
平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科 分子物質化学 専攻   （M・D） １ 年  

 

            参 加 者 氏 名     花島 知美      印 

                        

指導教員所属氏名    伊藤 隆       印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 
Stanford 大学、Yahoo Inc.、富士通、UC バークレー、カルビーアメリカ、 

サラダコスモ USA、帝人ファーマ、月桂冠、キッコーマン 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

この海外インターンシップ入門に参加したのは、普段は見ることの少ない海外の職場や大学の研究室を訪

問できる機会を生かし、海外で働くこと・海外の大学で研究を行うことに対する理解を深め、今後の自分

のキャリアを考える際に役立てたかったからです。実際に海外で研究を進める学生や企業の方から直接話

を聞き実際に研究室や職場を見学することで、アメリカと日本の大学の違い、会社の違い、働き方の違い、

そもそもの考え方の違いなどを知ることができ、今までは持てなかった視点から将来のことを考えること

ができるようになりました。 

 

アメリカで働くこと、研究することに関して誤解していたことが二つありました。 

 

一つ目は、海外に出ることには大変な困難が伴うことであり、壮大な夢を持った限られた人だけが行くも

のであり、自分にとっては非現実的なことだと思っていたことです。しかし実際は、「友達が留学していた

から」「アメリカに行ってみたかった」「日本の企業はいやだった」などの理由でアメリカへ行った人や、

日本で働いていて自分は希望していなかったけれど海外へ転勤になったという人が多くいました。その話

を伺って、海外へ出ること自体はチャンスがあれば難しいことではないと思うようになりました。語学に

関しては、もちろん努力が必要ですし、家族や子供がいればどうするかなど問題はあります。その点で、

海外に出たいという気持ちがあるならば若いうちに出た方が都合はいいと思いました。 

 

二つ目は、留学をしたり海外で働いている人は無条件で成功者だと思っていたことです。しかし、もちろ

んそんなことはありません。当然のことですが、海外の環境が日本より良いとは限りませんし、海外へ来

たものの挫折して日本へ帰った人もいるでしょう。海外へ行き“何をするか”が重要であり、海外に行く

ことが自分の人生戦略においてプラスであると思えば行くべきだということです。よって、日本か海外か

を先に考えるのではなく、まずは自分が何をしたいのかという核を作ることの方が先です。自分はどのよ

うに生きたいのかということを明らかにし、それを実現するためにはどの場所でどのように過ごせばよい

のか考え、その際に海外へ行くことも選択肢の一つに入れておけば悔いのない決断ができると思います。

今までは海外へ行くことは選択肢に入っていませんでしたが、このプログラムに参加して選択肢に入るよ

うになりました。 

 

以下、特に印象に残った大学、企業に関して述べます。 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名      花島 知美      

                      

        

■Stanford 大学 

大学院生が給料をもらって責任感を持って研究をしていることが一番の違いです。やる気のある学生が多

く、ディスカッションも非常に盛り上がるという話でした。女性の研究者が多いことも魅力です。特にバ

イオ系では半分以上が女性という話を伺いました。 

 

■Yahoo Inc.、富士通 

アメリカの企業では３～５年の短いスパンで人が入れ替わり、物事の決断が速いが、日本の企業では４０

年近く働くことが多く、長期的な視点で見ているので比較的決断が遅い傾向があります。そのため必ずし

もすぐに結果がでるわけではないけれど、改善を重ねて質を高くしていき極めるということに長けている

のが日本の企業です。アメリカの企業では結果は早くでやすいですが、長期的なスパンで戦略をたてにく

いので、どちらも一長一短です。 

 

■UC バークレー、 

今までの自分の専攻と全く異なる専攻へ進んだ方の話が印象に残っています。周りから見ると不思議です

が、理由を伺ってみると筋が通っていて自分のやりたいことがはっきりしているように思いました。 

 

■月桂冠、キッコーマン 

日本人が上に立って、現地の社員を働かせる際に扱いが難しいという話を伺いました。文化が異なるので、 

何か社員が失敗をした時にストレートに叱ってしまうのは良くなく、褒めつつ悪かったところを伝えると

いう形をとっているという話が印象に残っています。また、年齢が高くなってから海外へ転勤になった人

の話をいくつか伺い、家庭をもってから海外へ来ると色々と問題があることが分かりました。 

 

 

最後になりましたが、この海外インターンシップ入門をサポートして頂いた先生方、企画・運営を担当し

て下さった株式会社リバネスの社員の方々にお礼を申しあげます。このような貴重な体験をする機会を与

えて下さりありがとうございました。このプログラムには様々な学科の学生が参加し、普段は接すること

のなかった人と出会えたことも収穫の一つでした。楽しく充実した日々を過ごせたのはメンバーのおかげ

でもあります。今後もこの繋がりを絶やさずにしていきたいです。 

 

 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科      物理学  専攻   （M・D）１ 年  

 

            参 加 者 氏 名    原 慎平         印 

                        

指導教員所属氏名   多々良 源        印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 

スタンフォード大学、カリフォルニア州立大学バークレー校、Yahoo Inc、

富士通アメリカ、サラダコスモ USA、カルビーアメリカ、帝人ファーマ、月

桂冠、キッコーマン、Tech Museum 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 

 今回の研修で学んだことは、コミュニケーションとネットワークの重要性です。 

 この研修で上記の各企業・大学の見学とその組織に属する人との交流や講演を通して、そこから自分の

視野を広げるのが目的でした。 

 

 コミュニケーションについて 

 アメリカは多様な人種からなり価値観も多様に存在します。その中で生活していくには相手と自分の違

いを理解する為に相手の考えを聴くが重要となります。研修中に自分自身の意見を他人に伝えることより

も相手の話を聴き、そこから話し手の価値観を理解する方が重要であると思える機会がありました。具体

的な例としては今回の研修に一緒に行ったメンバーと様々な事柄についての議論です。その議論のとき感

じたのが、個人の背景の違いが意見・認識に現れることです。意見を聞き理解しようとすることで、自分

と異なる見識が得られる。それにより考え方の幅が広がる。これは集団で訪問するメリットだと思います。

そこからコミュニケーション能力として話す力だけでなく、聴く力もあることを知りました。 

 

 人事異動のレイオフ 

 人事異動は日本では一つの企業体内での部署の異動です。それに対してアメリカでは、アメリカを一つ

の会社と見立てると、その中で人事異動している感覚であるそうです。そのような考えがあるのでレイオ

フに対して、負の印象が小さくて、人事異動の一環としてキャリヤアップの機会と捉えている場合が多い

そうです。レイオフ後の就職として一般的なのが自分のネットワークを駆使した方法です。アメリカはコ

ネ社会であり、人と人との信頼によるつながりによって仕事を獲得するのが主流だそうです。これは能力

主義の一環で、つながりにより能力を担保する仕組みです。 

  

 大学院生 

 日本では大学院生は学生として扱われるが、アメリカでは大学院生は社会人として扱われる。もちろん

社会人なので仕事に対して給料が出る。ここでの大学院生の仕事は研究である。金銭的側面からみれば、

アメリカの大学院生の方が恵まれている。一方で設備に関してはアメリカに比べて日本の方がいいという

日本人留学生の意見がありました。アメリカでは人に、日本では設備にお金をかけている。これは日米で

単純に投資先の違いでしかないことに気づきました。 

  

 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名     原 慎平         

                      

        

 

 まとめ 

 行く前はアメリカが日本より恵まれた環境であると思っていました。実際に行ってみてアメリカが日本

に比べて一方的にいいわけでないという考えに至りました。それぞれの国の考え方には一長一短があって、

これらは自分に合う環境を選ぶためのひとつの材料でしかないと思いました。また、重要なのはどこにい

るかではなくて、何をしているかであると考えつきました。 

 これらのことはアメリカに行かなくても行き着く考えかもしれない。アメリカに行ったことで様々な考

え方に触れることにより自分の視野が広がりました。そのことにより新しい世界が見えたのが、今回の研

修での収穫である。 

 

 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科      分子物質化学専攻   （○M ・D） 1 年  

 

            参 加 者 氏 名     林 伝文        印 

                        

指導教員所属氏名    伊與田 正彦      印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 
スタンフォード大学、UC バークレー、Yahoo、サラダコスモ USA、 

カルビーアメリカ、帝人ファーマ、月桂冠、キッコーマンフーズ  

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

私から見たアメリカと日本の違い 

 スタンフォード大学、UC バークレーの存在によって、シリコンバレーが活性化されている。まず、初日

からスタンフォード大学を観光し、キャンバスの中では車が走っている、自転車をバスの前頭に固定し運

行している車道があって、その広さに感動が覚えた。何とかビル、何とかビルを卒業生の寄付で大不況の

中でも建設し続けている。あの有名な google の創業者であるラリー･ペイジとセルゲイ･ブリンもスタンフ

ォード大学出身であった。現在、シリコンバレーの町で無料に無線 LAN を提供していることを私は聞いた。

町の全体は、大学の存在のために存在していると強く感じていた。その活性化の度合いは日本と大きな差

がある。この場所に辿り着く日本人の中、日本に戻りないと話す方もいる。 

 

1 教育の面の違い(スタンフォード大学、UC バークレー) 

 日本の大学を卒業して、ドイツで博士の学位を取って、スタンフォード大学でポスドックの日本人の方々

の話を聞いた。SLAC に在籍した方からサンフラシスコは非常に居心地が良い場所だと教えてくれた。そ

の理由として、気候がよいこと。サンフラシスコは夏季と雨季がしかない、ここでは、日本の食べ物も手

に入ることができる。また、アメリカで積んできたキャリアは世界でも通用することができる。悪いとこ

ろは、家賃が非常に高い。天然物化学に在籍した方から、アメリカの大学は自由な議論の場であることを

知った。セミナーでは、大きな教室を借りて、研究室のメンバーとピザなどを食べながら納得できるまで

議論する。UC バークレーの方から次のような話を聞いた。アメリカの大学院は基本的に五年制で、最初の

二年間授業漬けで、しっかりと基礎を叩き込むような体制を採っているそうだ。残った時間をかけて、自

分のテーマを追求する。アメリカでは大学院生も労働者として扱われて、授業料がゼロの上に、先生ある

いは財団から給料を支給される。このシステムによって、世界から優秀な人材がやってくるだろうか。 

 

2 腕 VS 頭脳(富士通アメリカ、Yahoo.Inc) 

yahoo.inc で、経歴が異なる三名の日本人の話を聞いた。日本では終身雇用制度の崩壊とは言え、現在一

生一つの会社に勤める方まだ大勢にいる。社員は一つの技術を 30 年、40 年を掛けて、身に付けていく。

いわゆる職人である。 

日本では、リストラに対して、あまり良い印象が与えないが、アメリカではキャリアアップの一環とし

てとらえる。外資で働くとは、常に履歴書を用意しておく必要があり、転職という覚悟を持つ必要がある。 

また、次の職をより見つけやすくために、日ごろから強いネットワークを作る必要がある。そのため、日 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 
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            参 加 者 氏 名     林 伝文        

                      

        

常からコネクション(ネットワーク)を含め、良い人間関係が築ける能力が大いに要求される。外資の企業で

は、企業文化があまりないが、能力がある人だけ残り、技術的に、文化的にイノベーションを起こすと私

は強く感じた。 

 

3 社会インフラの違い 

 日本の電車、ゴミの分別はアメリカより進んでいる。アメリカの駅では駅員をほとんど見ない。サンフ

ランシスコの土地が広い原因かどうかわからないが、自転車は駅構内で走ったり、市内電車には自転車の

置き場まで設置されている。また、サンフラシスコの町では、日本のようにゴミをしっかり分別していな

いイメージが強かった。 

 また、強いネットワークが必要とされているアメリカでは、起業に対して積極的に推進している。賞金

が数百万円のビジネスのコンテストなどもある。 

 

4 食文化の違い 

 毎日の食事にパンと肉系の料理が多かった。ただ一週間という短い期間だったが、中国人の私でも日本

食をこいしくなった。食文化の違いという原因で、日系企業はアメリカに進出する際に大きな壁があった。

順調に行った企業があって、これから頑張る企業もあった。現地の人々の味を合わせるために、日本と異

なる味の商品を導入し、市場のシェアを獲得していく企業もあった。「キッコーマン、アメリカの味の代名

詞」。キッコーマンフーズはアメリカで 11 年間の歳月を経て、現地採用、現地生産という現地密着した文

化で、現在 55％シェアを持っている。日本の醤油はアメリカの食文化に大きな一ページを飾ったと感じた。

サラダコスモはもやしに夢を託し、アメリカ人の食卓に浸透できなかったが、アメリカのアジア系の人の

食文化に貢献している。月桂冠はワインの産地でイベントなどを開き、日本酒の消費の拡大に力を注いで

いる。海外での事業の展開は、現地の人々の風習、食文化を理解するのに苦労することが多い。 

 

5 在宅医療に貢献(帝人ファーマ) 

 患者を様々な方面からサポートする。帝人ファーマは在宅医療をアメリカで展開している。その担当者

は妹脊さんである。彼は、日本の大学→アメリカの大学院(修士)→日本の大学院(博士)の学歴の持ち主であ

る。また、帝人で自分の専門分野と異なる職種で帝人に入社し、いろいろな仕事内容(医療技術研究所→在

宅透析開発推進→医療技術→事業戦略→PPS 出向)を体験した。彼は帝人に入社の面接で「今まで一つ一つ

の仕事をやり遂げたので、在宅医療分野でもやっていける」ことを言ったそうだ。帝人で積み上げたキャ

リアを活用し、アメリカの在宅医療の会社を買収し、現在彼は担当者として出向している。彼の仕事に対

する前向きの性格、情熱さを私は勉強できるところが多い。 

 

今回のような貴重な体験をさせていただき、スタンフォード大学の田島様、林田様、平野様、UC バーク

レーの高橋様、白水様、金色様、富士通アメリカ様、Yahoo Inc 様、サラダコスモ USA 様、カルビーアメ

リカ様、帝人ファーマ様、月桂冠様、キッコーマンフーズ様に感謝します。楽しい BBQ パーティをご用意

してくださった春木一家に感謝します。そして、本研修で、熱いディスカッションを交わした同学年の皆

様、面倒を見てくださった柴藤先輩に感謝します。また、このような機会を設けて頂いた住吉先生を始め、

引率の森先生、ビザ申請用の英語文案を作成して頂いた岡部先生、首都大学院東京の諸先生方に感謝を申

し上げます。周到なサポートして頂いた株式会社リバネス様、有意なお説教の丸さんに感謝します。 

 

 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科         物理学 専攻   （M・D）  １年  

 

            参 加 者 氏 名         石井昭裕     印 

                        

指導教員所属氏名         首藤啓      印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 

スタンフォード大学、Tech Museum、Yahoo Inc.、富士通アメリカ、 

UC バークレー、カルビーアメリカ、サラダコスモ USA、帝人ファーマ、 

月桂冠、キッコーマン 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

今回の研修ではサンフランシスコ・シリコンバレーにある２つの大学と７つの企業を訪問し、現地で研

究や仕事をしている日本人の方々から話を聞きました。毎日ホテルに戻ってからその日の体験について整

理し、参加者同士で意見を出し合いました。本研修には物理、化学、機械工学、電気電子専攻の博士前期

課程１年生１１人が参加しました。以下、アメリカの大学と企業の訪問についてそれぞれ報告します。 

 

＜大学について＞ 

スタンフォード大学ではまず SLAC 国立加速器研究所を案

内していただき、フェルミ衛星について話を聞きました。それ

から大学で研究している方々と一緒に昼食をとり、海外で研究

することの面白さと大変さについて参加者各々が質問してい

ました。また、参加者のうち７名が事前に大学の教授にアポイ

ントをとっており、各々研究室訪問を行いました。私を含め他

の４名も、本研修で引率していただいた株式会社リバネスの篠

澤様の紹介で生物系の研究室を訪問しました。その後は日本人

の大学院生に話を聞き、具体的な研究生活などについて知るこ

とができました。 

UC バークレーでは日本で就職した後にアメリカの大学に

進学し、起業した方から話を伺いました。また、グループにわ

かれて研究室訪問を行いました。私は超伝導の研究をしている

大学院生の方に施設を案内していただきました。 

 

＜企業について＞ 

 Yahoo Inc.では３名の社員の方から話を聞きました。ここでの話で印象的だったことは、日本に比べると

アメリカではリストラが当たり前であるということです。そのため社員は転職に備えて常に履歴書を用意

しているそうです。しかしリストラされても転職先の企業を紹介してもらうこともあるようで、日本の企

業での部署の異動のような感覚だそうです。 

 カルビーアメリカでは工場見学をしたあと、参加者が３グループに分かれてプレゼンテーションを行い

ました。これはカルビーアメリカで現在取り組んでいる環境活動を改善するための案を考えて、日本人社

員の前で発表するという企画です。この課題は事前研修の段階で与えられ、当日までグループごとに準備

を進めていました。発表後も環境活動の具体案について参加者と社員で議論を続けました。 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 

図 1 スタンフォード大学の研究棟。

ガラス張りになっているので研究室の

中が見える。 
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 サラダコスモ USA でも工場見学をし、それから社長に

事業や海外で働くことについての質問をしました。企業の

中で最初に訪問した Yahoo Inc.の時と比べると、参加者の

質問や意見も鋭くなったと思います。その結果、事業を海

外に拡大した理由は日本での需要が飽和していたからとい

う一方で、アジアではなくアメリカを選んだ理由は社長本

人がアメリカに進出したい気持ちが強かったからというこ

とを聞くことができました。 

 帝人ファーマでは修士号を海外で取得し、博士号を日本

で取得したという経歴を持つ方から話を伺いました。そし

て博士号を取得したけれど専門とはあまり関係のない帝人

ファーマに就職したということで、そのような選択肢もあ

るのかと考えさせられました。また、海外で働く際には英

語力よりもコミュニケーションの面で苦労しているという

話が印象に残っています。その背景には日本とアメリカの

文化の違いがあり、日本人同士のコミュニケーションとは異なる壁があるようです。だからこそお互いの

国の文化を尊重することが大切だと仰っていました。 

 月桂冠は朝のラジオ体操が日課になっている面白い企業でした。事業内容を説明してもらってから質問

をして、工場見学を行いました。日本酒の試飲もして、昼食後は４人ずつのグループに分かれて社員の方

に質問する時間がありました。この日は時間がたっぷりあったため、質問ではかなり深いところまで聞く

ことができたと思います。コミュニケーションの面での苦労や、日本酒をアメリカ人に気に入ってもらう

にはどうすればよいかなど、海外に進出していても課題はたくさんあるのだと感じました。また、私が話

を聞いた社員の方には子どもがいたので、日本とアメリカの学校教育の違いについても話してくださいま

した。日本は叱ることが教育として大事ですが、アメリカではとにかく褒めて育てるそうです。この文化

の違いから日本人とアメリカ人の価値観に差がでるのは当然だと思いました。 

 最後にキッコーマンを訪問しました。月桂冠と同様、工場見学をしてからグループごとに社員の方に質

問しました。ここでも私が話を聞いた方は子どもがいて、中学生の子どもが学校になじむのに苦労してい

たという話を聞きました。日本で異動する際に、深く考えずに第３希望でカリフォルニアを書いたら実際

にそこになってしまったそうです。このような些細なきっかけからアメリカで働くことになる人もいると

いうことがわかりました。 

 

＜本研修の成果＞ 

 私は今まで日本で就職するという思いが強かったので、海外の企業も知った上で日本の企業のいいとこ

ろを見つけたいと思い、本研修に参加しました。結果として日本の良さも、海外の良さもたくさん見つけ

ることができました。日本で就職するという気持ちは変わりませんが、一度海外に行ってみたいと思うよ

うになりました。今は海外に行くことに対する不安はあまり感じません。 

 また、参加者同士も今まで知らなかった人が殆どで、他

分野の学生と交流ができたことも大きな収穫でした。他分

野の研究について聞くことで興味の幅が広がりました。一

方で自分の研究について他分野の人に話すことの難しさ

も実感しました。研究に励んでいる仲間の話を聞くと、自

分も自然と頑張れます。さらに去年の参加者や、今回の研

修を企画・運営してくださった株式会社リバネスの皆様、

引率してくださった先生方からも多くの刺激を受けまし

た。この経験は今後の研究はもちろん、私の人生に大きく

影響を与えてくれたと思います。本研修に関わる全ての方

に感謝しています。 

 

海外インターンシップ入門 

図 2 カルビーアメリカでのプレゼンテー

ションの様子 

図 3 Yahoo Inc.での集合写真 
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    理工学研究科 分子物質化学 専攻   （M・D） 1 年  

 

            参 加 者 氏 名   松岡 隆之         印 

                        

指導教員所属氏名  伊永 隆史         印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 

スタンフォード大学、UC バークレー、Tech Museum、Yahoo Inc.、富士通ア

メリカ、サラダコスモ USA、カルビーアメリカ、帝人ファーマ、月桂冠、キ

ッコーマンフーズ 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 私は、この海外インターンシップ入門で、研究の新しい面白い一面を見つけることができ、

また自らのキャリア選択の視野を広げることができました。アメリカにいた 1 週間に何を感

じ、どのように自らの考えが変わったかを、自分が最も成長できたと感じる訪問先であるスタ

ンフォード大学での体験を基に以下に報告いたします。 

 

 

スタンフォード大学訪問 

私にとって今回のインターンシップにおける一番刺激的だったプログラムは、今年新しく追

加された企画である「突撃訪問」です。去年の海外インターンシップ入門では、アテンド側に

用意して頂いたアメリカ在住の方々に参加者全員で会うというプログラムが中心だったのに

対し、今年はアメリカに出発する前に各個人が話を伺いたいスタンフォード大学在籍の研究者

の方に自らメールでアポイントメント

を取り、訪問するという試みが行われ

ました。 

私の場合、突撃訪問をする相手を決

める際に大切にした 2 つの思いがあり

ました。１つ目は、せっかくアメリカ

の大学に行くのだから、自分の英語力

の低さは気にせず、日本人ではなくア

メリカ人と勇気を持って英語で研究デ

ィスカッションをしたいという思い。

もう 1 つは、自分の研究に役に立つ話

を聞けるよう自分と同じ研究分野の教

授を訪問したいという思い。この二つ

の思いを基準に訪問相手を探した所、 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 

写真１. 左からリバネス丸社長、Zare 先生、自分 
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化学系の有名なジャーナルを通して、スタンフォード大学の教授・Richard.Zare 先生が自分

と似た分析化学の研究を行っていることを知りました。メールにて、Zare 先生の研究に興味

があること、自分の研究の簡単な紹介、興味がありましたら自分の研究もお話させてください

という旨を伝えた所、快く訪問を許可して頂けました。 

訪問時間は１時間程度の短いものでしたが、非常に充実した時間を過ごすことができまし

た。事前に用意したパワーポイントを用いて、Zare 先生と先生のメンバーである大学院生や

ポスドクの方々計４人の方に囲まれ自分の研究のショートプレゼンテーションを英語のみで

行い、その後ポスドクの方の案内で実験室の見学・研究の紹介をして頂きました。ショートプ

レゼンテーションでは、疑問を持ったらすぐに質問する積極性、私と質問者だけの１対１のデ

ィスカッションに終始するのではなく、１対１のディスカッションを聞いて意見を持った人が

すぐに発言し複数人でのディスカッションに発展することなど、Zare 先生の研究室における

ミーティングスタイル・メンバーのモチベーションの高さに直に触れることができたことは大

きな経験です。また、自分の英語でのプレゼンは決して上手いものではなく、フレーズを並べ

るだけの片言の時もありました。しかし、パワーポイントのスライド上のイメージ図や実験デ

ータ、ボディランゲージ、熱意（相手を見ながら説明し、首をかしげていたら何度も表現を変

えて説明する等）をうまく利用すればつたない英語でも伝えることができ、きちんと深いディ

スカッションまで到達していくことを学びました。 

今回の研究室訪問を通じて、目的と熱意を持って訪問すれば、相手は受け入れてくれること

を知り、海外の研究室という自分には遠いと感じていた存在を身近に感じることができまし

た。同時に、自分が知らないうちにキャリアの選択肢を狭めていることに気づくことができま

した。また、Science の知識・研究をツールとすれば、英語が下手でも海外の研究者とコミュ

ニケーションを取ることができるという Science コミュニケーションの偉大さ、研究の新しい

面白い一面を知れたことは、首都大にもどってきてからの研究に対するモチベーションの高さ

に活きています。 

 

 

まとめ 

今回の海外インターンシップ入門では、上述のスタンフォード大学での研究室訪問だけでな

く、アメリカの大学や企業に進出した多くの日本人の方・現地の方とお話できる機会がありま

した。特に様々なバックグランドを持った日本人の方から、何故アメリカに来たのかという理

由を聞いた所、十人十色の答えでしたが共通して各々がアメリカで何を得たいか明確な目的を

もっていて頑張っていたことが強く印象に残っています。また、アメリカに来たきっかけの多

くがその人の身の周りの環境・人的ネットワークにより影響を受けていたように思います。自

分のキャリアを選択する上で人と人との繋がりを多く持つことが、キャリアの選択枝を広げる

ことに通じているように思いました。 

同じ首都大学理工学研究科に在籍していても、今までは話すことのなかった様々な学科所属

の参加メンバーとネットワークを築け、研究の話等色々な話ができた１週間は非常に充実して

いて楽しいものであり、今後の財産になりました。最後になりましたが、海外インターンシッ

プ入門を全面的にサポートして頂いた先生・事務の方々、企画・運営に携わって頂いた株式会

社リバネスの社員の方々のおかげでこのような貴重な体験をする事ができました。本当にあり

がとうございました。 

 

 

海外インターンシップ入門 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 

スタンフォード大学、テックミュージアム、Yahoo Inc.、Fujitu America、 

UC バークレー、サラダコスモ、カルビーアメリカ、帝人ファーマ、 

月桂冠、キッコーマン   

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 今回の研修で私が得たものを、1.全体を通して、2.大学、企業ごと、の二つに分けて書きたいと思います。 

 

1.全体を通して 

 

 ここ述べたい事は二つあります。それは 

  ・色々な人との交流 

  ・実感としてのアメリカ 

という二点です。以下にこの二点についてそれぞれ具体的に書きます。 

 

<色々な人との交流> 

 アメリカ国内の企業で働いている方々の話を聞いて思ったことは企業ごとのところで述べますので、それ以

外の方々との交流について書きたいと思います。今回の研修では様々な専攻の人が参加していました。そのた

め色々な分野の研究の話を聞くことができて大変刺激になりました。私は将来研究者になる事をめざしている

のですが、その際に理学の広い知識を持った研究者になりたいと思っているので、自分の知らない分野の研究

レベルの話が聞けたのは知識の幅と興味の幅が広がって良い経験となりました。また参加者の中には論文を既

に書いているという人もいて、そういった意味でも刺激を受けました。 

 今回の研修にはリバネスにつとめている方が同行してくださったので、そういった方の考え方を聞けたのも

自分の視野が広がる事につながりました。 

 

<実感としてのアメリカ> 

 今まで私はアメリカに行った事がなかったので、アメリカについての知識というのはテレビやインターネッ

トで得られる断片的で正しいのか正しくないのかわからない知識でした。しかし今回の研修でアメリカに行っ

たことにより、知識の選別を行うことが出来ました。例えばインターネットでアメリカ人は sorry という単語

をあまり使わないというのを見たのですが、実際にはそうではなく日本人がすいませんと普通は言うような場

面(扉を開けてあげたときなど)ではアメリカ人も sorry と言っていました。このように今までもっていた知識

を新しく実感として持つ事が出来ました。 

 

 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 
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2.大学、企業ごと 

 

<スタンフォード大学> 

 この大学を見学してまず気づいた事は部屋のドアがガラス張りである事です。スタンフォード大学は広かっ

たので全ての校舎内に入って確認したわけではありませんが、少なくとも私が入った校舎では研究室の扉はガ

ラス張り、会議やゼミを行うような少し広い部屋ではドアも壁もガラスでした。これが研究によい効果を及ぼ

すのかどうかはまた別として、とてもオープンな雰囲気を感じ取る事が出来ました。 

また研究室訪問では田島先生から宇宙物理関連の観測機器についての専門的な話を聞く事が出来り、とても

勉強になりました。それとは別に個人でアポイントをとって、宇宙物理学の研究をなさっている Petrosian 教

授のもとにも一人で訪問しました。自分の興味ある宇宙の現象について英語で 30 分程度会話をしたのです

が、私のつたない英語でも相手の方が非常に丁寧に対応してくださったおかげでなんとか意思の疎通は図れま

した。会話の内容も有意義なものでしたが、それ以上に英語で長時間会話を続けるという経験は始めてで、英

語を使用することに対する躊躇いが少なくなりました。さらに、より的確に物事を伝えられるようになりたい

と思い、英語を再度勉強し始めるよいきっかけになりました。 

 

<Yahoo Inc., Fujitu America> 

この二社では日本系企業とアメリカ系企業での働き方を聞きました。そのためまさに両者の違いというのが

比較する事が出来ました。一番大きな違いは雇用形態に対する考え方の違いだと思います。日本では終身雇用

で企業に雇われ、定年退職までその会社で働くという場合が多いと思います。しかしアメリカではそうではな

く、三年程度の短期間で色々な会社を渡り歩いていく人が多いそうです。渡り歩く理由は、解雇されたためか

もしくは自分の意志であるわけですが、アメリカでは色々な会社で経験をつむ事がキャリアの築き方だという

考えが定着しているそうで、日本人に比べて解雇されることに対して恥だという感情も少なく、次への行動も

早いとのとのことでした。これら話を、私は日本の企業の方が会っていると感じました。 

 

<カルビーアメリカ> 

カルビーアメリカでは海外インターンシップ入門参加者が 3 チームに分かれて、事前に与えられていたテー

マに沿ってプレゼンテーションを行いました。その発表を行うために、テーマが与えられてから研修当日まで

チームで何度か集まって議論をして発表の形を作っていきました。その際に改めて感じたのが、アイディアを

生み出す難しさです。仕事をする場合、新しいアイディアを生み出して、既存のものよりもさらに価値のある

ものを提案しないと認められるのは難しいと思います。今回の発表とその後行われたディスカッションではア

イディアの提案が出来なかったと感じました。ではそれができるようになるためにはどうすればよいかと言う

のはまだ自分自身で答えが出せていないので、今後の課題だと思います。 

 

<帝人ファーマ、月桂冠> 

 ここでは日本とアメリカの共通点を聞けました。例えば月桂冠では、従業員の多くに地元のアメリカ人を雇

用しているそうですが、その地元では裕福な家庭が多いため、親に叱られた経験の少ない人が多いそうです。

そのため従業員の人たちが仕事で何かしらミスを犯した際に、叱るのではなく別の方法で指摘するようにして

いるという話を聞きました。ニュースを見ると日本国内でも今そうなっているので、これはその国独特の文化

からくるものではなく、むしろ教育制度からくるものなのではないかと思いました。 

 また帝人ファーマと、月桂冠の両者でアメリカ人と仕事をする際に大事なこと何ですかと日本人の社員の方

に聞いたのですが、それはしっかりとコミュニケーションをとったり、相手がわかるまで根気強く話をしたり

ということでした。特に文化の違いによる意識の違いを埋めるのが大変だと言っていて、その点はアメリカと

日本で働くときの違いだと思いましたが、会社の構成要素が人である以上、人同士の意思疎通は大事であると

いうのはこの二国間で違いはないと思いました。 

 

最後になりましたが、このような機会を提供してくださった大学の先生方、リバネスの方々に感謝の意を述

べたいと思います。この研修は様々なことを知ることができるよい機会だと思いますので、来年以降も継続し

てやていただきたいと思います。 

 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科   分子物質科学専攻   （M・D）１年  

 

            参 加 者 氏 名    杉澤 義信       印 

                        

指導教員所属氏名    清水 敏夫       印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 
スタンフォード大学、Yahoo、富士通アメリカ、UC バークレー、カルビー

アメリカ、サラダコスモ USA、帝人ファーマ、 月桂冠、キッコーマン 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 今回「海外インターンシップ入門」に参加して、非常に充実した一週間を過ごすことができました。訪

問先ごとに感じたこと書きます。 

 

[スタンフォード大学] 

  スタンフォード大学は建物がすごくきれいでした。また敷地が山手線の上半分と同じくらいあるらしく、

スケールの大きさに圧倒されてしまいました。私は有機化学の Troust 研を訪問し、日本人のポスドクの平

野さんに案内してもらいました。部屋は広いですが、研究室自体は日本の大学と同じような設備でした。

日本に較べて自由な雰囲気でしたが、その分責任もあるということでした。海外の大学に来るだけでも環

境が変わるので、自分の視野が広がって成長できるという話が印象に残っています。 

 

[Yahoo] 

  Yahoo で働いている日本人の方に話を聞きました。アメリカでは三年程度で転職する人が多いというこ

とに驚きました。しかしほとんどの人はすぐに再就職するので、解雇されることを恥ずかしいだとか、怖

いだとかはあまり思っていないということでした。また転職する際には友人の紹介であるだとか、コネが

必要であるというのに驚きました。アメリカは実力主義ではないのかと意外に思いましたが、実際は実力

がないと紹介もしてもらえないので、コネ社会で実力主義であるようでした。 

 

[富士通] 

アメリカ的な企業の Yahoo の後に富士通に行ったのでとても印象に残りました。富士通はアメリカでも

人を大切に育てるということでした。Yahoo を訪問した際にはアメリカ的な企業の考え方はすごいと圧倒

されていましたが、富士通でディスカッションしたことによって尐し冷静に考えることができました。ど

ちらの方式の企業が良い悪いではなく、長所短所があるのだと思いました。 

 

 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名    杉澤 義信        

                      

        

[UC バークレー] 

スタンフォード大学に比べると、尐し治安が悪いように感じました。バスに乗っている時、路上に座っ

て、たむろしている人を見た時はなんだか怖かったです。大学の研究室自体はきれいでした。私は Lewis

酸を用いた研究を行っているので、Lewis Hall を見たときは興奮しました。 

 

[カルビーアメリカ] 

 カルビーアメリカでは工場を見学させてもらった後、カルビーアメリカが行っている Farm to table とい

うサイトについてのプレゼンを行いました。プレゼンの準備では私はあまり良い意見も出せず、もう尐し

頑張ればよかったと後悔しています。アメリカに進出して、その地元に密着した経営を行っていることに

はすごく共感しました。 

 

[サラダコスモ] 

 工場でアメリカの人を雇うというのは難しいことも多いということでした。感覚が違うので言わないで

もわかるとか、共通の感覚がないので、大変だということでした。また徹底した管理で大量にもやしを生

育している光景はすごい迫力でした。 

 

[帝人ファーマ] 

 帝人ファーマで働いている小山さんの話や経歴がとても興味深かったです。小山さんは大学が日本で修

士がアメリカ、博士が日本という珍しい経歴でした。また帝人は小山さんの大学での専攻と直接は関係の

ない会社だということでした。人の役に立つ仕事をしたいという理由で、在宅医療関係を行っている帝人

に入社したそうです。また事業企画部などあまり理系と関係ない部署でも働いていたそうです。 

小山さんの話を聞いて、専攻と関係のない会社でもやっていけることがわかりました。大学での研究は

せいぜい３年ですが、会社はもっと長いので専攻にこだわって就職の選択肢を狭くする必要はないという

ことでした。実際に経験している人から聞くと説得力がありました。また理系と関係ない部署でも研究で

培った考え方や解決方法は通用するという話が興味深く、とても心に残りました。 

 

[月桂冠] 

 サラダコスモさんと同じようにアメリカの人を雇うことは感覚が違い大変なことも多かったそうです。

カリフォルニア米の日本酒も美味しい味でした。 

 

[キッコーマン] 

技術者の方とディスカッションをしたのですが、理系でもビジネスを知っていると強みになると仰ってい

たことが印象に残っています。自分の分野を掘り下げるのはもちろん大切ですが、それで周りが見えなく

ならないように視野を広く持つことは重要なのだと思いました。 

 

[全体を通して] 

アメリカに着いて何日間かは、圧倒されていて、なんでもアメリカはすごいなと思っていました。しかし

様々な大学や企業を訪問するうち、次第に冷静になり客観的に考えることができるようになりました。そ

してアメリカに来たことによって、日本の良さも再確認できました。様々な方とディスカッションをした

ので、相反することを言っている方もいました。しかしそれぞれその人の視点から見れば正しい意見なの

かなと思いました。そこで大切なのは、人の意見をそのまま受け入れるのではなく自分なりに考えること

だと思いました。 

また他分野の同級生と一週間過ごして様々な話ができたことはとても楽しく興味深く、貴重な体験がで

きました。他分野の人はやはり視点が違って、そんな人と話をすることは自分の視野も広がり、とても良

かったです。一週間アメリカに行って、もっと広い視野と自分の軸をしっかり持ちたいと考えるようにな

りました。海外インターンシップ入門は自分について考える良いきっかけになりました。きっかけだけで

終わらせずこれからもっと成長していきたいと思います。 

 このような機会を与えてくださりありがとうございました。 

 

 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科     物理学    専攻   （M・D） １ 年  

 

            参 加 者 氏 名       棚田 祐介     印 

                        

指導教員所属氏名        住吉 孝之     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 

スタンフォード大学、Tech Museum of Innovation、 Yahoo Inc. 、 

富士通アメリカ、 UC バークレー、 カルビーアメリカ、  

サラダコスモ USA、 帝人ファーマ、 月桂冠、 キッコーマン 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 

 今回参加させていただいた海外インターシップ入門を通して、自分は様々な人達との出会いを通し、貴

重な経験を得られたことと同時に、日本とアメリカのシステムの相違点、考え方・価値基準の違いなど非

常に多くのことを学びました。 

 

 １日目はサンフランシスコ市内を実際に歩いてみました。初日にして早くも日本とは勝手が違うことを

肌に感じました。例えば切符を買うことですら日本のシステムとは違い、戸惑ってしまうようなことがあ

りました。また言語に対する壁もやはりあり、最初は飲食店で注文をすることでさえ抵抗がありました。

しかし、実際話してみると向こうの方はとても親切であり、私の稚拙な英語をしっかり聞いてくれ、言い

たいことを汲み取ってレスポンスを返してくれました。これにより、当初感じていた言語の壁が幾分か感

じなくなったのはかなりの救いでした。 

 

 ２日目はスタンフォード大学を訪問しました。まず、スタンフォード大学に入った際にはそのあまりの

広さに圧倒されました。次に売店・図書館等を回ってみてその充実さを知り、学問を志す上での環境にお

いて、教育水準が比較的良いと聞いていた日本より充実していたことに衝撃を受けました。その後スタン

フォード大学に所属している田嶋さんという方に研究の概要と日本とアメリカのシステムの違いをお聞き

しました。その中でもアメリカの大学はそのほとんどが企業及び国の研究機関と提携するのは当たり前と

され、このため大学院生は社会人として扱われ、給料も支払われることを聞きました。それを聞いてアメ

リカの学生は自分の研究に対する誇りと責任が我々とは比べ物にならないことを感じ取りました。特に私

の研究では海外の学生と提携して進めていくものなので、彼らに尐しでも遅れを取らないようにする為に

はまず自分の研究に対する考えというものを根本から見つめ直し、そこから自分のモチベーションを上げ

てより熱心に打ち込むことがこの先研究者として続けていくには必要なことだと思いました。また、研究

室の構成員の殆どは外部から優秀な人材を採っていること、コネなど横のつながりを重要視し、その活か

し方など生の話を聞き非常にためになりました。 

 

 ３日目はまず Tech Museum of Innovation というところに行きました。そこでは現代の科学の仕組みを 

子供達に興味をもってもらうよう分かりやすく、そして面白く紹介するイベントがたくさんありました。

日本でも最近になってこのような試みが増えてきてはいますが、アミューズメント化して子供達に科学を

親しみやすくするという試みはそれほど盛んでない印象があります。このようなアプローチの仕方も昨今

の理系離れを食い止める手段として面白い方法だと思いました。 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ入門 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名       棚田 祐介      

                        

        

 次に訪問した Yahoo Inc.で働いておられる辰さんの話を聞きました。そこではインターネット業界の第

一線であるシリコンバレーでやっていく上での厳しさを聞きました。２年で全体の８％がリストラにあう

という厳しい環境の中、結果を出す為には具体的にどのように考えどうやって結果を出してきたかを教え

て頂きました。 中でもムダなやり取りを無くし、円滑に仕事が出来るよう運ぶ為にはどのようにすれば

いいのかを考える姿勢、互いの失敗をサポートし合う関係というのは会社としてはどこもやっていること

だとは思いますが、ここではよりシビアにそれを徹底している印象が伺えました。また、仮にリストラに

あった場合でもコネを活かして再就職するのが殆どのようで、アメリカでは日本以上に横のつながりを大

切にしていることがこの日１日を通しての新たな発見でした。 

 ３日目最後に訪問した富士通アメリカでは企業に採用する上での「人を観る」基準のお話を聞かせて頂

きました。広い視野を持ち、回りにうまく順応し、時には人を持ち上げるような人材。すなわち多様性の

ある人材を必要としているという、言わば日本に近い考え方の企業の話を聞くのは貴重な体験でした。話

の中で、人と話をすれば多様性のある人間かどうかというのは自然と分かるものであり、その簡単な判別

基準は人生のコアとなるものがあるかどうかであるというのは非常に印象に残りました。 

 

 ４日目は UC バークレー校に行き、学生である傍らベンチャー企業として働いていた経験のある高橋さ

んという方のお話を聞きました。そこではまずアメリカの大学院生としての教育プログラムを詳しくお聞

きしました。向こうのシステムは院生＝doctor コース(Ph.D)までの一貫だとは知ってはいましたが、その

教育方針は日本とは大きく違っており、まず入ってからの最初の２年は徹底的に基礎的なことをたたきこ

まれること、そして３年時から自分の研究分野を定めて行くこと、また大半の学生は Ph.D を取得する段階

で起業し始め、徐々に社会経験も積んで行くという具体的なことまでお話をしてくださいました。同じ歳

で起業する上でも日本とアメリカではその経験量、横の繋がりにしても習慣として根付いているのとそう

でないのとでは日本の若者達にとって disadvantage に働かないものでしかないと思いました。 

 次に行ったカルビー社では日本とアメリカの食文化の違いにより、市場に進出するのに苦労していると

いう話を聞きました。またここでは今度は我々が事前にグループ内で練ったアイディアをプレゼンしてみ

るという新しい企画がありました。参考程度とはいえ、こちらの発表を真剣に聞いてくれ、それに対し具

体的な意見を求めて下さったりと今までとは違う新鮮味がありました。またこの会社は地元の交流を真剣

に考え、そこから環境に配慮するという文化を育んで行こうという今までの企業には無い考え方を持って

いました。それまではアメリカには京都議定書を離脱したイメージが強かった為かあまり環境を顧みない

思想が行き届いているものだと思っておりましたが、実際には環境を配慮しようという運動があり、それ

の上、利益無しに会社単位で地元の方と協力していこうという姿勢は本当に素晴らしいことだと思いまし

た 

 

 ５日目はサラダコスモ USA 社では、日本の食文化には欠かすことのできない「もやし」というのを食文

化としては日本ほど受け入れられていないアメリカで市場に進出する為に苦労した点、他社と差別化を図

る為に工夫した点などを聞きました。一例を挙げれば最先端のテクノロジーを駆使してもやしの品質を良

くする工夫をしていくことで次々とシェアを拡大して、これから先もやし業をアメリカでどのように展開

していくかなど具体的な指針が定まっている点において、先を見超して行動することについての見習う点

が多々ありました。また社長さんのもやしに対する情熱がとても伝わってきました。 

 次に訪問した帝人ファーマの小山さんという方からは在宅医療に携わる身として、自分の経歴の紹介と

その経験を活かして人の為にどのように社会貢献していくべきか…ということを教わりました。またアメ

リカの部下と日本の部下との育て方の違いなどをお聞きしました。中でも小山さんが帝人社に採用された

いきさつの話は自分で課題を設定し、問題解決をしていくということの大切さを再認識させていただきま

した。そして今がそれを培っていく上での最高の場であり、そのことに感謝し、自分の研究をしっかり最

後までやり遂げようと思いました。 

 

 ６日目に訪問した月桂冠、キッコーマンでは言葉の壁を乗り越えながらも、地域のつながりを大切にし、

その中から日本の食文化を広めようとすることに努力をしている企業でした。日本酒の歴史を重んじなが

らもアメリカ人に受け入れられるように適応していくという戦略はとても面白い戦略だと思いました。例

えば果実酒と日本酒との融合は実に新鮮な感じがありました。 

 

海外インターンシップ入門 



 

この海外インターンシップ入門を通して物事を最後までやり遂げること、そして挑戦することの大切さと

いうのを改めて教わりました。 

また企画してくださった先生方、株式会社リバネスの方々、ともに参加した大学院生の方々には貴重な体

験をさせていただき、深く御礼申し上げます。 

 

 



平成 21 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

    理工学研究科      分子物質化学  専攻   （M・D） 1 年  

 

            参 加 者 氏 名       吉田 尚史     印 

                        

指導教員所属氏名      伊与田 正彦    印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2009 年 11 月 15 日（日）～ 2009 年 11 月 23 日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国サンフランシスコ・シリコンバレー 

４ 訪問先 

  スタンフォード大学、Teck Museum of Innovation、Yahoo Inc.  

 富士通アメリカ、UCバークレー、カルビーアメリカ、サラダコスモ

USA、帝人ファーマ、月桂冠、キッコーマン 

５ 内容報告 
下記に記入のこと。（今回の研修等の成果を具体的にまとめて報告すること。 

2 枚までにまとめること。適宜、写真、図を含めてよい。） 

 今回の研修は、化学、物理、機械、電気電子、様々な分野の学生の方たちとアメリカのカリフォルニア

州サンフランシスコ周辺に滞在し、スタンフォード大学や UC バークレーや他にも様々な企業を訪問しま

した。そこで、ポストドクターや留学生として日本からアメリカに進出した人たち、アメリカで研究を行

っている先生方、会社の命令あるいは自主的に海外の支社で働く方々の講演やディスカッションを行いま

した。夜には、ホテルに戻ってその日に訪問した場所で見たものや聞いた事から得られたものについて、

メンバーでディスカッションを行いました。8 日間という短い期間でしたが、なかなか体験できない海外で

の生活に触れ、話を聞き、海外進出へのハードルが下がったのと同時に、色々と将来に関して考える機会

ができたと思いました。以下、印象に残った訪問地に関する話を報告します。 

 

<スタンフォード大学> 

東のハーバード、西のスタンフォードといわれるくらいレベルの高い名門校で、OB の方々からの寄付で

塔が建てられています。中心部には教会があり、神殿のような綺麗なつくりをしており、感動しました。 

まず、SLAC というアメリカエネルギー省が大学に委託した団体の先生のお話を聞きました。これは、

加速器を使って調査するという難しい内容でした。お昼は、SLAC 内のカフェでその先生や仲間達と食べ、

大学院生やポスドクといった生活の話も聞けました。 

その後、スタンフォード大学でメンバーそれぞれがあらかじめアポイントを取っていた研究室に訪問し

ました。私は、自分の専門に近い有機化学研究室の Trost 研究室に訪問しました。そこで、平野さんという

東京大学卒、ドイツで博士号を取った後、ポスドクとして来た方が対応してくれました。世界的に有名な

研究室ではありますが、使っている装置、研究室でのゼミとして論文紹介や実験報告を行うなど自分の研

究室とほぼ同様で遜色がない事が分かりました。しかし、大きく異なるのは研究室建物自体が老朽化して

おらず、綺麗な事はもちろんの事、研究室の人数に比べ、ドラフトの割合が多く、健康面や安全性に関し

て日本は大きく劣っていると感じました。他に、その方からは留学に関する話を詳しく聞きました。ドイ

ツの大学院は、アメリカの修士博士一貫制度とは違い、日本のように分けられているので、博士課程から

海外に行くのであればドイツが良いこと。ドイツは、授業は尐なく、博士課程は推薦状が大事である事や

奨学金はドイツにもあり、論文を出すことが大事であるなど、海外に進出する準備段階の話を聞くことが

できました。また、海外に行くのは、経歴にハクを付けるためと断言していた所も共感できるものを感じ

ました。 

 

 

 

 

※ 研修終了後、物理・化学大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）に提出すること。 

また、ファイルを t-abe @ phys.metro-u.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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< UC バークレー> 

 UC バークレーでは、バイオマスに関する研究を化学から研究している方による研究室案内がありまし

た。この方は、学部卒業と同時に海外の大学院に行った女性の方です。アメリカの雰囲気が性にあってい

るようで、就職もアメリカでしたいという考え方をしていました。スタンフォードの平野さんとは、同じ

有機化学の分野で海外に来た立場ではありますが、考え方が異なっており、とても参考になりました。 

また、企業に勤務した後、退職してバークレーの MBA に在籍している高橋さんのお話を聞きました。そ

の方は、シリコンバレーの 3 つの迷信を語っていました。１、シリコンバレーは果敢にベンチャーに挑戦

している。２、フラットで誰にでもチャンスがありオープンである。これらは、アメリカ人にガッツがあ

るのではなく、ネタのあるなしや仕事の流動性の違い、コネ社会であるからネットワークを作ることが大

事であると話していました。３、大学発ベンチャーが大成長、日本の大学も同様に。これについては、ア

メリカと日本の違いをりんごとバナナのようなもので比較できないと表現していました。 

 似たような経歴をもつ金色さんは、技術者から経営に関して興味を持った方で、ものづくりも良いが、

その研究を進めていく方針を考える経営が大事であると話しておられました。 

 

<帝人ファーマ> 

 帝人ファーマの小山さんからは、帝人とアメリカのパシフィックパルマとの協力した経営、サービスに

関する話を主に聞き、その後に小山さんの経歴に関する話になりました。その方は、学部では人工知能、

修士はアメリカの大学で振動に関する研究、博士は再び日本に戻り宇宙工学について学ぶといった一つの

事をずっと専念した方ではありませんでした。しかし、研究を通して、結果が駄目であったら何が駄目だ

ったかと言うことを考えるプロセスを根底にもつことが大事であり、これは事務系には尐ない技術系特有

にもつ大切なものだと仰っていました。 

 

 

今回、サンフランシスコに行き、日本人やアジア系の方たちが多い場所でしたが、日本とは違う雰囲気

を味わえて新鮮でした。Yahoo など海外の企業に勤めている方々が口をそろえて仰っていたのは、ネット

ワークを大事にすることでした。 また、日本の企業から来ている方々、MBA など勉強のために来ている

方々の話を聞いて、海外に出ることに臆する必要はないと感じ、海外へのハードルが下がったように思い

ました。 
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