
❶最近ハマっていることは？　
❷いつかやってみたいことは？

質問
内容

団結力の高さが自慢です！１課と２課の垣根を超え、お互いにコ
ミュニケーションを取り合いながら作業を行っています。人数が少
ない中、困ったことがあれば皆で集まって、どう解決していくかを
話し合っています。

自分たちが一から工程を組んだものが、形になってお客様のもとへ
届くことにやりがいを感じています。私たちが作る部品は外から見
える部分には使われませんが、製品の一部となって世の中に貢献し
ています。

１課の課題は人材不足です。製造２課でしっかりと経験を積み、そ
の後１課に来て、機械のセットアップに携わる人材を増やしていき
たいと考えています。１課として一人前の仕事ができるようになる
には、２～３年かかります。今後、より一層社員の教育に励んでい
きたいと思います。

今回お話を伺ったのは、製造部で係長として活躍する髙橋さん。少数精鋭　　　   で成果を上げている製造１課の、普段の業務内容や強みをお聞きしました。

夢萃め
vol.10

2021.８.２

これが

「ＭＫＫ製造部」だ！

❶セッティング・段取り
機 械 の セ ッ ト ア ッ プ は、
日々の業務のメインになる
仕事です。製品を加工する
ために、機械の切り替えを
行います。既存製品 ( リピー
ト製品 ) は既に工程が完成
しているので、工程表を見
ながらセットアップをして
いきます。
しかし、リピート製品で同
じプログラムで動かしてい
ても、前回と品質が変わっ
てしまうこともあります。
それを如何に修正するかが
難しいところです。使用している刃物を調整したり、プログラムを変更したりして修正を加え
るため、知識と経験が必要です。

❷プログラム作成
新規製品や試作品を
作 る と き の 仕 事 で
す。製品を加工する
ための工程を新たに
考え、それを基にプ
ログラムを作成して
いきます。０から作
り上げるので、図面
を見ながら加工の様
子を想像して作業を
進めます。少ないも
のだと４工程、多いものだとその数は �� 工程にも上ります。普段のリピート
製品のセットアップを行いながら、プログラムがどう組まれているか観察して、
知識をつけていくことが大切です。
❸立ち上げ・試作
プログラムを実際に動かして試作を行う仕事です。１人１台の機械を受け持っ
て、セットアップを行います。製造１課では、現在５名がそれぞれの機械に携
わっています。

最近ハマっていること
休日に子どもと遊ぶことです。４歳の息子が
おり、最近は一緒に家の庭で遊んでいます。
いつかやってみたいこと
昔はバイクによく乗っていたので、子ども
が大きくなったらバイクで一緒に出かけて
みたいと思っています。海と山のある静岡
に行きたいです。

前 編

❶今 も 昔 も 酒
です。

❷世界征服（笑） 
でも本当は平穏
な日々を送って
みたい。

❶写真を撮る
ことです。
❷海外の絶景
を写真に収め
たい。

❶休 日 は 長 男（中 学 １ 年）
と野球をしたり、下の子ど
もたち４人と公園に遊びに
行ったりします！
❷普通の生活が送れたら、
それで十分です。

❶ＰＳ３で「テイルズ」というシリーズのＲＰＧをし
ています。かっこいいキャラクターが多く、イラスト
も楽しめます。週に �� 時間ほどプレイしています。
❷仕事で「機械の段取り」をやってみたいと思ってい
ます。「段取り」業務へ進めるように前段階の作業を
勉強中です。常に考え、疑問を解消し、自分の知識や
実力をつけられるよう心がけています。

❶依頼され、弓道の中学生スポーツ少年
団の指導をしています。高校から始め、
弓道歴は��年です。毎週土曜日に、弓道
を約３時間こなしています。社会人に
なってから、チームで大会に出場したこ
ともあります。
❷おなかいっぱい制限なく飲み食いした
い！今は食事制限をしていますが、物欲
がない代わりに食欲があります！コロナが
終息したら、ヘルシー料理を食べに行き
たいと思います。パチンコにも行きたい！

❶毎 日 の 晩 酌 で す。
ビール一筋！インド
ネ シ ア の ビ ン タ ン
ビールはまろやかで
美味しいのでおすす
めです。
❷日本中のラーメン
を食べ尽くしたい！
今は、熊本でとんこ
つラーメンを食べた
いと思っています。

❶晩酌です！特に芋焼酎
にハマっています。ここ
数年、庭でぶどうを栽培
していて、家で自家製ワ
インを作っています。
❷社員全員とディズニー
ランドへ行きたいです！
コロナが落ち着いたら、
一緒に行く人募集中です
(^^♪ だれでもＯＫ！

❶旅行です！コロナが落ち着い
たら、友人と韓国や台湾へ行き
たいと思っています！スイーツ
カフェをインスタやテレビで調
べて実際に出向くなど、私って
意外とアクティブなのです。
❷ヨーロッパあたりで、スカイ
ダイビング！一緒に連れていき
たい人はノリのいい友人です。
インスタ用のおしゃれ写真を撮
影したいと思います＼(^o^) ／　　　　やまぐち   としお
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もうすぐ帰国を迎える６名の実習生。日本で学んだこと、
思い出になったことなどを振り返っていただきました！ベトナム人実習生紹介

最近ハマっていること
野菜を育てることが好きです。今、トマトとヘチマ、レタ
スを育てています。仕事が終わり、家に帰ってからそれを
見ると、良い気持ちになります。

日本での思い出
日本に来て１か月頃のことです。日本は想像したものとは
違い、新しい体験をたくさんしました。しかし、ベトナム
のテト（旧正月）がもうすぐという頃で、何度も家族のこ
とを思い出しました。家から離れるのは初めてではなかっ
たのですが、寂しさが拭えず、毎晩駅まで行って電話をし
ていました（ＳＩＭカードを持っていなかったので……）。
仕事は大変ですが、毎日皆に手伝ってもらいながら、楽し
く働くことができました。新しいことを多く学んでいて、
良い経験になりました。

好きな日本語

製造部
タイ ドァン クアン

THAI DOAN QUAN さん

 皆さんへメッセージ！
皆さん、３年間ありがとうございました。嬉
しいことも寂しいこともありますが、成功で
きるように頑張りましょう。機会があれば、
ベトナムへ来てください。迎えに行くよ！

最近ハマっていること
スポーツをすること、音楽を聴くこと、そして
日本語を勉強することです。加えて、最近は歌
うことも好きです。疲れずに一日中歌えます。
新しい趣味になりました ^^

日本での思い出
楽しかった思い出は、先輩から優しく指導を受
けたことです。また、同年代の日本人の友人も
たくさんできました。毎日楽しく過ごすことが
でき、とても嬉しく思います。
日本人はとても意識が高いと感じました。それ
は仕事、交通、そして人生にも反映されています。
今後も多くを学ぶ必要があると感じています。

好きな日本語

製造部
リュー トァン カイン

LUU TUAN KHANH さん

 皆さんへメッセージ！
今まで助けてくれた皆さんに感謝しています！皆さんが私
に教えてくれたことは、将来の仕事にきっと役立つことで
しょう。ベトナムに帰ったら、学んだことを仕事に応用して
いきたいと思います。研修期間が終了するまで、あと半年
です。皆さんがまだまだ私を助けてくれることを願ってい
ます。心から、ありがとうございます。一緒に頑張りましょう！

最近ハマっていること
絵を描くことです。以前はめったに描きませんでした。
しかし、コロナ禍の影響により、休日は外出せずによ
く絵を描いているので、好きになったのだろうと思い
ます。

日本での思い出
外国人ですから、時々困ることがあります。しかし、
周りの人はいつも親切で熱心です。例えば、何かわか
らないことがあっても、誰かに聞いたらとても具体的
にわかりやすく説明してもらえます。
また、日本を最初に訪れた瞬間が印象に残っています。
ベトナムとは違う文化に、面白いと感じたことが多く
あります。例えば、ゴミを出すことには頭を抱えまし
た。それ以外にもいろいろありましたが……。

日本文化の中では非常な重要なもので、幼い頃に形成される習慣だからです。

好きな日本語

製造部
リー ヴァン ファップ

LE VAN PHAP さん

 皆さんへメッセージ！
まず、助けてくれた皆さんに感謝しなくてはい
けないと思います。私には時々コミュニケーショ
ン上の問題がありますが、皆さんのおかげで仕
事が楽になりました。

最近ハマっていること
趣味は、音楽を聴くことや食べることです。音楽に
ついては、ＢＴＳという韓国の音楽グループが好き
です。食べ物で一番大好きなのは鶏肉。豚肉や牛肉
より安いですが、そういう理由ではなく、元々鶏肉
が好きです。もちろん値段が高くても好きです。

日本での思い出
現場の人は皆優しく、いつも手伝ってくれました。
日本で生活する中で問題が発生したときも助けてく
れました。本当に感謝しています。どうもありがと
うございました。
日本に来て、嬉しいことも苦しいこともありました
が、本当に楽しかったです。

好きな日本語

工場管理部
ヴ ホアン クィン アイン

VU HOANG QUYNH ANH さん

 皆さんへメッセージ！
今まで大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。コロナの現状はとても危険なので、皆
さん身体には気をつけてください。最後に、皆様
のご健康とご活躍を心よりお祈りしております。

最近ハマっていること
料理を作ることが大好きです。

日本での思い出
皆さんに褒めてもらえること、それが、私が
毎日仕事を頑張れるモチベーションになって
います。
また、初めて日本に来たとき、皆さんの助けを
借りて美味しい料理をたくさん食べられたこと
も印象に残っています。そして、きれいな場所
をたくさん見られたことも良い思い出です。

好きな日本語

工場管理部
カオ ティ トゥイ フィー

CAO THI THU THUY さん

 皆さんへメッセージ！
これからも健康に気をつけて、人生を楽しんでくださ
い。私のことも忘れないでください。本当にありがと
うございました。

最近ハマっていること
趣味は映画を観ることで、特にアニメが好きです。
それらを観ながら、日本語の勉強をしています。

日本での思い出
仕事中にわからないことを聞いたとき、日本人は
熱心に教えてくれるので、嬉しい気持ちになりま
した。皆さんから学んだ経験は、私の人生にとっ
て貴重な財産です。
日本に来てからは皆さんとの思い出がいっぱいあ
ります。一番印象的だったのは、着物を借りて着
たことです。とてもきれいでした。着方は一見簡
単そうでしたが、実際はすごく難しかったです。
日本での良い思い出になりました。

この文字を見る度に、私はいつも一生懸命働くことを思い出します。

好きな日本語

工場管理部
グエン ティ ホン ターム

NGUYEN THI HONG THAMさん

 皆さんへメッセージ！
初めて当社に入ったときは、日本語がまだまだ上手
くなく、心配していました。しかし、皆さんに助け
てもらい、どんどん成長しているので、とても嬉し
く思います。この３年間のことをいつも忘れないよ
うにします。本当にありがとう。
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