
平成 23 年度「海外インターンシップ体験」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    伏屋 健吾    印 

                        

指導教員所属氏名     青木 勇二     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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バークレイ校、カルビーアメリカ、エバーノート、 

ヒューレット・パッカード、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。） 

スタンフォード大学、UCバークレイ校について報告します。 

私は以下の目的で大学訪問をしました。研究内容をスライドにまとめ教授に英語で発表しフィードバック

をいただく。教授の研究内容、研究施設を紹介していただき英語でディスカッションするという内容です。

それは国内の学会のように外部の方とディスカッションする機会とは違い、世界でも指折りの有名校の教

授と英語でディスカッションするということに意味があります。その為に事前に研究内容が同様の教授を

ホームページで探し、各大学 5名づつ計 10名の教授にメールでアポイントメントをとりました。その結果、

各大学 1 名づつ計 2 名の教授とお会いすることができました。初めに訪問したスタンフォード大学では英

語で発表すること、そしてディスカッションすることに対して身構えてしまい、一方的に研究内容や施設

を説明していただくのみでまともにディスカッションができませんでした。よって、二件目の UC バーク

レイ校ではその反省を活かしまず初めに、「来た目的」と「何をしたいか」を伝え、当初の目的であった英

語で研究内容をディスカッションするという目的を果たしました。英語は単に伝えたいことを伝える為の

道具にすぎず、伝わらなければ絵に描いて伝えることも出来ます。大切なのは伝えようとする気持ちでた

とえ相手が有名校の大学教授であっても伝えることは出来るということを学びました。また、両大学の生

徒とも交流することで私と同様、研究内容を追及するという同じ目的を持って取り組んでいることが分か

りました。日本とは大学の規模、環境、周りの人材は違いますが、最終的なゴールは同じです。今まで遠

い存在でしたが、とても親近感が湧き今後のライバルにもなり得る存在です。毎日全力で取り組むと改め

て心に誓う機会にも成りました。 
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平成 23 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     伏屋 健吾       

                      

        

次に、カルビーアメリカとエバーノートの報告をします。この企業では事前に課題が与えられカルビーア

メリカでは日本語、エバーノートでは英語でプレゼンテーションを行いました。学生が考えたプレゼン内

容で世界に展開している日系企業とシリコンバレーの有名 IT企業にどのように響くのか、そしてどのよう

なフィードバックをいただけるのか。さらに、社員の方と交流し働いている動機、今後のビジョンについ

て教えていただきたく思います。それを通してさまざまな方のキャリアを知ることで私の将来を考える上

での糧にする為に訪問しました。その結果、プレゼンテーションの審査では内容の具体性に欠けるという

をご指摘をいただきました。企業相手なのでプレゼンテーションは提案だけではなく、お金の流れなど下

調べを徹底的にする必要があります。提案は誰でも出来るがそれを企業が実際に実施出来るよう実現性を

見出すことを重視しなくては意味がないことを実感しました。また、他人の発表を見て感じたことは、拙

い英語でも相手の顔をみて必死に伝えようとすると社員の方も理解しようとして下さるという事です。大

学訪問でも感じましたが、大切なのは気持ちということです。エバーノートでは社員の方とも交流する機

会をいただきました。皆さん活き活きと活動している背景には先のビジョンを見据えたうえで今やるべき

ことを全力でこなしているとおっしゃっていました。研究成果を追い求める時なども含めあらゆる場面で

今度のビジョンをしっかりと確立した上で今やるべき事に取り組む姿勢の重要性を感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にヒューレット・パッカード、富士通アメリカの報告をします。ここでは社員の方から会社の説明を

聞きそれに対する質疑応答をしました。シリコンバレー発祥地を作った老舗 IT企業と日本を代表する大手

企業の成長の秘訣を肌で感じ取ることを目的に行きました。広大な敷地面積を誇り莫大な社員を抱える中

でも、ヒューレット・パッカードでは社員の発想を重視した自由な研究をされているボトムアップな会社

でした。そして成長の秘訣はやはり先を見据えた行動がとても大切であるといおっしゃっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 2大学と 4企業の訪問を終え、全体を通した私の目標である、「様々なキャリアビジョンを身をもって

体験することで自身の今後のキャリアについて考える」は大いに達成出来るものでした。自由の国アメリ

カと言われる所以の実力主義は個々のモチベーションを上げさせ、さまざまな可能性を生み出す原動力と

なり、考えることをやめない環境ができます。その地での研修は短期間ではありますが、それぞれ違う個

性、視点を持った方とお会いでる機会であり、日々の行動の重要性を身をもって体験することができまし

た。 
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平成 23 年度「海外インターンシップ体験」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    國利  洸貴        印 

                        

指導教員所属氏名  佐藤  英行        印 

  

 

        

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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   Evernote, HP, Stanford ,U.C Berkley, Fujitsu, Calbee America 

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。） 

半年前の事前学習では、「英語を聞いたり話したりすること」に大きな重点をおいて学習をしていった。

自分の自己紹介の仕方・研究室訪問のためのアポイントメールの書き方など、今回の海外インターンシッ

プに必要となる基本的なことから少し発展した内容まで盛り込まれていた。 

今回の大きな課題として以下の 3つが与えられていた。①Evernoteでの英語でのプレゼンテーション②

Stanford とUC berkeleyでの研究室訪問 ③Calbee Americaでのチームプレゼンテーションである。まず

①Evernoteの英語でのプレゼンテーションについて簡潔にまとめる。このプレゼンの課題は「使う立場と

して Evernote にあったらいい機能など」を社員さんに伝えることである。Evernote が聞きたい内容とし

て①学生の立場としてどのように使っているのか。研究の一部に組み込まれているのか。②そもそもどう

いったライフスタイルなのか③課題や研究や日常生活のどんなところの不便を解決しているのか④使いに

くいとすれば何が理由か⑤どんな機能があればもっと普及するかの５点を柱にしてプレゼンのテーマを考

えた。実際に Evetnoteをダウンロードし使い込み、機能を調べるためにネットや本を買って使用例を見た

りして英語でのプレゼン内容を考えた。発表の前日は朝方までプレゼンの準備をしていた。本番は緊張し

たが自分の伝えたいことが伝わるように努力した。発表の仕方や準備の仕方に悔いが残るが、自分の発表

を社員さんが頷きながら聞いてくれた時はうれしかった。この経験から学んだことは、事前準備の大切さ・

簡潔に言いたいことをまとめたプレゼンの方が伝わりやすいということ・自分の考えた作品(=プレゼン)を

聞いてもらうことは非常に楽しいということである。 

次に研究室訪問についてである。これは自分で訪問したい研究室のアポイントメールを出すところから

スタートし、教授からの返信を待ち、会う約束が成立すれば教授と研究内容など自分が聞きたい内容につ

いて話すことができるというものである。自分は合計 10人の教授にメールしたが、そのうちの一人から返

信があり、会う約束が成立した。事前準備としては、会う教授の研究についての記事を読んだり、自分の

研究についてのプレゼンテーションのためのパワーポイントの作成をした。本番はまず、自己紹介からは

じめて、今日何がしたいのかの流れを簡単に説明した。自分は①教授の研究している内容の説明を聞く・

②実験施設の見学・③自分の研究内容を聞いてもらう・④質疑応答という流れであった。この経験から学

んだことは、自分がどういう理由で教授に会いにきたのかが明確になっていないと何も得られないという

ことである。これは先ほどと同じく事前準備に結びつく。何が聞きたいのか・何がしたいのかを明確にす

ることの大切さを知った。  

最後に calbeeでのプレゼンは、事前に与えられていた 3つの課題を計 3チーム（１チーム当たり１課題）

で意見をまとめるというものである。個人個人が考えたアイデアを持ち寄り、ミーティングを開きよいも 
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平成 23 年度「海外インターンシップ体験」報告書       NO.2/2 

 

 

            参 加 者 氏 名     國利  洸貴     

                      

        

のを作り上げていった。最終的には 5回ミーティングを開き、プレゼンテーションを作り上げていった。 

この経験から学んだことは、チームで何かをやることの楽しさ・人の意見からの発見が得られるという

ことである。 

この研修を通して感じたことは「やりたいことをやれ、悩むのは当たり前、何とかなる」というこの言

葉に集約できる。これは自分が海外インターンシップを振り返った時にまとめとして残した言葉である。 
自分がやりたいことをやっている人は他人から見た時に魅力的に映るということ・将来について悩むのは

当たり前であるということ・準備も大切だが行動する勇気も時には必要であるということである。今は以

前に増して英語が好きになったので実力が伴うように努力している。1週間という短い期間に濃密な経験が

出来た。 
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平成 23 年度「海外インターンシップ体験」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    大町  岳       印 

                        

指導教員所属氏名     橋本  健朗      印 

  

        

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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   Evernote, HP, FUJITSU, スタンフォード大学, UCB, calbee America 

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体験プログラムでは 2種類の経験をした。1つは主にベンチャーで働いている人

と交流することでその人たちの生活、仕事ぶり、考え方等を学ぶことができた。もう 1つは最先端の大学、

スタンフォード大と UCBの教授とディスカッションして自分の研究、教授の研究について勉強してきた。 

ベンチャー企業で働いている人たちとディスカッションすることができた。いろいろな人と交流するこ

とで感じた一番大きなことは、誰でも「常に前に向かって進んでいる。悩む前にすぐに行動に移す。」とい

う姿勢で生きていることである。これには、日本とアメリカの文化の違いも大きかったと思う。日本では

会社が人を育てる。アメリカでは個人で成長する。優秀な人材は社外からヘッドハンティングすればよい。

といった文化であることを学んだ。この文化の違いは、日本は受動的、アメリカは能動的といった違いに

も表れている。新卒が優遇されているのは日本だけである。アメリカでは新卒の就職率は 20%前後である

らしい。必要な能力を身につけている人は新卒に関わらず企業に必要とされ、身につけていない人はいつ

になっても企業に必要とされない。スキルアップする場所は自分で見つけ、必要な時に必要なスキルアッ

プをすることが重要であることを学んだ。これはとても能動的な考え方であり、能動的であるからスピー

ド感が重要となる。さらに、悩むよりもまず行動に移すという姿勢にもつながっている。その時、その時

必要なことを必死で行うことが重要である。必要であると考えたことはまずやってみるという姿勢が大切

であり、実際に実行できている人は少ないということを学んだ。これからは、“まずやってみる人”になれ

るように努力するべきである。 

スタンフォード大と UCBではとても対称的な大学であった。スタンフォード大はとても広い敷地に様々

な建物が建っていた。それぞれの建物にはヒューレットやパッカード(HP はヒューレットさんとパッカー

ドさんが代表の会社で二人ともスタンフォード大の卒業生)、ハーバー塔等様々な有名な人の名前のついた

建物があった。それぞれの建物はそれぞれの人の寄付によりその建物ができたことによる。スタンフォー

ド大はとにかく広かった。これに対してUBCは広い敷地を持った大学ではなかった。建物と建物の間の距

離は首都大学と同程度であった。（実際に敷地は首都大学よりも広かったが）また、スタンフォード大では

学生を見かけることが少なかったが、UCBではどこでも学生がいて私がイメージしている大学に近かった。

これは私立大学と州立大学の違いであると考える。 

しかし、教授に違いはなかった。どちらの大学でも教授にアポを取ってディスカッションをしてきた。

スタンフォード大ではアポが取れなかったため人にくっついていってディスカッションに参加した。それ

に対してUCBではアポが取れていたので自分の研究や、Moore先生の論文についての質問をして、疑問点

を解消することができた。どの教授も自分の研究に誇りを持っていて、とても丁寧に教えてくれた。難し 
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平成 23 年度「海外インターンシップ体験」報告書       NO.2/2 

 

            参 加 者 氏 名        大町 岳        

                      

  

       

 

い内容ではあったが、そのおかげで理解が深まった。自分のつたない英語力に対してもとても丁寧に、わ

かりやすく説明してもらえた。これは教授の分野の勉強に加えて英語の学習にも非常に効果的であった。 

 今回のインターンシップ体験プログラムで得た一番大きな収穫は将来に対しての考え方が大きく変わっ

たことです。大学院卒業後に自分が何をしたいのか？ということをよく考える機会となった。自分がやり

たいことに対して何をすればよいのかを考えるようになった。以前は、ただなんとなく「あれがやりたい

から就職活動して、なるようになるのだろうな」と考えていたが、現在では先生になりたい。そのために

身につけるスキルを習得するためにリバネスのインターンが必要である。このように考えてもうインター

ンの面接をお願いした。まだ日程の調整が済んでいないが着実に動き始めている。また、部活動の顧問を

やりたいのでそのための勉強も始めた。とにかく将来やりたいことのためには何が必要で、その必要なこ

とをクリアするためにしなくてはいけない行動とはなんなのかということをよく考えるようになった。こ

れは非常に大きな変化であるとともに、私のために良い変化であった。 

 もうひとつ、考え方の面で「やりたいことがあったら、すぐに行動して、常に全力でぶつかっていけば

いい」ということを学べたことが大きな収穫である。この考え方はアメリカに行って、アメリカの人たち

と交流したことで身についた。 

 最後に、英語力に関しては、1週間という短い期間であったためスピーキングはあまり成果が見られなか

った。これはもともとの語彙力にも問題があり、すぐに改善されることではないがリーディング力に関し

ては大きな成果が見られた。ネイティブの人が速くしゃべっていたら聴きとることはまだできないが、ゆ

っくり話してくれる場合は相手の伝えたいことがわかるようになった。これも完全に理解できているわけ

ではないが、相手の意図していることがわかり、単語も聞き取れるようになった。英語が全くできなかっ

た私にとっては非常に大きな進歩である。 

海外インターンシップ体験 
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平成 23 年度「海外インターンシップ体験」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       五十嵐 透      印 

                        

指導教員所属氏名        柳 和宏        印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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   Evernote, HP, FMSA, Calbee America, Stanford University, UC berkeley 

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。） 

 私は本大学院の教育プログラムの一環で、今年第 4回目となる海外インターンシップ体験(以下実習)に参

加した上で、自分がこの実習でどのように体感・行動し、何を獲得したのか、また自分の今後に向けて今

考えていることをここに報告します。 

 

<企業訪問> 

・Evernote 

私を含め実習参加者の大半が英語でのプレゼンが未経験でしたが、社員の方の前で各自プレゼンを行い

ました。私は製品の普及・向上のための新しい機能の提案を行い、皆さん私の拙い英語のプレゼンにも真

剣に耳を傾けて頂き、緊張はしましたが怖じけず話せました。 

・HP(Hewlett-Packard Company) 

社員の方に講演形式で話しをして頂きました。HP の創立時から今現在に至るまでの会社の遍歴や方向

性・これからのビジョン等を説明して頂き、また社内で 3Dドライビングゲームを体感してきました。 

・FMSA(Fujitsu Management Service America) 

社員の方に講演形式で話しをして頂きました。キャリアに関する考えや今の自分に至る経緯・重要視し

たことなどを話して頂き、こちらの質問にも真摯に答えて頂きました。私が印象に残っているのは、エン

ジニアの方の話しで、会社に勤めるようになった場合にアメリカでは自分でスキルを磨き、それを自分で

魅せていく必要があるし、それが当たり前という内容でした。私は今、就職活動の最中ですが、そのため

のスキルアップの必要性は感じていましたが、入社後は会社が育ててくれるという勘違いを持っていたこ

とに気づきました。それは会社に依存しているだけで、働いている訳ではないということにも気づき、改

めて自分の考えの浅さに気づきました。 

・Calbee America. 

こちらでは工場見学と社長・社員の方の前でプレゼンを行うことが出来、実習参加学生は三つのチーム

に分かれてそれぞれ違うテーマで発表しました。私のチームは今年日本で起きた震災のチャリティに関す

る企画提案を行いました。しかし、私のチームのプレゼンは学生気分の抜けないもので、そこを瞬時にか

つ的確に指摘されてしまいました。実際に指摘の通り、日本においても現地の情報は収集可能だし、サー

ビスを受ける側の視点の議論の詰めが甘かったことなど今思えばもっと出来ることがあったはずと非常に

悔しい思いをしました。また、その場で実際に働いている目線からアドバイスを頂き、うれしかったのを

覚えています。 
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            参 加 者 氏 名       五十嵐 透       

                      

        

<大学訪問> 

・Stanford University 

・UC berkeley 

両校ともに特色があり、日本のどの大学とも印象が違う大学でした。ここでは実習のプログラムの一つ

である「学生自身がアポイントメントを取り、研究室訪問に行く」がメインです。私自身はアポイントメ

ントが取れなかったために、仲間の訪問に同行し自分の研究の概要を説明する機会を頂きました。結果、

訪問先の先生や学生たちとコミュニケーションをとることが出来、貴重な経験を得ました 

 研究室訪問とは別に Stanford Universityで研究している日本人の方の話しを現地で伺うことも出来て、

アメリカにおける研究者のあり方や学生の研究に取り組む姿勢等を聞きました。 

 

 

<全体を通じて> 

実習を通して学んだことは、今後どんな進路に進むに関わらず、自分の言動の軸をしっかり持たなくて

はいけないということです。特に重要なのは「明確な目的意識」であり、それを持ち続けることだと考え

ます。また、その目的も一つに固執する必要はなく、いろいろな環境・刺激で変わっていくものでいいと

も感じました。現に一週間という短い渡米期間でしたが日本に引きこもっていては得ることが出来なかっ

たであろう環境の変化・たくさんの刺激・経験を得て、私は視野が広がり自分の行動に明確な目的を持つ

よう心掛けられるようになりました。 

 

<今後に向けて> 

 自分を高めるための努力をしたいと思います。今持っているものとは違う新しい情報を取り入れて自分

の中で融合させて、積極的にアウトプットしていくようにしたいです。この実習を経験し強くそう思うよ

うになりました。 

 

帰国後、私はこの実習の報告会のリーダーを勤めることになりました。この報告会は実習を通して個々

が感じたことをアウトプットする最初の場所となるでしょう。また、私にとっては発表者兼リーダーとし

て動くことにより、自分を高める機会だとも考えています。 

 

 

 最後になりますが、このような実習プログラムを組んで学生の指導に努めていただいた大学の先生方、

及び株式会社リバネスの方々に深く感謝致します。 
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     理工学研究科   電気電子工学 専攻   （○M・D）  １年  

 

            参 加 者 氏 名       星合裕太      印 

                        

指導教員所属氏名       中村成志      印 

  

 

        

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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 
  EVERNOTE、hp、富士通アメリカ、スタンフォード大学、 

UC バークレー、Calbee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。） 

今回の研修では、シリコンバレーの企業、大学を訪問しました。 

 

サンフランシスコの空気、企業に対しての自分の提案が採用される可能性もあるプレゼンテーション、

アメリカの大学の先生とのディスカッション、たくさんの尊敬できる方との出会い、すべてが初めての

体験でした。今回の研修に参加していなければ、一生体験することはないであろうという経験を 10個は

体験することが出来ました。 

 

   
 

私は、研修を通じて、大きく二つのものを得ることが出来たと考えています 

私がこの研修で得たもののひとつは、“自信”です。 

 

企業に対しての英語でのプレゼンテーション 

自分でアポを取ったスタンフォード大学の先生とのディスカッション 

Calbeeアメリカ社長に対してのプレゼンテーション 

そもそも英語で買い物をすること 

 

これらの課題は、とてもハードルの高いものでした。もちろん、英語力やプレゼン力など、至らない点

はいくつもあったと思います。しかし、これらの課題をこなせたという事実はとても自信になりました。 

そして、「とても難しそうに見えることでも、やってみれば案外どうにかなる。」ということを、身をも

って感じることが出来ました。 

海外インターンシップ体験 
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            参 加 者 氏 名       星合裕太      

                      

        

 

また、たくさんのアメリカで働く日本人の方とお話しする 

機会がありましたが、ほとんどの方に共通しているのは 

“深く考えずにアメリカに来た”ということです。チャン 

スがあったから、好きなことが出来るから、そんな理由で 

アメリカに来ている方々がほとんどでした。 

 

自分のキャリアを考えて、しっかりキャリアプランを立てる 

ことは大切だと思います。しかし、“一歩踏み出す勇気を出 

すこと”はそれ以上に難しくて、大切なことかもしれません。 

 

私自身も、ここで学んだ事を無駄にしないように、これから 

より一層難しいことにも挑戦していこうと考えています。 

 

 

二つ目は、“キャリアの選択肢が広がった”ことです。 

 

まずたくさんの企業を訪問することで、“アメリカで働くということ”がどういうものか、肌で感じるこ

とが出来ました。しかし今回の研修ではそれだけに留まらず、アメリカの大学でのディスカッションや

現地でポスドクをしている方のお話を聞くことで“研究者”というキャリアについて、リンドックとい

うベンチャー企業を立ち上げた方の話を通して“起業”というキャリアについても考えることが出来ま

した。 

 

たくさんの方との出会いは、自分のキャリアを考える上で、選択肢を広げてくれました。これからまさ

に就職活動が始まるというタイミングで、自らのキャリアの選択肢を広げることが出来たのはとても有

意義でした。 

 

私は、日本で就職活動をすることを考えていますが、ただなんとなくそれが一般的だから日本の企業に

就職するということではなく、他の選択肢を知った上で“日本で就職する”という選択肢を選んだんだ、

と研修を通じて思えるようになりました。 

 

  
 

さらに今回の研修では、毎晩の振り返りの時間がたっぷりと用意されていました。研修では多くの貴重

な体験をすることが出来ましたが、その体験は今後に生かしていかなければ意味がありません。 

この毎晩の振り返りは、自分の体験を学びに変え、他の仲間の振り返りから新たな気づきも得ることが

出来るとても重要な時間でした。リバネス社員や TAといったスタッフの方々のコメント・アドバイスも

とても参考になるものでした。 

海外インターンシップ体験 
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     都市環境科学研究科    分子応用化学域    （○M・D） １ 年  

 

            参 加 者 氏 名    大 塚   薫      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体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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   EVERNOTE, HP, Fujitu, Stanford University, UC Berkley, Calbee 

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。） 

当インターンシップで私は本当に多くのことを学んだ。それは，訪問した企業でどのような事業をやっ

ていて，訪問した大学でどのような研究をおこなっているかということ以上に，そこで働く人々の考え方

に感銘を受けた。アメリカで働く日本人と接して最も強く感じたことは，国境を越えてまで働こうと考え

る人々のバックグラウンドには，そのハードルを越えてまで何かをやりたいという強い意思が必ずあると

いうことである。 

EVERNOTEで出会った近藤さんは “人々が毎日触れるもの，かつ生産的なものを作りたい” という信念

を持っていた。その目的を達成できるならば EVERNOTE にこだわることは何もなく，他の企業であって

もよければ，起業してもよいと言っていた。そしてその強い信念を受け止められてたまたま EVERNOTE

にいるだけであると言っていた。 

こうした意見を聞いて私は，自分は何を本当にやりたいのかを考えたが，そこまで強い軸がないことに

焦りを感じた。何となく時間に流されこれまでのキャリアを進めてきたあまり，ふと考えるとそこには主

体性が抜けていることにはじめて気付かされた。 

また，Fujitu ではアメリカでのキャリアについての話を聞いた。もちろんそこにいた方々にはそれぞれ

様々なバックグラウンドがあった。その中で学んだことは，日本とアメリカの企業体質，社員の志の違い

である。日本では人は企業に属し，そこでその企業オリジナルに組まれた研修プログラムで徹底的に成長

させるということが往々にして見られる。成長という意味では企業のノウハウが完璧に詰め込まれている

以上効率は大変良い。一方で能動的な成長であるため，その後外の世界へ羽ばたくための羽輪切られてい

るのが現状である。これに対しアメリカでは企業は社員を研修しない。自分でやりたいことを見つけ，そ

のためにどんな能力が必要かを考え，そのスキルアップを社外のセミナーや交流会に求める。成長という

観点では手探りであるためもちろん効率は悪い。しかしその中で，主体的な成長をしているのでどこへで

も羽ばたいていける羽まで立派に育つ。これを象徴するのが就職しようとする学生の考え方の違いによく

あらわれており，日本学生は自分が無知であって学びたいと言って仕事を求める。これに対しアメリカで

は無知な人間をとるような事などはしない。どちらがいいという問題ではないが，自分の置かれている立

場の欠点を客観視することができたと感じた。 

本研修で最も印象に残ったのが，この Fujitu での柏原さんの話であった。この方は大学を卒業後，就職

し，また大学に戻りそして就職して，さらにはアメリカに飛び，とかなり多くの経歴を持つ方である。そ

こで，このキャリアのターニングポイントで不安になったことはないのかと尋ねたところ，答えは NO で

あった。それは “自分のやりたいことに向かって成長しようとして道をそれる以上，変化しないことはあっ
ても現状以下になることはない” からであるという。今まで私は様々なターニングポイントで不安を覚え 
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            参 加 者 氏 名       大 塚   薫      

                      

        

逃れてきた。しかしこの言葉を聞いて，今まで自分がとってきた行動にかなりの後悔を感じた。何かやり

たいと思った時にはその時々の目的があり，目的があって臨んでいる以上現状以下にはならない。たしか

にそうである。そしてそうだとすれば，これからはもっと行動していこうと思った。 

Stanford University では水本さんの話が印象的であった。この方は Stanford で研究員として研究をし

ている。しかし，この先のビジョンについて聞いてみると，それはない，という返事であった。やりたい

ことができるならどこへでも行くし，行けば何とかなると思っているとのことであった。この楽観視する

点は大変重要であると感じた。やってみればどうせ何とかなるだろうという姿勢でいなければ，どんな行

動にも不安が伴い先へ進むのを拒んでしまう。頭でいろいろと考えてしまうと良からぬ心配までしてしま

うのだから，であれば何も考えないで進んだほうが，気が楽だろうということだった。 

こうしてさまざまな分野の方から聞いてきた話からまず私は，軸を持って行動することの大切さを強く

感じた。強い信念を持つ人は大変魅力的な人間に見えた。それは短期的な目標であっても長期的な夢であ

ってもである。そしてその信念を持って行動している以上絶対今以下になることはないのだから，とにか

くまず動くことが大切である。そこでたとえ不安に思ったとしても，どうせ何とかなるだろうという気持

ちでまずやってみる。後のことは進んでから考えればよい，という気持ちで臨むことが必要だと思った。 

軸を持つという話は，EVERNOTE，Calbee でのプレゼンテーション，そして UC Berkley での研究室

訪問でも強く感じさせられた。UC Berkleyでは Raymond先生とディスカッションをしたその中でしきり

に問われたことは，“結局のところ何が目的なのか” ということである。そして EVERNOTE，Calbeeでの

プレゼンテーションでもこの大切は本当に強く実感した。 

この研修を通して得たこととして最後に述べたいことは，一緒に行動してきた仲間と協力することの重

要さである。11 人みんなが同じ企業を訪問し，同じ人の話を聞いていても，感じていることはそれぞれ本

当に違う。毎日の体験の中で学んだこと，感じたこと，明日に活かしていきたいこと等を，日々の反省会

やディスカッションで話していく中でその違いを感じた。そして，そういった意見交換をすることでさら

に新たな気付きや発見をすることができた。また，Calbee ではグループワークとして一つのプレゼンテー

ションを作成した。このプレゼンテーションを準備していく中で，グループワークという難しさを感じた

半面，生産的なものができるということも感じた。一人で一つのものを制作していく中では，否定してく

れる人もいなければ，ほめてくれてモチベーションのきっかけになるような言葉もない。その意味で協力

することでその力は和以上になるということを，身をもって体験した。 

最後に，この研修の遂行をおこなっていたリバネスの方々を見て感じたことがある。それは行動の速さ

と仕事への意識である。彼らは常に何か新しい仕事の材料になるものはないだろうかというメガネを通し

て物事を見ているようだった。それだけ常に自分の仕事を意識し改善していこうと思っているのだろと感

じた。また，思いつくや否や行動するというそのフットワークの良さにも驚かされた。こういう問題点が

あるがどうすればよいか，こうするのがよいのではないだろうか，じゃあ今すぐ電話してみよう。このリ

ズムに一切の躊躇はなかった。今までの自分であればくだらないいいわけを並べてその場をやり過ごし，

のちになってからインターネットやらメールやらでスピード感のない行動をとっていた。こうした瞬発力

の良さを目の前で見ていて，自分の改めるべきことの一つであると思った。 

本インターンシップを通して実に多くのことを学んだ。それはここに書ききれないほどであり，今でさ

えも整理しきれないほどの情報量であると思う。しかし，記録はとってある。仲間の記録にもすぐにアク

セスできる。これらをことあるごとに見返すことで，その時々また何か違った発見ができるのではないか

と思う。その意味でこの体験で得たすべてのものを一生大切にしていきたいと思う。 
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     都市環境科学研究科   都市環境科学専攻   （○M・D）  1年  

 

            参 加 者 氏 名       小林 寛康     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体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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 
  Evernote, HP, 富士通アメリカ, Stanford大学, UC Berkeley校, カルビーア

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。） 

私は今回の海外インターシップ体験で，二つの大学と四つの

企業に訪問しました。 

 <Evernote> 

Evernote はテキストや画像といったデータをネット上に保存

することができるソフトです。そこの企業でもっと Evernote

を活用できるように私たちは社員に対して自分たちの普及提

案を英語でプレゼンテーションしました。 

 

<HP> 

HP では会社の説明を聞きそれに対する質問を日本語で行い

ました。そこでは最新のテクノロジーを利用した製品がありと

ても感銘を受けました。 

 

<富士通アメリカ> 

富士通アメリカでは事業の方から様々な刺激のある言葉をいただきました。アメリカで働くということ，

キャリアアップのためなら転職は迷わないという人生など私たちに丁寧に語ってくれました。 

 

<Stanford 大学> 

スタンフォード大学では Paul Jaschke さんとお話しする機会を得ました。彼はカナダのUBCで Ph.Dを

取り、スタンフォードに移ってポスドクになったばかりの人です。どんな思いでスタンフォードに来たの

か、そしてこれからどういう決定をしてキャリアを築いていくのかなど質問を英語でしました。 

 

<UC バークレー校> 

UCバークレー校ではRaymond教授と自分の研究について英語でディスカッションをしました。Raymond

さんは私のことを生徒として話してくださり, 限られた時間内で相手に自分の研究内容を伝えるには目的

と目標をまず伝えることが重要であることを教えてくれました。 

 

<カルビーアメリカ> 

カルビーアメリカでは会社の説明だけでなく，自分たちで新しい工場の設計提案をし，日本語でプレゼン

テーションをおこないました。提案として食育に関する施設づくりを目指しました。 
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今回の海外インターシップ体験を通して，私が得たものは「考え方の変化」です。 

それは，例え日本語が使えず片言の英語でも，相手とコミュニケーションをするには言語というものは必

要なく，伝えたいという気持ちがあれば相手は理解しようとしてくれ，それに対して答えてくれる。 

やりたいことはやったほうがいい，間違っていると自分が思っているならば実行してしまえばいい。 

どんな小さなことでも自分が成長していることに気付けば，それに自信を持ち更なる高みに挑もうとする

ことができる。 

プレゼンテーションは聞き手に自分のデータや提案を伝えたいという気持ちがあるともっと楽しく製作で

き，そして発表も楽しく行うことができる。 

現状からの変化を恐れてはいけない，今の状況を変えたいのなら実行に移す。もしそれが間違っていたこ

とだとしても，実行に移さなかった時の自分より後悔はしてなく成長している。 

 

この様な変化がどうして起きたのか，それはアメリカと

いう環境が日本にいる時のような言い訳もできないし誘

惑がなく逃げられない状況なので，困難であろうがなか

ろうがやるしかないと感じたからだと思います。また一

日の終わりに毎回「振り返りシート」というものを使っ

て仲間と意見交換をし，反省会をすることで新たな発見

を見つけることができたと思います。 
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平成 23 年度「海外インターンシップ体験」報告書      NO.1/2 

 

 

 

     都市環境科学研究科 分子応用化学域   （○M・D） 1 年  

 

 

            参 加 者 氏 名      伊藤 克徳      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体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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 
EVERNOTE, HP, FMSA, Calbee America, Stanford University, UC 

Berkeley 

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。） 

 本研修では, カリフォルニア州のシリコンバレー周辺の大学や企業を訪問し、実際に海外で活動を行う日

本人や現地の人材と交流することで, 学生の意識変革を行い, 学自主性を引き出すことを目的として実施

された。訪問した企業は現在注目を集めているクラウドサービスを提供する EVERNOTE, 一般的には PC

やプリンターメーカーと考えられているであろう HP, ス

ーパーコンピューター「京」で世界 1 位を獲得した富士通 

(FMSA), そしてかっぱえびせんで有名な Calbee Americaの

4社である。また, 世界屈指の名門校である Stanford大学と

カリフォルニア州立大学 Berkley 校の二つの大学を訪問し, 

教授とのディスカッションに挑戦した。大学では日本人研

究生の方のお話も聞く事が出来た。本書類では企業訪問に

ついて報告する。 

 

 EVERNOTEでは, 各学生が実際に EVERNOTEを利用す

ることで得た改善点や意見を本社で働いている社員の方々

に向かって英語でプレゼンを行った。本研修における最初

のプログラムが英語でプレゼンという非常にレベルの高い内容であったが, なんとかこなしていたと思う。

また, 日本人社員の方のお話も伺った。アメリカの大学へ進学を決めた経緯, EVERNOTEに就職するまでの

過程は非常に興味深かった。日本企業では終身雇用, 年功序列といったイメージがまだ根強い。少なくとも

転職を繰り返し行っている人は少ないと思う。しかし, アメリカでは企業にこだわらず, 自分のやりたい事

が出来る企業に移る事を全く躊躇しない実力主義である。このように企業風土の違いを知ることが出来た

事は, 今後就職を考えている私にとって貴重な体験であった。 

 

 HP では主に事業内容についてお話を伺った。実は HP とは B to B, 企業に対するインフラの販売とその維

持管理をメインとしている企業であるというお話に驚いた。しかし, 説明していただいたアメリカ人の方の

英語がとても早口で, 全く聞き取れなかった事が残念だった。 

 

 FMSA では簡単に企業の説明をしていただいた後, キャリアアップについてのお話を伺った。日本人学生

の日本国内での就職率等, 世界基準で物事を見ている方々のお話はどれも斬新だった。現在, 日本は不況で

新卒の就職率も低いと考えていたが, 実際には海外の方が圧倒的に低い。日本の学生や社会人は甘えている

というお話は耳が痛かった。 

海外インターンシップ体験 

 

20 



平成 23 年度「海外インターンシップ体験」報告書       NO.2/2 

 

 

            参 加 者 氏 名       伊藤 克徳     

                      

        

また, 自分のキャリアは自分で向上させるということ。企業に頼っているのではなく, 自主的に動くという

ことを強く意識させる内容のお話もしていただいた。私は海外の企業に就職する事は考えていない。しか

し, 日本で就職した後の取り組みについて非常に参考になると思った。自ら行動, 実践することがアメリカ

で成功するための一つの条件なら, 日本でもそれは当てはまるはずである。 

 

 Calbee Americaでは工場見学の後, 安永社長に事前に与えられたテーマに基づいたプレゼンを行った。

私のグループは, 新しい工場の提案というテーマで「工場に付属する食育施設の提案」というタイトルで発

表を行った。企業の社長の前で発表をする機会は初めてであり, 私は個人的に本研修で最も期待していたプ

ログラムであった。結果はとても満足な発表を行うことが出来た。特に, しっかりと相手の目を見て伝える

事が出来たと思う。 

 発表は何を見せるか, ではなく何をどう伝えるか。相手に伝わらなければ意味は無いという事を再認識で

きた。 

 

 

本研修では, とても貴重な体験をすることが出来, 非常に多くの事を学んだ。この経験を一つ一つ実践しな

がら, 今後の活動に活かしていきたい。 
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    都市環境科学研究科 分子応用化学域   （○M・D）  １年  

 

 

            参 加 者 氏 名  萩原 怜実          印 

                        

指導教員所属氏名  高木研究室 高木慎介     印 

   

       

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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 
 EVERNOTE、ヒューレット・パッカード、富士通 America、スタンフォー

ド大学、UC Berkeley、Calbee America 

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。） 

 

１．訪問企業先でのプレゼンテーション 

・EVERNOTE 

 「EVERNOTE にほしい新しい機能」というテーマで、英語でプレゼンテーションを行った。発表では

二つのアイディアを提案した。一つ目は初めて使う人が EVERNOTE の使い方に困らないためにガイドラ

インが収録されているノート#1というアイディア、二つ目は縦書きの文書を作る機能である。 

 

・Calbee America 

 「カルビーショップのオリジナル商品の提案」というテーマで、日本語でプレゼンテーションを行った。

発表では豆腐スナック、野菜ジャム、野菜ボーロを提案した。 

 

 
図１ Calbee Americaプレゼン資料 

 

２．企業見学 

・ヒューレット・パッカード 

 社員の方から会社の事業内容を聞いた後、バーチャルカーの試乗など会社の製品の紹介をされた。最後

に社長室を見学した。 

 

・富士通 America 

 勤務している日本人社員の方から、アメリカと日本の就職システムの違いや経験談などを聞いた。最後

に女性社員の方に女性としてのキャリアプランについて質問した。これからのキャリアプランを考えるで

のアドバイスを受けた。 

海外インターンシップ体験 
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            参 加 者 氏 名         萩原 怜実  

                      

        

３．大学訪問 

・スタンフォード大学 

 大学内を見学後、Stacey F. Bent教授と英語でディスカッションをした。自分の研究内容を説明し、教授

の研究内容を聞いた後、女性のキャリアプランについて質問をした。 

留学生の水本公大さんの講演を聞き、 

ラボの中を見学した。個人の実験台の間にホワイトボードが適宜置いてあるなど、日本では見られないア

メリカの研究に対する姿勢を目にすることができた。 

 

 
図２ スタンフォード大学でのディスカッション 

 

・UC Berkeley 

 大学内を見学後、Kenneth N. Raymond教授とディスカッションをした。自分の研究に関して教授に英

語で説明した。質問の回答の仕方、英語の発音を練習する重要性などのアドバイスを受けた。 

 北海道大学の樋口直樹特任教授の講演を聞いた。教授の勤務経験談や就職への心がけなどが主な内容だ

った。 

 

 

 

 

海外インターンシップ体験 

23 



平成 23 年度「海外インターンシップ体験」報告書      NO.1/2 

 

 

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

 

 

            参 加 者 氏 名       前川明日翔     印 

                        

指導教員所属氏名       高木慎介      印 

    

      

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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 
  EVERNOTE、富士通アメリカ、スタンフォード大学、UC バークレー校、

HP、カルビーアメリカ 

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、海外インターンシップ体験に参加した目的には大きく 2つのことがあります。 

1つ目の目的は英語に対する抵抗感を無くすことです。中学の頃より授業などにより英語を学んできまし

たが、実際に使えるかと問われると「使える！」と答えることはできません。私には英語を何となく避け

てしまうという苦手意識がありました。しかし今後将来について考えていく中で「英語は自信ないなあ」

という気持ちにより海外での活躍(広い可能性)を閉ざしてしまうのはもったいないと思いました。そこで実

際に海外の企業を回れるこのプログラムを通して、自分の英語がどこまで通用するのかを試し、さらに英

語への苦手意識をなくそうと思いました。 

2つ目の目的は自分のスキルアップのためです。大学院生として実験をしていく中で実験が上手く行かず

精神的に参ってしまう状況が続いていました。「何かを変えたい」と思っても結果が出ないと何も出来ず何

のチャンスもない。一人だけそういった中ではもっと実験しようと思っても精神的に参ってしまい実験を

上手く進めることが出来なくなる。そしてまた結果が出ないという負のスパイラルに陥っていました。こ

のスパイラルの中では自分を伸ばしていくことは出来ませんでした。そこで今回のプログラムを通してス

キルアップをし、その結果で日常生活を変えていきたいと思いました。 

 

このようなことを考え今回参加したのですが実際に体験をしてみると目的のこと以外にも今まで見えて

いなかった多くのことに気づき考えさせられました。今回はそのことについて報告したいと思います。 

 

まずは一つめの目的である英語についてです。 

アメリカで働いている日本人の方とお話をする機会が何度かありました。その時に海外で働くと決めた

上で英会話力を心配しませんでしたかと聞くと、まあ何とかなるだろうと思っていたという方が多くいま

した。いやいやそこはきちんと考えないといけないのではないのかなと話してくださった人たちを見てみ

ると皆すごく輝いて見えました。それは自分の本当にやりたいことをやっているからなのだと感じました。 

 また今回は英語でプレゼンをする機会や大学の教授に自分からメールを送りアポイントを取る機会、教

授に電話でお願いする機会がありました。始めはきちんと出来るのか心配だったのですが今回は自分から

やるしかありませんでした。実際にやってみるとたどたどしくも教授とアポイントを取ることや電話で要

望を伝えるということが出来ました。メールというアクションを起こすことで断られることも含め何かし

らのレスポンスがありました。それについて考えることで次につながることや、電話においてなんとか伝

えようとする気持ちがあれば向こうもそれを受け取ってくれることが分かりました。自分から前に出ない

と始まらないことや、本気でやろうと思えば違う言語でもなんとかなることに気づかされました。 
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            参 加 者 氏 名         前川明日翔      

                      

        

これらのことから海外で働くことを考える上で本当に重要なのは英語を話せるかではなく、自分のやり

たいことがそこにあるのかということだと強く感じました。このことは海外のみならず、日本においても

重要だと思いました。自分のやりたいことがそこにあれば初めは上手く行かなくても何とかなるのではな

いかと感じました。就職活動では本当にやりたいことは何かを考えていきたいです。 

 

次に 2つ目の目的であるスキルアップについてです。 

スキルアップについて今回特に大きく考えさせられるきっかけとなったのは富士通アメリカさんと丸社長

から聞いたお話でした。日本では会社が人を育ててくれるのですが、アメリカでは自分で自分を育ていか

ないといけません。そのために会社が終わった後にセミナーに参加するなど、日々スキルアップを行って

いるそうです。日本のシステムではきちんと教育をしてくれるので優秀な人材が育つそうです。しかし半

面教育はしてくれるものであるので一度会社から放り出されてしまうと学び方が分からず復帰するのが難

しいそうです。この話を聞いて自分から進んで学んでいくことの大切さに気付きました。今まで学ぶとい

うことに対し受け身の姿勢だったと思います。日本においても色々なセミナーが開催されているので今後

参加しスキルアップをはかっていきたいです。 

 

 最後に今回リバネスのスタッフの方々、角野先生、樋口さん、小城さんといった多くの方々のおかげに

よりすばらしい研修を体験することができました。また住吉先生や阿部さん、スザンヌさん、高木先生な

どおおくの方々の支えにより貴重な機会を頂けたことを心から感謝しています。 

 現在、日常生活にフィードバック出来ていない現状ではあるのですが少しずつ今回の体験を活かして前

に進んでいきたいと思います。 
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     理工学研究科      機械工学専攻   （○M・D）  １年  

 

 

            参 加 者 氏 名           吉丸 貴宏 印 

                        

指導教員所属氏名            浅古 豊 印 

   

       

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2011年 11月 7日（月）～ 2011年 11月 14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 
  Evernote、HP、FUJITU、スタンフォード大学、UCバークレー 

 カルビーアメリカ 

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。） 

・Evernote 

前夜の時点で Evernoteの新機能が思いついていない状態。徹夜でプレゼンテーションを作ったが、見ても

らったところやり直したほうがいいと言われる。しかしリバネスの方々と話しているうちにリマインダー

機能を思いつき、1 時間でプレゼンを作成。Evernote 社にて短かいながらも分かりやすいプレゼンテーシ

ョンをすることができた。このおかげで英語でのプレゼンの自信がついた。 

 

・HP 

事前に配布されていた資料では分かりづらかったため、wiki 等から会社や商品の概要に関する情報を入手

し、質問を考えていた。HP側の発表者の代打の方のプレゼンを受けたが、早すぎて理解できなかった。 

 

・春木さんの家でのバーベキュー 

リンドックを始めとする方々との会食。どの方も自分のやりたいこと（キャリアプラン）、自分の強み・や

れることが非常にはっきりしていて、キャリアプランを満たすために何でも行動している。その中で重要

なのは「人との繋がり」であるということが繰り返し出てきた。 

 

・FUJITU 

日本とアメリカの企業の違いについて説明してもらった。アメリカの企業は学生だろうが社会人だろうが

即戦力となりうる者しか採らないため、学生は卒業後も長期間のインターンシップや留学などでスキルア

ップしてから就職に臨む。各々がキャリアプランを持っており、企業で働くことはそれを満たすために過

ぎず、会社を転々とするのが普通。ここでも人との繋がりが重要。 

日本の企業は新卒に情報を大量に流し込んで短期間で戦力を育てることができるが、自分で学ぼうとする

傾向が生まれないのが弱点。 

大切なのは迷ったらいろいろと経験すること。異質な人々と関わることで新しいものが生まれ、それがや

がて未来につながることを信じよう。 
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・スタンフォード大学 

待ち合わせに遅れそうだったため、遅延の電話を入れた。つたない英語ながらもこちらの目的と研究と質

問を伝え、45 分間ディスカッションした。会ったこともない、海外の学生のプレゼンをしっかり聞いてデ

ィスカッションをしてくれた J.K.Eaton教授に感謝する。 

この訪問で、自分のことをもっと知ってもらって、意見を聞きたいと思った。そのためにも聞かせること

ができるだけの何か（研究内容や意見）を持ちたいと思った。 

 

・UCバークレー 

アポが取れていなかったため、伏屋君に同行。スタンフォード訪問時にも負けないくらい成果を出そうと

自己紹介用の短いプレゼンを作り、その研究室の論文を読んでいった。お互いがお互いのことをよく知っ

て意見を交わそうとしているということを信じ、専門外ながら質問し、理解できるように努めた。 

 

・カルビーアメリカ 

三人チームでかなり時間をかけて作成していたが、詰めが甘かった。熱中しすぎて目的を忘れないよう注

意するべきだった。プレゼン自体はこの 4 日間の発表続きで慣れたおかげで、スライドに目をやらずにカ

ルビーアメリカの方々に堂々と発表できた。 

 

 

・まとめ 

職に対する考え方における日本の企業とアメリカの企業の違いが分かった。アメリカでは自己責任が明

確なので、自分のことは自分でやらなくてはならず、そこに言い訳はない。だからこそ寝る間も惜しんで

遊ばずに真剣に成長しようとする。日本では誘惑が山ほどあるが、それらに負けず他人に胸を張って説明

できるだけの何かを持ち、意見を交換しようとする積極性、迷ったらやってみようとする姿勢が重要だが、

信用を失わないよう何事も疎かにしてはいけない。今やっている研究も含め、途中で投げ出さず、いい加

減なまま終わらせないよう真剣に取り組んでいこうと感じた。 
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