
2012年度 海外インターンシップ体験 

海外インターンで貴重な体験しませんか？ 

インターンから帰ってきたばかりの 
学生たちが、経験をお話します。 

日時：12月 4日 (火) 13:00-14:30 
場所：11号館 204教室 

<報告会> 

理工学研究科・都市環境科学研究科に 
在籍中または進学予定の学生必見！！ 

途中参加・退室可 
お気軽にお越しください 

主催：「海外インターンシップ体験」参加学生 
協賛：理工学研究科研究推進室・首都大GP 



2012年度海外インターンシップ
体験報告会 

主催：「海外インターンシップ体験」参加学生 

協賛：理工学研究科研究推進室・首都大GP 



海外インターンシップの主旨 

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、学生の
自主性を引き出す 



参加者構成 

学生 8名 大学院生 6名 

学部生    2名   

物理学         3名 
分子応用学 2名 
化学             1名 

数理科学     1名 
物理学         1名 



スタッフ・同行者 

• 学生TA 物理学 １名 
• リバネスインターン  

  産業技術研究所特別研究員 １名 
• 株式会社リバネス職員 ３名 
• 首都大学東京 管理部理系学務課 理工学
系教務係 １名  
 



スケジュール 

• 一日目 
  到着 
  市内視察 

• 二日目 
  企業訪問 
   Plug and Play Tech Center 
   Bio Curious 

 



スケジュール 
• 三日目 

  大学訪問 
   Stanford University 

• 四日目 
  企業訪問 
   Fuji Xerox Palo Alto Laboratory 
   Fujitsu Management Services of America 
    春木(FMSA President & CEO)家home party 



スケジュール 

• 五日目 
  企業訪問 
   EVERNOTE 
    ORIGINATE 
 

 
• 六日目 

  大学訪問 
   University of California, Berkeley 



スケジュール 

• 七日目 
  帰国 
   



PlugandPlay Tech Center 



施設概要 

• 250もの企業が
集まる。 

 

• 投資家や大学と
の連携もあり、
スタートアップす
る企業を支援し
ている。 

 

 

 



研修内容 

• 施設見学 

 

• プレゼンターによる講演 
 
• Self-introduction(個人プレゼン・2分) 

 
 

 



施設見学 
• 大学や海外とのつながりが大きい。 

 
• 開放的な空間 



Mr.Stevenson 

プレゼンターの方々 

 Mr. Goto 
ベネッセ所属。 
海外展開を積極的
に行っている。 

Head of Real Estate Sales 
創設者と知り合いで初日
からここに在籍している。 



Mr. Asahara Ms. Oki 
サンビリッジ所属。 
Jannovationを推奨している。 

Fixtars所属。 
リアルタイムで表情を出すモ
デリングを作成している。 
 



Self-introduction 

• 2分間で自分をアピールする。 



企業訪問で得たもの 

• やりたいことをやり遂げようとする力 
 
• 人と人との繋がりの大切さ 







施設概要 

・シリコンバレーでは今 

「バイオ」が熱いらしい 

・エンジニアがアフター6に 
バイオを学ぶための施設 



研修内容 

・ラボ見学 
 
-寒天で作ったゲル電気泳動 
-大腸菌を播種できるインクジェット 
-発光する藻類 など 

・研究報告会への参加 
 
- 実験進行度の確認 
- 一人ずつ自己紹介をする機会 



この企業訪問で何を得たか 

・シリコンバレーは進化し続けている！ 
 
• エンジニアの興味・関心の広さに驚き！ 



ラボ見学 

・自作した実験機器が多数あった 

・みんな楽しみながら研究していた 

普通のプリンタインクとCDドライブの 
可動部分を組み合わせた3Dプリンタ 

説明を受けながらラボ全体を見学 



研究報告会への参加 

・Google Docsを使いプロジェクターで表示、リアルタイムで議事録を共有 
・カメラ、マイクがあり、Skypeでの参加も可能 



この企業訪問で何を得たか 

必要なのは高価な機器ではなく、 
アイデアと本当にやりたいという気持ち 



Stanford University 



研修内容 

研究室訪問 



研究室訪問の流れ 

時間, 場所決定 

研究室訪問 

アポイントメール 







得られた成果 

1, メールを送ることに対する敷居
が下がった。 
 
2, 学生とのディスカッション。 
 
3, 海外の研究室を見れたこと。 



山口の研究、興味 

有機合成化学/バイオケミストリー 
 
 

人工抗酸化酵素/ 
カチオン性Mnポルフィリン錯体 

 
 

酸化ストレス関連疾患/アルツハイマー病 



メールを送った教授 
[◯ 10:30-(15min)]Eric T. Kool (Bio-inspired Chemistry) 
 
[☓]Geoffrey A. Kerchner, MD, PhD(Neurology & Neurological Sciences ) 
 
[☓]Katrin Andreasson, (Neurology & Neurological Sciences) 
 
[返事なし]Frank M. Longo, MD, PhD,(Neurology & Neurological Sciences ) 
 
[返事なし]Gary K, Steinberg(Neurosurgery) 
 
[△学生に会えるかも？]Vijay Pande(computer science) 
 
[◯11:00-12:00]Jayakumar Rajadas (DDS,biomaterial) 
 
[返事なし]Yunzhi Peter Yang, (Cancer, DDS) 
  



Eric. T Kool 

Publications 
 
Science, J. Am. Chem. Soc. ,Angew. Chem. Int. Ed., etc… 
 



Jayakumar Rajadas 

神経変性疾患の原因となるタウタンパクや 
アミロイドβタンパクの凝集の分子メカニズムを 
AFM、蛍光、NMRなどを用いて研究 

Publications 
Journal of Alzheimer’s disease 
Biomaterials, Journal of controlled release, etc… 
 



Eric. T Kool訪問 



Jayakumar Rajadas訪問 



日本人ポスドク岡田さんと昼食 



後日談；Rajadasとのメール 

Yes. We can collaborate  
Thank you for your visit 
Jay 

(前省略) 
Would you mind if we are able to collaborate ? 

1.How does your project  
progress? Did you submit your proposal? 
Yes 
 
2.Which organizations would fund your project 
and how much is the foundation? 
It is a private foundation 
 
3. Can I get any financial aid? 
I don't  have funding 



得られたもの 

・自分の研究に対する自信 
 
・Ph.Dという選択肢 
 
・人生の目標 
 
 



FX Palo Alto Laboratory  

富士ゼロックスによって設立された
先端的なマルチメディアIT研究所  

http://www.fujixerox.co.jp/


研修内容 

・FXPAL研究員の発表を見て質疑応答 
 

・食事会 
 

・グループ発表 



企業訪問で何を得たか 

・Lawrenceさんの成功についての話 
 １．スキルと目標があれば何でもできる 
 ２．事業の発展に乗っかる話 
 

・メンバーが勇気を出して質問している 



時間 

事 
業 
発 
展 



：研修内容 

企業説明＆キャリアについてのお話 



新技術(EMMs・myUnity)の応用例の提案 

：研修内容 





富士通アメリカ 
シリコンバレーキャンパス 800人 

日本のマーケットから海外のマーケットへ 



日･米でのキャリア形成 

4年目 

米国の開発チームへ(10分で決めろ→1分で決めた!) 

入社1年目 
自分でどんどん提案して仕事作った 

「どんなキャリアも近い将来どこかで結びつく！」 

「自分の目の前の課題に一生懸命に！」 

岡部さんの仕事 
・エンタープライズUNIXサーバ 
 Oracle SPARC64X(CPU)  
 (昨年世界一だったスパコン京の後継) 
・次世代エンタープライズ 
 サーバOS(SPARC solarlysTM) 

選択肢2つ→困難に道を選んだ →こっちだけ残った（今の仕事に直結） 



キャリアプラン 
～グローバルに活躍する～ 

A.世界で1番になりたい! シリコンバレーは世界一に
ふさわしい場所。 

Q.企業同士のコラボはあるんですか? 

A.アフター5にいたるところでイベントある。会議室を
開放して、いろいろな技術者が議論する場がある。 

Q.海外への憧れのきっかけは? 

Q. 日本人学生の持っている強みは? 
A.スキルがあり、確実性があり、信頼もある。

しかし、出来ることがあってもアピールできる
ことが少ない。 



富士通アメリカで学んだこと 

芯 
芯があるから決断できる 
今の仕事に全力が出せる 

挑戦 
挑戦するから成長できる 

世界一になれる 





女性のキャリア 



ＦＭＳＡで働く女性スタッフ 

柏原様 松林様 



• 大学時代は政治学を専攻してい
た。 
 

• 今はstanford大学に恩師が在籍

しており、ライフワークにもなって
いる。 
 

• 海外で働くことは自分の希望
だった。 
 
 
 

柏原様 



• 学生時代から国際協力を積極
的に行っていた。 
 

• 日本にいるよりも海外にいた方
が自分に合っている。 
 
 

 
 
 
 

松林様 



得たこと 

• 自分のキャリアアップに女性だからという理
由は関係ない。 
 

• 不安よりも好奇心の方が大きい。 
 

• 要は自分次第である。 
 
 









Evernote 



研修内容 

・ フリーセッション 
 
・ Evernoteに欲しい機能を各自プレゼンテーション 
 
・ ランチ、社屋見学 



フリーセッション 
現地スタッフ、日本法人から出張してきていた方に質問 

・ スタンフォード大に留学した経緯 
・ どうしてEvernote（ベンチャー企業）で働いているのか 



Evernoteに欲しい機能を各自プレゼン 



ランチ、社屋見学 

バイキング形式で好きなものを食べられる 
（毎週水曜日は寿司らしい） 

ランチスペースの横に卓球台とジム 



この企業訪問で何を得たか 

・ 仕事に対する熱意 
 
・ 「失敗するかも」などとは考えず、まず行動する 
 
・ とても整備された環境も重要 
  （どこでもミーティングできたり、壁1面がホワイトボードだったり） 







得られた成果 

1, プレゼンは英語力ではない!! 
 
2, 将来の選択肢の幅 
 





：研修内容 

企業説明 



：研修内容 

新しいiOS用のアプリの提案 





University of California, Berkeley 



Dr. Shannon Yee  

Nano and Energy グループ 

Department of Mechanical Engineering  

専門：熱電変換材料 

Etcheverry Hall  

訪問先 

アポイントメント希望
メール 



研修内容 

自分の研究内容を話した後、
ディスカッションをした。 

海外のライバルと会えたの
はいい刺激になった！ 

ラボツアーをしてもらった。 

仲間の助けが、より有意義
な場を作ってくれた。 



UC Berkeley 研究室突撃訪問 



研修内容 

アポイントメントなしで研究室に行ってきた。 

自分の興味のある分野の教授やポスドクに
アポイントメールを出したが返信がなかった。 



私の研修結果 

• 教授は海外出張中で不在。
担当グループメンバーは学
校に来ていなかった。 

 

• 研究のディスカッションを行
うことはできなかったが、研
究室の設備を見せてくれた。 

SAYKALLY 教授 



この訪問で得たもの 

• 行動力 
 

• 自分は何者なのか、何をするために来
たのかを伝える力 
 
 
 
 



    UC  Berkeley    
             研究室訪問 



アポイントメント 

興味のある分野の教授にアポイント
メールを出したがアポイントメントが
とれなかった。 
 
訪問前日、カリフォルニアから再度
会いたいとアポイントメールを送った。 
翌朝返信が来て、アポイントメントを
取ることができた。 



訪問結果 

• 研究に対する姿勢
や大切なこと、今後
の進路のアドバイ
スなどを伺うことが
できた。 

STEVEN 教授 



この訪問で得たこと、感じたこと 

• 研究に対する姿勢や大切なこと、今後
の進路のアドバイス 
 

• アポイントメールを再度送ることができた
こと自体がこのインターンシップに参加
して変わったとことだと思う。 

 →行動することの大切さ 
 
 



1週間を振り返る ＠UC, Berkeley 





まとめ 




	スライド番号 1
	2012年度海外インターンシップ体験報告会
	海外インターンシップの主旨
	参加者構成
	スタッフ・同行者
	スケジュール
	スケジュール
	スケジュール
	スケジュール
	PlugandPlay Tech Center
	施設概要
	研修内容
	施設見学
	プレゼンターの方々
	スライド番号 15
	Self-introduction
	企業訪問で得たもの
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	施設概要
	研修内容
	この企業訪問で何を得たか
	ラボ見学
	研究報告会への参加
	この企業訪問で何を得たか
	Stanford University
	研修内容
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	得られた成果
	山口の研究、興味
	メールを送った教授
	Eric. T Kool
	Jayakumar Rajadas
	Eric. T Kool訪問
	Jayakumar Rajadas訪問
	日本人ポスドク岡田さんと昼食
	後日談；Rajadasとのメール
	得られたもの
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	：研修内容
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	富士通アメリカ
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	女性のキャリア
	ＦＭＳＡで働く女性スタッフ
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	得たこと
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	Evernote
	研修内容
	フリーセッション
	Evernoteに欲しい機能を各自プレゼン
	ランチ、社屋見学
	この企業訪問で何を得たか
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	得られた成果
	スライド番号 70
	：研修内容
	：研修内容
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	研修内容
	UC Berkeley　研究室突撃訪問
	研修内容
	私の研修結果
	この訪問で得たもの
	    UC  Berkeley  　�    						   研究室訪問
	アポイントメント
	訪問結果
	この訪問で得たこと、感じたこと
	1週間を振り返る ＠UC, Berkeley
	スライド番号 86
	まとめ
	スライド番号 88

