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◆P.A.L.2018概要 
 
テーマ：Light up the Future of Asia 
 
メンバー構成 
◆オーガナイザー(日本人) 
・学部2年生 24人、学部3年生 20人　計44人 
◆参加者(アジア、ヨーロッパ) 
・中国2人、韓国1人、カンボジア1人、シンガポール2人、 
フィリピン1人、ラオス1人、ネパール1人、オーストリア3人、 

計15人 
 
実施期間：8月2日~8月13日 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
◆活動報告 
 

①本番の内容 
・スケジュール 
　 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

午前 　 鎌倉 

ショート
　　　　
　トリッ

プ 

ショート
　　　　
　トリッ

プ 

広告 教育 

午後 ウェル
カム 鎌倉 

ショート
　　　　
　トリッ

プ 

ショート
　　　　
　トリッ

プ 

ジブリ テクノロ
ジー 

 
 
 
 



 

 
 
 
　 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 

午前 政治 座禅 異文化 秋葉原 ケースス
タディ 

最終 
プレゼン 

午後 クッキン
グ 

おもて
なし 異文化 浅草 自由時間 

フェア
ウェル　
　　　
パー
ティー 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
・詳細(チーフ名・デイの名前・目的・内容) 
 
 
「ウェルカムセレモニー」(8/2) 

経済学部2年　岩瀬丈 
場所：タンジェリン（渋谷） 
 
［デイの目的］［デイの目的］  
留学生と日本人の初対面の場となるので、互いにアイスブレイクができる場となるこ

と。留学生の祖国について知り、また彼らに日本を伝えること。 
  
［デイの内容］［デイの内容］  
・代表挨拶 
・各国カントリープレゼン（1人につき2～3分×16人） 
・ビンゴ（カントリープレゼンが延長したため、実施できず） 
 
［デイの成果］［デイの成果］  
留学生の祖国や日本についてのプレゼンを通し

て、文化や習慣、経済状況などのバックグラウン
ドや、各留学生の祖国の好きなところなどについ
て互いに理解を深めることができた。また、立食
形式でセレモニーを行ったことにより、より多く
の人とカジュアルに会話することが可能になり、
アイスブレイクの場としての役割を大いに果たす
ことができた。 
 
 
 

 
 
 
「鎌倉観光」(8/3) 

経済学部2年　中村こころ/梅田すず 
場所：鎌倉 
 
［デイの目的］［デイの目的］  
C to C Day の目的 

C to C Dayの目的は外国の学生たちに C to C 企業の日本での活躍を紹介するという             
ものだ。ほとんどの人がスマートフォンを持つこの時代では C to C ビジネスが一般的にな         



 

り、貴社のフリマサービスでは一般人でも簡 単に商品を売買できる。このように、C to C       
ビジネスは私達のような学生た ちにも深く関わっています。そこで、貴社の企業訪問を通 
じて日本の文化や風習にあったビジネス方法を考慮した C to C 企業の戦略を外国の学生た         
ちと一緒 に学びたいと思っている。  
 
観光業 Day の目的 

観光業Dayの目的は外国の学生たちに日本での観光業について紹介するというもの
です。鎌倉市は都心から近くて歴史的建造物もある「古都」であるため毎年多くの外国人
観光客が訪れる。歴史的背景だけではなく、山と海に囲まれている鎌倉市は様々な魅力を
持っている。ですが、町の魅力だけでは観光客を集めることは難しく、そこには広報活
動、旅行業、宿泊業、飲食業、製造業、などの所にも努力が必要だ。 
そこで、実際に鎌倉を自分の足で歩き、観光をすることでなぜ鎌倉がこれほどまでに観光
客を魅了するのか考えを深めてもらえたらと思う。 
 
［デイの内容］［デイの内容］  
鎌倉の名所である鶴岡八幡宮や大仏、小町通りを６つの班に分かれて巡った。 
 
［デイの成果］［デイの成果］  
日本の観光地として名高い鎌倉の魅力をESに伝えることができたことはもちろん、ESと日
本人メンバーで構成される小さなグループに分かれて鎌倉を自由に回ることで、訪れる
先々において自国との比較をする機会を設けることができた。特に、食や寺社仏閣に関す
る活発な議論を行うことができた。 

 
 
 
 
 
「ショートトリップ」(8/4-8/5) 

経済学部2年　岩瀬丈 
場所：千葉県 
 
［デイの目的］［デイの目的］  
1泊2日の小旅行を通じて、より一層のアイスブレイクをすることと、日本の文化を体験
し、日本の夏を満喫すること。また、翌日から、広告デイをはじめとしたアカデミックな
デイが多くなり深い議論が求められる。そのためにも密な関係性を築くことが重要である
という考えから、3,4日目にShort trip Dayを行った。 
 



 

［デイの内容］［デイの内容］  
九十九里浜に赴き、ブルベリー狩りやバーベキュー、花火鑑賞、手持ち花火等を実施し
た。 
 
［デイの成果］［デイの成果］  
まず、コンテンツを充実させ、何もすることがない空白の時間をできる限り少なくしたこ
とで、留学生も日本人オーガナイザーも存分に夏を満喫し、より一層のアイスブレイクが
できた。どの体験も楽しさを最も重視したものとなっており、アイスブレイクの場として
は最適なものとなった。また、2日目の午前は、留学生たちの疲れも溜まってくる頃だろう
と予想して、チェックアウト時間ギリギリまで予定を入れず、休息に充てた。実際に体調
を崩しかけている参加者が数名見受けられたので、正しい判断であったと考えられる。想
定外だったのは、1日目の夜に宿の近くで花火大会があったことである。打ち上げ場所は少
し遠かったが、宿の近くの砂浜から見ることができ、良い意味で想定外の出来事となっ
た。留学生にとっても日本人にとっても、2018年夏の思い出の1ページを彩る大事な思い出
になったに違いない。 

 
  
  
  
「広告デイ」「広告デイ」(8/6)(8/6)  

商学部2年　菱田真香 
［場所］［場所］  
某大手広告代理店本社 
 
 [ [デイの目的デイの目的]]  

2018年度P.A.L. Projectの活動として、同じ商品でも地域によって文化や特色の違いを理解
した上で、広告ビジネスの異なるアプローチ方法を参加者に共有したい。 
　また、スペシャルコラムの『アジアの生活者のリアル』によると、貴社は、「生活者」
に着目し、日本で培った生活者研究のノウハウを生かし、アジアに住む「生活者」に対す
るマーケティング調査等を行っている。アジアの生活者のニーズを熟知している貴社から
学ぶことが目的である。この広告デイを通して、国による宣伝方法の相違点、そして、ア
ジアとしての共通点から、母国に活かせることを学び、新たなアイデアを生み出すきっか
けとなることも目的である。 
 
[[デイの内容デイの内容]]  
1.1. 某大手広告代理店の職員の方お話某大手広告代理店の職員の方お話  
　某大手広告代理店がアジアで事業展開されている国を取り上げてさせていただき、各国
における広報活動の特徴やその違いについてお話頂いた。実際のブランドを挙げて、アジ



 

ア各国のCMを視聴した。今回は、日用品に着目してもらい、同じアジアでもアピールポイ
ントが異なる広告戦略の違いを学んだ。そして、参加者からたくさんの質問をして、某大
手広告代理店の方は丁寧に回答して下さった。 
 
2.2. 体験型アクティビティ体験型アクティビティ  
　「日本」をミレニアム世代の人々に宣伝するとしたら、どんな広告を作るかをグループ
に分かれて行った。（グループは男女比、日本人とES比を考慮）クリエイティブディレク
ター、アートディレクター、コピーライターをグループの中で決めて、その役割で話し合
い・制作を行った。 
 

3.3. まとめまとめ  
最後に、制作したポスターの中で一番良いものを審査員の方方々に決めて頂き、景品も用

意して頂いた。（審査員４人）そして、最後にまとめて頂く頂いた。  
4.4. ランチランチ  
　会場でお昼ご飯を食べることができた。（おにぎりやサンドイッチは持参） 
 
[[デイの成果デイの成果]]  
誰もが毎日目にする広告が軸のデイにしたことで、みんなが触れやすい・話しやすいデイ

になったと考える。さらに、某大手広告代理店の方々も英語で流暢に話せる方々が協力し
て下さったので、デイ全体がスムーズ、そして、より深いディスカッションをすることが
できた。 
同じ商品でも、アジア内でそれぞれのマーケティング戦略が異なることを見ることができ

たのは、とても良かった。 
企業側のお話を受動的に聞く座学だけでなく、ES、日本人、そして某大手広告代理店の

方々も含めてディスカッションを活発に行うことができ、参加者、そして某大手広告代理
店の方々にも満足してもらうことができた。さらに、某大手広告代理店の方々が積極的に
質問や意見を受け入れて下さったことで、よりインタラクティブな雰囲気になることがで
きた。 
アカデミックのデイで、クリエイティブさ・アイデア性を活かせるデイはなかなかなかっ

たので、ポスター制作でクリエイティブさを活かすことができたのが良かった。グループ
でポスターを決められた時間内に作るという作業を経て、国と性別を越えてメンバーも仲
良くなり、意見が言いやすい信頼関係を築くことができた。そしてその後のディスカッ
ションのモチベーションの向上にも繋がったはずだ。 
 

 
     

    



 

 
 
 
 
 
 
「ジブリデイ」「ジブリデイ」(8/6)  

  
  

法学部2年　大木理世 
［場所］［場所］  
三鷹の森ジブリ美術館 
 
[[デイの目的デイの目的]]  
  
日本を代表する文化であるアニメーション、その中でも最も世界的に代表的なジブリ映画

を観てもらいその世界観に触れあってもらうこと。ジブリはあまりに日本人にとって身近
なものであり、多くの人が親しみをもっているものである。よって、もはや日本文化のひ
とつであるともいえる。ジブリ映画から垣間見えるさまざまなメッセージや日本文化を感
じ取ってもらうこと。さらに、ジブリ映画を作るにあたって必要とされる技術や繊細さを
知ることも、日本をよりよく知るきっかけとなると考えられる。 
  
  
[[デイの内容デイの内容]]  
  

1.1. ジブリ映画鑑賞ジブリ映画鑑賞  
今回は宿題として「魔女の宅急便」と「となりのトトロ」を事前に観てきてもらった。 
さらに、8月3日の鎌倉デイの後にはスペースマーケットというアプリを使って確保した渋
谷のレンタルスペースでプロジェクターを使って「天空の城ラピュタ」を英語字幕付きで
一緒に鑑賞した。 
 

2.2. 美術館訪問美術館訪問  
当日は広告デイが終わり次第三鷹駅に移動しバスでジブリ美術館に向かった。広告デイで
別れたのと同じグループにまた分かれてもらい、美術館をグループごとに自由に周っても
らった。入場直前にはジブリデイをより深く楽しんでもらうためのディスカッションシー
ト（日本語と英語両方）を全員に配布した。ジブリ美術館を楽しんでもらうことが最大の
目的であるため、これを使ってディスカッションを周りながらするかしないかは自由であ
るということを強調した。 
 
 
 
[[デイの成果デイの成果]]  
  
まず、「となりのトトロ」と「魔女の宅急便」は日本人なら必ず一度は観たことのある大
変有名な映画であり、ジブリを知り、好きになってもらうにあたってとても効果的であっ
たと思われる。さらに、となりのトトロには日本の田園風景やそこに住んでいる人々の暮
らしの様子、（ひと昔前の）家族のあり方も表現されている。言葉や写真で伝えるよりも



 

このように映画として観てもらったほうがより深く日本という国の文化や風景を理解し体
感してもらえると考えられる。それら二つののどかで穏やかな映画とはうってかわって
「天空の城ラピュタ」のような重いテーマも扱っているジブリ映画も鑑賞してもらったこ
とでアニメーションという媒体を使って様々な事柄を表現できるということをわかっても
らえたと思う。ラピュタでは化学と人間、人間と自然、兵器、戦争、などのようなテーマ
を扱っているのにも関わらず映画として重すぎず子供でも楽しめる内容となっている。ジ
ブリ映画の内容の幅広さとアニメーションの多面性を理解してもらえた。 
 
ジブリ美術館ではジブリ映画が作成されるまでの工程が事細かに展示されており、ハリ
ウッド映画のような有名俳優を使いさまざまなＣＧ技術を駆使し作られるダイナミックな
映画とは全く違った次元にあるジブリ映画だからこその価値とそれを作るにあたって必要
とされる日本ならではの高い技術と繊細さと丁寧さに気づいてもらうことができた。それ
だけではなく、ジブリ美術館全体がジブリの世界観が感じ取れるものであふれており、日
本人にとって親しみの深いジブリの世界観を留学生にも感じてもらうことに成功したと思
う。さらに、「毛虫のボロ」という短編映画はセリフがないにも関わらず日本人留学生問
わず同じシーンで笑うなどし同様に楽しめたので、言語をこえた楽しみ方ができたように
感じる。 
 

 
 

 
 
 
「教育デイ」(8/7) 

理工学部2年　星川潤 
場所　慶応義塾大学　矢上キャンパス 
 
[[デイの目的デイの目的]]  
1.　教育という、国の未来を形成する上で最も重要になる要素を互いに紹介することで、
各国の国民性に対する理解を深める。 
2．互いの国の教育を見比べることで、自他の国の教育のメリットやオリジナリティを見出
し、自国の教育のデメリットに対する改善案を考えるきっかけになる。 
3．多様性のある教育方法を一斉に発表することにより、改めてアジアの現代教育や、リー
ダーシップを育成するにあたって何が共通して大事になってくるかを考察する。 
 
[[デイの内容デイの内容]]  
1．事前に各留学生参加者に自国の教育に対するプレゼンテーションを作成してもらい、1



 

人あたり5分以内で発表してもらう。 
2．プレゼンテーションを終えたら、グループごとに「理想の英語教育」や、「リーダー
シップを育成するための教育とは」といった議題で討論してもらう。　 
 
[[デイの成果デイの成果]]  
教育という参加者誰もが体験したことがある分野について語り合ったので、やはりみんな
自国の教育の特徴や問題点について熱く語っていた。その結果、それぞれの国で何が重視
されているか、どんな方法で子供の思考力や知識力を向上させるかをについて知る事がで
きた。テクノロジーデイと同じく、唯一慶應のキャンパスで行われる日のデイだったの
で、慶應に行きたいという留学生の願いを叶える事ができた。 
 

 

 
 
 
 
「テクノロジーデイ」(8/7) 

理工学部2年　星川潤 
場所　慶応義塾大学　矢上キャンパス 
 
 
 [ [デイの目的デイの目的]]  
現在の世界のAIの最先端がどこまで進んでいるのかをある程度理解してもらい、それらの
技術がこれからのアジアにおいてどのように応用されていくのかについてディスカッショ
ン形式で考察してもらう。AI技術というのはこれから大きく発達していく分野であり、ア
ジアでも多くの優秀な大学が力を入れ始めている分野である。そのため、理系文系に拘わ
らず、それらに対する興味と理解を深める必要があると考えた。 
 
[[デイの内容デイの内容]]  
1． 慶應義塾大学の天野研究室に所属する大学院生の方々にお願いし、AIの画

像認識の仕組みや同研究室の研究内容、最新のAI技術の発達にいたるまで
を分かりやすい英語でプレゼンテーションして頂いた。 

2． 「思考型AIロボットを敵ではなく味方にするためには」「アジアの交通渋
滞を解決するための技術とは」という与えられた課題に対し、それの解決
策をグループでディスカッションし、その後発表してもらった。 

 



 

[[デイの成果デイの成果]]  
AIという今まさにホットな話題に焦点を当て、AIの本質とその可能性と将来性をある程度
理解できた。特に重視したことは、理系のみならず文系の学生にも分かりやすく面白味の
あるプレゼンテーションをすることであり、そのために大学院生の方々とも何度も打ち合
わせをした。その結果、プレゼンテーションは文系の参加者も大いに興味が沸けるものと
なり、留学生からも日本人参加者からも質問が多く飛び交い、そしてその後のディスカッ
ションのモチベーションの向上にも繋がった。そしてこのテクノロジーデイの日は全部の
デイの中で唯一慶応義塾大学にて行う日だったので、慶應のキャンパスに訪れてみたいと
いう留学生の願いも叶えられ、彼ら彼女らも大きく満足していたに違いない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
「政治デイ」(8/8) 

法学部政治学科3年稲川梨沙 
 場所：国会議事堂 
  
【デイの目的】【デイの目的】  
P.A.L. (Promoting Asian Leadership)の企画を考えるにあたり、Asian Leadershipにはさま
ざまな形があると考え、その最たるものかつ最もわかりやすい形が”政治”を通じて国を導
くという形でのLeadershipであると思った。そのため、日本のリーダーシップの中心でも
あり政治の中枢の場所でもある国会議事堂を訪問することで、日本におけるLeadershipの
あり方や歴史を学ぶというのが目的である。 
また、様々なバックグラウンドや価値観をもつ参加者が集まるということで世界で共通の
政治的話題について率直に意見を交わし国によって様々な立場や味方があることを認識す
ることも目的とした。 
  
  
【デイの内容】【デイの内容】  
1．国会議事堂見学 
 衆議院の見学をした。一般の見学ルートを案内され、各所で行われる説明については英語
のパンフレットを参照したり日本人参加者が外国人の参加者に通訳しながら進んだ。 
  
2.ディスカッション 
 4つのグループに別れて、2つのトピックについてグループごとにディスカッションし、グ
ループで出てきた意見を全体の前でグループの代表が発表した。その際発表者は毎回違う
人が発表するようにした。 



 

  
【成果】【成果】  
1.国会議事堂見学 
国会議事堂という建物自体が普段の観光では滅多に来ないような場所ではあったため、参
加者にとってとても貴重な体験となったのではないかと感じる。実際に使われている本会
議場の中に入ることができたということも刺激的であったと思う。 
  
2.ディスカッション 
英語力や政治的背景知識に参加者の中でばらつきがある中で、あえて誰でも意見を述べや
すいようなテーマを制定したことで想像以上に活発で白熱した議論を行うことができたと
思い、この点が政治デイにおける最大の成果なのではないかと考えている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「クッキングデイ」(8/8) 
商学部 2年 中山千鶴 

場所　テクノ川崎 
 
[[デイの目的デイの目的]]  
食事は食材、調理方法、味付け、食器の選び方までその国の文化を表す代表的なものであ
る。今回は昨年と傾向を変え、日本料理に加えて留学生に自国の料理を実際に一緒に作っ
てもらうことで、日本文化の一つである和食を調理段階から実際に触れてもらう他、普段
は食べられない現地の味や調理方法を知り、お互いの文化を紹介し合い理解をすすめるこ
とを目的とした。 
  
 [ [デイの内容デイの内容]]  
今回は日本料理3品(炊き込みごはん、豚汁、白玉)と外
国の料理6品(中国のシュウマイ・水餃子、オーストリ
アの肉パイ・くるみのパイ焼き、ネパールの卵焼き、
カンボジアのシーフードサラダ)を作った。 
 
①各班に分かれてレシピを割り振り、スーパーで材料



 

を購入 
②調理してバイキング形式で食べた 
 
[[デイの成果デイの成果]]  
料理を一緒に作ることで日本人と留学生全員の仲がより深まった。また調理方法や味な
ど、普段知ることができない現地の特徴やこだわりを発見できた。 
 

 
 
「座禅デイ」(8/9)　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　経済学部3年：青木凜太郎 
 場所：擇木道場（http://takuboku.ningenzen.jp/） 
最寄り駅：日暮里駅 
費用；座禅体験料1000円、昼食代700円 
  
【内容】【内容】  
座禅体験をした 
   
【目的】【目的】  
古くから続く日本の精神的文化を体感すること。座禅とは、瞑想をして精神統一を行
う作法であり、近年海外でも人気を博している。ストレスフルな現代社会において、
自分自身を見つめなおす時間はほとんどありません。そのため、自分と向き合い己に
精神を集中させる座禅は人々にウケている。そんな日本の精神的側面に触れること
で、一瞬落ち着いて自分について考え、何かを得るきっかけとなると考えられる。 
  
  
【成果】 
ほとんどのESは座禅について事前に知っていたが、体験したことのある人はほぼいな
かった。そのため、ESはおおむね真剣に取り組んでおり、中には体験後に何回か質問
する人もいた。ESからのFBで、「リラックスできた」「自分の悩みについて深く考え
られた」と聞き、座禅体験の目的を果たせたのではと感じる。 
  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
「おもてなしデイ」(8/9) 

経済学部2年　鈴木聡実 
場所：某大手航空会社　整備場  
 
［デイの目的］［デイの目的］  
某大手航空会社は、日本と世界を繋ぐ日本の翼としての役割を担っている。現に海外から
の顧客が日本を訪問する際に初めて日本文化の一片であるおもてなしを感じる場が機内
だ。Trip Adviser 「世界の人気エアライン2017」で日本のベストエアラインを受賞されて
いるように、某大手航空会社のホスピタリティや技術は高く評価されている。ここで、今
回のデイではアジアの他の国々からの顧客は実際にどこを評価しているのかを学び、高水
準な技術・サービスを提供する某大手航空会社の精神を学ぶことによって、改めて日本ら
しさとは何かを見つめ直すことを目的とした。また、このデイが日本の魅力をアジアに再
発信できるきっかけとなるデイ作りを目指した。 
 
 
 
［デイの内容］［デイの内容］  
１）ご講演 
サービスをする上での某大手航空会社の基本理念と他社との差別化とは何かを学んだ。ま
た、某大手航空会社を通しての日本のおもてなし精神についてどのように考え、体現して
いるのかを探り、どのように某大手航空会社の方々が仕事をしているのかを学んだ。 
２）整備場・ミュージアム見学 
整備士、運航乗務員、客室乗務員などの方々の仕事を実際にミュージアム・整備場見学を
元に学んだ。 
 
［デイの成果］［デイの成果］  
今回のデイでは、一般に公開されている某大手航空会社整備場見学ツアーとは違い、先方
に企画書を通したところ、今回のデイ目標に沿ったご講演（マナー・おもてなしについ
て）をして頂き、貴重な経験となった。元客室乗務員の方から学ぶ実践的なマナー講座
は、日本のおもてなし文化そのものを学ぶだけではなく、どの参加者にとっても、模範的
なコミュニケーション上でのマナーを学ぶことができた。また、整備場・ミュージアム見
学では、留学生・日本人参加者共に楽しんで見学する姿が見受けられた。また、格納庫内
で間近で旅客機を見ることができたり、実際に近距離で走行していく旅客機を見ることが
できたりと、中々出来ない体験をすることが出来た。参加者も積極的に質問をしている様
子が見受けられ、受動的な企業訪問ではなく、本来P.A.L. Projectが目指していたとする、
能動的で実りあるデイになったと考えられる。 
 
 
 
 
 



 

「異文化コミュニケーション」「異文化コミュニケーション」(8/10)(8/10)  
法学部3年　安藤啓人 

［場所］［場所］  
2018異文化コミュニケーション学会国際大会および第33回年次大会 
中央大学多摩キャンパス 
 
 [ [デイの目的デイの目的]]  
海外の教授や教育のプロの方々とワークショップを通して、ハイレベルの異文化交流を参
加者に体験してもらう。 
[[デイの内容デイの内容]]  
1.ディスカッションランチ 
テーマ別に複数の長テーブルに分かれ、一般参加者とPAL参加者で話しながらランチを食
べた。 
2.デイのメンバーと吉田先生で作ったワークショップに参加。テーマは新しい交流プログ
ラムの企画。各班一般参加者、PAL参加者、メンバーで構成されるように別れ、作業に取
り掛かった。最後に各班がお互いに口頭でプレゼン。 
[[デイの成果デイの成果]]  
国際交流プログラムの参加として、過去に参加してきたプログラムそしてPALでの経験か
ら、各々思うところは持っていると思う。それをこのワークショップで具現化する事で、
PAL後の活動へ少しでもプラスになればと思い、開催された。さらに海外の教授らと一緒
に作業できる機会はかなり貴重な体験になったと思われる。 

 

 
 
 
 
「ポップカルチャーデイ」 (8/11) 

商学部 2年 中山千鶴 
場所：秋葉原・浅草 
 
[[デイの目的デイの目的]]  
海外で子供の遊びやチームビルディング有名であるピクチャースキャベンジャーハントを
通して、ポイントを多く得るため多国籍の少人数チームでどうチームに貢献し仲間と協力
し合うか体験してもらい、グローバル化が進み多国籍な仲間と働く社会でどう協力してい
くかチームビルディングを学ぶことを目的とした。また、アジアで急速な技術発展により
その国独自の文化をどう維持するか問題になっている中、アイドルやメイド、アニメと



 

いったモダンな日本である秋葉原とお寺や着物、街並みなどトラディショナルな浅草を観
光することで、日本の2つの面を紹介し最新の技術があり発展しつつも古き良き日本を維持
し続けている様子を見てもらうことも目指した。 
 
[[デイの内容デイの内容]]  
5〜7人の少人数の班に分かれて、渡された冊子に書いてあるミッションをこなしポイント
を稼ぐことで競い合うピクチャースキャベンジャーハントを秋葉原と浅草で行なった。モ
チベーションを上げるため景品も用意し、ポイントが高かった班から選べるようにした。 
 
[[デイの成果デイの成果]]  
ディスカッションや企業訪問などアカデミックなデイが続いていた留学生にとって、純粋
に日本観光を楽しめる息抜きとなった。またデイ当日にちょうど浅草でお祭りが開催され
ており、灯籠流しなどを実際に体験し留学生にとって貴重な経験となった。また、少人数
班での行動だったため普段より密な交流となり、さらにチームビルディングの上でそれぞ
れが自分の役割を見つけチームに貢献していた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ケーススタディデイ」(8/12) 

経済学部3年　窪田直希 
場所：池袋　貸会議室 
 
［デイの目的］［デイの目的］  
企業の経営を実店舗訪問やIR資料を用いて能動的に学ぶ。 
 
［デイの内容］［デイの内容］  
株式会社ユニクロの経済活動をフレームワークや実店舗訪問を通じて経営者目線で学ぶ。
また、開示資料を用いてユニクロの世界展開を調べ、世界の衣料品事情について学ぶ。
Case Studyを通じて受動的な講義形式ではなく、能動的に学ぶ機会を得る。 
  
［デイの成果］［デイの成果］  
Case Studyは上記の通り経営者目線で企業の経済活動を学ぶパート、世界の衣料品事情を
学ぶパートの2つに分けて行った。 



 

 
1. 経営者目線で企業の経済活動を学ぶパート 
最初に頭の体操という意味で、ロジックパズルをいくつか出題。チームで対抗。朝早かっ
たので、起きてもらうことももちろん、出題テーマに幅を持たせる事で柔軟な思考を引き
出した。 
次には３C分析と因数分解に関して例題を通じて学んだ。実際にタクシー会社という実例
を用いた３C分析を行うことによって、分析方法の学習と共に、各々のタクシーへの既存
意識をうまく共有することができた。因数分解という概念をマクドナルドのビジネスを用
いて学習。 
最後に池袋のユニクロへ行き、因数分解の要素を実際の観察を通して、発見してもらっ
た。 
 
2. 世界の衣料品事情を学ぶパート 
IR資料からユニクロが海外展開、中でもアジア進出に注力していることを読み取り、その
上で各参加者の出身国でのユニクロのプレゼンスやカジュアル衣料品事情について話し
合った。その結果、ユニクロのブランド自体は世界中で認知されているものの、ヨーロッ
パでは他ブランドが圧倒していることがわかった。 

 
 
 
 
 
 
「フェアウェルパーティー」(8/13) 

デイチーフ 太田紘史郎 
[場所] 
渋谷 Jack Bar 
 
[[デイの目的デイの目的]]  
今までのデイを振り返り最高の最後を飾る 
 
[[デイの内容デイの内容]]  
初日にチームごとにとったムービーや、担当オーガナイザーからの言葉、P.A.L.projectす
べてをまとめたムービーで、今までの全てのデイを振り返る 



 

 
 [デイの成果] 
P.A.L.の最後のデイとして、涙なしにはいられない1日になった。本当の意味で、「PAL 
family」として一つになれたと感じている。 
 
[備考] 
感動のフィナーレで終わることができたと思う。パルファミリーのメンバーそれぞれが、
自分の思い出や気持ちを語り合い、先述したような涙なしにはいられない1日になったので
はないかと思う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

②部署報告 
 
 

「渉外部」 
 

◆渉外部とは 
・プロジェクトの運営資金を調達するために
様々な手段で資金調達を試みる部署 
 

◆メンバー 
☆皆川悠矢　　法学部政治学科３年 
・渡邊美由紀　法学部政治学科３年 
・伊木瑞季　　法学部法律学科３年 
・藤井詩帆　　法学部法律学科２年 
・石神璃奈　　経済学部　　　２年 
・齊藤文　　　商学部　　　　２年　　 
計6人 
 

◆活動内容 
＜年間スケジュール＞ 
・9月~10月 引継ぎ 
・10月~11月 名刺、資料作成 
・11月~1月 財団助成金申請提出 
・2月~4月 協賛案件 
・5月~6月 クラウドランディング 
・6月~7月 企業荷電 
・8月 P.A.L. Project本番 
 
＜詳細＞ 
初めの9月から10月にかけては昨年度の引継ぎを兼ねて企業の方とコンタクトをとったり、
1年間の目標を定めたりした。11月から1月には3つの財団に助成金を申請した。プロジェク
トの本質、意義を議論しながら再確認し、1つ1つ時間をかけて取り組んだ。2月から4月に
かけては協賛案件を中心に取り組んだ。協賛案件とはあるイベントに1人参加する毎、もし
くはあるサイト、アプリに1人登録する毎にP.A.L. Projectに定額支払われるといったような 
ものだ。これは2月~4月だけというよりは年中協賛案件が見つかれば対応していた。ま
た、協賛案件を見つけるために頻繁に企業に連絡をして訪問することで積極的に協賛案件
獲得に向けて行動した。5月~6月には今年が初めての試みであるクラウドファンディング
に挑戦した。わからないことだらけの中、全力を尽くしてやり切った。ラストスパートと
して企業に荷電をした。毎週集まる時間と場所を決めて一斉に企業に電話をかけた。スク
リプトを作り、緊張しながらもみんなで協力して電話をかけ続けた。他にも協賛イベント
に参加してP.A.L. Projectのプレゼンテーションをすることで企業から協賛を獲得した。 
ミーティングは週に1回の頻度で実施した。 
 

 
◆成果 
まず、今年度の渉外部の活動では、昨年度の4倍近い協賛金を得ることができた。渉外部

の活動は学生の間ではなかなかできないような貴重な経験を多く含んでいる。企業に訪問



 

しての挨拶や名刺の渡し方、メールの送り方などを学生の間に学べることは意義深い。外
部の人と接する機会が多いためP.A.L. Projectの顔として強い責任感を持ち行動することを 
常に意識することができた。また、P.A.L. Projectについて詳細に説明できるようにするた 
めに「P.A.L. Projectの意義とは」「リーダーシップとは何か」などを1人1人が真剣に考え 
続け、プロジェクトの芯を支え続けたことも渉外部として大きな役割だった。数十人の企
業の方の前でプレゼンテーションを行ったり、ひたすら企業に荷電をしたりしたことはプ
レッシャーの伴うアクションだったが、徹底的に準備し、諦めずに行動し続けることは今
後の人生に必ず役に立つものである。そして何よりも最初から最後まで全力で走り続けた
経験を、渉外部を通じて渉外部員全員ができたことはとても大きかった。時には夜遅くま
で電話会議で話し合い、意見が真っ向から対立することもあったが、その度に互いが納得
するまで話し合った。結果的に前年度の4倍近い協賛金を獲得できたことは全力で走り続け
られたことを表す結果だ。 
 

 
 
「通信部」 

 
 
◆通信部とは 
応募者、参加者を獲得し、連絡を取ることや、 
大使館へ広報するためのアポ取りを行う部署 
 
◆メンバー 
☆ 水野高太郎　経済学部　　　　　3年 
● 藤井亮　　　理工学部　　　　　3年 
● 井上祐樹　　経済学部　        3年 
● 瀧川玲子　　法学部政治学科　  2年 
● 直井萌々香　法学部政治学科    2年 
● 蔡 元祺　　商学部　           2年 
計6人 
 
◆活動内容 
<年間スケジュール> 
• ９月~10月　引継ぎ 
• 11月~1月　来て欲しい国にある、国際系の団体をリストアップし、コンタ

クトする。PALメンバーのコネリストアップ。 
• 2月~3月 大使館にコンタクトし、アポイントを取り広報していく 
• 4月~5月　Early Application開始。メールの返信、Early Applicationの合格   

者決定、VISAの手配開始。 
• 5月~6月　Regular Application開始。メールの返信、Early Applicationの合   

格者決定、VISAの手配。 
• 6月　Late Application開始。メールの返信、Early Applicationの合格者決   

定、VISAの手配。 
• 7月　参加者の質問メール対応、VISA 
• 8月　P.A.L Project 2018本番 
 
<詳細＞ 



 

9月から10月にかけて、去年の通信部の活動、主に引き継ぎを行い今年の大まかなスケ
ジュールを決めた。11月~1月にかけてP.A.L Project 2018の本格的な広報を開始し、アジア   
の大学にある国際系の団体にコンタクトし、去年の参加者に連絡をし、P.A.Lのメンバーの
コネをリストアップし、プロジェクトの広報を行なった。2月から3月にかけて、今年から
始めた大使館へのコンタクトを開始する。今年はシンガポールの大使館に訪問させて頂
き、PALの広報をした。4月からEarly Applicationが開始し、毎日来るApplicationに一つ一 
つ返事をしていく作業、合格者の決定、そしてVISAの資料の作成を始めた。5月から
Regular Applicationが開始し、Earlyの時同様、メールの返信、合格者の決定、そしてVISA 
の資料の作成を行った。5月頃には実際に作成した資料を合格者に送り、VISAの手配を始
めた。6月のLate Applicationが開始し、4,5月同様、メールの返信、合格者の決定を行っ 
た。VISAを手配する時間がほとんどないため、なるべくVISAが必要のない国から合格者を
出していった。7月は参加者からくる質問に対応し、メンター制度を開始し、最後VISAの
問題がある人への対応を行い、最終的な参加人数を決定した。 
 
◆成果 
まず、今年度は100件以上の応募を集めることができた。どのようにして、多くの応募を集
めることができるのか、試行錯誤しながら、去年とは違った方法で多くの応募者を獲得す
るよう試みた。正直、学生が行うこのようなプロジェクトをネットで見ただけでは信憑性
は低い。だからこそどのようにして信憑性の高いプロジェクトだと認識してもらえるのか
考えることは通信部の仕事ではないかと感じた。まずは、去年の参加者に広報してもらう
ことで去年参加した人からの紹介という意味で一番説得力のある方法だと考えているた
め、去年の参加者にもコンタクトし、今年のP.A.L Projectの紹介をFacebookなどで広報し 
て欲しいと連絡をした。実際に、その紹介を通してプロジェクトに応募してくれた人も多
くいた。それだけでなく今年から大使館へのコンタクトを始め、大使館とも繋がり、プロ
ジェクトの広報を行っていた。実際に大使館に足を運び、先方とお会いすることで私たち
のプロジェクトがどのようなことをやっているのか口頭で説明することで、プロジェクト
の深い部分も理解してもらえた。ミーティングは週に1回実施したが、基本的にはメールは
毎日来るのでその返信をそれぞれ手分けして行ってきた。これだけの応募が来ることはも
ちろん想定外で、私たちも応募者がどのような人なのか掴めないことも多々あったため、
実際本番が始まり、ESと会うまで合格者に対する不安があった。ただ、素晴らしいESに囲
まれ、充実した2週間を送ることができ、プロジェクトに相応しいESを選べたと改めて感
じた。 
 
 
 

「広報部」　　  
  
◆広報部とは 
PALプロジェクトが求めている海外の学生に対
して、SNSやHPを通じてPRを行う部署。 
  
 
◆メンバー 
☆商学部2年　宇原みのり 
・経済学部3年　瀬川潤 
・商学部3年　濱村恵理 
・経済学部3年　吉田明日香 
・法学部3年　長田茉莉 
・文学部2年　杉本佳実 
・文学部2年　黒崎ゆうひ 



 

・商学部2年　丹羽紗友里 
計8名 
 
 
◆活動内容 
＜年間スケジュール＞ 
9～10月　引継ぎ　 
10~11月　SNS更新・HP編集・PALmagazinePALmagazine定期的に更新・プレジデントグリーティング
作成 
※PALmagazine：広報部で、二週間に一回にペースで国際的にホットなトピックについて
の英文記事を執筆しHPに投稿する試み。定期的に投稿することで団体の信頼度の向上及
び、メンバーの英語力向上を目的とした。 
 
11~12月　企業主催の動画制作コンテストに出場し優勝賞金15万円を獲得・SNS投稿・HP
編集・PALmagazine 
1月　目標の設定「留学生目標の設定「留学生2020人を招致」人を招致」・youth opportunityyouth opportunityに掲載依頼・クラウドファン
ディング・SNS投稿・HP編集・PALmagazine 
※youth opportunity：全世界で行われている異文化交流プロジェクトを一括掲載した海外
サイト 
 
2～4月　応募開始・SNS投稿・HP編集 
5～6月　本番用のしおり作り・Tシャツ作り 
　 
 
＜詳細＞ 
9月～10月にかけて、去年の広報部の活動を基に今年度の活動の大まかな予定を立てた。 
今年度のメンバー決定後、SNS班・HP班・media班の三班に分かれて活動。3班の一年間の
主な活動としては、 
SNS班は去年のプロジェクトの内容紹介、メンバー紹介、募集告知などを行った。HPは昨
年度プロジェクトのまとめページ作成、今年度の宣伝ページの作成を主に行った。media
班はインビテーションの作成、プレジデントグリーティング動画の作成、SNS投稿用の画
像の作成を行った。 
また、広報部全員でPALmagazineを約半年間定期的に更新し続ける作業も行った。 
その他の活動としては、企業主催の動画制作コンテストに出場、クラウドファンディン
グ、プロジェクト本番時に着用するTシャツのデザイン、しおり作成を行った。 
HPへのアクセス数・SNSのいいね数を増やすにはどうすればいいかを、週一回のミーティ
ングで全員と話し合い、解決策を模索した。 
 
＜成果＞ 
広報部の成果として、団体設立以来最多応募数を獲得できたことである。例年8か国10人程
度の応募に留まっていたが、本年度は38か国100人からの応募を得ることができた。 
また、12月の某企業主催動画制作コンテストに出場した結果、優勝することができ、賞金
15万円を獲得。団体として初めての試みとなるクラウドファンディングの宣伝をSNSで頻
繁に行ったことで38万円を獲得することができた。 
「留学生20人を招致」という目標を達成したとともに、広報部として渉外活動に協力した
ことで、プロジェクト資金を調達することができた。これらのことがプロジェクトの質
的・規模的な成長につながったと考えている。 
 
 
 
 



 

 
 

  
  
  

 
 
 
 

　「総務部」 
○総務部とは 
食事会やOBOG会の企画、交換留学生の宿泊
場所の手配、その他の様々な業務によって部
員同士さらにはOBOGや交換留学生との親密
な関係を築き、プロジェクトを補佐役として
サポートする部署である。 
 
 
 
○メンバー 
　渡邊友暉(総務部長)　法学部政治学科2年 
　藤井亮　理工学部　3年 
　安田雄　商学部　3年 
　高橋愛美　文学部2年 
　　　　　　　　　　　　　　計4人 
 
○活動内容 
＜年間スケジュール＞ 
・9月―10月　引継ぎ、食事会企画 
・10月―11月　第1回Airbnb(11.3-4)、昼ランチの開始 
・11月―12月　総務部アンケートの実施、食事会(12.4)、第2回Airbnb、OBOG会企画
(12.23) 
・1月―5月　全体ミーティングの教室予約、ESのための宿泊場所用意 
・6月－7月　最終全体ミーティング場所取り、第2回OBOG会(7.1) 
・8月　P.A.L.プロジェクト本番 
 
○詳細 
　10月頃から総務の仕事を引き継ぎ、アイスブレイク的な意味でも早いうちから食事会を
企画した。11月には初めてのAirbnbでの宿泊企画を実施し、また週1のペースで昼休みに教
室を借りて昼ごはんをみんなで食べる昼ランチも始めた。またそのころから総務部アン
ケートを実施し、総務部への要望等を集めることで、部員の意見をできるだけ反映した仕
事ができるように努めた。12月にはプロジェクトの進捗とこれからの予定についてOBOG
の方々に紹介するという形式でOBOG会を行った。その後にはクリスマス会という名目で
OBOGの方々との親睦を深める機会を用意した。そして4月頃からESが泊まる宿泊場所の
手配に取り掛かった。7月にも第1回と同じような形で第2回OBOG会を催した。そして年間
を通して言うと、毎月1回の全体ミーティングのための場所を用意し、また食事会の企画も
行った。 
 
○成果 
　総務部の活動目的は、部員やOBOG、交換留学生がお互いの関係を築き上げ仲を深めら



 

れるような企画によって、「P.A.L.ファミリー」なる一種のコミュニティー意識を生み出
し、プロジェクトにより深みがでるよう後援することである。いくつかの反省すべき点は
あるものの今年度はその目的に沿う職務をある程度全うしたといえるだろう。例えばただ
やみくもに企画を提案するのでなく、総務部アンケートによってできるだけ部員の声を聴
きそれらを反映しようと試みた。またある一部の人だけが仲良くなりほかの人がその和に
入れないことがないように、部員全体に企画の連絡をした後は何度かリマインドし、積極
的に個人間で連絡を取り企画への参加を勧めた。交換留学生のための宿泊場所を探す際に
も、彼らが快適に過ごせるように立地の良さや設備設計の良さなどの様々な要素を考慮し
ながら優良な物件を探した。要するに総務部が行うべき仕事はほぼ決まっているという状
況であったため、それらの質や価値をどうすれば向上させられるのかを模索し続けた一年
であったといえるかもしれない。 
 

  
  
  
  
  
  

「企画部」 
  

◆企画部とは 
プロジェクト内容を計画、実行する部署。実際に企業や大学の研究室の方々と協働で進行
する。 
 
◆メンバー 
☆窪田直希　　経済学部　　　　３年 
・青木凛太朗　法学部政治学科　３年 
・稲川梨沙　　法学部政治学科　３年 
・梅田すず　　経済学部　　　　３年 
・小野真依　　法学部政治学科　３年 
・太田絋史郎　法学部法律学科　３年 
・片野莉緒　　法学部政治学科　３年 
・岩瀬丈　　　経済学部　　　　２年 
・大木理世　　法学部法律学科　２年 
・鈴木聡実　　経済学部　　　　2年 
・中山千鶴　　商学部　　　　　２年 
・中村こころ　経済学部　　　　２年 
・仁科まどか　経済学　　　　　２年 
・菱田真香　　商学部　　　　　２年 
・星川潤　　　理工学部　　　　２年 
 
◆活動内容 
〈年間スケジュール〉 
9月-10月中旬　体制整備 
10月下旬-11月中旬　プログラム内容の概略決定 
12月-1月上旬　プログラム内容の詳細確認 
2月-3月　企業・大学研究室訪問 



 

4月-7月　デイ内容の詳細決定（ランチ、ディナーの予約等） 
8月　プロジェクト本番 
 
〈詳細〉 
企画部は昨年度までの本プロジェクトにはない、新たな部署としてスタートしました。従
来は、プロジェクトメンバー全員が所属している部署と掛け持ちで４月頃からプロジェク
ト内容を策定していました。しかし、参加者を募集する段階でプロジェクト内容が決定し
ていないこと、4-7月の4ヶ月で策定するプロジェクト内容の質に懐疑的であったことの2点
の理由により企画部の立ち上げを決意しました。 
 
9月-10月中旬　体制整備 
今年度の本プロジェクトは文化交流とアカデミックな要素を割合として半分ずつ盛り込む
ことを予定していたため、企画部内の部署に関しても文化交流、アカデミックの２つの班
に細分化し、それぞれから立候補制で２年生のリーダーを募りました。 
10月下旬-11月中旬　プロジェクト内容の概略決定 
11月下旬に資金獲得のための財団への書類提出が控えていたためプロジェクト内容の概略
を決定しました。本プロジェクトでは、1日をデイと呼び、13日間・13のデイが存在するこ
とからそれぞれに関して予算を概算しました。 
12月-1月上旬　プロジェクト内容の詳細確認 
基本的に１日のデイが文化交流・アカデミックのアクティビティーそれぞれ１つずつから
構成されるように計画しました。また、プロジェクトメンバー全員をそれぞれのデイのメ
ンバーとして割り振り、春休み期間中の自立した活動を促しました。さらに概略に関して1
ヶ月という非常に短い時間で策定したため、各デイの方針が本プロジェクトの意義と合致
しているかについて議論を慎重に重ねました。 
2月-3月（春休み期間）　企業・大学研究室訪問 
各デイで計画した内容に従って企業や大学の研究所を訪問し、プロジェクト本番での協力
をお願いしました。また、各デイで自立したミーティングを通じてデイの詳細な内容を策
定しました。 
4月-7月　デイ内容の詳細決定（ランチ、ディナーの予約等） 
春休み後は文化交流・アカデミックのアクティビティーの詳細を決定するのと並行してア
クティビティー間、アクティビティー後のプランを決定しました。具体的にはランチ・
ディナーやディナー後の任意参加のプラン（アフター）を作成しました。また、事前に参
加者にプログラムを紹介するため、広報部と連携して事前配布資料を作成しました。 
 
◆成果 
当初本プロジェクトが抱いていた問題点２点の解決 
企画部発足の理由である、参加者を募集する段階でプロジェクト内容が決定していないこ
と、4-7月の4ヶ月で策定するプロジェクト内容の質に懐疑的であったことの2点を改善しま
した。 
 
1. 参加者の募集段階でのプロジェクト内容決定 
上記予定の通り11月中にプロジェクト内容の概略を、3月中にデイについて詳細を含めて決
定しました。11月までに概略を策定したことで財団からの資金は得ることができなかたも
のの、渉外部の精力的な活動によって多額の資金をいただくことができ、プロジェクト内
容の選択肢を広げることができました。また、3月中にデイの詳細まで決定したことで、4
月の参加者募集開始前から参加者に対して具体的なプロジェクト内容の広報活動が可能と
なりました。 
 
2. プロジェクト内容の質の向上 
従来と比較してより長い時間をかけてプロジェクト内容を策定したことで全体的な質を向
上させることができました。特に企業訪問や大学研究室訪問をお願いする時間と機会が増



 

え、実際にプロジェクトで協力していただいた企業・研究室の方々はもちろん、お話を
伺っていただいた方々の数は格段に増加しました。他にもセレモニー会場や施設の予約に
関しても早くから準備を始めることができました。 
 
 
 

 
 
 
 
 
「事前企画部」 
 
  
  
◆事前企画部とは 
・PALの本番までの準備期間に行われる、自分たちの知
識・視野を広げるための企画を行いつつ、PALとIIRの架
け橋的存在としても機能する部署である。 
◆メンバー 
☆三井賢　　　　法学部政治学科2年 
・安藤啓人　　法学部政治学科３年 
・岡本啓太　　理工学部３年 
・山口開　　　　経済学部２年 
・端岡沙耶　　　商学部２年 
・斎藤優哉　　　法学部政治学科２年　　 
計6人 
  
◆活動内容 
＜年間スケジュール＞ 
・10月~12月 事前企画本番準備 
・12月~2月 iw直前事前企画イベント 
・2月~4月 事前企画準備 
・4月~6月 事前企画本番 
  
＜詳細と各企画における反省＞ 
・ 第1回事前企画 
　事前企画部として最初の企画であった。今年度の事前企画部のモットーでもあった「
PALとIIRの架け橋的存在」の実現の為にも春のiwTOKYO直前にIIRを巻き込んだ企画を用
意した。内容としては帰国生を交えて本番のデイを想定した英会話や本番のスキャベン
ジャーハントの問題を想定したレクリエーションを行った。テスト期間が近かったり、各
部員のスケジュールが合わなかったりと準備段階においてスムーズに行かなかったことが
大きな反省点である。対策としてはメンバーが集まれる機会をより大切にし、基本的なこ
とではあるが次回までにこなすタスクを明確に規定割り振ることを重視すべきだと考え
る。 
  
・ 第2回事前企画 



 

　アジアの格差問題にフォーカスした映画を観てディスカッションを企画した。アジアに
おける大きな問題の1つである貧富の格差問題に焦点を当てた映画を鑑賞して、アジアの生
の格差状況を知り、問題意識を向けることを目的とした。事前企画事態においては参加者
の収集力不足や映画自体のチョイス（題材が重すぎた）において反省点が見られた。 
  
・ 第3回事前企画 
　企業の研修で用いられるNASAゲームを用いて、合意形成の方法を学んでもらい、楽し
くディスカッションを学んでもらった。楽しさを知ってもらった上で、ディスカッション
をするのに必要な意見の主張方法や議論の進め方について講義を行い、実際にP.A.L. 
Projectで行う内容に基づいたテーマに関するディスカッションを行なった。P.A.L Project
では、アジアの優秀な学生とともに様々なアカデミックなテーマに関してのディスカッ
ションを英語で行う。その準備として、まずは日本語でディスカッションの手法を学び、
慣れること。そしてP.A.L. Projectで実際に行うテーマでディスカッションを行うことで、
国際関係会部員にP.A.L. Projectについての知識を深めてもらうことを目的とした。 
  
 
 
 

③決算報告 
費用  収入  

デイ 金額 項目 金額 
ウェルカム小計 49620 渉外獲得金額 888,500 
テクノロジー小計 23100 参加費 106434 
異文化小計 21900 ショートリ参加費 570000 
広告ジブリ小計 44700 IIR援助金 250000 
秋葉原浅草小計 29450 前年度繰越金 100000 
座禅おもてなし小計 54135 OBOG方からの支援金 50000 
鎌倉小計 57900   

政治クッキング小計 57650 （繰越金）  
ケースデイ小計 32300 収入合計 292284 
ショートリ小計 755000   

フェアウェル小計 57920   

デイ合計 1183675   

その他費用合計 
1445305

　   
費用合計               2628980 
 
 

最後に 



 

①P.A.L.を通じて学んだリーダーシップ 
 
「リーダーとリーダーシップ」　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
　経済学部2年岩瀬丈 

  
アジアの人々、それも普段は関わらないような国の人々とも国際交流することができると
いう点に魅力を感じ、私はP.A.L. projectに参加した。そして本番に向けて準備を進めるう
ちに、ある一つの壁にぶつかった。「“Promoting Asian Leadership”の“Leadership”とは
いったい何なのだろうか。」この答えは、すぐには出せなかった。 
　一年間、私は企画部での文化交流デイのチーフや本番の行動班のリーダーなど、様々な
場面で、リーダーとして行動した。しかし、常に私の上には最終決定権を持つ代表、副代
表などの人がいた。さらに言えば、部長やデイチーフなどの役職に就いておらず、なかな
かリーダーとして行動する機会が無いメンバーもいた。これでは、リーダーシップを学ぶ
ことができないのではないかとも思った。しかし、そうではなかった。本番が近づいて仕
事量が多くなったり、本番を迎えて留学生とディスカッションや共同生活をしたりする中
で、どうしても個々が主体的に、周りを巻き込んで行動しなくてはならない場面が多く
なった。留学生もいるとなると、多様な価値観があることを念頭に置いて動かなければな
らない。メンバーそれぞれの違いを理解し、目的に向かって適切に動ける力。「この力こ
そがリーダーシップだ。」と感じた。そして、“役職上リーダーであること”と“リーダー
シップがあること”は別物なのだともわかった。むしろ、リーダーだけでなく、より多くの
人がこのようなリーダーシップを発揮することで、多様性のある、より良い組織になるの
ではないだろうか。 
 
 

 
 
「PALで学んだリーダーシップ」 

経済学部2年　山口　開 
　私は、PAL Projectにおいて、重要な役職についていたわけではありませんでした。その
ような状況下で、昨年10月から約1年間プロジェクトのメンバーを務めて学んだことは、役
職などの肩書きは関係なく、全員がリーダーシップを持つ必要性があることです。私が考
えるリーダーシップとは、組織の理想像を踏まえ、自分が何をするべきかを考え行動する
ことです。 
社会人においても、経営者の視点で物事を見ることができる人材は重要であると言いま
す。同様に、組織として一部員がリーダーの視点で物事を見ることができること、PAL 
Projectで言えば、各自がPAL Projectをどうしたいのか、そのために自分がすることは何か
を考えて行動することが重要です。 
　私自身、PAL Project本番までに必要な知識や経験を得る機会を創出する事前企画部の一
部員として、プログラム中、異なるバックグラウンドを持つ留学生と英語で議論を行い、
結論を生むことを可能にするためには、まず日本人同士議論ができることが必要と考え、
議論の方法や流れを理解し、実践できる場を設けました。このように、個々がこの組織、
リーダーシップを必要な場面で発揮することで、組織は成長する。それが私がPAL Project
で学んだリーダーシップです。 



 

 

「PALでのリーダー経験から」  
理工学部2年 星川潤  

僕は、以前から人に従う立場よりも人を引っ張る立場に立ちたいと思っていて、そのため
にはどんな能力が必要か、それらをどう向上させるかを考え続けていた。  
今回のPAL2018での体験によりその答えの欠片が垣間見えた。沢山の優秀で、自分の価値
観をしっかり持っている留学生と関わったことで、人を引っ張るには他人に対する理解と
相互的な関係を築こうという意思がとても大切である事が身に染みて分かった。僕たちは
互いの国や考え、特には批判も大いに交換していたが、最後どちらの国や民族が上か、私
こそが絶対に正しいなどといった話はなかったのだ。  
リーダーたる者、自分だけの譲れない芯や価値観を持ち、それを掲げる事で世を引っ張っ
て行く者であることは間違いではない。しかし、自分の価値観と理想こそ誰よりも上だと
考える人の意見など、果たして誰が協賛しうるだろうか。先入観なしに多様な価値観に触
れ、その荒風の中で磨かれた一本の芯こそ、将来の自分を形成していく核になるはずだ。
僕は今回その事をPAL2018で痛感した。たくさんの人に触れることで世界の広さを知り、
自分は世界の優秀な学生たちとも対等に話ができるという自信を、私は今回のプロジェク
トから得たのだ。  
 

「P.A.L.で学んだこと」 
商学部2年齊藤文 

　P.A.L. Project 2018において学んだリーダーシップについて述べたいと思います。私はプ
ロジェクトの実施期間においてリーダーとは自らの意見をもとに周りに仕事を振り分ける
役割で、トップダウンのものを指すと考えていました。しかし、プロジェクトを通してそ
れ以外のリーダーシップの発揮の仕方があると学びました。「リーダーとは周りに自分の
意見を押し付けるのではなく周りの意見を聞いて最終的に最善の決断を下す役割を担う役
割である」今回のプロジェクトの企画において某広告企業のワークショップに参加した際
に社員の方がおっしゃっていた言葉です。私は今回のプロジェクトを通してこの言葉が本
当であると感じました。というのも私はこのプロジェクトにおいて様々なお願いをプロ
ジェクトのオーガナイザーにしてきました。その際、こちらから一方的にお願いをする場
合よりも一緒に考えた場合の方が協力してくれることが多かったです。これは前述の言葉
の通り周りの考え、意見を聞いた上で実施することでリーダーシップを発揮できるという
ことだと考えました。以上より、P.A.L.Tokyo2018を通して周りの人の意見を聞き、チーム
をまとめることがリーダーシップであると考えました。 
 
 
 

「P.A.L. でのリーダー経験を通じて」 
渉外部3年皆川悠矢 

P.A.L. Projectは主に準備期間と本番に分かれています。今年の8/2-8/13の間に行われた   
P.A.L. 2018の本番と、その本番のために主に部署に分かれて10月から開始した準備期間で 
す。P.A.L. Projectでは準備期間と本番を通じて多くの人がリーダー経験をする機会があり 
ます。私は準備期間で渉外部長として活動していました。渉外部長というリーダーの経験
を通じて1番変わったなと思うことは、人の気持ちや事情を考えるようになったことです。
渉外部は6人のメンバーがいましたが、それぞれ忙しさも違えばやりたいことも違う、得意
なことも違えば性格ももちろん違います。自分本位、自分の気持ちや事情を優先して考え
ていたらチームとして成り立ちません。その人が何をやりたいか、今の状況的にどの程度
のウェイトを渉外部の活動にかけられるかなどをできる限り考慮できるように心がけまし
た。P.A.L.2018の本番では、参加者達は育った文化が違うので、自分本位で考えると理解
できないことや疑問に思うことが多くありました。しかし、参加者達とコミュニケーショ



 

ンをとり、お互いの価値観や習慣を知ることができると、徐々に相手の気持ちを考えられ
るようになっていきます。自分とは異なる考え方や価値観を批判するのではなく、他人の
気持ちになって考えようと努力するということを渉外部長としての活動を通じて学べたこ
とはかけがえのない経験になりました。 
そしてもう1つ、リーダーを経験したことで学べたことがあります。それは、たとえ自分 

がリーダーでなくてもリーダーと同じ目線に立って物事を考え、行動できるようになった
ということです。P.A.L. Projectの本番では 
私はリーダーではなく、プレッシャーを感じていませんでした。ただ、リーダーの人がプ
レッシャーを感じているのはわかりました。私は渉外部長としての経験から自分と同じ目
線で行動してくれる人、信頼できる人がいることの心強さを実感していました。少しでも
リーダーの不安とプレッシャーを取り除きたいという想いを持ってP.A.L. Project本番では 
行動することができました。人の気持ちや事情を考えられるようになり、たとえリーダー
でなくても、リーダーと同じ目線に立って考え、行動できるようになったといっても、自
分の至らなさを感じることも多くありました。渉外部のメンバーのやりたいことや、得意
なことをわかってあげられなかったり、本番ではリーダーが途中で体調を崩してしまった
りもしました。もっとコミュニケーションをとって本心を聞くべきだったし、リーダーの
ストレスをもっと軽減できればよかったなと思いました。 
P.A.L. でのリーダー経験を通じて、成長できたことや嬉しかったことがあったと同時に、   
苦労したことや反省点も多くありました。でも、それら全てを含めて最もよかったこと
は、楽しめたことです。リーダーというプレッシャーがかかる立場でも自分の人生で1番と
自信を持って言えるほど楽しむことができたのは自分としても大きな成長だし、一緒に頑
張って、一緒に楽しんでくれた仲間に感謝したいです。 
 
 

「What I learnt about leadership」 
By: LIM, NUS, Material Science & Engineering 

If one were to ask me what leadership is, I will say leadership is a journey. A journey where 
you have always something new and enriching to learn and improve on. Throughout my 
journey as a student, I have ventured on several leadership positions. All of which have 
taught me something valuable. Besides taking on roles as leaders, I was privileged to take 
part in courses and forum where leadership is taught. From there, I could always gain 
something in theory. The only way to put the theory into practice was to take on the role of a 
leader. In my experience as a leader, I have come to an agreement that leadership cannot be 
taught in a few days. The only way one can learn leadership is through experiences. Through 
experiences, a leader understands the responsibility he or she has. The responsibility at first 
will be always overwhelming, it will be normal for leaders will struggle to manage. The 
struggles that a leader goes through makes him/her more capable in handling difficult tasks. 
Such responsibilities can include reaching deadlines, achieving targets, always being 
prepared and etc. 
Leadership often ties in with the word teamwork. The leader cannot achieve his goals 
without the team. More often than not, a leader tends to forget about the team and perceives 
the team like secretaries to get things done. If the leader has this mindset, conflicts between 
the team arise. Conflicts will also arise if the leader has no knowledge on how to lead. As a 
leader, he or she needs to know when and how to macro manage – which is to delegate 
work to his team and to micro manage – which is to step in and work with the team. 
In PAL project, Naoki Kubota shared with us that leadership requires charisma and logic. 
Charisma plays an important aspect in leading. The whole idea of charisma is to attract and 
influence people to have the same direction as the leader. Leaders that are charismatic can 
inspire the team. With the ability to inspire, the team will have a stronger belief and purpose 
in achieving the goal. Logic comes into play in decision making. In making the right 



 

decisions, leaders have to weigh the pros and cons in every situation. The decision made will 
usually affect the team’s performance. It might result in more workload on the team or it 
could add more pressure on certain people. In knowing the consequences of making such 
decisions, a leader should then ask himself or herself whether it is logical. With logic, it will 
be easier to make the tough decisions and to explain to the team. 
  
To me, leaders must always respect and consider the welfare of the team. As I stepped up to 
be a leader, I realized to lead does not mean to command. The team that we work together is 
like a form of bond or unity. If the bond is weak, the team cannot move forward as one. 
Respecting a teammate could be simply hearing everyone’s opinion rather than pushing it 
aside or personally talk to the teammate if his or her performance is bad rather than 
scolding him or her in front of everyone. When people recognize that a leader bothers to 
respect, naturally, the team will give the same amount of respect to the leader. Caring about 
the welfare of team is an understatement. People loved to feel concerned and important. 
Understanding the team’s worries and concerns makes the leader a compassionate one. In 
response, the team, who feels that their welfare is taken care, will be able to work better 
without any distractions or hatred. 
  
In summary, it is important for a leader to have many attributes to be great one. However, 
being a leader is about learning new things to explore and discover how to better. From 
there, one must tweak leadership to shape the different situations. At the same time, keeping 
the important values of being charismatic, logic and respectful to the people around him or 
her. Leadership is a never-ending journey. 
  
 

「What I learnt through PAL Tokyo 2018」 
Name: Tan Zheng Quan 
University: National University of Singapore 
Faculty: Arts and social sciences, major in economics 
PAL Tokyo certainly has been an enriching and amazing experience for me. I made many 
friends and form many great memories with the people here. I was also exposed to various 
cultures and learnt the various ways that different people from different countries 
communicate with one another. From this trip, I also learnt about the various ways to be a 
leader as well. First of all, a leader has to able to communicate with people and understand 
them in order to rally them for a common cause or to solve a common problem together. 
During the company visit to one of the most famous Japanese advertisement company, I was 
selected to be the leader of my team of 5 people to create an advertisement to showcase the 
good points of japan in order to encourage more tourists to come to japan in a short period 
of time. It was very stressful and my first thing to do was to ask my team members to 
brainstorm various ideas for the advertisement. Afterwards, I immediately collated the ideas 
and ensured that everyone agreed upon them before we proceeded with the presentation. 
We managed to pull it off and I would say it is because there was clear communication 
within the team. Without this, it would be very chaotic and the project would not be 
completed in time. 
During politics day, we discussed about Donald Trump and his style of leadership. As a 
controversial figure in modern day history, there was a lot of negative comments among the 
group when his name was brought up. However, a team member named Lucy did highlighted 
that Trump’s policies were beneficial to America to a certain extent, even if his rhetoric was 
offensive and provocative. America’s economy was improving and unemployment was 
decreasing. Thus, a leader should always put the interests of his group first and take care of 



 

his own organization and people because everyone has entrusted the power and 
responsibility to him in the hopes that he can make things better for the people that 
entrusted the power to him in the first place. However, a leader at the same time should put 
forward his message towards other leaders in a diplomatic and non-aggressive manner. This 
serves to ensure negotiations and deals can be done in a way that is least likely to produce 
conflict. Wars happened in the past because leaders of different countries refused to 
compromise with each other and their citizens paid the price with their blood because of 
their leaders’ ego.  In essence, a leader has to place the interests of his own people first but 
at the same time be diplomatic towards other leaders so that all sides involved are able to 
attain what they want hopefully in a most peaceful manner possible. 
 

②P.A.L. Project2019について 
 
P.A.L.project2019代表の岩瀬です。現在、我々はP.A.L.Tokyo2018を終え、早速次のパルへ
と動き出しています。 
昨年は、パルにとって躍進の1年間だったと感じています。しかし、パルはまだまだ発展途
上のプロジェクトです。これで満足することなく、更なる発展を目指したいと思います。
その一環として、今年は海外の団体との提携にも力を入れる予定です。 
 

③お礼 
 
P.A.L. Project2018も多くの方に応援いただき無事に終えることができました。この報告書 
もとても長くなってしまいましたが、これだけではとてもまとめられないほどの多くの学
びや経験を私たちはすることができました。今後はこのP.A.L. Projectで学んだことをより 
多くの場所、人に還元していけるように努力していきます。本当にありがとうございまし
た。今後ともP.A.L. Projectをどうぞ宜しくお願いいたします。 
 

 
 
 
④連絡先 
  
HP: http://www.pal-tokyo.com/ 
 
 
e-mail: paltokyo2018@gmail.com 
 
 
Facebook: https://m.facebook.com/PAL-Project-488517381193097/ 
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代表　安藤啓人 
e-mail: keitoando@hotmail.com  
TEL: 080-3096-4080 
 
 
財務　藤井亮 
e-mail: ryopiopica@gmail.com 
TEL: 080-3082-1104 
 
 
渉外部部長　皆川悠矢 
e-mail: myuya515@gmail.com  
TEL: 080-1040-1805 
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