。
　社会に出てはじめてこの状況を知るのと「いま」経験しておくのとでは大きな差が出ますし、この経験をなくして自分の好きなことはできないと
思いました。このインターンを経験できる環境がどれだけ恵まれていたのかを知れました。

香港長期インターン体験者　アメリカ創価大学　永田 清志さん

- 体験者の声 -



Staff
神田 滋宣

Global Wing 代表

     　キャリアサポートをしてきた中でわかったことが
     あります。それは、海外でのビジネス経験、特に高い
     目標をやり遂げた成功体験の有無はその後のキャリア
     に大きな影響を与えているということでした。困難な
     目標をやり遂げた方は、主体的に高い目標を自ら掲げ
     達成し、より大きな仕事を任せれるようになって
     います。そんな彼らは企業でも高い評価を受け、就職・
転職活動でも多くの選択肢を得ています。このサービスを通しで、自分への信頼と築き上げた実績
によって自分らしい進路を歩み続けられる人を増やしていきたいと考えています。
【略歴】
大学卒業後、株式会社リクルートグループに勤務。リクルートグループ在籍時には３年間で１９回
の営業表彰を獲得。 ２００９年GLナビゲーション株式会社を設立し、同社代表取締役に就任。現
在までに１４０を超える企業の採用サポートを行い、新規事業の立ち上げも行っている。

釼持 駿

Global Wing 創業者

     　近年海外インターンに参加する学生は増加傾向に
     ありますが、その実態は「名ばかりのインターン」
     が数多く存在します。そうしたインターンでは会社
     訪問、資料作成、簡単な通訳、アテンド、電話対応
     など 全く裁量権の与えられない非挑戦的な業務内容
     が多く、成長機会をほとんど与えてもらえません。
     結局就職活動で PRできない内容になってしまいま
す。こうした問題を背景に、Global Wing では徹底して教育活動に力を入れており、 事前研修か
らはじまり帰国後に到るまで弊社スタッフが皆さんの成長をしっかりと支援しています。
【略歴】
カナダのコンサルティングファームに勤務後、シンガポールにてBetter living を創業。 同社を売
却後、日本に帰国しGlobalWing を創業。現在は米国大手消費財メーカーに勤務し、マーケティ
ングを担当。実用英語機能検定一級・Canadian Institute of Management 会員。

牟田 直弘

牟田直弘事務所 代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僕が皆さんと同じような年頃に経験したかったこと、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それがＧＷです。人生で何をするにせよ、「引き出し」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の多さが必ず貴方の助けになります。経験と知識に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もとづく知恵、それを形にする力。こうした「引き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出し」を増やす一番の方法は、実際やってみる事です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後益々働き方に国境は意味をなさなくなっていく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょう。そうした世界を生きていく上で、大きな「引
き出し」となってくれる体験を、僕たちは用意しています。行く理由は人それぞれでいいのです。
ですが、帰国後皆様は、それまでとちょっと違う自分を発見するでしょう。必要なのは少しの勇
気だけ。こうしたチャレンジに一歩踏み出せる人と、一緒に何かを創りたいと僕は思うのです。
【略歴】
日本証券アナリスト協会検定会員。牟田直弘事務所を設立、経営アドバイス・コンサルティング・
事業再生などを展開。 ファンドマネジャー、マーケティングマネジャーを歴任。

伊藤 恵利子

Global Wing スタッフ

     　「自分自身」を知ることが、「グローバル」や「成長」
     を実感するカギになるのではないかと思います。 
     自分と世界の立ち位置を理解するところから、 そして、
     「できるかもしれない」という自分の可能性とアジア
     市場の可能性を広げてみましょう。 100 人いれば
     100 通りのインターンプログラムがあります。
     同じ国で、同じインターン先で、同じ業務を行う学生
もいますが、 それぞれ一歩ずつ「自分のスタンス」を創りあげようと必死でインターンに取り組ん
でいます。 それが 3ヶ月や半年…と積み上がった時に、ふと気づいたら 周りの学生が真似できない
ような 「成長」を実感できる貴重な時間になるように 皆さんの挑戦をサポートして参ります。
【略歴】
学生時代にベトナムホーチミンでの福祉系インターンを行う。後に 2014年 4月入社。 Global 
Wingのオペレーション担当として学生対応を行う。2014年夏には中国・天津のインターンに参加。 
入社後、6ヶ月でGlobal Wing のプロジェクトマネージャーに就任。

GlobalWing では、アジアでの起業経験者や世界トップ企業に勤める社員、海外経済の専門家・投資家など
様々なスタッフが揃っております。スタッフ紹介
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http://globalwing.jp
Global Wing web site


