
平成 24 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   （B・M）１  年  

 

            参 加 者 氏 名      小野 修平     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 2012 年 11 月 4 日（日）～ 2012 年 11 月 11 日（日） 

３ 研修地 サンフランシスコ(シリコンバレー近辺) 

４ 訪問先 

Plug and Play Tech Center, BioCurious, Stanford University, FXPAL, 

Fujitsu Management Service America, EVERNOTE, ORIGINATE, 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。） 

 訪問先での研修内容とそこで学んだことを報告します。 

 

11/5(月) 

 午前 Plug and Play Tech Center 

 施設内を案内していただき、このオフィスを拠点として働く方から、仕事概要についてのプレゼンをし

ていただきました。学生は英語での自己紹介プレゼンをしました。 

 自己紹介は、流暢な英語で出来たわけではなかったですが、訪問先の Oki さんから「英語がぎこちなく

なっても、伝えたい気持ちがあれば自然と出てくる」というフィードバックをいただけました。この自己

紹介プレゼンでの反省が、それ以降の日の課題準備に対する指針となりました。 

午後 BioCurious 

 施設の案内をしていただき、研究設備を見せていただきました。自己紹介タイムがあり、その後、訪問

先から与えられたテーマに対する全員参加のディスカッションタイムがありました。 

 スタッフはそれぞれアフターファイブの時間を使って研究するというスタイルで、様々な年齢、専門分

野の方が集まっていました。日本とは違った自由な研究のあり方を知ることが出来ました。 

 

11/6(火) 

 Stanford University 

 事前に、各自訪問したい研究室のスタッフにアポをとり、各自そこで研修を行いました。内容は人それ

ぞれですが、私の場合、希望訪問先で日本人の研究者の方にラボツアーをしていただきました。 

 スタンフォード大学ということで、豪華な装置を使って研究成果を出しているのだろうと思っていたの

ですが、実際に見てみると、小さなラボでお手製の小さな実験装置で研究をしている様子で、良い意味で

期待を裏切られました。アメリカでは設備ではなく人材に投資するということを知りました。 
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11/7(水) 

 午前 FXPAL 

 会社及び開発製品の紹介、また、キャリアに関するお話をしていただきました。学生は、FXPAL の新製

品に関して、新しいサービス･事業を提案するグループプレゼンをしました。 

 開発者の方に実際に作成した製品を見せていただくことが出来て、学生の何気ない一言にも対応してい

ただけました。自分の開発したものに自信を持っているというのが伝わってきて、技術職を希望する私に

とって、仕事に対する価値観を考える一つの視点を得ることが出来ました。 

午後 Fujitsu Management Service America 

 海外でキャリアを積むということについてお話を聞きました。質疑応答の時間がありました。 

 スタッフの岡部さんの話で、「アメリカに行くか上司に 10 分で決めろと言われ、1 分で決めた。」という

エピソードがありました。また、岡部さんは、学生の「違った文化に行く際に何をしたら良いか。」という

質問に対し、「自分の今やっていることを一生懸命遣りなさい。何をやったらいいのだろうではなく、やる

べきことがあるはず。」と返答されていました。決断の速さと、自分のやるべきことを常に知っているとい

う態度は、自分自身にしっかり軸が出来ているからだと思いました。私自身に関しても、まず軸を見極め

なければ、と考えさせられました。 

 

11/8(木) 

 午前 EVERNOTE 

 質疑応答の時間があり、キャリアに関するお話などをしていただきました。学生は、EVERNOTE の新

しい使い方の提案や、自分独自の使い方の紹介など、各自プレゼンしました。 

 シリコンバレーには、失敗してもむしろ評価される環境があり、成功してもまた一から出直す情熱ある

起業家がいて、特有の浮き沈みやサイクルがあることというを知りました。シリコンバレーで生き残り、

キャリアを積み上げるには、直感が重要な要素となることを聞きました。また、毎日使いたいと思えるも

のを提供できるか、という点が明暗を分けるということを聞きました。直感をどう磨いていくかは難しい

ところですが、働く上で意識すべき重要な視点を得ることが出来ました。 

午後 ORIGINATE 

 会社とその事業の紹介をしていただきました。学生は、新しいアプリのアイデアの提案をグループでプ

レゼンしました。 

 ORIGINATE は小さな事業を分野を問わず多く手がけており、大きく育ったものを新しい会社としたり、

売却するというスタイルをとっていて、新時代の IT ビジネスのあり方を学ぶことが出来ました。学生の発

表に対しても的確な指摘を返していただきました。説明は 30 秒以内で無いと聞き手が飽きると話していた

のが印象的でした。 

 

11/9(金) 

 UC Berkeley 

 アポを取った研究室で研修を行いました。私の場合、ポスドクの方に自分の研究を紹介し、相手の研究

を紹介していただき、ディスカッションをする事が出来ました。また、ラボツアーをしていただきました。 

 海外で、自分と同じテーマで研究する研究者と実際に会ってディスカッションをするという経験は、と

ても刺激的なものでした。今後の研究生活の大きなモチベーションになったと思います。 
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平成 24 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   （B・M） 1 年  

 

            参 加 者 氏 名     長島 健二      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体験 

２ 研修期間 2012 年 11 月 4 日（日）～ 2012 年 11 月 11 日（日） 

３ 研修地 
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 

サンフランシスコ市周辺およびシリコンバレーエリア 

４ 訪問先 
Plug and Play Tech Center.com, Bio Curious, Stanford University, FXPAL, 

Fujitsu, EVERNOTE, ORIGINATE, 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。） 

  

この研修の目的は何か。海外へ行くことそのものか。英語を話せるようになることか。プレ

ゼンテーションをすることか。この研修のガイドを読んでみると、背景と狙いと題した箇所に

は次のように記されている。「・・・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、学生の自主性を引き出す目的のプログラムです」とある。そ

うなのだ。この研修の目的は、「英語で何かを成し遂げること」ではないのだ。その点を私は

大きく誤解していた。では、具体的に何を経験し、それによって私の中の意識にどのような変

革が訪れたのか。いくつか例を取り上げて説明したい。 

研修は米国カリフォルニア州サンフランシスコ市およびその近郊とシリコンバレーエリア

にある大学や企業に訪問するプログラムだが、その約 5 ヶ月前の 6 月中旬から”English Café 

2012”が 8 月を除いて隔週で開催された。各回、それぞれテーマを定め、英語をコミュニケー

ションの手段として用い、プレゼンテーションやアポイントメールの書き方などを学んだ。振

り返って考えてみると、この事前研修を行うことで参加者の英語に対する不安を取り除き、本

研修に集中するための準備となっていたのではないかと思う。そして本研修の最初のプレゼン

テーションの時が来た。2 分間の自己紹介で、自分にはどのような価値があるかを伝えるとい

うものだった。研修の最初にこの課題があったことは、自分にとってとても良かったと思う。

なぜなら大きな失敗を経験できたからだ。事前研修を通してプレゼンテーションに関する技術

的な知識を得ていたので、ある程度見やすいスライドを用意し、これでうまく自分を表現でき

ると自負していた。しかしながら、聴衆にうまく自分というものが伝わらなかった。なぜ伝わ

らなかったのか。この問いに対する答えは、その日の終わりに本研修参加者全員で行われる振

り返り会にて気づかせていただいた。本来、自己紹介をするにあたって最も重要なのは、自分

を知ることなのだ。自分というものを完全に理解できない、あるいは自分は何をしたいのかが

完全に定まらないとしても、言葉にしてまとめておかなければ、他人に自分というものを伝え

ることはできないのである。その幹となる重要な部分が曖昧のままプレゼンテーションを計画

し、発表スライドを作っても、枝葉にすぎないスライドの詳細ばかりを気にしてしまってい 
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            参 加 者 氏 名      長島 健二      

                      

        

たのだった。この気づきは、この後に続く他の課題(プレゼンテーション)に大きな影響を与え

たと思う。また、これをきっかけに、自分が何をしたいのか、という問いを持って自分のキャ

リアについて考えを深めたことは、残りの研修でキャリアについてのお話をうかがうにあった

って、とても有意義だったと思う。 

 本研修 3 日目の晩、事前に決められたグループで話し合いが行われた。翌日の FXPAL での

プレゼンテーションを仕上げるためである。本研修の 1 週間以上前に顔合わせをし、課題に

対するそれぞれの案を持ち寄って一つの発表スライドを作り、これまでの自分だったら「これ

で完成」と思っていたであろうというところまで仕上がっていた。それにも関わらず、話し合

いは難航した。誤解をおそれずあえて抽象的な表現で述べると、メンバーの総意が一つに定ま

っていなかったのが原因である。どのような体でプレゼンテーションに臨むのか、メンバーの

思いにそれぞれずれがあったのだ。このことはやはり第三者の意見をもとに気づくことができ

た。ある技術の応用例を提案する課題が与えられたので、思いつくだけ提案して、プレゼンテ

ーションを単なる作業として終えようという立場の者もあれば、開発者の方々をあっと驚かせ

るような質の高い提案にこだわる者もいた。我々は具体的な提案について意見を出す前に、ど

ういう体でプレゼンテーションに臨むのか、まで立ち返って話し合いを始めることにした。企

業の開発者の方々はその企業にとっての利益となるかも分からないのに、我々学生相手に時間

を割いてくださっているのだから、我々の提案に妥協など許されるはずもなく、真摯な態度で

自信のある提案をプレゼンテーションさせていただこう、という体でメンバーの総意は一致し

た。その先の話し合いに大きな難はなかったように思う。結果的に、開発者の方々は面白がっ

てくださった様子で、発表後にわざわざ話しかけてくださり、実際にその技術を使っている様

子を見せて説明してくださった。現在の使い方と私たちの案を結合させてより良いサービスを

提供できるのではないか、ということまでおっしゃってくださった。もともとグループワーク

という類のものが好きではなかった私であったが、この経験を通して、まとめることの難しさ

を再認識するとともに、集団であることの強さを知った。実際に使用したスライドは、当初予

定していたものより簡易な形になった。やはり、伝えたいことを明確にするためには余計な情

報があってはならず、スライドの細部にこだわるよりも、何を伝えたいのか、をはっきりと浮

き上がらせるようなプレゼンテーションにしなければならないのだ。勿論、スライドの細部に

も注意の行き届いたものを仕上げるのが理想的であるので、そこまでのものをプレゼンテーシ

ョンできなかったことは、大いに反省すべき点である。このことは、完全に準備不足に由来し

ていると行っても過言ではない。 

 最後に訪れた企業であるORIGINATEでは、我々が学生だからといって甘くお世辞でも言っ

ておこうなどという雰囲気は、技術者の方には一切なく、我々のアイデアに対して真剣に問題

点を指摘してくださった。インターン生として、こんなにも喜ばしいことがあるだろうか。ま

た、オフィスの真横の会場を使用していたせいか、話をしてくださった方々は、通常の仕事を

しているときのスピード感のまま現れてお話をしてたちまち去っていく、と言った印象を受け

た。現場にいる人間の生のスピードを感じることができたことは、海外で働くとことを考える

上でとても参考になることだと思う。 

 以上に述べたように、プレゼンテーションをする際に、本当に問題にすべきは英語ではなく、

何を伝えたいかである。キャリアについて考える際も、超えなければならない本当の壁は英語

ではなく、人と人が織りなす文化の中で生きることを理解することなのだと思う。私はそれら

の当たり前かもしれないことに気づき、それに向かう姿勢を持つことができた。これが、この

研修による私の意識変革であろう。 
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平成 24 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   修士 1年  

 

          参 加 者 氏         江口 大地      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  2012年 11月 4日（日）～ 2012年 11月 11日（日） 

３ 研修地  アメリカ, シリコンバレー周辺 

４ 訪問先 
Plug and Play Tech Center, Bio Curious, Stanford Unuversity, Fuji Xerox 

Palo Alto Laboratory, Fujitsu America, Evernote, Originate, 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。） 

 私が今回の海外インターンシップ体験を通して多くのことを経験し, そこから様々な成果を得る事がで

きた。その中で「Stanford University, UC berkley」, 「訪問した企業」, 「インターンシッププログラム

全体」から得られた成果をそれぞれ報告する。 

 

○ Stanford University, UC berkley 

 Stanford Universityや UC Berkleyで海外の研究室を訪問できたことは大きな経験となった。ここから

得られた成果としては 3つある。 

 1つめはメールを送ることに対する敷居が下がったことである。研究室訪問はアポイントメールを送ると

ころから始まる。興味のある研究室の教授にメールを送り, 時間・場所を設定するという流れである。今ま

でこのようなことを日本語でもしたことが無かったので貴重な経験となった。アポイントメールを送る前

は, 日本の院生からのアポイントメールなんて相手にしないと思っていたが, 実際は無視することはなく

すべて丁寧に返信が来たことにまず驚いた。この経験を通してメールを送ることに対する敷居が下がった。

今までは論文を読んでいて載っていないことに関してどうすることもできなかったが, この経験を通して

メールを送って直接聞けば答えてくれるのではないかという考え方にシフトしたことは大きな変化であ

る。 

 2つめは Stanford Universityの学生とのディスカッションである。私は本学で色素増感太陽電池の研究

をおこなっている。Stanford University の色素増感太陽電池の研究をしているMcGehee教授にアポイン

トメールを送ったところ, もしかしたら予定が入るかもしれないから替わりにポスドクに会ったらどうか

と提案があった。そのポスドクは私が扱っている BODIPYという化合物に興味を持っていたのでセミナー

をしてくれないかと依頼され, 承諾した。私はこのセミナーに臨むにあたって意識していたことがあった。

それはNatureや Science, JACSといった雑誌で論文を出している研究室と, 私の所属している研究室でど

こがちがうのかということである。約 1 時間という短い時間ではあったが興味・関心の持ち方が私の研究

室と大きく違うのではないかと感じた。私のセミナーにはその研究室のポスドクが 5 人も参加した。参加

したポスドクは私から何か吸収するという強い姿勢が感じられた。このような姿勢は私の研究室には無い

ものである。そして, 一度ポスドク間でディスカッションが始まれば白熱した。この何にでも興味をもつこ

と, しっかりとディスカッションをすることが, 研究室のアクティビティーに影響を及ぼす一つの原因で

はないかと考えた。同じ時間研究をするなら質の高い研究をしたいと私は常に考えているので, このセミナ

ーをして得られた興味を持つ, ディスカッションをするということを私の研究室でもおこない還元をして

いきたい。 
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 3つめは, 海外の大学の研究環境を実際に見れたことである。私は海外の研究室に対して設備がすごく整

っていると印象を持っていた。しかし, UC Berkleyの Nature, Science, JACSといった雑誌に論文を出し

ている Raymond研究室を訪れ, 日本人のポスドクに研究室見学をさせてもらい, その印象は変わった。そ

の人は研究環境に関していえば日本の方が研究しやすいと言っていた。実際に研究室にある設備を見せて

もらったが私の研究室に無いすごい装置があるわけでもなく, あるものは私の研究室にあるものと何ら変

わりは無かった。それでは日本とアメリカの研究室で何が違うのかというと, やはりそこにいる人が違うと

いうことだということをおっしゃっていた。研究室のアクティビティーは設備に起因するにでななく, 人で

あることを改めて認識した。 

 

○ 訪問した企業 

 シリコンバレーにある Plug & play, Fujitsu America, Fujixerox palo alto (FXPAL), Evernote といった

企業に行き, 会社の雰囲気, キャリアの話を聞けたことも貴重な経験となった。いろいろな方のキャリアを

聞いて, 特に印象に残っているのは Evernote の近藤さんのお話である。近藤さんは東京大学を卒業後, 

Stanford university に行き, 現在 Evernote で働いている。私は, 他にも大学がある中でなぜ Stanford を

選んだのかを聞いたところ, 「始めて Stanford に来たとき, ここは来ないとダメだ」と答えて下さった。

進路について私は明確なビジョンを持ち選択するべきだと考えていたが, 直感を信じるということも選択

肢の一つであることを生で聞くことができ将来の進路を考えるうえで選択肢が広がった。 

 

○ インターンシップ全体を通して 

 またこのインターンシップを通して英語に対する障壁が少なくなったことも成果の一つである。このイ

ンターンシップに組み込まれているプレゼンは原則英語でおこなう。その中で Evernoteでのプレゼンを私

はあえて日本語でおこなった。その理由として, 今まで普段使っていない英語で 4 回プレゼンをしたので, 

ここでいつも使っている日本語でプレゼンをしたらどうなるのかを試すためだ。予想としてスムーズにプ

レゼンをできると思っていた。しかし実際におこなってみると予想とは異なる結果となった。日本語でお

こなったとしてもスムーズにはいかなかった。ここから得られた成果としてプレゼンにおいて言語はそこ

まで重要ではなく, むしろプレゼンの準備の方がはるかに重要であるということを実感できた。 

 そして, インターンシップ体験中で同じ部屋に泊まっていた後藤くんが「英語はお金と似ている」と面白

い喩えを言った。日常生活を送る上で最低限のお金があれば生きていくことができ, あればあるだけ生活は

豊かになる。英語もこれと同様で最低限の英語力さえあればコミュニケーションをとる事ができ, あればあ

るだけより良いコニュニケーションを築く事ができる。英語が完璧にできた方がいいが, 完璧でなくても海

外でコミュニケーションをとることができることを体感できたことは英語に対する障壁が少なくなった。 

 私はこのインターンシップに参加するにあたって, 与えられた責任とおこないたいことを両立させるた

めに必要なことも学べた。私は現在, 企業と共同で研究をおこなっている。そのためインターンシップで 1

週間実験をしないということはそれだけ研究が止まってしまうということを意味する。企業へのサンプル

提出の期限が迫ってきている中で 1 週間実験をしないということは大きな時間的ロスである。一時はサン

プル提出の目処が全く立たなかったので, インターンシップへの参加を辞退を考えた。しかし, 海外インタ

ーンシップ参加への思いが強かったのでどのようにすればいいのかを模索した。まず, 時間的ロスをカバー

するために休日返上で教授の許可の下, 実験をおこなった。さらに, ただ闇雲に実験をするのではなく明確

な目標を持ち, 確実にその目標を達成できるように工夫した。具体的に, インターンシップに参加するまで

に A という化合物まで合成すると設定し, それを達成するには時間を逆算し今何をするべきかを常に私自

身に問いかけ効率的に研究をおこなうことができた。このように与えられた責任とおこないたいことを両

立させるにはどのようにすればいいのかを経験できたことは今後, 社会に出てからも生かすことができる

と考えている。 

 

上記のようにインターンシップを通して実に多くのことを学んだ。この経験は普段日常生活を送るうえ

では決して体験することができないものばかりである。ここで得られた経験を今後の進路選択に生かし

ていきたいと考えている。 
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    理工学研究科    数理科学  専攻   （○B ・M） ４  年  

 

            参 加 者 氏 名        後藤 歩    印 

                        

指導教員所属氏名    服部 久美子     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2012年 11月 4日（日）～ 2012年 11月 11日（日） 

３ 研修地 アメリカ，カリフォルニア，サンフランシスコ 

４ 訪問先 

Stanford University、University of California Berkeley (UCB)、Plug and 

Play Tech Center、BioCurious、FujiXeroxPalo Alto Lab (FXPAL)、Fujitsu 

Management Services of America(FMSA)、Evernote、Originate 

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。） 

  

○英語に対する認識 

インターンシップに行く前までは英語を話せるようになることが個人としての一つの

目的であった。しかし、あちらでの経験を経て、英語を話せるようになっていろいろ

な人とコミニュケーションを取れるようになりたいと思った。 

○チャレンジ精神 

サンフランシスコのベンチャービジネスに携わる人たちと交流して、挑戦し続ける人

の大切さを知った。この精神を日本の自分の周りの環境対しても持ち続けたいと思う。 

○知ることの大切さ 

まず始めに自分を知る。そして、相手を知る。この 2 つがあって初めてしっかりとし

たコミュニケーションを取ることができる。自分を知る上では、弱さも強さもしっか

りを理解すべきであると思う。相手を理解する上では、ニーズや志をしっかり取り介

すべきであると思う。 

○全体を通して思ったこと 

まず、積極的に何に対しても取り組んでいかなければ損をすると思う。積極的に関わ

り一生懸命取り組めば、例え失敗しても、必ず何か得る物があると思う。プレゼンを

がんばって作って、失敗してもそこで終わらず、何が原因で失敗したかまで一生懸命

考え、改善していけばよいと思う。そして、なにか取り組むためには普段から待ちの

姿勢でいてはならないと思う。物事を行うときだけ積極的になるのではなく、何もな

いときは積極的にやれる物事を探す姿勢もまた大切だと思った。 

また、やりたいことを追い続けることは大変であるが、そういうことを本気で追求し

ていくことができている人はとっても人生が充実しているように感じられた。 
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    理工学研究科  電気電子工学 専攻   M 1  年  

 

            参 加 者 氏 名      芝崎 翔悟     印 

                        

指導教員所属氏名     奥村 次徳     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2012年 11月 4日（日）～ 2012年 11月 11日（日） 

３ 研修地 サンフランシスコ 

４ 訪問先 
Plug and play tech center, biocurious, Stanford Univ., FXPal, Fujitsu 

America, evernote, Originate, U.C.Berkley 

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。） 

 今回は個人的に2つの目的でこの海外インターンシップに参加しました。1つ目は単純に「海

外」に行くとはどんなものなのか知るため、もう 1 つは自分の今後のキャリアを考えるため

です。 

 1 つ目の海外に行くとはどんなものなのかというのも、僕自身海外に行ったことがなく、1

度は海外に行ってみたいと思っていたからです。実際サンフランシスコ空港に着いたとき、空

気に違いを体全体で感じることができました。また、道路の広さや走っているトラクターの形

が日本とは大きく異なっていたり、レストランやホテルのチップ、ファーストフード店の注文

方法が違うなど、今まで経験したことのなかったことをたくさん経験することができました。

特に強く感じたのは、道行く人とのコミュニケーションです。日本では店で隣になった人や店

員などと親しく話をすることはほとんどありません。しかし今回行ったレストランや同じホテ

ルに泊まっていた別の客など、目が合うと必ず笑顔を向けてくれるし、店員も接客してくれて

いるときに「どこから来たの？」のように気さくに話しかけてくれました。日本は親切で温か

い国、アメリカは冷たいというイメージがありましたが、今回の旅でその印象は好転したよう

に思います。また海外に、今度はまた別の国に行ってみようという気持ちになることができま

した。 

 2つ目の目的、自分のキャリアについて真剣に考える機会がほしいと思っていたことについ

て、僕は電気電子工学の大学院に進学しましたが、先輩が多く就職しているメーカーや研究機

関には正直興味が持てないでいました。しかし同期の友人たちもメーカー志望が多く、周りに

合わせた方が良いのかと悩んでいました。そこで今回のインターンシップで、企業で、しかも

海外で働くとはどんなものなのだろうという漠然とした問いを持って参加しました。様々な場

所に行きたくさんの企業の役員や大学教授とお会いしてきましたが、とても寛容な人が多く僕

たち学生の話を真剣に聞いてフィードバックしてくれて、今後を考えるうえで重要になるであ

ろう話をしてくれました。それだけで意義のある訪問になったのですが、現在行なっている研

究や会社経営を説明しているときの楽しそうな顔が僕は忘れられません。自分のやっているこ

とが楽しくて、かつ自信を持って取り組んでいるんだということがひしひしと伝わってきまし

た。これがきっと僕が感じたかったことで、好きなことを仕事にするということは本当に 
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            参 加 者 氏 名  芝崎 翔悟         

                      

        

素晴らしいことだと思いました。もちろん日本にも自分の仕事に誇りを持っている方は多いと

思いますが、現在の研究室やすでに就職した友人の話を聞く限りではそうゆう人は少ないよう

に思います。今回の訪問を通じて、僕も自信を持って好きな仕事をしたいという気持ちが強く

なり、自分の人生(就職)を周りの仲間に合わせる必要はないという確信を得られました。今後

は自分の好きなことを見つめ直し、自信を持って誰かに語れる仕事に就きたいと強く思いまし

た。 

今回のインターンでは全員初めて会う仲間と、初めて行く海外で不安だらけでしたが、実際

に行ってみると良い出会いと良い経験ばかりでした。このような経験もできたのも、一緒に参

加した仲間たち、引率していただいたインターン企画会社の方々、サポートしていただいた大

学職員の方々のおかげです。この場を借りて感謝を申し上げます。本当にありがとうございま

した。 
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    都市環境科学研究科 分子応用化学域   修士 1  年  

 

            参 加 者 氏 名  山口 翔平         印 

                        

    指導教員所属氏名 川上 浩良         印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2012年 11月 4日（日）～ 2012年 11月 11日（日） 

３ 研修地  サンフランシスコ/シリコンバレー周辺 

４ 訪問先 
Plug & Play, Bio Curious, Stanford University, FXPAL, Fujitsu America,  

Evernote, Originate, UC Berkeley etc… 

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日目 

サンフランシスコ市内散策 

店の注文などで軽い英語の鍛錬を行った。 

 

2日目 

Plug & Play 

英語での自己紹介(2分間) 

企業及び大学において、以下に限られた時間で自分自身/研究内容を伝えるか、興味を持ってもらえる

かが非常に重要であることを痛感し、伝わる自己紹介を目指してプレゼン作成を行った。ここで、今

後多くの企業/研究室をめぐる上で必要最低限の自己紹介の作法を学んだ。 

 

Bio Curious 

ラボ見学＆研究報告会への参加 

普段は大学/企業の人間がアフターシックスでバイオテクノロジーを学ぶ場であり、シリコンバレーの

人間の広い興味と好奇心を見せつけられた。研究報告会では、午前中に行った自己紹介を再び行う機

会があり、反省を活かした自己紹介を行えた。 

 

3日目 

Stanford University 

研究室訪問/Stanford で学ぶ日本人との会談 

自身で事前にアポイントメントをとった教授に対して英語での研究内容のプレゼンを行い、意

見をいただいた。始めに訪問した Eric. T Kool 氏は、15分という短い時間であったが、研究

内容を真剣に聞いていただき、いくつかの鋭い指摘をいただいた。また、彼らの研究内容の説

明及び質問に対する解答をいただいた。その後、研究室のポスドクである岡田氏を紹介してい

ただき、お昼に会談していただくことになった。 
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続いて、Jayakumar Rajadas氏の研究室を訪問し、研究発表及びディスカッションを行った。 

Rajadas 氏は私の研究を高く評価してくださり、彼の研究室へのオファーをいただいた。とてもありが

たいことで、是非、海外の大学で研究生活を行いたいと思ったが、二つ返事では返せないので、メールに

てやり取りを現在も行っているところである。修士卒業後、そちらで研究を行うことが可能かとの問いに

対して、OKはいただいている。 

 昼食時には、日本人ポスドクの岡田氏に、Stanfordに来ることを決意した動機や研究者としての在り方、

日本の大学との違いなどありがたいお話をうかがった。 

午後には、参加者の江口氏のアポイントメントに同行し、研究発表及びディスカッションに参加した。こ

のときのアメリカの学生の専門外の事柄に対しても興味を持ち、質問する姿から学ぶものがあった。 

 

4日目 

FXPAL/Fujitsu America 

FXPALの開発した新技術「EMMs」の応用提案のグループプレゼン(10分) 

EMMs というアプリケーションの応用を企画し、開発者の前でプレゼンを行った。その後、Lawrence A. 

Rowe氏のキャリア講演を聞き、研究者としての自身のキャリアを考える上でいい機会となった。 

Fujitsu America では、こちらで働く日本人から講演/質疑応答をいただき、日本とアメリカの違い、日本

人としてアメリカで活躍するためにはどうすればよいかなどの話をいただいた。 

 

5日目 

Evernote/Originate 

Evernote使い方の新提案のプレゼン(5分)/新しい iOSアプリの提案グループプレゼン(10分) 

Evernote の日本人社員に対して英語でプレゼンを行った。日本人相手ということで、前日の FXPAL の場

合と違った緊張感でプレゼンが行えた。印象に残ったのが、Evernote社員は自身が興味を持ったことには

積極的に議論を行うが、興味を持たなかった内容には全く質問をしなかったことである。それほどまでに、

商品に対する真摯な態度をもっているのだと感じた。Originateでは東京の学生ならではの iOSアプリの提

案を行った。内容自体は好感触であったが、実際作製する上で利益の出どころなどを一切考えていなかっ

たため、開発者と意見が食い違うといったことがあった。ここで、向こうの求めていたプレゼンとのギャ

ップに気づかされた。 

6日目 

UC Berkeley 

教授にはアポイントメントを取ることができなかったが、日本人ポスドク及び留学生とお話しする機会を

得ることができた。留学に至った経緯、UC Berkeley を選んだ理由、研究者としての今後のキャリア設計

などの話を伺った。日本人ポスドクの方には研究室を案内していただき、研究室の設備がこちらの大学よ

り劣っていることを教えていただいた。ではなぜ、研究の質/アクティビティがアメリカの大学の方が高い

のかという問いに、アメリカの大学が成果主義であるということ、設備ではなく人にお金をかけるという

ことと教えていただいた。彼は研究をするなら日本の方がしやすいと仰っていたが、一度こちらに来てス

ピード感のある研究に携わるのも大事ではないかと仰っていた。 
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    理工学研究科   物理学 専攻   （M） 2  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 2012年 11月 4日（日）～ 2012年 11月 11日（日） 

３ 研修地 サンフランシスコ（シリコンバレー近辺） 

４ 訪問先 

Stanford University、University of California Berkeley (UCB)、Plug and 

Play Tech Center、BioCurious、FujiXeroxPalo Alto Lab (FXPAL)、Fujitsu 

Management Services of America(FMSA)、Evernote、Originate 

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 4, 2012サンフラシスコ市街観光 

 一日目はアメリカの土地間を掴む為、サンフランシスコ市内観光をした。全体を３班に分け、個々のチ

ームで目的地、交通手段を決め行動した。私は３人班で行動し、フィッシャーマンズ・ワーフへタクシー

で移動した。タクシーの運転手がパキスタン人で訛りの強い英語ではあったが、タクシー内で話が盛り上

がり耳を慣らすには良い機会だった。フィッシャーマンズ・ワーフは日本でいうお祭りのような雰囲気で

陽気な音楽と人で溢れていた。現地の人曰く、休日はいつもこのような雰囲気らしく、サンフランシスコ

の文化なのかもしれない。また、夕食はタイ料理屋で時間を多めに取り、個々の研修における決意表明の

時間にあてられ、１週間の目的を再度確認できた時間であった。 

 

November 5, 2012 Plug and Play Tech Center、BioCurious 

 二日目は Plug and Play Tech Center、BioCuriousの二社を訪問した。この日の全体の目的は「人を見る」

であった。Plug and Play Tech Center では、職員の方に館内案内と簡単なプレゼン、現地で働く日本人３名に

キャリアパスの英語プレゼン、そして２分間で参加者各々の自己紹介プレゼンを現地で働く日本人の方に

向け発表した。少なくとも私の知る限り、日本には Plug and Play Tech Center のような施設はなく、日本と

の大きな違いは他領域間での交流が密に行われていることであった。日本は領域内の交流（E.X.物理、理工

系）は比較的密に行われていると思うが、ここでは全くの異業種の人同士がお互いのアイデアに対し意見

をぶつけ合う環境が整っていた。その後 BioCurious というバイオ系の実験を行っている施設を訪問した。

ここで活動する人々は皆本業を別に持っており、ボランティアで活動していた。キックスタートで活動資

金を 3500ドル集め、エンジニア達は「ソフトウェアの次はバイオ」と考え目を輝かせながら活動していた。

投資家が魅力的な事業であると判断すればお金が集まり、変化の激しいシリコンバレーを象徴していると

感じた。 
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November 6, 2012 Stanford University 

 三日目は Stanford Universityを訪問した。個々が事前にアポイントメントをとった研究室を訪れ、

お互いの研究内容について議論した。事前準備と主体性を最も発揮する機会であった。私は SLAC と

いうスタンフォード大学内にある放射光施設の研究者と議論する機会をいただいた。自分の考えを正

確に伝え、考えていることは伝えないとすぐに相手のペースになってしまうと感じた。 

 

November 7, 2012 FujiXeroxPalo Alto Lab (FXPAL)、Fujitsu Management Services of 

America(FMSA) 

 四日目は FXPAL、FMSAの二社を訪問した。FXPALでは事前に分けられた３チームで、FXPAL

で開発された新技術（特許済み）を使用者ベースの事業提案を英語で発表した。今までは個々の発表

だったが、初めてチームによる発表となり今まで何度も議論し熟考した内容だけにどの班も緊張度が

高かった。私たちは EMMsという未来型 QRコードのような技術を使用者ベースで発表した。案とし

て認められた部分もあったが、現存のものとの差別化等の面で指摘を受け、技術者ベースで作られた

ものを商業化に活かす難しさを痛感した。FMSAでは現地の日本人数名と外国人のキャリアパスを共

有したうえで、私たちが抱えるアメリカでのキャリアパスへの疑問に答えていただいた。最も印象的

だったことは、日本人は非常に高い技術を持っており何事にも確実であるが、アメリカ人と比べ自信

がなくスピード間に欠けるという点を指摘していただいた事だ。このことは私が去年今年と研修に参

加し感じたことを言葉で表現したものである。私も現在学校で研究している事、そしてこれからやり

遂げようを考えていることを自信を持って発言していく人になりたいと感じた。 

 

November 8, 2012 Evernote、Originate  

五日目は Evernote、Originateの二社を訪問した。Evernoteでは Evernoteに付け加えてほしい機

能などを日本人の社員の方に英語で個人プレゼンした。社員の方々は興味を持った内容には反応する

が、それ以外は常にスマートフォンをいじり聞く耳を持たないという態度だった。アメリカのスタイ

ルもしくはビジネスのスタイルなのかもしれない。また、Originateではチームプレゼンで教育のため

の iOSアプリを社員の方々に提案した。皆、連日続く濃い研修内容と睡眠不足から疲れがピークに達

していたが、研修最後のプレゼンだったので英語にも慣れ、皆真剣に提案を伝えた。社員の方も真剣

に耳を傾けていただきフィードバックの際にはとても話が盛り上がる場面が何度も見られ、内容にか

かわらず全力で伝える気持ちの大切さを感じた。 

 

November 9, 2012 University of California Berkeley (UCB) 

６日目はUniversity of California Berkeley (UCB)を訪れ、研修最終日でもあった。私は個人的に

教授とアポイントメントが取れなかった為、アポイントメントを取ることが出来た参加者に同行した。

故に一歩引いた目線から話を聞くことができ、訪問先の研究室のポスドクが技術の話を面白く楽しそ

うに伝える姿に理系の真の姿を感じた。 
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