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1．ご挨拶 

 

一般社団法人 宮城県情報サービス産業協会（MISA）主催の「MISA 芋煮ケーション

2019」を2019年10月26日（土）に開催いたしました。当イベントは仙台・宮城の地域

社会における高度情報化の促進を目的に活動するMISAが主催となり、これまでにない

新しく、且つ、意義のあるグローバル化推進を目的に企画したものです。イベントの

企画・運営はMISA グローバルビジネス委員会が担いました。当イベントは「セミナ

ー・パネルディスカッション」「芋煮＆BBQ」の2軸での開催とし、セミナーでは株式

会社インアウトバウンド仙台・松島 執行役員 後藤光正 様より「在住外国人と東北で

働くをインバウンドから考える」、株式会社Coiki 代表取締役 佐藤 美樹 様より「英

語ではなく、やさしい日本語でコミュニケーションを」をテーマにご講演いただきま

した。 

 

開催当日は参加いただいた留学生・企業ともに活発に交流を図り、大変有意義なイ

ベントとなりました。この度の「MISA 芋煮ケーション2019」では参加者が67名とな

り、大きな成果となりました。実施当日は天候にも恵まれ、事故等がなく安全にイベ

ント運営を実施することができました。 

 

この「MISA 芋煮ケーション2019」を通じて、留学生の地元IT業界への理解が深ま

り、また、グローバルな視点を持った人材育成のきっかけになれば幸いでございま

す。 

 



 

2．イベント概要 

 

項目 内容 

イベント名 MISA 芋煮ケーション 2019（MISA IMONICATION 2019） 

主催 一般社団法人 宮城県情報サービス産業協会 

企画／運営 MISA グローバルビジネス委員会 

目的 MISA 会員企業の生の声を通じて留学生との交流を促進し、 

グローバルな視点を加えたIT 業界への理解を深める機会の創出。 

実施会場 茂庭荘 会議室及び芋煮会場 

実施日時 2019年10月26日（土） 8:15-16:15 

実施内容 8:15 仙台駅東口集合・バス乗車 

8:30 出発 

9:15 会場到着・受付 

9:45-12:00［午前の部］ 

セミナー 

株式会社インアウトバウンド仙台・松島 執行役員 後藤光正 様 

株式会社Coiki 代表取締役 佐藤 美樹 様 

パネルディスカッション 

12:15-15:00［午後の部］ 

芋煮＆BBQ 

15:30 会場出発 

16:15 仙台駅東口到着・解散 

参加人数 ［留学生］40名（2校）＊教員2名込み 

［企業］27名（16社）＊講師企業3名込み 

広報 ［学生向け］http://www.misa.or.jp/?p=12835 

［企業向け］http://www.misa.or.jp/?p=13216 

アンケート Google フォームを利用 

イベント終盤に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．当日の様子（写真） 

 

［午前の部］：セミナー・パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 



［午前の部］：セミナー・パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 



［午前の部］：セミナー・パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 



［午後の部］：芋煮・BBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 



［午後の部］：芋煮・BBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 



［午後の部］：芋煮・BBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4．アンケート結果 

【学生参加者アンケート】 37件の回答／40名中 

【企業参加者向けアンケート】 10件の回答／27名中 

 

※アンケート詳細は別紙添付 



「芋煮ケーション2019」学⽣参加者アン
ケート
37 件の回答

あなたは、ICT（コンピュータ関連）業界で働きたいと考えたこ
とはありますか [Have you ever thought that you want to work in
any ICT industries?]
36 件の回答

今回のイベントに参加して、ICT業界の興味に変化はありました
か [Has your interest in ICT industries changed by participating in
this event?]
37 件の回答

考えたことがある（専⾨／⼤

学に⼊る前から） [Yes, I
have before entering the
college or university.]
考えたことがある（専⾨／⼤

学に⼊ってから） [Yes, I
have after entering the
college or university.]
考えたことがない（これから

企業研究） [No, I have never.
I intend to know about the i…

27.8%

66.7%

興味が強くなった [More
interested]
興味は変わらず [Not
changed]
興味は下がった [Less
interested]

29.7%

70.3%



宮城県内のICT企業に就職したいですか [Would you like to �nd
employment in the ICT industry in Miyagi pref.?]
37 件の回答

セミナーの内容はいかがでしたか [How did you feel about the
seminar?]
37 件の回答

芋煮会の内容はいかがでしたか [How did you feel about the imoni
BBQ?]
37 件の回答

就職したい [Yes, I would.]
就職しない [No, I would not.]
ICT業界には就職しない [No,
I would not find it in any ICT
industries.]

13.5%

83.8%

良かった [Good]
普通（どちらとも⾔えない）

[Fair, not good & not bad]
悪かった [Bad]

97.3%

良かった [Good]
普通（どちらとも⾔えない）

[Fair, not good & not bad]
悪かった [Bad]

10.8%

89.2%



セミナーについて良いところ、悪いところをそれぞれご⾃由にお書き

ください [Please write good & bad points of the seminar freely.]
27 件の回答

わからないこと勉強になりました。

情報量が多いセミナーです。

It was very interesting seminar

素晴らしかったです。勉強になります。

All is good

各企業様といっぱい話せて、嬉しいでした。

Good

It’s very entertaining and friendly. I would like to thank for this opportunity

 皆のおかげで、楽しかった。ありがとうございました。

時間が良かったです。そして、話会みたいなこともとても良かったです。飲み有ればもっとよかったかな

美味しい

⾊々な⽅のお話を聞かせていただいて、とても良かったです。 
セミナー時間もっと⻑ければ、詳しく聞けたと思いました。

セミナーに参加させていただきましたのは、私にとって良かったと思っています。

⾊々な事はわかるになって来ました

とっても良かったです。

本⽇は忙しい時間は留学⽣のなめに分かれて⾊々ないことを教えてありがとうございます。学⽣の

motivationあげることはとても良いと思います

セミナーの内容が分かりやすかったです！

皆さん優しいでした。

幸いなことに来ました

質問がたりなかったです

いろいろな社⻑様からの話を聞いて、良かったです。

企業様からたくさんのアドバイスをいただけるイベント⾏ってありがとうございます😊



芋煮会について良いところ、悪いところをそれぞれご⾃由にお書きく

ださい [Please write good & bad points of the imoni BBQ freely.]

27 件の回答

美味しかったです

楽しかったです

Everything was good,I have enjoyed a lot

楽しく話しできました。ありがとうございました

All is good

いっぱい美味しいものをいただき、嬉しいです。

Good

Delicious

初めて⾷べて、美味しかった。

芋煮は美味しかった。

芋煮ケーションを⾏なってありがとうございます。楽しかったです

まま

芋煮が美味しいかったです。 

芋煮会ではみんなで話すことが出来て、⽇本の会社をもっとわかりました

とってもおいしかったです。お⾷事ご馳⾛様でした。

美味しかったです。

美味しかったです！

美味しかった

芋煮と焼き物は美味しかったです

もっと話せる時間あれば良いと思います

美味しかったです。問題はありません。

企業様ととたくさん話しができて楽しかったです。

回答者情報(性別) [What is your gender?]
37 件の回答



回答者情報(年齢) [What is your age?]
37 件の回答

このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。 不正⾏為の報告 - 利⽤規約 - プライバシー
ポリシー

男性 [Male]
⼥性 [Female]

0〜 9歳 [0-9 year-old]
10〜 19歳 [10-19 year-old]
20〜 29歳 [20-29 year-old]
30〜 39歳 [30-39 year-old]
40〜 49歳 [40-49 year-old]
50〜 59歳 [50-59 year-old]
60〜 69歳 [60-69 year-old]
70歳〜 [Over 70 year-old]

8.1%

91.9%

 フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1arU1aPu3XRCQagJhNiN1c3R6_WC-KFcn5AQcPWG22Dk/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


「芋煮ケーション2019」企業参加者アン
ケート
10 件の回答

⽴地について

10 件の回答

内容について

スタッフの対応について

10 件の回答

セミナーについて

満⾜

どちらかと⾔えば満⾜

どちらかと⾔えば不満

不満

30%

70%

満⾜

どちらかと⾔えば満⾜

どちらかと⾔えば不満

不満10%

90%



10 件の回答

芋煮会について

10 件の回答

参加した学⽣の反応はいかがでしたか

10 件の回答

満⾜

どちらかと⾔えば満⾜

どちらかと⾔えば不満

不満

30%

70%

満⾜

どちらかと⾔えば満⾜

どちらかと⾔えば不満

不満

選択肢 3
選択肢 4

10%

90%

満⾜

どちらかと⾔えば満⾜

どちらかと⾔えば不満

不満10%

90%



セミナーについて良いところ、悪いところをそれぞれご⾃由にお書き

ください

2 件の回答

外国⼈留学⽣を現在受け⼊れている企業の話を聞きたかった

学⽣参加のパネルディスカッションは良かったです。

芋煮会について良いところ、悪いところをそれぞれご⾃由にお書きく

ださい

6 件の回答

焼⾁たれがなかった

場所の制約はありますが、もう少し多くの学⽣さんたちと接触できれば良かったので、グループ分けを

おおぐくりにしても良かった。

⼭形⾵、仙台⾵両⽅⽤意されていて良かった

晴天に恵まれてよかった

席替えがあってもよかった

何か学⽣と交流をさらに活発にするアクティビティがあるともっと良いかも。

回答者情報(性別)
10 件の回答

男性

⼥性

10%

90%



回答者情報(年齢)
10 件の回答

このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。 不正⾏為の報告 - 利⽤規約 - プライバシー
ポリシー

0〜 9歳
10〜 19歳
20〜 29歳
30〜 39歳
40〜 49歳
50〜 59歳
60〜 69歳
70歳〜

20%40%

40%

 フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1gprWICz-d7ZYZOnP-iE9ll9WPl-Zc9MFDoniLRpodZI/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

