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    都市環境科学研究科 都市システム科学域    M１  年  

 

            参 加 者 氏 名    宮田 夏奈実      印 

                        

指導教員所属氏名    饗庭 伸        印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 USA カリフォルニア州 サンフランシスコ 

４ 訪問先 
Plug&play、Evernote、Fxpal、Originate 

Stanford 大学、UCB大学 

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。） 

【インターンシップ参加動機】 
 

 日本での働き方に疑問を抱いていたため、海外で働く日本人の働き方やアメリカの企業について知りた

かった。日本人として海外で働くことのメリットや強みなど。 

 世界経済を動かすアメリカにようやく興味を持ち始めた頃と重なったこともあるが、普段ボランティア

ばかりしている自分にとって欠けていたビジネス的な思考を得ようと思った。 

 今までボランティアやホームステイ、旅行などで海外に行く経験はあったが、他の形で海外に行ってみ

たくなった。研究を優先していたため、日本でインターンをする予定がなかったが、海外インターンの

本プログラムの中にはスタンフォード大学や UCB 大学の教授に自分でアポを取って会うことができる

という貴重な経験が得られると感じられた。 

 時代の流れとして、IT 系に進む人が多いと感じており、IT の世界的中心であるシリコンバレーでスタ

ートアップする人に興味があった。日本ではまだまだ遅れているスタートアップのような感覚自体を知

ることも必要であると感じていた。 

 自分の研究や将来の進路とは一見関係なさそうな IT 系企業がメインのプログラムとなっていたが、パ

ソコンの苦手な自分がどこまで適性があるのか、苦手なものの中でどこまで自分の持っている力・領域

を活かせるのか純粋に知りたくなった。 

 期間も短く、都市を見るプログラムではなかったため、自由時間は限られていたものの、アメリカの貧

富の差の大きさや都市の発展の仕方、暮らしを見る良い機会であると思った。 

 

【インターンシップを通して得られたもの】 

企業の方や個人の講演、プレゼンなどプログラムが盛りだくさんに組み込まれていたため、ひとつひと

つをこなしていく中で、企画側の狙いとは思えないビジネスに共通する姿勢というものを掴むことができ

たと感じた。 

ビジネスに共通する姿勢 

プレゼンをするとき、講演を聞くとき…講演者の経歴、企業が何の分野に長けており、なにが不足してい

るか、最近の動向としてコラボ先を事前に調べることからニーズを想定することで、より内容を深く理解

することができる。自分が無知であれば相手の説明のレベルを下げることになるが、逆に事前調べをする 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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ことで知っていることが多ければ初歩的なネットなどで調べられる程度の話を省くことができ、核心に迫

った内容から有効に時間を活用することができる。また、相手からの期待を裏切ることもなく、質問も考

えてからいくことができる。さらに対面する相手への敬意とも言えるが、自分自身が話を聞く姿勢や意欲

も高めることができる。同じ有限な時間の中でもその点を意識している者としていない者では同じ行為の

中で得られるものに幅が生まれる。 

 

養われるグローバルな視点で都市を見る力～一人では見えないもの～ 

 本プログラムにおいて、都市に関する内容は組み込まれていない。しかしながら、大学訪問を通して自

分の領域である教授に直接アポイントメントを取り、専門書の中の知識ではなく、海外の実践者と対話を

する機会が持てたことで得られたものがある。大学訪問では領域の関係から都市のメンバー３人でスタン

フォード大学と UCB大を回った。同じ都市の領域とは言えども、３人とも研究室は異なる。しかしながら、

都市の領域は問題が複雑に絡み合うものであり、アプローチの仕方が違うが同じ事象を扱うケースも少な

くない。それぞれが互いの研究について自己紹介プレゼンで研究内容などについて知っていたこともある

が、事前に打ち合わせをしてから訪問したことでタイムキープをしながら各々が聞きたいことを聞くこと

ができた。加えて違う視点から自分の研究やプロジェクトにも関連する話を聞くことができたのは一人で

は成立しないことであり、学ぶことの面白さであると改めて感じられ、随行の企業側からも評価してもら

えたところであると言える。そして、運良く首都大 OBが UCB大に留学しており、スタジオやプロジェクト

について学生目線で紹介してもらえたことも非常に役立ち、自分たちの力で企画することができたことに

自信を持てた。 

 そして、自分がこれまで大学院で関わってきたプロジェクトに関して、街歩きをした唯一自由行動の最

終日の中で、都市の生活者とふれあったとき、公共交通機関を利用するとき、公共施設や集積する民間の

商業施設を訪れたときなど、都市のメンバーと異なる視点から自分たちの研究やプロジェクトに活かせる

ものがないか共有できたことが非常に興味深かった。 

 さらに、都市の領域が本プログラムにおいて初めてであったこと、理系という括りの中で都市科学を理

解してもらうことの難しさを事前研修の段階から感じていたが、自分の研究が自分が思っていたよりも都

市の領域以外の人から興味を持ってもらえるということを感じることができた。それは単に日本の中でな

く、アメリカ人という別の文化を持った人にも伝わり、質問をしてもらえる発表ができたということも自

分の研究への意義や自信を得ることにつながった。 

 

言語と文化による違いを現す表現の仕方 

個人的に意識をしていたプレゼンの仕方。それはアメリカ人の方にされる時に日本人が苦手とするボデ

ィランゲージやスライドの使い方（可視化・ビジュアル化）のスキルを獲得するだけでなく、思いのほか

日本人である自分が英語でプレゼンをする際に学ぶことが非常に多かった。おそらく多くのビジネスで英

語を使う日本人もこの点に留意しているのではないかと思われる。私は英語の語学力の割に比較的英語を

コミュニケーションに使うことにはさほど苦手意識はないが、伝え方伝わり方について論理構成の段階で

意識させられる非常に良い機会となった。それと言うのも、日本語は言語の中でも複雑とされ、文法も英

語とは異なる最後に来る述語を聞くまで話を十分に理解できないハイコンテキストであり、講演者の言葉

を借りれば枝から幹を見るような細部を積み上げてから結論が後に来るプレゼンの論理構成をしがちであ

る。一方、多くの参加者が今回戸惑った点である英語のような主語の後にすぐ述語が来るようなローコン

テキストでは、幹から枝を見せるというように結論を先に出してから詳細に入るタイプが主流であり、そ

うでない発表では主旨を理解してもらうのに時間がかかるということが共通して見られた。このような違

いについては今まで海外ボランティアやホームステイ、旅行などからは得られなかったものであり、本プ

ログラムへの参加意義でもあると思えた。 
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            理工学 研究科  分子物質化学 専攻   （M）  １年  

 

            参 加 者 氏 名    高野 哲生      印 

                        

指導教員所属氏名    加藤 直       印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 USA サンフランシスコ周辺 

４ 訪問先  大学（スタンフォード、UCB）、企業（Evernoteなど） 

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プレゼン＞ 

 

私は Evernoteでのプレゼンの担当を任されていて、出国前にチームでディスカッションを何

度も重ね、最大限の準備をして実地研修に挑みました。しかし、そのプレゼンの発表前日の夜

にリバネスの方に指導を受けて、準備をしてきた全ての内容を変更することになりました。そ

して、いざ本番で Evernoteの方々の反応は悪く、直前に直す前のほうが良かったという結果

となりました。今回の研修で 1 番印象に残っているのは、この悔しさです。せっかく積み重

ねてきた自分たちのチームのプレゼンを信じ切れなかった。また、それを主張する力が足りな

かった。この 2 つが大きな反省点です。自分達が考えた案を発表していたら、どういうフィ

ードバックが頂けたのかと後悔しています。 

 

教訓 

「力不足を痛感。自分の意思を大事に、自信を持って行動しなければ後悔する。自分の失敗は

糧になるが、人任せにした失敗は後悔にしかならない。」 

 

その他 反省点→教訓 

・海外、睡眠時間が限られる中で、テンションを維持できなかった。 

→体力をつける、集団行動であっても自分の体調管理をしっかりと主張する。 

 

・英語を聞き取れなかった。 

→英語は聞き取りさえ出来れば、コミュニケーションを取ることが出来る。 

 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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      理工学研究科   分子物質化学専攻    （B・○M）1 年  

 

            参 加 者 氏 名      坂本 志乃     印 

                        

指導教員所属氏名     杉浦 健一     印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国 カリフォルニア州 

４ 訪問先 
 Plug&Play、Evernote、FxPal、Originate、スタンフォード大学、 

カリフォルニア大学 UCバークレー校  

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。） 

  

行ってよかったと強く思います。始めは課題の多さに驚きました。しかしそれは、初めて

取り組むようなプロジェクトで、どうしたらよいのか分からない点が多かったからであるこ

とが分かりました。そんな困っているときには、リバネスの上野さんがアドバイスをして下

さり、結果として、企業の方を前に発表できるような物をつくることができました。また、

大学を訪問する際も、リバネスの皆様と福田寺先生のサポートによって、有意義な体験にな

り、これから役に立つことがたくさん学べました。 

 

・企業に向けた製品アイディアの発表 

 

 アプリの開発、アイディアの提案、が課題として出されました。新しいものをゼロから考

えて、実現を視野に入れながら細かいところ考え抜くということが初めてで、とても良い経

験になりました。ブレインストーミングや話し合いによって、チームで様々なアイディアを

出すこと。チームで分担して、スライドをつくること。できたものを見て、もっとこうした

らいい、などと改良を重ねること。チーム以外の人からも意見をもらい、分かりやすく伝え

ることを心がけること。数週間に渡って、このような準備を行いました。発表は、研修中の

一週間で４つ。自己紹介が１つと、３つの企業での発表でした。このような短期間でこんな

に発表を行うことはなかなか無いのではないか、と思います。集中的にプレゼンを行い、他

者のプレゼンを見たことで、良いプレゼン、悪いプレゼンが分かり、今後参考にしていきた

いことも学ぶことができました。 

 

 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 

海外インターンシップ体験 
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・大学の研究室訪問 

 

 スタンフォードと UCバークレーの２校を訪ねました。それぞれの大学で、自分の研究内

容に関連する研究をされている教授、研究室のメンバーに連絡をし、会ってディスカッショ

ンを行うという課題でした。まず、知らない教授にメールを送って会う約束をするというこ

とがとても大きな壁でした。ふさわしい研究室や教授を探すこと、ふさわしいメールを送っ

てアポを取ること、実際に会って話すこと。どの教授に会いたいかを選ぶことが一つ目の難

関でしたが、たくさん調べものをするうちに慣れていき、リサーチする力がつきました。ま

た、メールを送っても返信がない場合などもありましたが、そこで落ち込んでしまわないで、

すぐ次のメールを送る、という強さも身につきました。実際に会って話したことで、自分の

研究に対するモチベーションが上がりました。また、このような世界のトップクラスの大学

の学生と話すことも、とても刺激的でした。彼らは勉強に本当に熱心に、またとても楽しそ

うに取り組んでおり、その姿勢は学ばなくてはと思いました。 
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           生物化学  研究科    分子物質化学専攻   （B・○M）   １年  

 

            参 加 者 氏 名   小林 香         印 

                        

指導教員所属氏名  廣田耕志          印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014 年 11 月 10 日（月）～ 2014 年 11 月 17 日（月） 

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 その周辺 

４ 訪問先 
Plug & Play 社,EVERNOTE 社,FXPAL 社,JN bioscience 社 , 

Stanford 大学, ,University of California Berkeley 校,ORIGINATE 社 

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。） 

  【企業訪問】 

 1. Plug & Play 社 

“シリコンバレーにおける起業のスタートアップと、その支援環境”について学ぶ 

３分間の英語による自己紹介プレゼンを実施した 

プレゼンを通して「自分をどれだけ魅力的にアピールできるか」が、とても難しく苦戦した。今の研

究で世界をどう変えることが出来るか…この問いに関して具体的に答える事が出来なかったが、自分

の考えを再確認することができたと同時に、更に魅力的な自己紹介を作り上げていきたいと強く感じ

た。 

 ２. JN bioscience 社 

鶴下様より、これまでの研究とビジネスに関わるお話、シリコンバレーでの

起業について説明して頂いた。化学専攻から研究者として活躍しておられ、

研究する楽しさを大切にしていこうと再認識できた。訪問する立場でありな

がら、下調べもせずにいた事は深く反省… 

 ３. EVERNOTE 社 

グループによる EVERNOTE 新規ターゲットを得るための提案  

日本語によるプレゼンを実施した 

良いプレゼン方法についてのアドバイスを頂いた。私たちのグループは「女

性をターゲットとした EVERNOTE Trip Right 版」を提案。実際に以前に

も検討された内容であったと知り、ビジネスにおけるアイディア出しのポイ

ントを学ぶことができた。 

 ４. FXPAL 社 

FACT を使った新しいアプリの提案 英語によるプレゼン 

EVERNOTE 社様からのアドバイスを基に良いプレゼンを意識したが、誰をタ−ゲットとし、どんな

分野に応用していく事が出来るのかといった、具体的な内容の説明が欠如していた。 

 ５. ORIGINATE 社 

研究に役立つ新しいアプリの提案 英語によるプレゼン 

普段バイオ研究をしている中で、あるといいな〜という思いからの提案。前向きな返答を頂き、引き

続き活動していくことを決め、アプリの立ち上げを目指している。 

 

※ 研修終了後、大学院 GP 事務（物理学科事務室 8 号館 222 室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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【大学・研究室訪問】 

アポイントメールを事前に送り、それぞれ１箇所ずつアポをとることが出来た。 

  〜Stanford 大学〜 

 自分の研究内容についてスライドを用いて説明し、DNA 修復経路との関係性について今後やるべき

実験内容など、アドバイスを頂いた。また関係する論文のデータを送って下るなど、親身になって対

応して下さった。 

   

        stanford 大学      Graciela Spivak lab            University of California Berkeley 

 〜University of California Berkeley 校〜 

 研究室に訪問し自分の研究内容を相手にわかりやすく伝えるためには、スライドや英語の文章を完璧

にしていくべきであった。今後様々な部分で重要となる点であり、とても貴重な体験であった。 

正しいデータであること、実験手法の原理を明確に伝えることの難しさを実感した。 

 【全体を通して】 

自分の研究についてアメリカの大学に訪問しディスカッションができる事に魅力を感じ、またビジネ

スとの繋がりについて視野を広げようと思い、このインターンの参加を決めました。 

１週間で様々な方と出会い、“研究＝ビジネス”の考え方を学ぶ事ができたと同時に、研究者として活

躍される方・シリコンバレーで起業された方による実体験を知り、行動力や考え方などの視点で多く

の刺激をもらいました。訪問先では普段の院生生活では体験できないことを実際に多く体験でき、今

の自分に足りないものにも気づく事ができました。アプリの提案は、社会における背景・問題を理解

することから始まり、実現に向けたビジネスモデルの提案にはまだまだ課題も多くありましたが、限

られた時間内で全力で挑む事の大切さを学びました。

これらは研究でのアイディア出し・研究の進め方の練

習にもなりました。普段の生活では全てにおいて常に

得られるものは必ずあり、それを次ぎに繋げていくか

は人それぞれ、その考え方や学んだ事を行動にしてい

く事で人生は素晴らしいものになって行くと考えてい

ます。 

同じ理系でありながら異なる分野であることから、ア

イディアを出し合う中で勉強となることも多く、また

研修中はメンバーとの結束力が日に日に増していくの

を実感していきました。こんなに素敵な仲間に出会え

た事も、とても大きな財産です。 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国カルフォルニア州 

４ 訪問先 
 Plug&Play, JNBioSciences, Stanford University, EVryPark, Evernote, 

Fxpal, Originate, University of California, 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。） 

＜１日目：市街観光＞ 

＜２日目：Plug&Play, JN Bio Sciences＞ 

Plug&Play にて「自分の研究でどのように世界を変えるか」というテーマで発表を行いました。私

の研究は、シダ植物の基礎研究のため、世界をどのように変えるかという大きなテーマで考えること

にまず苦戦しました。また、プレゼンを聞いて下さった方々は、生物の分野には詳しいわけではなく、

できるだけ質問や呼びかけをするなどの工夫をした発表を行ったのですが、興味をひきつけることが

できなかったため、少し残念に思いました。しかし、今後、自分の研究を専門外の人に話す時にどの

ように話せばいいかを考えるきっかけにつながりました。 

このインターンシッププログラムの初めてのプレゼンだったため、自分の研究を英語できちんと伝

えることができるかとても不安で、とても緊張してしまい、いつもはしないようなミスを多くしてし

まったので、事前の練習や準備の大切さを改めて感じた発表になりました。また、ベネッセを始めと

する日本企業の方々だったため、英語で答えづらい質問には日本語で答えることもできたので大丈夫

でしたが、他の企業プレゼンの時は、英語しか伝わらない方々もいるので、質疑応答まで視野にいれ 

た準備の必要性も感じました。 

＜３日目：Stanford University＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が一番心配していた Stanford universityの教授とディスカッションンを行う日でした。Stanford 

Universityでは私が専門にしているシダ植物を研究している教授がいなかったため、被子植物の化石 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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を専門にして研究を普段行っており、シダ植物の化石も少しだけ研究材料として扱っている Kevin 

Boyce 教授にディスカッションをお願いしていました。ディスカッションをする際に使用する資料を

作る際にも、前日の Plug&Playで発表した内容やプレゼンの仕方が生きてきました。また、リバネス

社長の丸さんが研究室訪問の際にご同行してくださる予定だったため、プレゼン資料を作る際のアド

バイスや助言をたくさん下さり、短い時間でしたがたくさん準備ができたので、研究室にはそこまで

緊張せずに訪問することができました。そのお陰か、拙い英語でしたが、Kevin Boyce 教授に研究内

容がきちんと伝わり、私の研究内容に対するアドバイスや参考になる論文を下さったりと、とても貴

重な経験ができました。私は英語に対しとても苦手意識を持っており、自ら英語で研究内容をディス

カッションをしようなど普段の生活では考えもしなかったので、教授とディスカッションはこのイン

ターンシッププログラムの中で１番不安でしたが、１番成長することができた体験になりました。 

 

＜４日目：Evernote, FxPal, 西城さん講演＞ 

 Evernoteでは、この海外インターンシップの中での初のグループプレゼンの日でした。プレゼン内

容は「どの企業やサービスと Evernote がコラボすれば、Evernote の新規登録者を増やすことができ

るか」というお題で行い、私のチームは「参考書と Evernoteのコラボ」を企画しました。自分たちで

は、いいアイデアだと思いプレゼンしましたが、やはり伝え方やどのようなサービスを具体的に行い

数量的にどの程度利用者が増えるかを伝えることができなかったなど、自分たちの未熟さを感じまし

た。Evernoteで働いてらっしゃる日本の社員さんお２人にプレゼンを聞いてもらい、適格なアドバイ

スや足りないものをすぐに見つけ、それを適切にわかりやすく伝える力に純粋に憧れました。シリコ

ンバレーという地の ITの最先端の企業で働いている社員さんたちと話すことができ、私もどのように

したら社員さんたちのようになれるかをとても考えさせられました。 

 また、夜に講演して下さった西城さんも、「YAMAHAを変えるために入社した」ということを堂々

とおっしゃるだけはあり、自己紹介程度の研究発表を行っても、すぐに問題点やアドバイス、そして

それらを分かりやすく伝えてくださり、とても憧れました。西城さんが今後行おうとしているプロジ

ェクトも、それは今の技術で可能なのかという私の疑問にも分かりやすく可能にする方法や必要性を

教えてくださり、自分で社会を引っ張っていくという強い意志を感じ、とても刺激になりました。 

 FxPalでは、「Fxpalのサービスの新しい使い方提案」を行いました。インターンシップ前に用意し

ていたプレゼン内容よりリバネスの方のご指導もあり現地でよい使い方が思いついたため、グループ

で徹夜をし完成させ発表を行いました。Fxpal の方によかったといってもらうことができ、プレゼン

をする相手を考えたプレゼンを意識するようになりました。 

 

＜５日目：University of California Berkeley, ORIGINATE＞ 

 UC バークレーでは、残念ながらアポイントが取れず、ノーベル医学賞を受賞された Randy 

Schekman 教授の研究室訪問に同行させて頂きました。同行するだけだからと気を抜いてついていっ

たため、自分の研究内容をうまく伝えることができず、また、適切な質問もできず、とても後悔しま

した。今までのインターンシップの中では、自分の英語力や対応力でなく、事前に準備していたので、

ある適度うまくいっていただけだと痛感しました。 

 そして私がグループ内で担当していたORIGINATEという企業のグループプレゼンも同じ日に行い

ました。お題は「新しい研究に使える・語学に役立つ・大学院生むけのアプリ提案」とのことですが、

グループレゼンの中で１番力を入れてきていたため、少しだけ自信がありました。「画像辞書」という

アプリを提案し、私だったら使いたいと思いながら提案したのですが、現地の企業で働いている人だ

と、５か国語も使える人もいたりと、日本人が英語を学ぶ時に生じる問題が通用するわけではないと

感じました。「プレゼンをする相手のことを考えて内容を考えプレゼンをする」という基本的なことが

できていなかったと、シリコンバレーという地で、身をもって感じさせられました。 

 

＜６日目：自由時間＞ 

 自由時間だったため、ゴールデンゲートブリッジに行きました。 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 カリフォルニア州シリコンバレー周辺 

４ 訪問先 
Plug & play Tech Center, Evernote, Fuji Xerox Palo Alto Lab (FXPAL), 

Stanford University, University of California Berkeley, 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。） 

 研修目的：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，実際に海外で活動する日

本人や現地の人材と交流することで，学生の意識改革を行い，学生の主体性を引き出す． 

 研修内容： 

(１)訪問先の企業から事前課題が課せられ，プレゼンテーションおよびディスカッションを行った．課題は

4~5人のグループで約３週間の準備期間で取り組みを行った． 

(２)スタンフォード大学，UCバークレー校の研究者に自らアポイントを取り，研究のディスカッションを

行った． 

 

(１)企業訪問 

Plug & Play Tech Center，Evernote, Originate, FAPALの４社を訪問した． 

 

<Plug & Play Tech Center>  

企業概要：IT ベンチャー企業の集積地のシリコンバレーにあるスタートアップ企業を支援する施設． 

課題：３分間で魅力的な自己紹介プレゼンテーションせよ．「研究テーマは何か？」「その研究でどのよう

に世界を変えようとしているか？」という点を盛り込め． 

成果：自分の研究を分野の違う人にわかりやすく説明し理解してもらうためには，まず自分の研究をもう

一度深く考え直す必要があった．自分の研究で世界を変えようと考えたことはなかったので，良い経験と

なった． 

 

<Fuji Xerox Palo Alto Lab>  

企業概要：FXPALとは Palo Altoにある Fuji Xeroxの研究所． 

課題：FXPALで研究、開発しているアプリケーションを使用した新しい利用法の提案． 

成果：私のグループでは，MANGA というアプリを使用した新しいメディアを創造するという提案を行っ

た．企業の立場に立ってアプリを考えることで，求められている製品を提案出来たので良い評価を頂けた．

今後も他分野の方々と関わる際には，まず相手のことを詳しく調査し，相手の立場に立つことが重要であ

ることが分かった． 

 

<Evernote> 

企業概要：ノートを取るように情報を蓄積するソフトウェアないしウェブサービスを提供する企業． 

課題：どのサービスと Evernote が連携すれば、もしくはどの企業と Evernote がコラボすれば、時間と手

間をかけずに、Evernoteの新規登録者をより多く獲得することができるか提案せよ． 

成果：参考書業界とコラボし，受験生向けのサービスを提案した．新規登録者獲得までの流れのロジック

の組み立て方を非常に学ぶことが出来た．  

海外インターンシップ体験 



平成 26 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      水野雄一朗      

                      

        

<Originate> 

企業概要：新しいアプリ開発を行うベンチャー企業． 

課題：新しい研究に使える・語学に役立つ・大学院生向けのアプリを提案せよ． 

成果：多言語翻訳を文字ではなく，絵で表示するという言語学習のためのアプリの提案を行った．言語学

習で苦労しているのは日本人的な発想であり，アメリカでは理解されなかった．これらより，文化の違い

を調査不足であり，相手の立場に立ってサービスを考えられなかったことが反省点である． 

 

 
Evernote社にて集合写真 

(１)大学訪問 

<スタンフォード大学> 

スタンフォード大学では私の研究分野に近い研究者の方は少なく，事前にアポイントが取れなかった．し

かし，研究分野近い研究室に当日直接訪問し，少しの時間を頂いて自分の研究プレゼンテーションとディ

スカッションを行うことが出来た．英語での研究ディスカッションは経験がなく，非常に緊張したが優し

く受け入れてもらえ自信をつけることが出来た． 

 

<UCバークレー校> 

UC バークレー校では３つの研究室を訪問することが出来た．２つの研究室は非常に研究分野の近い研究室

であったが，１つの研究室は異なる分野の研究を行っていた．訪問するにあたって，事前に研究者の方と

その方の研究を調べてため，有意義な時間を過ごすことが出来た．非常に大きな研究設備を持つ研究室で

あったため，実験器具などを多く見ることができ勉強になった． 

 

   

    (左)(中)Mervell nano Lab    (右)Chemical and Biomolecular Engineering Lab 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 サンフランシスコ サニーベール 

４ 訪問先 

企業訪問【Plug and Play Tech Center, Evernote, FXPAL, Originate】 

大学訪問【Stanford University, UCB.】 

講演【現地で活躍する日本人の方々】 

 

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。） 

  

5.1 訪問目的 

知見を広げるため、ITの最先端をゆく街にはどのような意思を持った人がいるのか現地に 

赴いて実際に見てみる。 

 

5.2 訪問先・内容 

企業訪問・プレゼンテーション 

・ Plug and Play Tech Center…個人プレゼン“Self-introduction” 

・ EVERNOTE…グループプレゼンテーション“EVERNOTE がどんな会社とパートナー

シップを締結するとどんな事業効果がたかまるか” 

・ FXPAL…グループプレゼンテーション“FXPAL で研究、開発している以下のアプリケ

ーションを使用した新しい利用法の発表” 

・ ORIGINETE…グループプレゼンテーション“新しい研究に使える or 語学に役立つ or

大学院生向けのアプリの提案” 

スタートアップとは何か、シリコンバレーの風土や文化、何故シリコンバレーは IT の

最先端をゆく場所なのか、なぜ人々はスタートアップとして挑戦するのかを学んだ。結

果としてシリコンバレーに来る人たちは情熱を持ち進んで挑戦する、世の中を変えたい

という気質を持った人が多いということを学んだ。その上で自分の研究でどのように世

界を変えたいのかをプレゼンテーションしたり、事前課題に基づくグループプレゼンテ

ーションを行った。グループプレゼンテーションでは企業側から高評価を頂くなどチー

ムで良い提案が出来た一方で、うまく伝えることができなかった提案もあったりと、 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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プレゼンテーション（伝えること）について学ぶ機会があった。 

 

大学訪問 

・ Stanford University…d.school 訪問 

・ UCB…Dor Abrahamson 准教授訪問 

d.schoolは経営から法律・情報技術など多様な学科の学生が集まりデザイン思考につい

て考えあう、講義のデザインを学ぶ場所である。d.schoolはアイディアを出すための設

備が充実しているだけでなく、アイディアを実際に形として起こすための設備も揃って

おり、イノベーションが生まれる環境が整備されている。また、UCB では教育心理学

を学ぶ Abrahamson 准教授を訪問し、私の研究を紹介した上で主に人の認知について

議論や特にアドバイスを頂いてきた。 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地   アメリカ カルフォルニア 

４ 訪問先 
 Plug&Play, JN BioSciences, Stanford University, Evernote, FxPAL,  

UC Berkley, 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。） 

  
① 企業訪問 

 (1) Evernote 

課題：どのサービスと Evernote が連携すれば、もしくはどの企業と Evernote がコラボすれば、時間

と手間をかけずに、Evernoteの新規登録者をより多く獲得することができるか。 

   【当日までの準備】 

まず、Evernoteの機能に慣れるため、各グループで情報共有用のノートを Evernote上に作り、実

際に使用して理解することから始めた。Evernoteの概念である『全てを記憶する』、『思考を助ける』

に基づき、毎週 3 日程グループの仲間と集まってアイデアの出し合いを行った。私は、どのような顧

客がより新規登録者を得やすく、固定客化に繋がるか考えた結果、『就活生』を顧客とした案を提案し

た。まず、Evernoteの顧客の大半はビジネスマンであるが、学生は Evernoteの利用が少ない。そこ

で、就活を控えた私達が Evernote を利用して効率良く就活できるのではないか、また就職した後も

ビジネス利用として Evernoteの顧客固定化につながるのではないかと考えた。 

そこで、私たちのグループはEvernoteを『就活』で活用する案に決定した。就活の問題点と、Evernote

とリクルート企業の提携で得られる利点を考えた。 

(i)Evernoteの全てを記憶した個人情報と、リクルートサイトのキュレーションシステムを組み合わ

せて企業のマッチングの正確性を向上させる。 

(ii)Evernote がスケジュールや地図、企業研究全てを記憶し、かつ就活生の思考(働きたい企業先の

選定)を助ける。 

  【現地での準備・発表】 

発表前日に、準備していたスライドのアドバイスを頂いた。しかし、Evernote に元々キュレーシ

ョンシステムがあることが分かり、自分たちのリサーチ不足が原因で再度一から考える事となった。

結果、Evernote のキュレーション機能とリクルートサイトの提携により、就活生の顧客を得るとい

う内容で発表を行った。Evernoteの方から頂いたアドバイスは、以下の通りである。 

    (i)日本に限らず世界において就職問題は大きいため、新規顧客対象として十分考えられる。しかし、

日本は新卒文化、アメリカは転職文化のため、日本視点の提案だと理解が得られにくい。 

    (ii)発表の仕方として、まず問題提起を先に明示すること。 

 (2) FxPAL 

課題：研究、開発している以下のアプリケーションを使用した新しい利用法の発表 
 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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   【当日までの準備】 

MANGA の機能面から、アイドルのビデオ作成や編集に MANGA を応用することを提案した。こ

の案は、身近な友人からのさりげない悩みからヒントを得たものである。具体的には、顔認識機能を

MANGA に付加することで、特定の人物の MANGA を作成することが可能になることを提案した。

具体的にどのように使用するのか、また市場の大きさや顧客の獲得数なども調査して予測した。 

  【現地での準備・発表】 

    現地では、いかに日本のオタク文化を知らない人に説得力を持って説明できるかが鍵だった。その

ため、スライドのデザインや発表内容の組み立てに何度も練り直し、発表も明るく大きな声でゆっく

り説明することを心掛けながらプレゼンテーションを行った。その結果、FxPALの方から面白いとの

声を頂きながらも、やはり日本のオタク文化を伝えきれなかったのではないかと考えた。 

 (3) Originate 

   課題：新しい研究に使える、語学に役立つ大学院生向けアプリの開発 

  【当日までの準備】 

    大学院生向けのアプリということで、普段困っていることを研究室の仲間に聞き込みをしたりし

た。しかし、調べてみると既にアプリ化されているものが多く、新しいアプリ内容を決める事が非常

に困難であった。出発一週間前にようやく決まったのが、声帯認証と声を認識して文書化するアプリ

を組み合わせた議事録アプリである。このアプリを使用することで、誰がどの発言をしたのか記録す

ることでアンケート調査やゼミの議事録に利用できると考えた。また、研究室に限らず、会社の会議

など汎用性が高いことをプレゼンテーションで主張する事にした。 

  【現地での準備・発表】 

     議事録アプリはインパクトが大きくないと考えたため、発表の仕方に工夫を持たせることが重要だ

と考え、劇のように会話を盛り込んだ発表形式に工夫した。発表後、Originate の方からは便利であ

ることは確かだが、他の手段となるアプリも多くあるため顧客の獲得にはまた一工夫必要であること

が指摘された。 

② 大学訪問 

 (1) Stanford University 

      アポイントメールを出した結果、3 人の教授と会うことが出来た。特に、同じ膜輸送関連で研究を

行っているゴルジ体輸送の Suzanne Pfeffer教授の話は大変興味深く、後日日本で開かれた日本分子

生物学会での教授の発表を聞きに行った。自分の研究を海外の違った視点を持つ人に話を聞いてもら

う経験は、研究分野に対して視野が非常に広がった良い経験になった。 

 (2) UC Berkley 

     ノーベル生理医学賞の Randy Schekman とお会いした。小胞体輸送の先駆者として、学生時代ど

のような学生で、どういった研究生活を送っていたのか気になったため質問できたのが大変貴重な経

験であった。 

 

③ まとめ 

    今回の海外インターンシップは、様々な理工学の学生と一つの課題に向けて取り組み、世界をリー

ドする企業の方にプレゼンテーションをするという大変刺激的な経験が出来た。このインターンシッ

プを通して、将来働くことに関して、日本だけでなく世界に目を向ける良いきっかけになった。特に

自分が変わったことは、積極的に何かに挑戦する力がついたことである。海外インターンシップで見

つけた課題を克服するために、また様々なことに挑戦していきたいと思う。 
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            参 加 者 氏 名     土 屋   亮    印 

                        

指導教員所属氏名     市 古 太 郎    印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地  アメリカ合衆国 サンフランシスコ・シリコンバレー近郊 

４ 訪問先  Stanford University, U.C.Barkley, Evernote, FxPal, Originate 他 

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） 

 今回の海外インターンシップに参加しなければ、日本で研究
生活を続けているだけであれば得られなかった知見をいくつ

か得ることができた。最も印象に残っていることを中心に以下

に記したい。 

 今回の研修で痛感させられたのは「語学力はあくまで副次的な

要素に過ぎず、重要なのは確かな専門性とコミュニケーション能

力である」ということだ。私は現在、大学院で都市防災および復

興まちづくりを専攻している。そうした経緯で、スタンフォード

大学や UCバークレーの地震研究室に赴き教授や学生と自身の、そ

して先方の研究についてのディスカッションを行った。しかしな

がら、こと自分の研究を伝えるということに関しては不完全燃焼

のうちに終わったという印象が強い。私は留学に行くにあたり

英語力の強化が必須であると考え、自分なりに準備をすすめて

きたつもりである。英会話のレッスンや NHKニュースの聞き取

り、自分のことを英語で話す・書く練習、単語力の増強などを

重点的に行なった。しかしいざ蓋を開けてみると、シリコンバ

レーの人たちは「自分の専門」に対する強い自負とアイデンテ

ィティを持っており、裏を返すとそれ以外にはあまり興味を示

さないということが分かった。そういった相手に対していかに

「自分の研究」に興味を持ってもらうか、相手に「プレゼント」

を提供できるかを考えた時、重要になってくるのは語学力以外

の要素である。考えてみれば当たり前のことであるが、シリコ

ンバレーの人たちを惹きつけるのはコンテンツ自体の「面白さ」

であり、日本人の「英語力」ではないことに気付かされた。こ

のことから、現在行っている研究室での活動を継続することはもちろん、さらにドライブをかけて世界中

どこへ行っても専門分野と言い切れるだけの活動にしていきたいとの思いを強くした。 

  

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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 他にも、シリコンバレーの人たちのオープンマインドぶ

り、失敗を恐れないどころか歓迎するかのようなチャレンジ

精神には大いに刺激を受けた。もちろん、起業家精神そのも

のは読書などを通じて学べる要素も多分にある。しかしなが

ら、現在進行形で実際に活躍しているアクターたちの言葉は

二次的情報によるそれらとはまた違った迫力と説得力があ

ったスタンフォード大学では学生たちと交流を深めること

もできた（写真）。そこで得た知己との関係はこれからも大

切にしていきたい。また、現地で知り合った人たちだけでな

く、今回のインターンシップに共に参加した首都大学東京の

仲間との出会いも印象的である。平素、他研究科や学域の学

生と交流する機会はさほど多くないものの、学内にも高い意

識と研究能力を持つ素晴らしい仲間がいることを実感でき

た。 

 今回のインターンシップをトータルで見れば、「できたこと」よりも「できなかったこと」のほうが多い。

しかし、その「できなかったこと」が今後自分が成長していくうえでの糧になるはずであるし、そこで感

じた悔しさが日本での活動における良いモチベーションとなっている。そういった良い「きっかけ」をこ

のインターンシップは多く与えてくれたと感じている。 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 サンフランシスコ 

４ 訪問先 
Plug and Play, JN BioScience, Stanford University, Evernote, FxPAL, 

University of California Berkeley, 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。） 

目的：『世界』を体感し、知ること。 

 

はじめに 

 シリコンバレーは、常に新しい企業が生まれては死んでいく場所であると聞いていた。実際に、あ

る企業の方は「くしゃみをしている間に勝負が決まる」と話していた。こんなにもスピードが強いら

れ、刻一刻と環境が変化する場所であるが、ここで戦っている人々は皆夢や目標を持ち、自由にはつ

らつと生活しているように感じた。国籍や年齢、バックグランドなども多様な方々から個性的なお話

を伺うことができた。本インターンシップでは企業だけでなく大学のラボを訪問する機会もあった。

事前に興味のあるラボにアポイントメントをとり先生方に研究の話を伺った。最先端の機械を使った

研究の話や、自分と同じ年代の人がどのような研究をしているか話を聞くことができた。各訪問先で

はそれぞれ課題を頂いており、それについてグループ若しくは個人のプレゼンテーションを行った。

以下に、訪問先ごとの報告を記す。 

 

〈企業〉 

・Plug and Play 

 上場前の企業や行政機関など多くの組織が一つのビル内にブースを構えている。Benesse の谷内さ

んのお話を聞き、海外での教育活動（教師としてではない）に興味を持った。私達学生は 3 分間の自

己紹介を行った。『言語の壁』を少しでも乗り越えるべく、わかりやすいスライドを作る工夫をした。 

・JN BioScience 

 京都大学で研究をしていた鶴下さんがシリコンバレーで起業するに至るまでのお話を聞いた。今回の

訪問先の中では唯一の『Biotech』であり、バイオ系は「ベイエリア」と呼ぶということや、バイオ業

界での D卒者の扱われ方や、バイオバブルの話など、ドクターの学生としては非常に関心のあるお話

であった。 

・Evernote 

 スタンフォードに留学し、Evernoteに自分を売り込みインターンシップ・就職に至った近藤さんの

お話を聞き、自分が納得のいく生き方をすることがとても楽しいことであると感じた。Evernoteでは

グループプレゼンを行った。私たちのグループは、「どのサービスと Evernoteが連携すれば、もしく 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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はどの企業と Evernote がコラボすれば、時間と手間をかけずに、Evernote の新規登録者をより多く

獲得することができるか」という課題に対し「Evernote Trip Light」という、旅×Evernoteかつ、女

性にターゲットをしぼった Evernote簡易版を提案した。以前に近藤さんも同じようなことを考えたこ

とがあるとおっしゃっていた。 

・FxPAL 

 富士ゼロックスのアメリカの研究所である。FxPALは現実とバーチャルのコラボレーションを目指

す企業である。私のグループは FxPAL が開発したアプリケーションである FACT の新たな使い方と

して「FACT STAND」を提案した。FACTは紙とコンピュータの融合を目指したものであり、小型カ

メラとプロジェクターを使い紙面に文字データを表示させタッチパネルのように操作するアプリであ

る。従来は紙→PC→紙の段取りで情報が処理されるが、私たちは紙面にデータを表示できる機能は字

や絵の練習に応用可能であると考え PC→紙→なぞる→PC という新たな使用法を発表した。子供の外

国文字の練習に使えそうという意見を頂いた。 

・Originate 

 アプリケーション開発を行う企業であり、社員は全員外国人であった。新たな研究向けのアプリケ

ーションを考える課題に対し、「細胞カウンター」アプリケーションを発案しグループプレゼンテーシ

ョンを行った。小型可動顕微鏡をインキュベータ内に設置し、目的シャーレ内の細胞数を自動カウン

トし、その細胞数に合わせて実験計画を管理するアプリケーションとして発表を行ったところ、「キッ

クスタートしよう」という有難いお言葉を頂いた。また、個別でプレゼンのコツなども教授頂いた。 

・Synberc 

 教育と研究を結び付け、成果を上げることを目的とした団体である。私はこの類のプロジェクトに

非常に興味がある。海外で教育・研究に携わる仕事をすることに関心を持つ機会になった。 

 

〈研究室訪問〉 

・Stanford University 

 Judith Frydman, Suzanne Pfeffer, Onn Brandmanの 3名の教授とディスカッションすることがで

きた。どの教授の研究も、私の研究と近い内容であり非常に有意義な時間をすごすことができた。教

授がアポイントメントの存在をお忘れだったり、自宅の食洗器が故障して訪問の時間が変更になるハ

プニングもあったが、ある意味良い経験ができた。Suzanne Pfeffer先生とは、後日横浜で開催された

分子生物学会で再会しお話することができた。この様な小さな繋がりを大切にしようと思う。 

・University of California Berkeley 

 Randy Schekman教授とお会いすることができた。先生は 2013年にノーベル生理学・医学賞を受

賞されており、今回お会いしさらに自分の研究の話を聞いて頂けたことは非常に嬉しいことであった。

先生がこれまでにたどってきた研究者人生のお話や、良い研究をするには常に周りと違うことをする

ことが大切であるというアドバイスを頂いた。 
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１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 サンフランシスコ（シリコンバレー近郊） 

４ 訪問先 

Stanford University, University of California Berkeley(UCB), Plug and Play 

Tech Center, JN Biosciences, Evernote, Fuji Xerox Palo Alto Lab(FXPAL), 

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。） 

 本研修には日々の研究生活から距離を置いて、今後のキャリアや研究の重要性を考え直すために参加し

た。本研修を通して、シリコンバレーでの働き方や起業の方法、大学の研究環境を知ることができただけ

でなく、英語での対話能力の重要性、効果的なプレゼンの方法や仲間とのアイデアの出し方（ブレイン・

ストーミング）やまとめ方など、将来企業で仕事をしていくうえで必要な技術を向上させる方法について

も考えることができた。本報告書では特に印象に残った訪問先と講演について記す。 

 

・ Plug and Play 

Plug and Playはシリコンバレーでのスタートアップ企業を支援する会社である。まず、この会社の方の

スピーチより、シリコンバレーでの起業について学んだ。シリコンバレーでの起業は一部が成功し、多く

は失敗する。しかし、多くの起業家は失敗を恐れず、たとえ失敗しても恥じることなく何度も挑戦してい

ることを知った。このような非常に意欲的な起業家が数多くシリコンバレーには存在しており、日本の企

業も見習わなければならないと感じた。実際に日本の大企業も新しいビジネスを模索してこの会社に人材

を派遣しているという事実も知った。 

多く起業家が活動するこの企業で、自己紹介プレゼンを英語で行った。日本語でも自己紹介プレゼンを

したことがないのに、英語で行わなければならないこの課題はとても困難で非常に緊張したが、効果的な

プレゼンをする際には視線や声をどこに向ければ良いのか、どういった点が企業の方によって評価される

かということを学んだ。 

 

・ Pixera 井手祐二さん講演 

本研修ではシリコンバレーで活躍している方の公演を聞く機会があり、その中でも特に印象に残ってい

る公演は Pixera Corporation社長の井出さんの公演である。井出さんは大学では電気電子を専攻し、東芝

で技術を身に着け、その後自分の技術力を生かしてシリコンバレーで起業された方である。海外から、技

術立国である日本の将来を心配し、いかにして技術を守りつつ開発していくかということについて日本の

企業や学生に助言をしているそうだ。 

私はエンジニアとして成功した井出さんを見習いたいと思う。まず、大学や企業で技術を身に着けるの

が大切だと確信した。また、イノベーションではプラス思考であること、仲間を持つことが重要であると

アドバイスを頂いた。 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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・ Stanford University 

本研修では事前に研究室の教授にメールでアポイントをとらなければならない。この経験を通じて、自

分に対して興味を持ってもらい、返信を促す英語でのメールの書き方を学んだ。 

訪問した研究室は Prof. Stacey F. Bentの電子デバイス関係の研究室で、ポスドクの方に研究と設備の紹

介をして頂いた。この時、私が一番大切にしていたことは学生になるべく多くの質問をするということで、

研究設備の詳細から普段の研究生活まで様々な質問を英語で行った。これに対して、学生は一生懸命答え

てくださったため、大部分は理解することができた。これにより、英語に対する恐怖感を払拭することが

できた。 

・ University of California Berkeley(UCB) 

UCB でも同様にワイヤレス通信の集積回路を設計する

Prof. Ali Niknejadの研究室を訪問し、研究室の学生とディ

スカッションを行った。ここでは、日本の研究室とは異なる

開放的な環境に興味を持った。Berkeley Wireless Research 

Centerに属する研究室は互いに共同研究を行っており、お互

いに絶えずディスカッションを行っている。特に、教授の部

屋がガラス張りでディスカッション用の部屋がたくさん用

意されているのが印象に残った。 

研究室訪問では、案内していただいた学生が普段実験を行

っているスペースを見せて頂いた。私と同じ電気電子を専攻

しているため、ディスカッションでは聞いたことがある専門

用語が多かったこともあり、ある程度相手の研究を理解することができた。しかし、普段学術論文を読ん

で、ある程度英語の専門用語を知っていたとしても、スピーキングの練習は全くしていないので、相手に

自分の研究の内容を伝えることは十分にはできなかった。今後は自分の研究を伝えるためのスピーキング

の練習をしていきたいと感じた。 

・ Originate 

Originate は他のベンチャー企業と協力しながらスマート

フォン向けの新しいアプリを開発するアメリカ企業である。 

この会社は常に新しいアプリのアイデアを必要としてい

るため、私たちは大学院生向けの新しいアプリを提案するこ

とを求められた。ただし、技術的に開発可能か、収益はどの

くらい得られるかということも考えるのが求められた。この

課題はグループワークの一つで、仲間とともにブレイン・ス

トーミングをしながら意見を集約して、アイデアをプレゼン

するのが要求された。そのなかで、論理的で分かりやすいプ

レゼンテーションをするための方法をリバネスの方に細かく指導して頂いた。 

普段の研究は主に個人作業であり、他者と共同で課題を解決しようとする機会はあまりない。しかし、

将来企業に就職したら共同で作業する場面が多くあるだけでなく、私の研究室では今後、他の研究室と共

同研究も開始するため、今回のように仲間とともに新しいアイデアや効果的なプレゼンを作り出すという

機会は今後役立つと予想される。 

 

以上のように大学や企業訪問、シリコンバレーで活躍している方の公演などを通じて、海外の企業で働

くということ、起業をするということ、外国の大学で学ぶということなど、普段の生活では考えられない

別の進路について考えることができた。また、英語の対話能力の必要性、仲間との意見の集約方法や効果

的なプレゼンを作る方法についても学ぶことができた。これらの経験を参考にして自己分析を行い、今後

の就職活動や研究生活に生かしていきたいと思う。 
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指導教員所属氏名  玉川 英則         印 

         

１ 参加研修名  海外インターンシップ体験 

２ 研修期間 2014年 11月 10日（月）～ 2014年 11月 17日（月） 

３ 研修地 カリフォルニア州サンフランシスコ／シリコンバレー近郊 

４ 訪問先 サンフランシスコ市内、EVERNOTE,FXPAL,PLAG＆PLAY等 

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。） 

  

シリコンバレーやサンフランシスコ近郊の EVERNOTE,FXPAL,PLAG＆PLAY 等の IT 企業を中

心に自己紹介や与えられた課題などを英語でプレゼンし、また日系企業を中心に講演などを聞いた。日本

ではなかなか出来ない体験ばかりで非常に有意義な時間を過ごす事ができた。そういった体験の中で自分

自身の英語力の不足に気づくこともでき、またプレゼンや自己表現においてわかりやすくより効果的に行

なう方法も学ぶ事が出来た。 

 

 ↑ジャッキーさんの講演の様子 

 

※ 研修終了後、大学院 GP事務（物理学科事務室 8号館 222室）阿部に提出すること。 

また、ファイル(ワードで)を t-abe @ phys.se.tmu.ac.jp (@の両側の空白はとる)に送ること。 
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  ↑EVERNOTE でのグループプレゼンの様子 

 

  ↑スケジュール表 
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