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海外インターンシップ概要 



参加者 
所属 学年 性別 

生命科学 M１ 女性 
生命科学 M２ 女性 
生命科学 D１ 女性 
都市システム科学域 M１ 女性 
都市システム科学域 M１ 女性 
都市システム科学域 M１ 女性 
都市システム科学域 M１ 男性 
化学 M１ 女性 
化学 M１ 男性 
分子物質科学 M１ 女性 
電気電子 M１ 男性 
システムデザイン M１ 男性 
経営システムデザイン M1 男性 
生命科学（TA） M２ 男性 

男女比 
男性…６人 
女性…８人 
合計…13人（＋TA１人） 

 
過去最多の 

女性の参加者数 
 



スケジュール 



High tech Incubator & Accelerator 

内容 
 ・Ms.Jackie講演 
 ・ベネッセ Mr.Yachi講演 
 ・リバネス講演 
 ・個人プレゼン（全員） 
   テーマ「私は研究で世界を変える」 



Ms.Jackie講演 
・スタートアップに必要なもの 
（チーム、商品、顧客、金、指導力、情熱、人材・・・） 
・企業家になる人間にはリスクを顧みないDNAがある。 



 

内容 
 ・近藤様講演 
 ・チームプレゼン（A/B/C) 
  課題「evernoteとコラボして欲しい企業と 
                 ビジネスアイデア」 
 
 

The workspace for your life's work 



近藤様講演 
・会社をつくるのが目的になったら本末転倒。起業は手段。 
・2つの軸で勝負する。 
 （プログラマー＋α、ドクター＋α ・・・・） 
 



Aチーム:えいようぶん 
「Evernote×就活」 
 
 
 
 
 
 
 
 
・Evernote上のデータから就活生の趣味・趣向を反映 
 した企業を紹介してくれるキュレーションシステムを提案 
・一定の手応えは得られたが、本題に入るまでの前 
 置きが長かったのが反省点である 



Bチーム:武士道 
「参考書会社とコラボ」 

ターゲット：問題集ユーザー（受験生） 
問題集出版とコラボし、問題集の間違った問題と散在している 
教科書、ノート、参考書が関連つけ、間違った問題のマスク機能 
で復習できる機能を提案 
 
・初めに本題を持ってくるスライド作りで無いとわかりにくい。 
・問題集の需要が明確で無く、響かなかった。 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
要望⑴学習出版社とのアライアンス⑵新たな機能（間違った問題の関連付けの機能）を追加



Cチーム：青組 
Evernote Trip Light－旅行会社とコラボ 
 

・女性をターゲット…Evernoteユーザーの２割 
・旅のしおりやアルバム、旅日記をEvernote 
 ひとつで作ることが出来る 
・旅仲間と共有でき、手書き感を残せる 
・ツアー申込特典…Evernote無料登録！ 
 

Evernoteno 
弱点とすでにある機能を
活かし、他のサービスと

の差別化を図った 



 



 課題：FxPalのソフトの新たな使い方を提案せよ 

 

 MANGA 
動画ファイルを読み込ま
せると映像を切り取って

漫画形式に 
自動変換するソフト 

FACT   

紙面に印刷された活字を
認識し、 

PCに取り込めるソフト 

http://www.fxpal.com/wp-content/uploads/2014/03/project-manga.jpg


A チーム  オッカケ漫画 
MANGAに顔認識機能を搭載。 
テレビ・PCの動画から、特定人物の漫画が簡単に制作でき
る 
 

Bチーム   吹き出し付き漫画 
吹き出し・効果音がつく、という機能を追加。 
ユーザーがより感情移入しやすくなる 
 

Cチーム  なぞり書きツール 
光で文字・絵を映し出す機能を搭載。 
なぞり書きができる 
 
 



FxPalの方７名を前に発表を行い、 
ディスカッションを行った 



成果 
・アイディアを出し合い、 
 考えることの面白さを知った 
 
・プレゼンテーションを行うことに 
 自信がついた 
 
・ディスカッションで 
 積極的に発言・質問することに
慣れた 



2014.11.14 第5日目 最終訪問先 



ORIGINATEとは 
様々なソフトウェアアプリケーションの開発企業 

場所 
サンフランシスコ市街・marketstreet 
 
特徴 
日本人は働いておらず、純アメリカ企業 

Our mission is to enable the world’s best software talent to solve the 
world’s most ambitious problems. 



Presentation 
研究に使える・語学に役立つ・大学院生向けのアプリの提案 



Presentation 研究に使える・語学に役立つ・大学院生向けのアプリの提案 
 

Ａチーム：議事録アプリ 

音声入力と声紋認証を合体した新しい議事録アプリ。
ミーティングの内容を簡単に記録するのが目的。 
ゼミなどで話した内容を簡単にチェックできる。 

アプリを開発するために、会社とコラボレーションをすべき、コネクションが重要 
Discussion 



Presentation 研究に使える・語学に役立つ・大学院生向けのアプリの提案 
 

Bチーム：画像辞書アプリ 
 

辞書の検索結果に 
画像も出てくる辞書アプリ。 
画像で検索結果が分かるため、 
イメージしやすく単語の使い方を理解しやすくする目的。 

日本では英語を使えない人が多いけれど、海外では何か国語も話せる人がい
る。日本と海外との問題は一致していない。 
 

Discussion 



Presentation 研究に使える・語学に役立つ・大学院生向けのアプリの提案 
 

Cチーム：細胞カウントアプリ 
 
 

細胞カウントアプリはできると思う。プレゼンは質疑応答が大切。 
 

Discussion 

シャーレ内で培養している細胞の写真データ
の取得・送信・管理をするアプリ。 
生化系班員の雑談から発案。 



• スタンフォード大学 
• カリフォルニア大学バークレー校（UCB） 

大学訪問 





当日までの流れ 

自分の関連分野や興味のある研究室を探す 
 

アポイントメールを英語で書いて送る 
 

Discussion準備 
 

研究室へ訪問・Discussion 

1か月前～ 
前日にアポとれた人も！ 



当日の様子 
建築物の 

見学 

自分の研究についてア
ドバイスを頂き、ディ
スカッションを行った 

研究内容の講義 

学生とフリー
トークの試み 



キャンパス内 



• アポイントメントをとることに抵抗が小さくなった 
• 海外の教授や学生と交流できた 
• 自分の研究のアドバイスを頂いた 
• 研究分野の視野が広がった 
• とにかく刺激を受けた 

成果 

自分の積極性が、 
自分の行動力に繋がる！ 



2014年海外インターンシップ報告会 2014/12/22 

UCB 
University of California,Barkeley 

DAY4 11/14 9:30~15:00 



研修内容 

UCBの教授を訪問してディスカッションする 

30 

事前にUCBの研究室にアポイントを取り訪問 

⇨訪問先の教授とディスカッション 



研修（池本の場合） 

31 

Associate Professor  
Dor Abrahamson 
（ドーラ・アブラハムソン） 
Embodied Design Research Laboratory 
（教育心理学） 

訪問先のアポイントが取れずに研修へ 
↓ 

二日前に訪問可能に（自宅へ招かれ
る） 
↓ 

自宅近くのカフェでディスカッション 



成果 
• アポ取りの際のメールのやり取り 

…行動力, 自信付く 
• 有名教授へ研究を紹介しディスカッション 

…研究への刺激,モチベーション向上 
• 英語での交流 

…表現力の無さ実感, 上手く伝えられなかったことに反省 

32 
写真：訪問先での写真例 



その他講演 



JN Bio Sciences 鶴下様  
日時：2014/11/11 
専攻：免疫学 

経歴：京都大学ウイルス研究所 
    →バイオベンチャー 

 抗体をヒトの治療薬とすることがゴール 

学んだこと 

 自分が悩んでも周りは
悩んでくれない 

 悩み過ぎると否定的な
理由ばかり浮かんでく
る 

 



Pixera Corporation  井手様  
日時：2014/11/11 
専攻：電気電子 
経歴：鹿児島大学工学部電気電子学科 
    → 東芝でビジコン家庭用ビデオカメラの開発 
    → Pixra Corporation 

学んだこと 

 仲間を作る 
 大きな夢と情熱を持って 
  行動する 
• プラス思考 



YAMAHA  西城様  
日時：2014/11/13 
専攻：情報通信 
経歴：YAMAHA発動機 

学んだこと 

 仕事はやりがい。 
 ポジティブシンキング 
 強みは最速で６０点をと

ること 
 アイデアをたくさん持ち、 
  人のアイデアを盗む 

 人のためになるプラットフォームを作りたい 



America 〜life ver.〜 

11/10〜13  
    Sunnyvale 
      14〜16  
    Sun Francisco 



町並み 

滞在期間中は全て晴れ☀ 
 
日中は長袖がちょうど良い 
 
 

気候 治安の様子・環境の違いを肌で実感 

まっすぐに続く道 
交通量も多く 
路面電車やバスが常に走る 
 

あちこちで見られる 
クリスマスの装飾 日本とは異なる建造物の違い 



交通手段 

  カルトレイン 
改札がなく、ホームと 
線路の区画がなく危機感がある 

    バート 
サンフランシスコ空港から市内移動に利用 
自転車やスーツケース用のスペ−スが 
確保されている 

   ウーバー 
スマホのアプリ機能を 
使ったタクシー 

サンフランシスコの 
シンボルでもケーブルカー 
人気のため行列 



Food   名物はもちろん！ 
     多国籍の料理を堪能しました！！ 

カリフォルニアロール 
クラムチャウダー 



観光 

リムジンに乗ってナパ地方へ 
   高級ワインに舌包み 

市内をサイクリング 



全体を通して... 

謝辞 
企画・サポートして下さった住吉先生・リバネスの皆様 

多くの企業関係者の皆様に感謝いたします 
 

ありがとうございました 
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