
2013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 : 理工学研究科推進室・首都大 GP 



参加の目的 
 主旨 
 海外で活動を行う日本人や現地の人材と交流する事で、 
 学生の意識改革を行い、学生に自主性を引き出す 
 
 参加目的 (自分たちの) 
• 英語の勉強 
• 外国人の考え方を知りたい 
• 外国へ行ってみたい 
• アメリカで成功している企業を見たい 
• 研究室の先輩に勧められて …など 



参加構成 

学生 (計 10名) 
理工学研究科 
• 物理 4名 
• 生命 1名 

 
都市環境科学研究科 
• 分子応用 2名 
 
システムデザイン研究科 
• 航空宇宙 １名 
• ヒューマン １名 
• インダス 1名 

スタッフ 
• リバネス 3 + 1 名 
• 首都大教員 1名 
• 学生TA 1名 
 
 同行者 
• 同志社大 2名 

 
 現地で出会った学生 
• 電通大 2名 
   



スケジュール 

• 1日目 

 到着, サンフランシスコ市内視察 

• 2日目 

 Plug and Play Tech Center 

 2min 自己紹介プレゼン  

 Evernote 

 グループ プレゼン大会 

 BEANS International 

 遠藤様講演 



スケジュール 

• 3日目 

 Fujitsu Management Services of America 

 現地で働く日本人社員の方とディスカッション 

  

 Fuji Xerox Palo Alto Laboratory 

 グループ プレゼン大会 

  

 春木 (FMSA President & CEO) 家 BBQ 



スケジュール 

• 4日目 
 Stanford University 
 研究室訪問・ディスカッション 

 
 NeuroSky  
 グループ プレゼン大会  
  (necomimi 争奪戦) 



スケジュール 

• 5日目 
 University of California, Berkeley 
 研究室訪問・ディスカッション 

 
 ORIGINATE  
 グループ プレゼン大会 



スケジュール 

• 6日目 
 Free Adventure 
 Napa ツアー 
  サンフランシスコ市内視察 
 

• 7日目 
 帰国 
  



参加してみて 

• 日本とアメリカのキャリア形成の違いを知った 
• アメリカの自由な雰囲気に驚いた 
• 自分をアピールする事の大切さを学んだ 
• プレゼンをするときのポイントを体験する事で
学ぶ事ができた 

• 人とのつながりの大切さを知った 
• 英語があまりできなくてもなんとかなった 



PlugandPlay Tech Center 

• インキュベーションセンター 

• 世界の企業・大学との強力なネットワーク 

• 創業して、投資家から資金を付け、ある程度
成長して、高く大手企業に売却する 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
250もの企業が集まる　日立・ドコモ大学国際的



研修内容 

• プレゼンターによる講演 

• Self-introduction 

• 施設見学 

 



プレゼンターの方々 

• Plug and Play の紹介 

• シリコンバレーでのビジネスの考え方 

• 現地で働く日本人からキャリアについて 



Self-introduction 

• 2分間で自分をアピールする 

ー 自分のエッセンスを抽出 



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⇒コミニュケーション 



企業訪問で得たもの 

• 自己紹介の準備で自分について見つめ直すことが

できた 

• ビジネスの場でのネットワークの重要さ 

• シリコンバレーは会社間の情報共有による効率的

なビジネス展開で世界の最先端に 



インターンシップ2日目 
11/5(火)午後3：00～ 



EVERNOTEについて 

• クラウドシステムを使ったノート 
• PC,スマートフォン、タブレットで共有 

 
• 株式未公開、100年継続する事業を目指す 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
時間や場所を問わず、どんなアイデアやひらめきを思い付いても、どんなことを体験しても、その時お持ちのデバイスで最も簡単な方法でそれを記録し、必要な時にその情報を簡単に探し出せる手だてをご提供することを目指しております。��テ キストやインクノートを作ったり、ホワイトボードやワインラベルのスナップショットを撮ったり、Webサイトをクリップしたり、Evernoteをお使い いただけば、生活の中やインターネット上の活動を切り取り、それをいつでもどこでも探し出すことができるようになります。Evernote は、本社を米国カリフォルニア州レッドウッドシティに構える株式未公開の独立法人です。Meritech Capital, CBC Capital, Sequoia Capital, Morgenthaler Ventures, DOCOMO Capitalなどからの投資を受けています。Evernote マネジメントチーム »



研修内容 

• 近藤さんに質問（EVERNOTEや入社のことなど） 
• 課題発表（EVERNOTEとのコラボ企業と製品） 
• 義手のデモ（粕谷、関） 

 
 



プレゼンテーション 
Bチーム：Graphisoftとコラボ 

Cチーム：初音ミクとコラボ 

Aチーム:日立とコラボ 

• EVERNOTEとのコラボ企業

と製品（具体的な連帯効果
を数字込みで！） 

• チームごとに課題発表 



EVERNOTEで学んだことのまとめ 

• コラボレーションによる相手企業側へのメリット、新たに生まれるものが重要 
• 米国大学院からインターンで就職するベンチャー企業とその特色 



遠藤吉紀様 講演 

2日目 

米)Beans International Corp社長。 
神奈川県出身。 
1988年に渡米。 
10年間の駐在員経験のあと独立して起業。 
シリコンバレーでは珍しい製造業に携わる
仕事を継続し現在に至る。 
趣味：サーフィンとアウトドア全般 



リラックスした雰囲気で行われた デモンストレーションをする人も 



得られた知識 

シリコンバレーエリアではソフトウェアとハードウェアの
合体が主流に 

日本の強みは町工場の様な職人的技術！シリコン
バレーにはない！ 
 

井戸端会議のように直接あって話すのが最速 

現状とこれからの予想など 



2013/11/6午前訪問 

FMSA：Fujitsu Management Service of America 



海外で活躍する日本人のお話を聞きました。 

• 10分で決めろ！ 
• 海外に思いを馳せ3年我慢 

海外へ派遣された理由 
 



• SPARC：プロセッサーCPUの1種：スパコン
「京」に採用されている。 

• MOOC：online動画を用いた新しい教材：
学校の概念を変える。 

世界に通用する研究 

 



• 日本での実績が通用しない・・・。 
• アメリカの就活は卒業後に実績を積ん
でから。 

• 退社したエンジニアが遊びに来る。 

日本との違い 
 



海外で活躍する日本人に聞いてみました。 

採用担当が人を見るときに最も大事にしている点は？ 

(大企業の中で)海外で働くにはどうすれば行けるのか？ 

• 会社とマッチングしているかを見極めている。 

• 会社内で常々アピールをする。実力をつけておく。 
• 海外で働くことを目標にするのではなく、 
  海外で働くことで世界一の研究をする、のような 
  手段の一部として考える。 
 

採用担当が人を見るときに最も大事にしている点は？ 

• 問題を明らかにして解決するプロセスを身に付けるの
が重要 

 



FXPAL 
3日目：第2訪問先 



FXPALとは? 
・親会社である富士ゼロックスにより 
 1995年に設立された先端的マルチメディア 
 研究所． 
 
以下の4つの領域での研究を行っている． 
・Multimedia System 
 －ビデオ検索，フォト管理等 
・Interactive Documents 
 －紙とメディアコンテンツの結合 
・Mixed Reality Spaces 
 －センサーを用いた現実拡張システム 
・Information Access 
 －会議等のエンタープライズ・ナレッジ検索 



与えられた課題 
1．簡易動画編集ツール”SHOW HOW”を使用した， 
  ビジネスモデルの提案． 
2．Bluetoothを用いた位置検出ツール”LoCo”を使用した， 
  ビジネスモデルの提案． 
 

・海外インターン初， 
 全て英語でのプレゼンテーション 
 
・英語での質疑応答等 
 



研修内容 
1．FXPAL社員による企業紹介 2．各チームによる事業提案 

3．研究デモストレーション 



事業提案内容 
Aチーム 
“LoCoを用いたビル内の商用 
・災害用位置検出システム” 
 
 
Bチーム 
“LoCoを用いた病院内の位置 
検出システム” 
 
 
Cチーム 
“Show Howを用いた動画用 
ボケて(bokete)” 



研究デモ&フリートーク 
デモ隊による研究のデモストレーション． 
自由に各自英語でFXPALの研究員と 
交流を持った． 



成果 
研究内容以外の英語でのプレゼン・質疑応答は 
初めてという人も多く，自らのプレゼンテーションに対し 
多くの課題の発見につながった． 
 
FXPAL研究員と交流する場が設けられ，自らの研究等に
ついての議論が行えた． 
 



STANFORD 
UNIVERSITY



4日目にしてまだまだ元気だった僕たち



研修内容

アポイントメントメール（事前）

研究室訪問（当日）



流れ

アポイントメントメールを英語で書い
て送る。　　　　　　　　　　　　　　

研究室を訪問し、英語で議論をする。



MEETING



独自研修

アメリカの大学の文化に触れる。



CULTURE









成果
英語でメールを送ることや議論するこ
とに対してのハードルが下がった。

海外の教授・ポスドク・学生と議論を
して新しい考えや知識を得られた。

アメリカの大学の文化に触れることが
できた。



インターンシップ 4日目 



Neuro Sky 

○脳波の解明・新アイテム（お
もちゃなど）を作っている 

○身体から発する電気信号
に順応する機械の構築 

○代表作：ネコミミ  



・伊藤さんによる企業紹介 

・研修内容 

 質疑応答 

・プレゼンテーション（英語） 
  質疑応答 



・プレゼンテーション 

課題：脳波を使った新アイテム 



学んだこと 
世の中に貢献できるアイテムを作る事 

魅力的・ビジネスチャンスにつながる 



11/8(金) 9:30～15:00 





研修内容 

興味がある研究室にアポイントメールを送る 

訪問先の時間、場所の決定 

研究室訪問（英語で研究のディスカッション
等） 



訪問先 (近藤) 

研究分野：超分子化学 

Professor Kenneth N. Raymond 

UC Berkeley College of Chemistry 

・研究室のメンバーとディスカ 
 ッションをさせてもらった。 



研修結果 

・多くの学生と研究のディスカッ 
 ションをし合った。 

・研究室のメンバーとランチ 

・PhDの福島さんとの談話 



成果 

・アポイントメントを取ることの抵抗が 
 小さくなった→行動力 

・プレゼンテーションの仕方を学んだ。 

・研究に対する姿勢に刺激を受けた。 

・海外の教授、PhD、学生と交流できた。 



2013.11.08 第5日目 最終訪問先 



１．日本人ゼロ 
純アメリカ企業のアメリカ人社員4人がディスカッションに参加 

２．ソフトウェアアプリケーション 
様々なソフトウェアアプリケーションの開発企業 

３．超都会 
サンフランシスコ市街にオフィスを構える 



Contents 

1．ORIGINATE社員による企業紹介 2．各チームビジネスアイデア提案 

3．研究紹介 



1．大学院向け（Aチーム） 
新しい論文検索システム． 

2．語学学習向け（Bチーム） 
ローカルエリアで語学学習に興味のある人
同士を結びつけ，語学学習の機会を創出し
てくれるサービス． 

3．研究向け（Cチーム） 
すれ違い通信を使った研究者間情報交換ツ
ール． 

Presentation 



1．How much? Who are competitor? 

2．新しいものに社員みなが興味津々 

3．各グループ気合いが入っていた! 

Point ! 
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