
平成 22 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   数理情報科学  専攻   （M）1   年  

 

            参 加 者 氏 名          畠山 友司  印 

                        

指導教員所属氏名        鈴木 登志雄  印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2008 年 11 月 7 日（日）～ 2008 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

<初日，サンフランシスコ観光> 

 

 私は，アメリカ本土に行く初めての機会だったので観光も非常に新鮮でした．ただの観光だけでは無

く， 

電車やバスの切符の買い方についてなども指導していただけました． 

 

<2 日目，帝人ファーマ> 

 

 帝人ファーマは，アメリカで在宅医療機器の販売やサポートなどを行っている会社で，日本国内の医療 

器具を扱っている企業とは尐し違う雰囲気を感じました．また，アメリカで仕事をされている方々の 

考え方や，日本人の強みより人としての強みを意識されている体験談などを伺うことができてとても 

良かったと思います． 

 

<2 日目，Calbee America> 

 

 Calbee は，日本発の企業ですが，日本でのビジネス戦略・展開が異なっている事を強く感じました． 

学生のプレゼンテーションを社長をはじめ，多くの社員の方に聞いて頂き，また feedback を頂けた点が 

とても良かったと思います．Calbee America では帝人ファーマとは異なり，ビジネス的な視点を養う成長

に繋がったのではないかと思います． 

 

<3 日目，前田さん・春木社長のキャリア講演> 

 

 前田さん，春木社長はお２人とも違う背景をもって，アメリカと日本の両方で仕事をされている方だっ

たのでそれぞれのお話が非常に勉強になりました．海外の大学院に進学もしくは海外の研究機関に就職す

るための注意事項や，グローバル化に対する捉え方などについてのお話が非常に印象的でした．海外で研

究したい人にも，海外で就職を考えている人にも勉強になっとのではないかと思います． 

 

 

 

※ 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 22 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          畠山 友司   

                      

        

 

<3 日目，U.C.Berkeley 小林先生訪問> 

 

 私の専門と小林先生の研究領域は異なっていたのですが，戦前に海外で勉強しようという強い意志や 

研究者としての人生を振り返ったご感想など，小林先生の経験談についてのお話を伺うことができ， 

非常に貴重な機会だったと思います． 

 

<4 日目，Facebook 企業見学> 

 

 Facebook は昨今，もっとも社会的にも話題性のある会社であり，一日の PV(Page View)は Google を大

きく上回る SNS 事業を運営している企業です．短い時間でしたが，Facebook の社風を感じることが出来

ました．サンフランシスコ周辺には多くの世界的に有名な IT 企業が集っている中で，その中でもトップラ

ンナーである facebook の社員の方とお話を出来たのは非常に良かったと思います． 

 

<4 日目，富士通アメリカ見学> 

 

 富士通アメリカも Calbee America 同様，日本発の企業ですが，そこで R&D をやっている社員の方と 

人事をされている社員の方の講演を聞くことが出来ました．サンフランシスコで R&D を行う理由や 

企業での研究への取り組み方，海外(アメリカ)で求め得られる人材像，日本での就職活動に対するアドバ

イスなど幅広い話をお伺いすることが出来ました． 

 

<5 日目，Stanford University，河村さん訪問> 

 

 私は，春木社長のご紹介で，応用物理学を専攻し，シリコンデバイスの超微細化に取り組まれている河

村さん(博士 1年)のお話を伺うことが出来ました．海外留学することに対するアドバイスや，海外で得られ

た知見の広がりなど多くのアドバイスや体験談について話して頂きました． 

 

<5 日目，春木社長のご実家での B.B.Q. Party> 

 

 富士通アメリカの社員の方や，Stanford University の学生の方々達も参加してくださり，非常に有意義

な機会だったと思います．富士通アメリカの社員の方には，前日のご講演の後に質問しそびれてしまった

事などもお伺いすることが出来ました．また，30 分ほど富士通アメリカの春木社長のお話もあり，とても

良かったと思います．春木社長のお話では経営者としての技術や技術者に対する捉え方という点で多くの

学びを得られました． 

 

<6 日目，自由行動，Napa Valley> 

 

サンフランシスコの大自然を感じることが出来ました．また日本の農家にはない，畑を観光地として見せ

るという考え方を感じました． 

 

海外インターンシップ入門 



平成 22 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        数理情報科学  専攻   （M・D）１  年  

 

            参 加 者 氏 名  板橋紀郎           印 

                        

指導教員所属氏名  ゲスト・マーチン       印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2008 年 11 月 7 日（日）～ 2008 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

 海外インターンシップ入門というテーマの下に、アメリカはサンフランシスコ近郊の企業や大学を訪問

しました。アメリカどころか海外に行くのが初めてであったためか、海外で就職する仕事をするとはどう

いうことかというよりも、ここアメリカで暮らすとはどういうことか。という視点で考えていた。 

 日本の会社の内部を見たことが無いので比較できませんが、今回の旅では、ほとんど見ることが無いア

メリカの会社の中を見学できたことはとてもよかったです。帝人ファーマーのオフィスは一人一人の空間

が、ゆったりとした個別ブースで仕切られていて、仕事に集中しやすく快適な構造を考えているのが見て

取れました。 

 富士通アメリカでは長年人事を担当していた方の 

「良いキャリアを作ろう。なんて考えるとかえって失敗することが多い。良い就職先にと早くから就活を

始めるというのもがんがえもので、理系はそんなことよりも自分の研究をしっかりやること。そして何か

新しい結果を出すこと。そういう人は、早くから就活してるやつらをことごとく打ち負かして、内定をも

らっていく。私が面接していたときも、就活就活という人よりも、研究が楽しくて就活ほとんどしてませ

ん。という人の方が魅力的でした。」 

という言葉が印象深かったです。 

就活については、先手必勝というか、学生を焦らせるような言動を聞くことが多いなかで上の言葉は良い

励ましになりました。 

 大学訪問では、ＵＣバークレーとスタンフォード大学に行きました。大学という同じ単語を使っていま

すが、日本とアメリカではずいぶん違うものでした。日本のは単に学問をするところとすれば、アメリカ

のは学問も含め広く人間性を伸ばすところ。という印象です。余裕をもって建てられてある建物。到る所

に芝生、植物が調和を保ちつつ植えられており、学生のみならず一般の人々も散歩をしたり楽しめる。小

さい子供をつれて大学内を散歩している人々の姿をよく見たし、その姿が違和感無く感じられた。日本の

大学は学生のためにあるという風で、学生しかいないし。学生でない人は、なんとなく部外者という感じ

を与える。大学内ではほとんど集団行動であったが、もしも一人一人個別に行動していたら、僕たちもそ

この大学の学生として周りから認識されたのではないだろうか。 

 五十年以上もアメリカで研究している日本人の数学者と話をしたとき、 

「以前に比べて、日本の若い研究者がアメリカに来なくなった。経済的な理由で来れないわけではないだ

ろう。このことは個人のレベルでもそうだが、日本国にとっても良いことではない。」 

と言われました。 

私自身日本で全てが済んでいて、海外というものを興味は持ちながらも、具体的に考えたことが無かっ

た。今回の企画は、アメリカという国が具体性をもって自分の体に意識されはじめたというだけでも参加

してよかったと思います。 

 

※ 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 22 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） 2 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 2008 年 11 月 7 日（日）～ 2008 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

 昨年度とは異なり、今年度は「海外インターンシップ入門」に学生スタッフという立場で参

加させていただきました。私は、教育、特に自分の知識や経験を他人に分かりやすくかつ印象

的に伝えること、相手をモチベートすることに興味があります。参加学生に去年自分が感じた

ことを伝え、「海外インターンシップ入門」への参加を通して成長できるよう働きかける訓練

を積むことで、自らの能力を向上させたいと思い、学生スタッフに立候補いたしました。以下、

参加学生が、自分が、一週間という短い時間でどれほど大きく成長したかについて報告します。 

  

海外という特異な環境の中、学生は文化や考え方、働き方等に関する日本とアメリカの違い、

同時に共通点をまざまざと知ることになります。特に、今回の研修が初海外の学生はより多く

の視点を手にいれたように思います。学生が日本とアメリカの違いや共通点に気付けた時の様

子はとても面白かったです。飛行機の中で寝て起きたらすぐアメリカだったことに驚きます。

きちんとしたホテルにも関わらずトイレにウォシュレットがついていないこと一つに目を丸

くします。日本にもある同じ名前の店、日本にはないとても長い貨物列車の写真をとりまくり

ます。去年の参加が初海外であった自分もそう

でしたが、自らの片言の英語で日本と同じよう

になんなくハンバーガーが買えたことに喜びま

す。そして、海外の研究者との研究ディスカッ

ションを通じて、科学が世界共通であること、

自分の知識が世界に通用することを知り、自信

をつけます。海外で働く日本人の方が海外を職

場にした理由が意外と単純であった話を聞い

て、海外がぐっと身近になります。海外で働く・

研究するという選択肢が決してハードルの高く

はないものだと知った学生は、自らの活躍の場

を研修参加前より広い視点で探すようになって

います。 

 

※ 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 

写真１．スタンフォード大での

キャンパスツアーの様子 
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            参 加 者 氏 名     松岡 隆之       

                      

        

 

 更に、この研修では海外の研究者に参加者が自力でアポを取ってディスカッションしたり、

海外を拠点とする日系企業の社長にプレゼンをしたりと、自らが積極的に考えながら行動すれ

ば、新しい視点をいくらでも得られることを知る機会が多くあります。参加学生は、日本に帰

ってからもより貪欲に新たな視点を得るために、他の研究室の実験室見学に出向いたり、理工

学系大学院生同士を最先端科学でつなぐ企画のスタッフとして活動したりと、各々が活動的に

動きまわっています。 

 

研修時、毎晩ホテルにて各個人が一日を通してどのような視点を得たかを振り返るミーティ

ングが実施されます。ミーティングにて自分は座長を担当しました。参加学生から投げかけら

れる意見に対して、座長の自分はコメントを返します。意見を述べた学生はもちろん参加者全

員が一日を通して得られたことを自分の視点として確かなものにする働きかけをしなければ

なりません。研修前半のミーティングでは、学生の意見に反応できず、うまくコメントを返す

ことができませんでした。一方で、アテンドとしてこの研修に協力していただいた株式会社リ

バネス CEO の丸さんは、個々の学生の発言に対して即座に反応し、かつ全員をモチベートし

ていきます。どのような内容を学生が発言するか、一日の中での何気ないコミュニケーション

から事前にひきだし、一日を的確にとらえたキーワードを把握してミーティングに臨んでいる

ということを教えていただきました。研修を通じて、一日を常に振り返るくせを覚え、スタッ

フとして参加学生と積極的にコミュニケーションを図り、毎晩ミーティングにて人前で話す訓

練を積むことで、全員に共通するキーワードをもとに全員が満足する質の高いミーティングを

展開するためのきっかけ・ヒントを知り、実践できるようになっていきました。 

 

海外インターンシップ入門を通じて、自分の能力を大きく伸ばすことができ、日本に帰った

今でも高いモチベーションをもって活動し、充実した毎日を送ることができています。このよ

うな機会を提供してくださった、首都大学東京、株式会社リバネスの方々に御礼申しあげます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

海外インターンシップ入門 

写真 2. facebook にて、みんなで。 



平成 22 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     森本航         印 

                        

指導教員所属氏名    田沼肇         印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2010 年 11 月 7 日（日）～ 2010 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

海外インターンシップ入門に参加した目的は、自分の研究分野の知識を深めたい、様々な人種が集まる

国際的な都市で色々な文化に触れてみたい、というようなものでした。元々は大学に入ったときから漠然

と留学に行く、海外での生活を体験したいと考えていました。大学院に入ってからより具体的に考えはじ

め、国際学会での研究発表のためにも海外の研究者とのディスカッションを経験したいと思い、この企画

へ参加しました。 

海外に行くにあたって重要なのは、目的だと思います。明確な目的意識を持たなければ、せっかくの貴

重な経験が、無価値で空疎になってしまいます。このことは今回訪問した企業の方から、特にFujitsuアメ

リカでのセミナーと人事の方からのお話で再認識しました。ただ、はじめからの目的のみに執着すればい

いというわけでもないというのもこの１週間で感じました。色々な人々、文化に触れ、様々な経験をする

中で、目的は変わっていいと思います。実際に、短期間でしたが日常とは異なる環境の中での生活は、自

分の世界や興味を広げました。海外での就職・生活、博士課程への進学、今までは興味を持たなかった企

業への関心など、キャリアプランについても様々な選択肢を持つことができた事は大きいと思います。 

今回の研修では大学そして現地企業を訪問しましたが、私が得たもの・感じたことを二つに分けて具体

的に書きたいと思います。  

 

１．大学 

 今回のプログラムではUCバークレーとスタンフォード大学を訪問することが企画されていました。雰囲

気は異なりますが、両大学ともに広大なキャンパスの中に多数の学部があり、様々な人種を留学生として

受け入れている総合大学です。１日のみの滞在でしたので詳しくはわかりませんが、建物の造り、学生の

雰囲気から比較的自由な校風のように感じられました。 

このインターンシップの中で一番得るものが大きかったのが昨年から実施されている研究室への“突撃

訪問”でした。事前に各自が行きたい研究室へとメールでアポイントを取ることから初めるのですが、返

信がなかったり断られたりと苦労しました。自分の研究分野と近い、具体的な興味の対象などを伝えると

UCバークレー校のLeone教授の研究室から許可の返信があり、Pump-probeの実験施設見学、そのための新レ

ーザーの開発、スライドを使った研究概要の説明など非常に丁寧に対応していただきました。ここでは、

いかに自分に対し興味を持ってもらうか？英語でのメールの書き方など研究以外のことも学ぶことができ

ました。スタンフォード大学では当初アポはとれていなかったのですが、同じ専攻の友人の紹介で自分の

専門分野とは異なる高エネルギー実験を行っているSLAC国立加速器研究所にてBabar検出器を見学しまし

た。ここでは様々な国の研究者が昼夜交代で実験を行っているそうです。実験施設を見た印象は装置が 

※ 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     森本航          

                      

        

とにかく大きいということでした。自分の研究ではよりコンパクトにすることを目指しているのでギャッ

プを感じましたが、各装置の目的・実験方法をわかりやすく説明してくださったお陰で知識を広げること

ができました。案内して頂いた後は一緒に訪問した友人とともにディスカッションと研究概要の説明をす

る機会を頂き、あわせて2時間近くも貴重な時間を割いて頂きました。自分の勉強不足は悔やまれますが相

手の方がとても丁寧に対応してくださり、意思疎通

を図ることができました。 

全体的に両大学の研究室訪問では自分の研究内容

を英語で話すという初めての経験をし、また英語力

の不足を痛感したとともに人にわかりやすく伝え

る・アウトプットの大切さを感じました。そして普

段とは異なるディスカッションの場にて、Science

がコミュニケーションツールとして使える、国境が

ないということを実感しました。就職でも研究でも

的確に物事を伝えるということは重要です。今後の

ためにも普段から発表練習を行う、日本でも海外の

研究者と接する機会があれば積極的に活かすなど意     

識改革の契機となりました。 

図.スタンフォードでのディスカッションの様子 

    

２.企業訪問 

日本系企業であるカルビーアメリカ、Fujitsu アメリカ、帝人ファーマ、そして Face book を訪問しまし

た。各企業でアメリカ企業での働き方や日本との共通点などを聞けました。特に印象的だったこと、有意

義な体験について述べたいと思います。 

まず挙げるのは、カルビーアメリカでのプログラムです。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ないました。発表当日までグループごとに準備を進めて

いきましたが、その際に改めて感じたのが新しいものを生み出す難しさ、そして一つのプロジェクトとし

てまとめていくことの困難さです。新商品を生み出して、利益・製造過程・市場などの方向性も考えなけ

ればならず、さらに既存のものよりも商品価値のあるものを提案するなど普段とは異なるリサーチだった

ので大変でした。しかしその分企画が認められたときの満足感は大きいと思います。このような機会がな

ければグループワークを経験することも無かったですし、興味を持つことがなかった職種だったので就職

活動などにも活かしていきたいと思います。 

他の企業の方からは海外コミュニケーションの難しさとそれに対応する経験談を伺いました。英語力以

上に文化的背景やそこからくる価値観の差、雇用形態の違いが影響しているようです。しかし相手を尊重

する、熱心に取り組むなど当たり前のことをこなすことが一番大切だと言っていました。「社員のリストラ

の際に今までの感謝を述べられたこと、現在でも連絡を取り合っていて良好な関係を築けている」という

Fujitsu アメリカの社長さんのお話には感銘を受けました。 

全ての企業でオフィスを見学することはできませんでしたが Face book はかなり特殊な会社のようで職

場が開放的で自由な印象を持ちました。また食堂、カフェが無料で外出する時間を無駄にせず効率的に仕

事ができるように工夫もされていました。 

  

今回の研修では同じ理工学研究科、都市環境科学研究科から様々な専攻の人が参加していました。今ま

では関わりを持てなかった異分野の研究の話を聞け、知識・興味の幅を広げることができました。ここで

もコミュニケーションツールとしてScienceは有効に使え、研究以外にも色々な話ができた１週間は充実し

て楽しいものであり、貴重な財産になるでしょう。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、企画から現地でのサポートまで対応して頂いた株式会社リバネスの方々に感謝の意

を述べたいと思います。 
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平成 22 年度「海外インターンシップ入門」報告書      NO.1/2 

 

     都市環境科学 研究科  分子応用化学 域 専攻   （M・D）1 年  

 

            参 加 者 氏 名   小城 明日香        印 

                        

指導教員所属氏名  梶井 克純         印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2008 年 11 月 7 日（日）～ 2008 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

 本海外インターンシップ入門では、多くを知り、学ぶことができた。但し、学び知り得たことを自

分の身に習得することは容易ではないと感じている。私は、参加希望調書に「自身の社会に出て活躍

したいというモチベーションを更に向上させ、そうなるためにはこれから何をすればいいか、ヒント

を得たいと考えている」と記した。アメリカで活躍している多くの日本人の方と出会い、「社会に出て

活躍したいというモチベーション」は大きく向上した。しかし、具体的に「何をすればいいか」とい

う結論を得ることはできず、「何をすればいいか」という結論を、どうしたら見つけられるか、それを

知ることができた。それについては、日本に帰ってきてから実行している最中である。 

 

 以下には、今回のプログラムの中で私が特に印象に残り、刺激を受けることができた内容について

示す。 

 

 

 帝人ファーマ 

 一番初めの企業訪問であった。会社がどのように経営してきたのか、どのような考え方をして前進

してきたのか、とても参考になった。また、日本やアメリカについて以下のように仰っていたのが印

象的であった。 

 

 「お金持ちが偉い」と思っている国 

 世界に認められたいのであればアメリカ人に生まれたほうがいい(笑) 一番の理由は言葉の

問題 

 アメリカ人エリートと日本人の比較について「日本人はマラソン型, アメリカ人は毎日 50 走

ダッシュ 

 

 

 

※ 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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            参 加 者 氏 名     小城 明日香       

                      

        

 

 

 UC Berkeley Prof. Ronald C. Cohen LAB 訪問 

 自分でアポイントメントを取って研究室を訪問した。論文で読んだことしかなかった装置を見せて

頂けて感動した。彼らは自分が研究で使っているのと同じシステムを使っているのだが、細かいとこ

ろの相違が多く、とても参考になった。研究に役立ちそうである。 

 また、自分の研究内容も紹介させて頂いた。私は英語を話すことが苦手であるが、事前に用意した

パワーポイントのスライドを見せると、言葉が通じなくても、化学反応図やグラフを見せることで内

容を理解してもらえたようであった。グラフ（数学）は世界の共通言語である。コーエン教授に研究

内容を誉めて頂き、「論文を書いたら教えてね」とまで仰って頂き、訪問して良かったと心から思った。

しかしそれと同時に、研究内容がいくら良くても、英語ができなければ世界では負けてしまうのだと

身を持って感じた。 

 また、UC Berkeley のキャンパスを周ってみて、愛校心の強さを感じた。日本と異なる点である。 

 

 

 Fujitsu America 

 人事の方, 技術者の方のお二人からかなり刺激的な言葉をたくさん頂いた。技術者の方が「海外に

出るのを急ぐ必要はない, 焦る必要はない」と仰っていたのに対し、人事の方は「海外に出るなら早

目がいい」と、相反することを仰っていた。 

 何かしらの技術を習得している人は、そのスキルを持っていれば遅くても海外に出ることができる

ということであると、後でリバネスの丸社長が解説をしてくれた。 

 日本人は、アメリカに憧れるのではなく、アメリカと日本の Background の根本的な違いを認識し、

日本人としての自信を持つべきなのであろう。 
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平成 22 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  生命科学 専攻   （M・D） 1 年  

 

                           参加者氏名    染谷 春香      印 

                        

                        指導教員所属氏名    西駕 秀俊      印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2010 年 11 月 7 日（日）～ 2010 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

 

November 7, 2010 サンフランシスコ市街観光 

一日目は時差に慣れる目的で、サンフランシスコ市街を観光し

た。私は今回のプログラムで初めて海外を訪問したので、時差

への対応には苦労した。まず Union Square へ行き、フードコ

ートで昼食をとった。私はただ注文するだけではなく、「このお

店のお勧めは何ですか？これはどんな料理ですか？」など、積

極的に話しかけコミュニケーションを図った。また、電車に乗

って Embarcadero へ行ったり、夕食を食べたレストランでチッ

プを支払ったりして、海外の生活に徐々に慣れることが出来た。                             
San Francisco 国際空港  Union Square   

  

November 8 , 2010 帝人ファーマ カルビーアメリカ 

二日目は、帝人ファーマとカルビーアメリカの二社を訪問した。帝人ファーマは医薬品や医療機器ロ 

ボットの会社である。社長から会社の説明を受け、それに対して学生が質問をした。この質疑応答を 

通して、海外でビジネスを行うことの大変さを知った。現地の人とコミュニケーションをとりながら 

仕事をすることや、現地の人や土地をターゲットにしたビジネスを展開するということは予想以上に 

困難であるということが分かった。           

カルビーアメリカでは、会社見学、会社説明、キャリア講演、学生の課題     

プレゼンと非常に密なプログラムを行った。会社見学と安永社長からの会 

社説明を受けて、CSR への取り組みや、healthy でかつ tasty な商品開 

発に興味を持った。そして、学生による事前課題のプレゼンを行った。私 

たちのグループは「食べる姿をカッコ良く」というコンセプトで容器のデ 

ザインやお菓子の形状、カロリーにこだわった商品を企画した。最後に安 

永社長からコメントをいただいた。この企画を通して、商品開発の面白さ   カルビーアメリカ 

と難しさを学んだ。 

 

※ 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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  November 9, 2010 UC バークレー校 

三日目は UC バークレー校を訪問した。UC バークレー校の学内は大学 

祭のように賑やかで、活気があった。学生の中に、「UC バークレー」と 

いうロゴの入った T シャツやトレーナーを着ている人が目立った。キャ 

ンパスツアーをしてくれた学生にその点を聞いてみると、学生が自分の 

大学に対して誇りを持っていて、いるからだと教えてくれた。研究室訪 

問では、自分が興味のある研究室とアポイントメントを取れなかったの 

で、アポイントメントが取れた別の方と一緒に研究室を訪問した。幸い 

その研究室では、私の専門分野に関係する内容を対象としていたので、    UC バークレー 

研究内容や実験の説明をしっかり理解することができた。この時、自分の研究内容を話す機会があっ 

たが、私は英語での研究紹介の練習を十分にして行かなかった。だから、言いたいことの半分も伝え 

られず悔しい思いをした。事前のアポイントメントについても準備不足であったと反省した。 

  

 November 10, 2010  FaceBook・富士通アメリカ 

 四日目は、FaceBook と富士通アメリカの二社を訪問した。FaceBook のオフィスは仕切りのない空 

間だった。アメリカ会社では個人のスペースを大切にするため、個人個人が仕切られたスペースで仕 

事をするのが一般的であるようだ。そういった意味で FaceBook のオフィスは珍しいと言える。 

富士通アメリカでは社員と学生が会話のように意見を交わしあった。印象に残っていることは、アメ 

リカに来る前の考えと、来て気付いたことを挙げた時である。このプログラムに対する意気込みや目 

的に対して、十分な収穫が出来ているかどうか確認したのであるが、私たちの回答は稚拙であると指 

摘された。このような回答しかなかったか理由は、出発前に十分な準備をしなかったからだと思う。 

特に私は、このプログラムに参加する目的や意気込みが抽象的であったため、必要な行動が出来なか 

ったと反省した。 

 

November 11, 2010  スタンフォード大学、バーベキュー 

五日目はスタンフォード大学を訪問した。スタンフォード大学はとても広 

くきれいだった。同じアメリカの大学でも UC バークレー校とは全く違う 

印象を持った。スタンフォード大学でも研究室を訪問する機会はあったが、 

またしてもアポイントメントが取れなかった。しかし、専門外ではあった 

が研究室の訪問をすることが出来た。研究の内容詳しく理解することがで 

きなかったが、研究室の様子や学生とコミュニケーションをとることが出 

来た。学生が賃金をもらいながら研究しているということや、研究費用を 

企業が支払っていることなどの違いはあったが、学生の研究に取り組む姿   スタンフォード大学 

勢は同じであると感じた。             

また、この日は富士通アメリカの春木社長宅でバーベキューをした。バーベキューにはスタンフォー 

ド大学の学生や、富士通アメリカの社員など様々な所属の人が集まった。そこには国籍や役職を超え 

たコミュニケーションがあり、非常に楽しい時間を過ごすことが出来た。英語で話さなければいけな 

いというプレッシャーもこのときにはなくなり、英語を一つのツールとして使うことが出来た。 

 

November 12, 2010  Napa Valley 

最終日は自由行動だった。私はワインで有名な Napa Valley へ行った。Napa  

Valley のブドウ畑は広大で、美しかった。日本のブドウ畑と違って、丈の低 

いブドウの木が連なっていた。Napa Valley にはいくつものワイナリーがあ 

り、私たちはそれを回って、各ワイナリーの違いを楽しんだ。 

 
 

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

 

            参 加 者 氏 名        高垣 英幸    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 2008 年 11 月 7 日（日）～ 2008 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

私は本研修においてスタンフォード大学、UC バークレー、および一流企業に行き、直接現場を実感する

ことができました。 

最初に企業説明を聞いた企業は帝人ファーマでした。腕の良い作業療法士と同じ効果をロボットで実現

するために、学習機能を持ったロボットを開発しているとの説明を聞きました。私はロボットがリハビリ

を手伝う時代が近々到来することを感じたことで感動を覚えました。 

それと同時に、ロボットでは医学における理論的なリハビリを患者に行わせることは可能であるが、作

業療法士のような人間的な温かみを実現することはできないのではないかと考えました。 

そのため、ロボットでリハビリを行う時代になったときに、患者に孤独感を味あわせないようなビジネ

スが必要になることを感じ、今後の自分のビジネスのヒントにしようと考えました。 

また、カルビーアメリカでは会社の説明だけではなく、自分達で新しい商品を考え、プレゼンテーショ

ンを行いました。開発する商品のターゲットは２０代から５０代の女性であり、我々のグループは特に働

く女性に的を絞った商品を提案しました。 

事前に行われたグループ内の話し合いの際に、私の同じグループの女性から女性は自分の食べている姿

を人に見られることを気にするという意見をもらいました。そのため、その商品は「女性が食べている姿

を格好よく思えること」、「オフィスにあって自然な雰囲気の商品」、「ブランド化」をコンセプトにし、デ

ザインを重視した商品を開発しました。私たちのプレゼンテーションを聞いたカルビーアメリカの CEO の

安永さんは商品開発のヒントを得ることができたとおっしゃっていました。 

また、富士通に伺った際には自分の仕事を好きだと考えることが R&D に関しては非常に重要な要素とな

ることを学びました。エンジニアの方は自分のキャリアについてプレゼンをしている際に「ただ、自分の

仕事が好きだから」という言葉を繰り返していました。私が一日どのくらい仕事をしているか尋ねたとこ

ろ「わからない。」という答えが返ってきました。 

日本では労働時間を超える労働をすることに対し、非常にネガティブなイメージを持つことが常識だと

思いますが、その方は全くそのようなイメージを持っていませんでした。 

キャリアは自分で作ろうとするものではなく、好きなことに没頭することで自然に身についていくもの

だということを実感しました。 

また、最後の企業訪問として Facebook に行きました。そこで１０分程度オフィスの中を見学させて頂き

ました。たったの１０分ですが、私は衝撃を受けました。 

まず、オフィスにジムやカフェテリアなどが完全に整備されていたことに驚きました。これは「多忙で

ジムに行けず、運動不足になって仕事がはかどらない。」などの仕事が上手くいかない言い訳を作らせない

ために企業側が意図して作っているようでした。 

 

※ 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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また、オフィスのデザインそのものは非常に自由な雰囲気を出していました。その雰囲気とは対照的に

Facebook の社員は物凄く仕事に集中していました。我々がオフィスを見学していても誰も見向きもせず、

自分の業務をこなしていました。 

また、Facebook では他の部署の仕事を自分の部署でマネジメントしてみるという日本では聞いたことの

ないような会議を行うことを聞きました。 

その会議は週に一回行われるようでした。自分の部署で考案し、実行しているビジネスアイディアやプ

ランよりも優れたものを他の部署に出されるわけにはいかないので、すべての部署が常に高い意識を保て

ている理由の一つになっていました。 

このように世界のトップの企業には常に社員のモチベーションを高く保ち続ける工夫があることを知り

ました。 

次に企業訪問から大学訪問の報告に移ります。 

大学にはまず UC バークレー校に行きました。そこで私は原子物理の実験室に見学に行きました。 

キセノンのイオン化エネルギーを測定する実験を行っていました。そこには大学の一設備とは思えない

ほどの装置があり、UC バークレーの凄さを実感しました。  

 また、スタンフォード大学では私は SLAC という加速器の施設に訪問させて頂きました。 

 普通、加速器は数百億円という予算がかかるので一つの大学で作ることなど考えられません。スタンフ

ォード大学の経済力も感じました。 

 私は SLAC で Arafat さんというポスドクの方のガイドのおかげで BaBar 検出器を見ることができまし

た。BaBar 実験は私の研究に非常に関連しています。よく、論文で BaBar 検出器についての記事を目にす

るのですが、実際に実験設備を見てイメージをつけることができました。 

 また、Arafat さんは BaBar 実験の解析をしている方で light Higgs 粒子の解析をしていました。 

 私は研究室の論文の発表会でそのテーマについて発表したことがあったので非常に興味深く、直接話を

聞けることで理解が深まりました。 

 さらに、自分の研究の発表も聞いて頂き、初めての英語の発表で決して上手にプレゼンテーションはで

きませんでしたが、しっかりと相手に伝えることができ、今後の英語の発表の際に大きな自信になること

を確信しました。 

 最後になりますが私は現在、友人と学生ベンチャーを始めようとしています。 

 正直、自分でも無謀なことに挑戦しようとしているのではと考え、躊躇していた部分もありましたが、

本インターンシップを通して様々な一流の方々と出会い、挑戦することを躊躇していては何も始まらず、

何も成功できないということを気付きました。 

インターンシップ初日はミーティングの際に小さい声で「学生ベンチャーを始めようと思っています。」

としか言えなかった自分でしたが、インターンシップを終えて胸を張って宣言し、起業に向けて行動に移

し始めている自分がいます。そのことが同じような考えを持っている方や投資家、企業家などこれまで持

つことができなかったコネクションも広がりました。 

本インターンシップで、私は新しいフィールドに踏みだす第一歩を進めることができたように感じます。 
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            参 加 者 氏 名      田中 恭平      印 

                        

指導教員所属氏名     久保 由治      印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2010 年 11 月 7 日（日）～ 2010 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

 

私が今回、この海外インターンシップ入門に参加した理由は大きく二つあります。一つ目は実際に企業

を訪問し、働くということを実感することによって、就職活動のよい材料となると考えたからです。二つ

目は海外の大学や研究室で働く日本人の方のお話を聞き, その活動を実際に目の当たりにすることできる

貴重な機会だと思ったからです。 

実際に行ってみて、その目的は達成することができました。しかし、それ以上に自分の未熟さを実感し、

今後どうしていくのかを考えるよい機会となりました。そのことを、実際にあった出来事と絡めて報告し

たいと思います。 

 

自分を見つめなおすということを大きく二つに分けます。実際の内面にあたる部分と研究に対する姿勢

の部分です。 

 

まず、内面についてです。それを考えるきっかけは大きく二つありました。一つ目は帝人ファーマ、富

士通アメリカで実際に働いている方のキャリアについてのお話や、ディスカッションをしたことです。大

先輩のお話を聞いて強く感じたことは、仕事に対して『自分のやりたいことを、全力でやる』という非常

にシンプルなことでした。二つ目はカルビーアメリカにて、グループに分かれて新商品を考え、社員の方

の前で発表をしたことです。プレゼンテーション自体あまり経験がなく、ましてや新商品を考えるという

初めての体験でしたが、発表に対して社長から直々によい反応を頂くことができました。そこから、本気

でぶつかることにより、相手もそれ相応の反応を示してくれることを学びました。また、異なる専攻の方

と一つのものを作り上げる際に、様々な視点を得ることができました。そこから異分野の方との交流の重

要性と面白さを学びました。 

これらのことから、『私はいったい何がしたいのか』『本気でうちこめるものは何なのか』考えるように

なりました。それは、就職活動という人生の分かれ目を迎えている私にとってとても重要なことです。今

はまだ、はっきりとやりたいことを見つけられていません。しかし、スタンフォード大学でお話をさせて

いただいた Eric T. Kool 先生の「（やりたいことを見つけるなら）誰もやっていないことを見つけなさい。

そのためにはたくさん人の話を聞き、論文を読みなさい。」というお言葉がとても胸に残っています。今後

の就職活動では、たくさん論文を読んで幅広い知識をつけ、色々な企業のお話を聞いて『この会社でこん

なことをしてみたい』と提案できるような人材になりたいと思います。 

 

 

※ 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。 
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次に研究についてです。スタンフォード大学にて、Kool 先生の研究室で特別研究員をなさっている小野

利和さんと研究のお話をさせていただきました。小野さんの説明は引き込まれるのに対し、私の説明は単

調でつまらないものでした。そこから「自分の研究は面白く伝える」重要性を学びました。おもしろく、

要領よく説明することができれば、もっと興味を持ってもらえ、様々な意見や視点を得ることができると

感じました。スタンフォード大学だけでなく UC バークレー校にも訪問させていただきました。そこでは

Christopher J. Chang 先生の研究室の Sheel Dodani さんに自分の研究を英語で説明させていただきまし

た。拙い英語での説明でしたが、真剣に、また「cool」と楽しそうに聞いてくださった sheel さんを見て、

自分の研究は誇りを持てるものであることを再認識しました。 

これらのことから、今まで以上に研究に励み、結果を出すことによりもっと自分の研究を外に向けて発

信していきたいと思うようになりました。 

 

最後に、今回はリバネスの丸社長、春木さん、前田さん、首都大学東京の住吉先生、安田先生、M2 の松

岡さんといった様々な方のおかげでこのようなすばらしい体験をすることができました。とても感謝して

います、ありがとうございました。しかし、この経験を今回だけで終わらせるのではなく、学んだ『勇気

をもって一歩踏み出す』ということを実行していくことにより、様々な経験をし、自分をさらに高めてい

きたいと思います。 
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            参 加 者 氏 名      寺岡 志緒梨     印 

                        

指導教員所属氏名      久保 由治     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ入門 

２ 研修期間 2008 年 11 月 7 日（日）～ 2008 年 11 月 14 日（日） 

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、 

帝人ファーマ、富士通アメリカ 

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。） 

今回のインターンシップ入門では，カリフォルニア州の 2 つの大学，4 つの企業を計 4 日に分けて訪問し，

アメリカで活躍する日本人の方々と交流を行いました。 

帝人ファーマ…医療機器を製造する会社で，医療費削減のための在宅医療に特化した経営をおこなって

います。帝人ファーマアメリカの会長である妹背さんの話を伺いました。妹背さん自身はエンジニアとし

て入社した方で，世間に必要とされているがいまだに解決されていないアンメッドニーズを見つけること

が大事であるというお話が印象的でした。 

カルビーアメリカ…ジャンクフードのイメージが強いアメリカで，farm to table という理念を掲げ，健

康を考えたスナックの展開を行っている会社です。もともと日本のカルビーのスナックの原材料流通の為

の組織であったものを数年前から市場に参入している，とのことでした。健康を意識する well being と呼

ばれる層にスポットをあて，彼らの目にとまるようにスナックをお菓子売り場でなく生鮮食品のコーナー

に置くようにしたという面白いお話を聞きました。またカルビーアメリカでは商品開発について，事前に

準備してきた企画を社長の前でプレゼンテーションさせていただきました。前日の夜までホテルでメンバ

ーと共に構想を練って臨んだ甲斐があり， 

バークレー大学…公立大学であり，自由な校風と聞いていただけあり，門をくぐったところからお祭り

のような賑やかな大学でした。Chang 研究室を訪ね，ドクターの Sheel さんに研究室を案内してもらい，

お互いの研究内容について話をしました。 

Face Book…シルビアさんという Facebook の

社員の方に会社を案内していただきました。 

富士通アメリカ…人事担当の方，エンジニアの

方のお話を伺いました。 

スタンフォード大学…Kool 研究室の日本人ポ

スドクの方に研究室，化学科の図書館，大学内に

あるショッピングセンターを案内してもらいま

した。 

また，Kool 教授にお時間をいただき，当研究

室の研究内容についての質問をさせていただき

ました。 

BBQ…リバネスの春木さんの家での BBQ を

おこないました。それまでに訪問した会社の従業

員や大学の方たちと英語，日本語で交流できる機

会をいただきました。 

※ 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。 
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平成 22 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  ）　１　年  　

　　　　　　　　　　　　参 加 者 氏 名 　　　　弓林　司　　　　　　　　　　印
                    　　 

指導教員所属氏名　　　セルゲイ　ケトフ　　　　　　印
　　　　　　　　

１ 参加研修名 　海外インターンシップ入門

２ 研修期間 2008 年 11 月 7 日（日）～　2008 年 11 月 14 日（日）

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バークレー校、Face Book、カルビーアメリカ、
帝人ファーマ、富士通アメリカ

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、私が海外インターンシップ入門に参加した際、実際にしたこと、感じたこと、改善すべ
き点等をここに報告したいと思います。
企業訪問は帝人ファーマ、カルビーアメリカ、Face Book、富士通アメリカにしました。
帝人ファーマでは、企業側の講演スタイルで、企業としての活動、アメリカでの生活等について
お話を聞きました。
カルビーアメリカでは、更に事前に与えられた課題についてプレゼンテーションを行いました。
私たちのグループでは、新商品の開発をテーマに発表しました。
Face Book ではほんの少しでしたが、見学をさせていただきました。
富士通アメリカでは、グループディスカッションを行いアメリカに来た動機、アメリカに来て
かわったこと等を協議しました。
特に印象的だったのは、企業努力として既存の問題を解決することで、顧客の獲得を行い利益
を上げるのではなく、存在しなかった問題を作り出してしまうというところでした。具体的に
言うと、骨粗鬆症が問題視されていないときに、骨粗鬆症を問題視し、骨密度測定器を作ったの
です。骨粗鬆症が問題視されることによって、この骨密度測定器の需要が生まれ、市場自体を生
み出し、パイオニアになってしまったのです。
また、プレゼンテーションは、まだまだ学生気分の抜けない甘い内容になってしまっていたと
反省しました。実際、アメリカの市場調査、地理関係の情報等、日本で可能でもアメリカでは難
しいこともあるということを考慮できていなかった点が非常に悔しく思いました。
富士通アメリカにおいてのグループディスカッションでは、アメリカに来た理由、来てかわっ
たこと等を協議したわけですが、その内容もはっきり言ってレベルの低いものだったと思いま
す。もちろん、みんな様々な思いを抱いてやってきたわけですが、折角のこういう機会に発展性
のあるような目標を明確に持ち、意見をすることができなかったように感じました。
大学訪問では、直撃研究室訪問を行いました。
スタンフォードとカリフォルニア大学バークレー校にそれぞれ訪問しました。

※ 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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　　　　　　　　　　　　参 加 者 氏 名 　　　　　弓林　司　　　　　　　
                    　
　　　　　　　

スタンフォードでは、日本人研究者（大学院生）の八井田さんを、バークレーではやはり日本
人研究者（著名な数学者）の小林昭七さんのお話を聞くことができました、
八井田さんは、自分と研究分野が重なっていたので、研究の話を聞かせていただき、自分のアイ
ディアを伝えることもできました。そうしたことで、ある教授を紹介していただくことができ
て、論文、そして日本でそのアイディアに近い研究をしている人を紹介していただくこともで
き、今度その方に訪問する予定になています。研究という意味でも、人脈という意味でも充実し
ていました。
小林さんは、７８歳という高齢にも関わらず、研究を続けておられて、まずそこに驚いたのと、
アイディアも最先端のもので凄まじいパワーをもらいました。またくると約束をしたので、ぜ
ひまたあいにいって、研究の話をしたいと思います。

海外インターンシップ入門




