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まえがき
ELEP は九州大学工学部が部局で始めた最初の留学プログラムです。九州大学カリフ
ォルニアオフィスが九大生のための留学プログラムを実施してきた実績があり、工学部
（工学府）学生のための短期留学プログラムを加えて頂きました。このプログラムは 3
年目となり、今回は平成 27 年 2 月 21 日から 3 月 30 日の 5 週間の研修に 30 名の学生が
参加しました。本プログラムでは、サンノゼ州立大学付属 I-Gateways の英語研修に加
え、企業家やベンチャーキャピタルの方々の講義、スタンフォード大学やシリコンバレ
ーにあるハイテク企業等へのフィールドトリップに参加し、イノベーションの起きる仕
組みやアントレプレナーシップを学びました。サンノゼ州立大学の学生との
Conversation Club や交流パーティなどを通して、異文化交流と色々な人との国際コミ
ュニケーションスキルを身につける訓練を受けました。また、参加学生は全員が現地の
家庭にホームステイしましたので、毎日の会話を通して親睦を深めると共にコミュニケ
ーション能力が鍛えられたようです。
帰国後、4 月 10 日に報告会を実施しましたが、学生の変化と活発さには目を見張る
ものがありました。5 週間のサンノゼ・シリコンバレー研修でここまで変わるのかとい
う驚きがありました。参加学生による“Show & Tell” や“アイデアソン”の発表は素
晴らしかったです。イノベーションの片鱗が見えたようでした。この報告書を読んで居
られる方は、是非来年の報告会に参加して学生のイキイキとした発表を聞いてほしいと
思います。
このプログラムに参加した学生は、所属学科も学年も違います。男女入り交じり専門
や年齢層の違う学生、このような多様性のある学生の参加が、プログラムの付加的な効
果を引き出しています。これまでの ELEP 参加者と同様に、彼らは帰国後もお互いに深
い交流をもっているようです。また、ELEP に参加して得た感動と経験を、是非回りの
学生にも伝えて、影響を及ぼしてほしいと思います。
本プログラムを実施するにあたり、九州大学カリフォルニアオフィスの松尾所長の献
身的なご尽力がありました。また、同オフィスの池見さん、工学系国際交流支援室の水
谷さん、プログラム実施担当リーダーの後藤先生の熱い支援を頂きました。更に、工学
研究院長と学生支援機構の資金援助なしには実施不可能でした。この場を借りて、厚く
お礼申し上げます。今後も多くの方の絶大なるご支援を得て ELEP を継続し、工学系学
生のグローバル人材育成に大きく貢献することを願っています。

国際担当副研究院長

久枝良雄

.

―
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1.ELEP（Engineering Leaders English Program）概略
2015 年 2 月 21 日から 3 月 30 日までの 5 週間、九州大学カリフォルニアオフィスによる企画・協力の
もと工学系グローバル・オープンイノベーション人材育成プログラム（ELEP）を米国カリフォルニア
州で実施。この ELEP は九州大学工学部（府）としては 3 回目のプログラムとなり、学部生 29 名およ
び学府生 1 名の計 30 名が ELEP2014 に参加。
学生達は、サンノゼ州立大学 SJSU、International Gateways
での英語研修に加えて、起業家やベンチャーキャピタルの方々の講義、シリコンバレーにある大学やハ
イテク企業等へのフィールドトリップに参加。 また、今期はじめての試みとして、最終週には Ideathon
ならびに VC Workshop を経験し、イノベーションの起きる仕組み、起業家精神を学んだ。参加学生は
現地家庭でのホームステイおよびサンノゼ州立大学学生との交流パーティなどを通して異文化を背景
とする人々とのコミュニケーションスキルを身につけた。現地ではカリフォルニアオフィスならびに工
学研究院同行支援スタッフが、修学状況の確認・助言・各種対応など参加学生のサポートを行った。

研 修 期 間：2015 年 2 月 21 日（土） ～ 3 月 30 日（月） 【5 週間】
参 加 者：学部（府）生 30 名
研 修 校：サンノゼ州立大学 International Gateways
参 加 費 用：627,000 円/名
※ELEP 参加者のうち受給条件を満たすものには
（独）日本学生支援機構（留学生交流支援制度、短期派遣）より 16 万円の奨学金
および工学研究院より支援金が支給された。

現地実施者：九州大学カリフォルニアオフィス所長

松尾正人

九州大学カリフォルニアオフィス Program Coordinator 池見直俊
九州大学工学研究院工学系国際交流支援室 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 水谷由美

サンノゼ州立大学にて
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2.ELEP 全体スケジュール
2014 年

7 月 17 日

ELEP 第１回説明会実施 29 名参加

10 月 2 日

ELEP 第 2 回説明会実施 38 名参加

7日

ELEP 第 3 回説明会実施 17 名参加

18 日
11 月
2015 年

願書提出〆切 32 名願書提出

4日

参加者 30 名決定

13･14 日

合格者説明会実施

1月16日

CA オフィスとの事前ガイダンス
TOEFL-ITP（学内）受験

2 月 12 日

レベル分けテスト実施

18･19 日

直前集中英語セミナー

21日

出国

NH2146 福岡 14：25 － 成田 16：10
NH008 成田 17：15 － SFO 09：30

3 月 29 日

帰国

3 月 30 日

NH171 SJC 12：45 － 成田 15：45（3/30）
NH2145 成田 17：55 － 福岡 19：55

4 月 10 日

ELEP 報告会実施

7月

帰国後の英語成績表（TOEIC 等のスコアー表）提出後
学部生には｢国際イノベーション入門｣
学府生には｢国際イノベーション特論｣として 4 単位付与

3.ELEP 募集および選考について


ポスターを作成し学内に掲示ならびにポスター（添付資料 1）
・募集要項（添付資料 2）
・願書を九
州大学工学部（府）および工学系国際交流支援室ホームページ上に掲載。
また工学部 1~3 年生にはチラシを配布、4 年生ならびに院生にはメールにて告知。



説明会を 3 回行い ELEP 詳細について説明。
説明会参加者および願書提出者詳細（添付資料 3）



願書提出者 32 名より 30 名を選出
選出は GPA・英語成績（TOEIC 等スコアー）
・エッセイをもとに ELEP 選考委員会によって選出。



派遣者 30 名決定
派遣者リスト（添付資料 4）
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4.ELEP 研修内容について
九州大学カリフォルニアオフィスと九大工学部の協同企画であり、英語研修に加え、カリフォルニアオ
フィスのネットワークを通して招聘したシリコンバレーの有識者による講義、およびシリコンバレーを
リードする HP 等のＩＴ企業の Field Trip が含まれた、また最終週には Ideathon ならびに VC Workshop
を実施、工学系学生向けの独自のプログラム内容となっている。

4-1. 研修前英語学習
① 学内 TOEFL-ITP テスト受験
平成 26 年 1 月に学内で実施された TOEFL-ITP テストを受験。ELEP 参加者 30 名が受験し、研修参
加前の英語能力を確認した。
② インターネット英語学習
学内・自宅でインターネットを使用し学習できるシステム（NetAcademy2）上に ELEP2014 クラス
を立ち上げ、参加者全員がクラスに登録。Net Acdemy2 では、Listening・Reading・Writing・TOEIC
演習を自分のレベルにあったコースで学習が可能。学内のみならず自宅でも学習可能な事より、効
率的な英語学習を個人レベルで促進した。学習状況は管理者が定期的に把握し、学習状況の管理や
アドバイス等を行った。
③ 事前集中英語セミナー
講師として Mark Hall 氏を迎え、ELEP 研修直前の二日間、計 8 時間にわたって集中的な英語セミナ
ーを実施。セミナーでは日常英会話に加え、米国での習慣や、研修地であるサンノゼの現地情報を
交えより実践的な英語セミナーを実施。グループディスカッション等も取り入れた双方的なレッス
ンで参加者間の親睦も深まった。

SFO 空港にて
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4-2. International Gateways での英語研修
週 4 日間、午前中はサンノゼ州立大学（SJSU）付属の英語教育機関である International Gateways
での英語クラス、また SJSU の正規のクラスである Japan Culture Class へ参加し正規学生との交流
ならびにコミュニケーションスキル UP を目指した。また第 4 週目には Final Presentation を行い講
師・学生全員の前でそれぞれのテーマでプレゼンテーションを行い、各日 2 名ずつ優秀者を選出。
ELEP 日程表（添付資料 5）

① 英語クラス
SJSU、
I-Gateways での英語クラスは、ELEP
用に特別にアレンジされたもので、
「Listening to Lectures」
、
「Accent Training」
、
「 Effective

Presentations 」、「 Active

Preparation & Practice using the Language
of Engineers」の４つの科目で構成。講義は、
事前のプレイスメントテスト、また講師と
のインタビューを経て、英語レベル毎に２
つのクラス（A＆B）に分かれて受講。
I-Gateways の教師陣は英語教授法（TESOL）もしくは関連分野を専門とし、3 年以上の教授
経験をもったプロフェッショナルで構成。双方向的な授業であることから、学生の発言機会も
多く、
「より積極的な受講ができた」と評価。
授業別にみる各クラスの平均満足度（添付資料 6）
- 学生アンケート抜粋 –
・グループワークを多く取り入れ、自分の意見や考えを伝えたりするという授業形式だったので、クラ
ス全体で授業を作り上げているという感覚で、ただ教師の話を聞く日本の授業と違って魅力があった。
・アメリカでの授業は確かにきついものだが、それ以上に成果が望めそう。今回のたった 5 週間の研修
でも期待以上の成果が得られたことからそのように強く感じた。また、海外の大学での博士号取得を視
野に入れるようになった。
・外国人の方による講義は、アメリカの人になれるとともに、外国の文化について学ぶことができ、満
足しています。
・ほぼ毎回発言する機会があり、英語を話すとても良い練習になったため。また、ELEP のほかのメンバ
ーの意識がとても高く刺激を受けた。
・どの授業もこれから役に立つことばかりで興味を持てた。しかし、工学英語の授業では、基礎を全く
知らない分野の学習を速いスピードで進められたので、部分的によく分からないままのところがあった。
・内容はとてもいいのですが宿題が多く、ホストファミリーと話す時間をもう尐し確保したかった。
・先生方が英語の発音や言い回しを丁寧に教えてくれたから。授業もとても楽しく積極的に参加する意
欲が持てた。
・参加する以前から日本の授業とは全く異なると聞いていて、実際に受けてみると本当にその通りで授
業に参加している感覚を味わえた。さらに、講師の方々は我々のことを本当によく理解してくれていて
受講する側としてもありがたかった。
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「Listening to Lectures」担当講師：A クラス_Rachel、B クラス_Marianne & Claudia
大学講義聴講の際に必要となるリスニング力を鍛えるクラス。このクラスではアメリカやサンノ
ゼが直面している問題等を題材として扱い、グループごとにディスカッションを重ね、リスニン
グ力だけでなく自分の意見を述べる練習を行った。

- 学生アンケート抜粋 –
・リスニングを通してアメリカやシリコンバレーの様々な問題を知ることができた。
・この授業では最後にディベート形式でお互いに意見を言い合うというのがあり、それが各々の英語力
を高めるのに非常に役に立ったのではないかと思う。

「Accent Training」担当講師：A クラス_Robin、B クラス_Sarah
日本人の不得意な発音ｒ/ｌ・ｂ/ｖ・ｆ/ｈ、ｓ/ｓｈ/ｔｈなどの発音矯正。また音の強弱や単語
間のリエゾン・英語を自然なイントネーションで話すことに重点をおいたクラス。
講義中は早口言葉の練習や、グループ内でお互いの発音チェック等を行った。

- 学生アンケート抜粋 –
・1 人ずつ発音をチェックしてもらえる機会があり、良い発音を身に付けるのに効果的であると思った。
・アクセントを体系的に学ぶことができてとても役に立つ授業だったし、正しく発音することの大切さ
をこの授業で実感できた。
・さすがに 5 週間で発音は良くならなかったが、発音の仕方はわかったので今後も続けていきたい。
・発音やアクセントが違うだけで全く通じないのでそれを尐しでも改善できて良かった。
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「Effective Presentations」担当講師：A クラス_Caroline、B クラス_Stephanie
プレゼンテーションを効果的に行う際に必要な心構え・英語表現・プレゼン構成内容・話し方等
を学び、実際に講義中にプレゼンテーションを数回行った。今まで英語でプレゼンを行ったこと
のない学生も多く、直接的な指導をネイティブスピーカーから受ける良い機会となった。

- 学生アンケート抜粋 –
プレゼンは日本語でもあまり経験がなく戸惑うだろうと思っていたが、とても基本的なところから教
えてもらえたので、段階を踏んでレベルアップすることができた。
「Active Preparation & Practice using the Language of Engineers」担当講師：A･B クラス_Ann
工学系の語彙やフレーズを増やし、工学系の講義等にも対応できる理解力・リスニング力 UP を
目指したクラス。グループに分かれてディスカッションを行い、テーマに沿った内容を理解しそ
の後、発展させ自分の意見を発表する力が養われた。

- 学生アンケート抜粋 –
・生徒同士での話し合いが多かったことから、工学に対する知識が深まった。また自分の意見を言う必
要があることから工学に対する勉学の意欲が高まった。
・専門外の分野や工業系の英単語を学べた点では良かったが、量が多い上にスピードが速く、特に専門
外の分野はよく分からないところがあった。
・他の学生の得意分野を活かして情報を共有したり、Ann 先生の教養深く成熟した知見を交えた議論は
とても良いものだった。
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② Japan Culture Class
SJSU、Department of World Languages and Literatures の日本語中級クラスを専攻する学
生との合同プロジェクト。本プロジェクトは、SJSU の日本語中級のカリキュラムに正式に
組み込まれており、ELEP 学生と SJSU 学生がペアを組んで活動。ELEP の学生は日本の面
白い話（落語）
・迷信等について英語で説明、SJSU の学生は米国の面白い話・迷信等につ
いて日本語で説明、学んだ内容・考察を Facebook 上に UP。プライベートにおいても学生
間の交流が進み、多くの学生が友人を作る事が出来た。
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③ Final Presentation
学生一人一人が英語で 5 分程度のプレゼンテーションを行い、I-Gateways で学んだ研修成
果を発表した。発表内容は各人で選出しスライドに効果的にまとめ、I-Gateways 講師・ス
タッフ・ELEP 参加学生の前で発表した。1 日 10 名 3 日間にわたって行われ、各日の上位
4 名を選出。
Final Presentations 詳細（添付資料 7）

3/17 入賞者、左から北原(4 位)、猪俣(2 位)、長島(1 位)、井田(3 位)

3/18 入賞者、左から水野(4 位)、藤野(3 位)、金子(2 位)、白石(1 位)

3/19 入賞者、左 2 番目から三枝(3 位)、遠山(1 位)、髙橋(1 位)、木須(4 位)
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4-3. 識者による講義
週に１回程度、シリコンバレーで活躍されている起業家やベンチャーキャピタルの方々より、起業家精
神・イノベーション等についての講義を受講。講義後はレポート提出を義務づけた。



実施日時：2015 年 2 月 24 日 14:00－16:00
講師：松尾正人
講義タイトル：「これから技術者・研究者になる ELEP のみなさんへ」
講師略歴：
1969 年 九州大学工学部より博士号を授与される。
1969 年 米国ベルテレフォン研究所（ニュージャージー）に招聘され渡米し２年間研究。
1972 年より 22 年間年日本ゼオンアメリカ社（ニューヨーク）にて新規事業探索に従事。
1993 年 日本ゼオン本社（東京）に帰任、事業企画部長、研究開発本部長を務めた。
1999 年 顧問として日本ゼオン米国カリフォルニアオフィスを開設。
2004 年 九州大学カリフォルニアオフィスを創設し、初代所長となり、現在に至る。

- 学生レポート抜粋 ・今まで特にやりたいこともなく、とりあえず生きていればいいやという考えをもっていて、将来のビ
ジョンも定まっていなかったが、今はそれがはっきりしてきている。これは自分にとっては大きな変化
で、もしかしたら、この ELEP という企画に参加してなかったら、この変化はなかったかもしれない。
「Entrepreneurship」とは「アクションを起こすこと」
、もう尐し具体的に言えば「変化を求めて動く
こと」だと解釈しました。
「起業家精神」の「起業家」とは単に「変化を求めて動く」人の 1 つの例で
あって、起業するつもりがない人でも Entrepreneurship を持つことができると考えます。
・私は決めることがすごく苦手だ。Yes か No かはっきりと断定できない。おそらく、たぶん、などのワ
ードを付けて返してしまう。だからこそ、この機会に見識力をつけたいと思った。そのために、Yes か
No かはっきりと自分の意見を怖くても示すこと。そして、自分からより発言することを心掛けようと思
う。世界は変えることができないが、自分は変えることができる。
・今回この ELEP に参加したからには今までの人生の中で最も積極的に活動し、考え、意見を述べ、多
くの失敗を経験して自分の糧にしたいと思った。今まで自分は工学部だから自分の好きな専門の知識だ
けを深く学べばいいと思っていた。しかし、イノベーションを起こすには既存の知識単体だけでは足り
ないと気付かされた。新しいものは創造か、既存のものの組み合わせの二つからしか生まれないと分か
った。
・率直に日本はこのままではいけないということ、自分を変える必要があることを感じた。そしてその
ためには、見識力、日本力、異文化理解力、T 型人間力、英語力の 5 つはとても重要であるとわかった。
・私は、
“Innovation”は、強い思いがなければ生み出されないと思います。
“1 人でも多くの人を幸せ
にしたい”
“ “社会を変えたい” “世界を変えたい”など、何か大きな Vision があるからこそ、その
ために何が必要なのか、何をすればいいのかが見えてきて、そこで初めて idea が生まれ、Technology
が生かされるのだと思います。
・これからの日本を担っていくのは私たちとおっしゃっていましたが実際の大学生の人数から具体的な
数字を出してくれていてすごくインパクトを受けました。
・この講義を受けるまでは自分も科学技術で儲けを出すことにあまり興味はありませんでした。それよ
りもとにかく性能の良いものを作ることのほうに興味がありました。ですが、そういった技術一辺倒の
考えでは私たちが社会で活躍する時代においてはまるで通用しない、そして世界で十分なマーケットを
確保できないと分かりました。
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実施日時：2015 年 3 月 5 日
講師：久保由美・樋口聖

14:00－16:30

講義タイトル：「Voice4u and Beyond」
講師略歴：
Yumi is founder and CEO of Spectrum Visions. Before founding the company,
she has enthusiastically help community IFSP (Individual Family Service Plan),
IEP (Individual Educational Program) and IET (Individual Educational Transition).
Yumi also started several social groups to support children with development
delays as well as did numerous public lectures in Japan and the U.S.
Sei is Head of Engineering for Voice4u. He received his Ph.D. in Aeronautics &
Astronautics from Stanford University in 2009. While he was a Ph.D. student, he
participated to numerous activities to support autism community. Immediately after
completing his Ph.D., he joined Spectrum Visions and started developing the
Voice4u AAC application.
- 学生レポート抜粋 ・ポジティブシンキングについて考えさせられました。自分の息子の天性的な病気に対して残念だ、シ
ョックだといったネガティブな考えでなく、どうやったら尐しでも普通に近づけるかというポジティブ
な考えを持っていた。これが新しいアイデアを生む鍵となるのだと思った。
・今回のお話を聞くまで、私自身自閉症について多尐の知識はあれど自閉症の方とかかわっている人が
経験している困難や問題についてほとんど知らなかった。しかし、実際に「Voice4u」を開発した経緯
やそれにまつわる様々なことを聞き、私は特にこのソフトにこめられた思いに非常に感銘を受けた。
・変えるべきことがあれば自分で変えてやるという気持ちをもって、時には樋口さんのように頼れる仲
間を探しながら、大学生のうちに誰かのためになる改革をしたい。あと 2 年もある。
・樋口さんの、自分たちにしかできないことをすること、多くの人々が困っている今すぐ解決する必要
がある問題に取り組むこと、自分がいなくても NASA はつぶれない、他にも NASA で活躍すべき人材はた
くさんいる、宇宙もいいけど人の役に立ちたい、といった言葉には共感することができた。
・技術のドヤ顔はエンジニアとして気をつけなければいけないと思った。エンジニアは得てして商品に
様々な機能を付加し、自己満足に陥りがちである。消費者にとって何が必要か不要か我々エンジニアは
しっかり考えなければならない。
・久保さんは自閉症のご子息を育てた経験、そこにおける苦労をもとに起業をされたが、このような問
題解決したいという思いが先に来る起業プロセスの方が、起業することを先に考えてその後内容を考え
るよりずっと素晴らしいと再認識した。
・ギアは軽く、そして出されたエサは食べてみる。いまのこの大学生活をより有意義に送れるようにこ
れらの言葉やあなた方のお話を肝に命じてアクティブに行動しようと思いました。
・久保さんの持つ情熱がいかに大きいかということでした。プレゼンをしている最中からもその熱気は
伝わってきました。特に質問に答える時の久保さんのイキイキとした表情が忘れられません。
・自分の強みと弱みをしっかりと把握しておくこと、柔軟な考えを持つことの大切さを知ることができ
ました。今後の自分の勉強や、進路について考える上で、とても参考になる話を聞けました。
・世界中の人が何を求めているのか常にアンテナを張り、みんなに感動を与えることが出来るような仕
事に就きたいと強く感じた。
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実施日時：2015 年 3 月 12 日
講師：原口博行

14:00－16:30

講義タイトル：「キャノンのイノベーション」
講師略歴：
慶応義塾大学、工学部管理工学科卒。1981 年、キヤノン販売（株）
（現、キヤ
ノンマーケティングジャパン（株）
）入社。半導体露光装置の販売活動、半導
体プロセス製造装置市場開拓活動、韓国半導体メーカーへの露光装置市場開拓
を行う。その後、日本市場の営業責任者となり 2008 年から Canon USA に出
向し現在に至る。現役職、Vice President & GM、Industrial Products Division。
- 学生レポート抜粋 –
・世界中から優秀な人材が、企業が、投資家が、教育機関が集まり、さらにそれらが活発に相互作用し
ていることで、さらにシリコンバレーが成長するというエコシステムのイメージがよりハッキリとしま
した。
・原口さんは「日本の企業は品質の良さをお金に変えることができなかった。」と言われた。素晴らし
い力がある日本が global winner になれていないのはもったいないと思う。将来、このような日本を尐
しでも変えていく為に、一人の日本人として、微々たる力であるかもしれないが貢献していきたい。
・世界のスタンダードという言葉が印象に残りました。日本企業が生き残るためには日本のスタンダー
ドを基に日本の企業間で競争するのはなく世界を見るべきだというのは、全くその通りだと思いました。
・日本では問題が起こった場合、まず責任を気にする傾向にあると思います。責任を尐しでも軽くする
ため、みんなで一緒に責任を負おうとするため、このように判断が遅れていくのではないかと思いまし
た。ものすごく国民性が表れていると感じました。
・成功するには世界を知り、世界の文化に触れ、日本の良さを考えることが重要だ。だから、まずこの
ELEP 期間により多くの文化に触れ、日本のことをよく知りたいと思った。
・製品は途中でなく常に最終製品をイメージ出来るように心がけようと思いました。iPhone には実際日
本の企業の部品が入っているのにもかかわらず、日本の企業より最終製品を提供しているアップルが何
倍も利益を上げているのには正直驚きました。
・もし私たち全員が部品作りに興味をなくし、最終製品を作るだけになってしまったら日本の部品作り
の技はどうなるのか、これまで世界を支えてきた日本のモノづくりの良さが失われれば、最終製品のア
イディアにもいつか限界が来るのでは、と思ってしまいます。ゴールが定まれば技術はあとから必ず付
いてくる、というのがここでのセオリーですが、そこには日本人にしか生み出せない技術もある、とい
うのが私の懸念です。
・スマートフォンの普及はキヤノンにも大きな影響を与えたことは間違いないが、それを単に悲観的に
考えるのではなく、生き残ることのできる道をしっかり分析できているところが素晴らしいと思った。
これからの時代、どんどんと新しいものが次々と誕生してくると思うが、その中で重要なのはどれだけ
先を読んで行動していくかということだと思う。
・日本企業は何事を決めるにも時間がかかりやすく、新しいことを始めるのにとても苦労しています。
しかし、日本の企業は基本的に従業員の幸せを考えているといういいところもたくさんあり簡単に否定
することはできませんが、変えるところをいいものに変えていきながら、日本企業も頑張ってほしいで
すし、日本がどうすれば元気になるかを考えながら僕も努力していきます。
・もっといろんな人・もの・文化に触れ、日本の強みや世界のことについて 5 週間で１つでも多くの知
識を吸収して日本に持って帰ろうと決意した。そして数年後、社会に出る時には、常にアンテナを張っ
て新しいクリエイティブな発想をもちそれを実際に行動に移すことができる人になりたい。
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4-4. Field Trip
週１度、シリコンバレーにあるハイテク企業および大学へのフィールドトリップを行いシリコンバレー
でどのようにイノベーションが起きているか、その仕組みを学んだ。フィールドトリップ後はレポート
提出を義務付けた。



実施日時：2015 年 2 月 27 日
訪問場所：Plug and Play Tech Center /Stanford University

<Plug and Play> 案内人- 金堀宏宣氏（福岡県サンフランシスコ事務所長）
プラグアンドプレイは 300 社以上の技術系ベンチャー企業や、180 名以上の投資家と network を持つイ
ンキュベーションセンター。ベンチャー企業の起業支援を手掛けるほか、大企業のサテライトオフィス
や日本企業が集まるパビリオンもあり、海外進出の足がかりとして機能している。また大学との連携も
強くスタンフォード大学・MIT 等との大学発ベンチャー企業の支援も積極的に行っている。

- 学生レポート抜粋 ・スタートアップ企業が Google、Apple といった大企業に買収されることはゴールの一つであり、買収
＝成功であるという考えを初めて耳にした。今まで買収されることはその企業が小さくて負けてしまっ
たことを意味するものだという認識でいたが、必ずしもそうではないことを知り、このような認識の違
いは他にもたくさんあるのだろうと気付かされた。
・Co working space という仕切りも何もない場所があった。日本では考えられないと思った。いかに自
分のアィデアを他人に取られることなく企画、実行するかが大切な日本に対して、サンノゼでは外にど
んどん情報を発信していく。そのため技術進歩のスピードが飛躍的に伸びる。しかも日本と違って、真
似をしようとせず、それを上回る物や、全く新しい物を開発することに神経を注ぐ。これは日本の企業
も積極的に取り入れるべきだと思った。
・全てのお話に共通するのは、
「人と人とをつなぐ」ことだと感じた。PnP の規模は大きいが、結果的に
は人と人との架け橋になっており、必要な人に必要なものを届ける役割をしていることに感動した。
・福岡県のグローバルな取り組みを知ることができた。近年、グローバル化という言葉をよく耳にする
ことが多くなったが、外国に対し日本の地方都市の一つを PR することがいかに大変かわかった。
・戸村さんのプレゼンテーションには本当に刺激を受けました。自分と同い年で、ここまでいろいろな
ことを考え、行動に移している人を目の当たりにして、驚きました。それと同時に、自分のやる気さえ
あればここまですごいこともできてしまうのかと思うと、私も負けていられないと思いました。
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<Stanford University >
スタンフォード大学は、米国カリフォルニア州スタンフォードに本部を置くアメリカ合衆国の私立大学
である。1891 年に設置された。正式名称は、リーランド・スタンフォード・ジュニア大学。校訓は"Die
Luft der Freiheit weht"（自由の風が吹く）。サンフランシスコからは約 37 マイル（60 km）南東の所に
あり、地理上、歴史的にもシリコンバレーの中心に位置している。
・学内見学および池野文昭氏の講義を拝聴。

Dr. Fumiaki Ikeno
Research Associate, Devision of Cardiovascular Medicine, Stanford University
Global PDP Liaison, Stanford - Biodesign, Stanford University
Chief Medical Officer, MedVenture Partners, Inc

- 学生レポート抜粋 ・多くのお年寄りが後悔することが「もっと挑戦しておけばよかった」ということというのは以前にど
こかで聞いたことがありましたが、お医者さんからリアルなお話を実際にしてもらったことは大きく印
象に残るものとなりました。プログラムの比較的はじめのほうでこのような一種の「お叱り」を受けれ
た幸運にとても感謝しています。残りの 4 週間でどれだけ失敗して恥をかけるか試してみたいです。
・驚いたのは全面ガラス張りの研究室だった。あれでは研究室内でも、建物の外からでも技術はまる分
かりだ。アメリカでは技術を盗む・盗まれるより、より速い速度で技術を進歩させることに重きをおい
ていることを知り、それは日本は差をつけられるわけだと思った。
・私たちは新しい事を作らなければならない人材なので、日ごろから見て考える習慣をつけ、何事にも
ポジティブに、尐しでも困ったことがあったら innovation のチャンスだと考えて、生きていきたい。
そして、池野さんが言うには１兆円ほどの、もしかしたらそれ以上の価値がある今の若い時代と、まだ
まだ無限の可能性がある未来を本当に１兆円以上の価値あるものにしていきたい。
・技術が何であれ優れた価値をもつ物は必ず普及し、innovation を起こします。しかし日本人が重視し
がちなのは新技術の方です。新技術はあくまでも新たな価値を生み出すための一つの手段に過ぎないと
いうのに。この理由を考えると、日本の教育では途中経過が重視されすぎているからだと思います。特
に受験勉強においては、「努力は人を裏切らない」とか「失敗してもそこまで努力した過程の方に価値
がある」といった格言のようなものを何千回何万回も頭に刷り込まれた覚えがあります。この思想が根
底にあるせいで、新たな価値というゴールを見据えた際真っ先にそのために必要な技術、努力は何かを
考えてしまうのだと思います。
・「ニーズ」の重要さについて考えさせられた。アイデアを生むのは、問題意識と解決策である。しか
しそのアイデアをいいものにするには、人間をよく観察して本人ですら気づいていないニーズを見つけ
出せるかどうかである。これはとても興味深かった。
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実施日時：2015 年 3 月 6 日
訪問場所：Nissan North America / Liquid Robotics

<Nissan North America > 案内人- Mr. Chris Savoie
2013 年に新しく開設された「日産総合研究所シリコンバレーオフィス」を訪問。この研究所では「安
全でストレスのないモビリティの実現のための自動運転車両の研究」「エネルギー及び時間効率を最大
化する、インフラやインターネットなどの外部環境とつながる車両の研究」「自動運転車両やつながる
車両で実現するモビリティ体験を、より快適なものにするためのインターフェース技術の研究」の 3 つ
を掲げている。

- 学生レポート抜粋 –
・一番印象に残ったのは、リスクを取らないことが最大のリスク、という言葉である。この言葉をベン
チャー企業の方からいただいていたら驚かなかったかもしれないが、日産という大企業にもこのような
考え方があるというのが印象的だった。シリコンバレーにきて、スタートアップ企業だけではなくて大
企業からもアントレプレナーシップを感じることができた。
・電気自動車がそのまま蓄電池としての役割も果たせるというのもすごいなと思いました。日本では地
震がよく起きるので、もし車が蓄電池になり、またその台数もたくさん用意できるとなると、被災地ま
で車で向かい、その車をそのままそこでの電力として用いるなんてこともできる、というのは日本とい
う地震大国にとってものすごいメリットだなと思いました。
・車のシミュレーションシステムを体感しました。大きなパネルの前に車があり、車が上下などに動き、
細かい動きがより詳細に再現されていました。実際に、車に乗って体感してみたのですが、それはほん
とうに本物の道を走っているようでした。再現性の高さに感動しました。
・データを分析して走行距離、運転する場所、運転方法などから公平な保険料を割り出したり、電気自
動車の充電を電気代が安い時間にできるようにする仕組みづくりを考えたりなど、自動車の会社だから
自動車を作るということだけをしているのではないということがよくわかりました。このような会社が
あるからこそ、自分の専門分野だけを勉強するだけでは不十分なのだと思いました。
・ビックデ－タのお話を聞いて、テータを解析することでこんな便利になるのだと思ったのと同時に、
尐し恐怖を覚えた。なぜなら解析によって好みや日常生活を割り出し自動で情報をだしてくれることで、
人間は自分で考えて行動しなくなるのではないかと思ったからだ。また監視されているようだなと尐し
感じてしまった。
・Nissan は現在や将来のことについてよく分析しているということを感じた。例えば、高齢化や女性に
よる自動車の利用、デジタル・ネイティブなどについてである。これから日本が成功していくためには
ただ技術を磨くのではなくて、しっかりとしたビジョンをもってより戦略的な技術革新を行っていく必
要があると思った。
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<Liquid Robotics >

案内人- Mr. Matthew DePetro, System Sales Engineer

Liquid Robotics は海に浮かべて移動させながら海のあらゆる情報を集められる調査ロボット(Wave
Glider®)の製造ならびに収集した海洋データを送信するサービスを行っている。この Wave Glider®は波
力とソーラー・パネルで動くサーフボード大の海洋調査ロボットで海上を移動しながら集めたデータを
衛星通信や携帯電話を使って陸地に送信。石油業界や海洋科学分野に貢献している。

今回は Liquid Robotics 社の Wave Glider®)の新しい利用法を考える Liquid Robotics Thinkable Research
Challenge にむけた具体的な提案例をグループごとに提出。
-Liquid Robotics Thinkable Research ChallengeWhether a student or established scientist, Liquid Robotics will sponsor the winner with the exclusive
use of 2 Wave Gliders over a 2 month period, valued at $120,000 and a $2,000 cash prize to help with
the research project. We want to ignite everyone’s imagination on what can be discovered and explored
when the ocean is networked with sensors.

- 学生提案例抜粋 –
・海上の国境警備
・海上 WiFi スポット
・災害の情報を集める
・海上マップ作成
・海洋生物調査
・漁業に利用できるデータ収集
・災害時の人命救助
・波の上下運動の差を測定し、迅速な津波警報に役立てる
・海で機能している無線操縦の飛行機や船舶への電力補給
・風力・太陽光の海上での最適地探索
・海中ごみ処理場を建設し、その移動に利用
・福島原子力発電所付近の海流調査

Wave Glider SV3
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実施日時：2015 年 3 月 13 日
訪問場所：Triple Ring Technologies / SEEO

<Triple Ring Technologies > 案内人- Mr. Amish Parashar
Triple Ring Technologies is an on-demand core technology and product creation lab serving partners in
regulated industries. We have successfully completed over 300 projects for confidential clients. Triple
Ring has technology creation facilities in Silicon Valley and Boston.

- 学生レポート抜粋 –
・30 分でマシュマロを高い位置に持っていくワークショップが印象的でした。最後にほぼすべての班が
うまくいかなかったことから、目的から逆算して考えることの大切さを身を以て体感しました。自分た
ちはマシュマロのイメージから軽いものだと思い込み、最後にマシュマロを乗せようとしていました。
しなければならなかったことは、パスタの強度でどこまでマシュマロを支えられるのかを初めに確認す
ることだったとわかりました。これは、製品を開発するときや起業するときに大事だと言われている「ま
ず完成形をイメージして逆算する」という考え方をわかりやすく示したものでした。
・限られた時間の中で試行錯誤してより良いものを作っていくことがどれだけ大変で難しく、またどれ
だけ創造的でエキサイティングなことであるかを肌で感じることができいい経験でした。
・グループワークの難しさを感じた。自分にはリーダーシップ能力が足りていないということは常日頃
感じていたが、グループワークを経験するとさらにそれが明らかになった。
・感じた事と考えた事は自分が想像した結果とは全く違った結果になることが当たり前だということを
学んだ。それは、いい結果にも悪い結果にもなるが、頭の中で考えるだけではなんの意味もない。行動
して初めてそれがどのような結果になるかが分かると思うので、どんどん行動していきたいと思う。
・自分がまだ一つの常識や枞にとらわれていると悟った。他のチームを参考にしてはいけない、渡され
たビニールパッケージを使ってはいけないと思い込んでいました。もっと他のチームを堂々と観察して
も良かったし、ビニールパッケージをハサミで切って使うことすらできたと思います。自分がすでに常
識という枞にはまっているということに気がつけたのは良かったです。
・結婚して子供もいて、でも、今も現役で研究を続けている女性エンジニアを見て、職場環境がかなり
影響することを知って、アメリカで働くことに魅力を感じました。結婚して子供も欲しいけど、働きた
いと思って、マスターに進むか迷っていたので励みになりました。日本で出来ることと出来ないことを
しっかり見極めて自分の進むべき方向を考えようと思いました。
・イノベーションを起こすための材料、アイデアとなるものは身近にあるものであり、自分たちはそれ
に気づいていないだけで、まだまだ作れるものはたくさんありそうである。他の人が気付けなかったア
イデアに一つでも気付ける人間になりたいと思った。
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<SEEO>

案内人- 岩永 志保氏

SEEO was founded in 2007 with the goal of creating a new class of high-energy rechargeable lithium-ion
batteries based on a nanostructured polymer electrolyte initially developed at the esteemed Lawrence
Berkeley National Laboratory under funding from the Department of Energy’s Batteries for Advanced
Transportation Technology (BATT) program. Now at SEEO, a team of world-class scientists and
engineers have furthered development and use this solid electrolyte to manufacture DryLyte™ batteries,
which deliver industry-leading energy density alongside breakthrough reliability and safety.

- 学生レポート抜粋 –
・「ベンチャーってすごい！」これは私が得た一番大きな印象です。私が無知だっただけなのですが、
はじめは SEEO っていう会社は聞いたことがなく、何をしている会社なのかも知らないでいました。し
かし、実際に訪れてみると、日本にも名が知られているくらいすごい会社で、しかも、小規模にもかか
わらず、大企業に張り合い、一歩も譲らない姿勢など、大変驚いたし、感銘も受けました。
・大企業での安定が約束された状況下での仕事よりも、何度も会社を変えて、しかもそれらは全てベン
チャー企業ばかりで、生活の安定よりも自身で会社の動きを把握しながら本当に自分のしたい仕事がで
きることに魅力を感じ、結果を残していることに感銘を受けた。
・アメリカで仕事をすることのデメリットを知ることができたのもよかったです。アメリカでは好きな
ことができる一方で、すぐに辞めさせられる可能性もあるし、好きなことをやるためには認められなけ
ればならない、と聞いて日本とかなり違うなと驚きました。アメリカは日本よりも自由な一方で、能力
がなければ生活していくのはとても難しいのだと分かりました。そのことも踏まえて今後の自分の将来
を考えたいと思います。
・SEEO はリチウムイオン電池の新技術を使って製品を売り出していこうという会社で、主に車向けの全
個体リチウムイオン電池を押し出していました。私はリチウムイオン電池がリチウムイオンを使ってさ
えすればそう呼ぶというのを知らなかったため、リチウムイオン電池の開発にここまでの自由度がある
ことを知りませんでした。
・テスラはアメリカに来てから本当によく見るし、新しいバッテリーとしてすごく有用なものなのだろ
うと考えていた。しかし、長期間使うのには適していないなど、知らなかった問題点が意外と数多くあ
り驚いた。やはりもっと様々なことに興味を持って、エンジニアとして自分の専門以外の分野について
の常識ももてるようにしていきたい。
・ポリマーについては特に気になりました。リチウムイオンの移動速度を考えつつ、個体の状態を保つ
ことができるポリマーの性格を知りたいと思いました。どんな官能基をつけたら良いのか、またどれく
らいの割合でつければ良いのかなどに興味を持ちました。
・全固体リチウムイオンバッテリーの開発について説明されていて、新しいタイプの電池を知って、画
期的だと感じました。今まで電池といえば電解液がある従来のタイプのものしか学習していなかったの
で、電解液の代わりに、ポリマーを用いることで安全性を高めたり、軽量化を達成できるという考えが
なかったので、電解液をかえるアイデアに感銘を受けました。
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実施日時：2015 年 3 月 20 日
訪問場所：Hewlett Packard

< Hewlett and Packard >

案内人- 山本いずみ氏

スタンフォード大学のクラスメイトだったビル・ヒューレットとデイヴ・パッカードが 1939 年に立ち
上げた、主にコンピュータやプリンターなどコンピュータ関連製品の開発・製造・販売・サポートを行
う。2012 年には PC 販売台数において世界一の PC 販売会社となった。

- 学生レポート抜粋 –
・HP で話を聞いて、まずは HP がシリコンバレーで初のベンチャー企業として始まって今まで続いてい
ることに対して単純にすごいことであると改めて感じた。このように長い間最先端を引っ張ってきてい
るのには hpway の存在がとても大きいと思う。この方針の存在によって、社員は自由な発想で、顧客の
ために革新的なものを提供するということができたのだと思う。
・研究開発を重視し、会社の原点に回帰する、この二つは自分がもしｈｐで働くエンジニアだったら心
の底から嬉しいと感じると思います。自分はこの 4 週間でこれからのエンジニアに必要な要素や、日本
人エンジニアの問題点というものを学び、ただ技術ばかり追い求めても意味がないことは十分理解しま
したが、やはりエンジニアなら誰もが心の奥底に秘めているであろう「良いものを作りたい！」「より
優れた技術を生み出したい！」という願望を会社のトップが解き放ってくれるというのはこれ以上にな
い幸せだと思います。
・数年前に売り上げの落ち込みがあったこと、現在立て直しを行っているという事実には驚きました。
多くの日本人は、
「大企業は安定」だと思っていますが、大企業というのは、小さな失敗が大きな失敗
になってしまうことを知りました。と同時に、失敗は大きなチャンスにつながるのだと感じました。
・Meg さんは私が想像していた理想のリーダーだ。社長になってから 3 か月間社員の話を聞くことしか
しなかったということに感銘を受けた。とくにここシリコンバレーには様々な人種の人間がいるため、
異文化を理解し要望をしっかり聞き入れることが大切だと気付いた。
・HP を立て直すために社長の Meg さんが行った、Vision をしっかり定め、それに向けて計画を立てる
という事は、大きな組織だけでなく個人においても重要な事だと思います。わたしも Meg さんを見習っ
て、まずは自分の Vision をしっかり定め、将来に向けて計画をしっかり立てて頑張りたいと思います。
・hp 訪問の際、アンケートを書いたが、これは CEO に提出されるそうだ。私たちのようなただの大学生
の意見も聞こうとする姿勢に驚かされた。だからメグは社員から愛される経営者になれたのだと思った。
・特に関心を持ったのは，
”the machine”を打ち出し，メモリスタの開発を行っていることです．特に
この製品の特徴はメモリと HDD を一体化させより早いパソコンの動作を実現するものなので，本当に面
白いことを研究開発していることがわかりました。
・HP がパソコンを日本で組み立てているのを聞いてとても驚きました。日本の企業は中国などの人件費
の安い外国にわざわざ工場を作るのに、HP は人件費がかかってもそれ以降のメンテナンスや修理の費用
を考えて日本で組み立てていると知り、なるほどと思いました。
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4-5. Ideathon
「アイデアソン（Ideathon）
」は、アイデア（Idea）とマラソン（Marathon）を掛け合わせた造語で、
ある特定のテーマについて多様性のあるメンバーが集まり、対話を通じて、新たなアイデア創出やアク
ションプラン、ビジネスモデルの構築などを短期間で行うイベントのことを指す。今回は「サンノゼを
もっと魅力的な街にするには？」というテーマのもと、現地参加者とグループを組み、街頭インタビュ
ーを通して問題をみつけ、その解決策となるアイデアに基づいた試作品を作り上げ発表した。今回初め
ての試みであり、Ideathon を理解する事、また実施面において改善点が多く見られた。

- 学生アンケート抜粋 –
・英語でアイデアを考えたり、インタビューをしてインサイトを見つける以外にも、地域の人たちと交
流できたことがとてもよかったと思う。ネイティブ同士の会話になるとなかなかついていくことができ
ず、受け身な形で議論が進むということが尐なからずあって残念だった。しかし、全体としては普通で
あれば経験できないことばかりで楽しむことができた。
・Ideathon の内容把握が、日本人と現地の人で食い違い、うまく意見を言い合うことが出来なかった。
・英語があまり話せない僕たちにとって英会話の指導は非常に有意義なものでしたが、Ideathon とい
う名を持っている以上、アイデア創出に関係する講義やグループワークを早い段階からやりたかったと
いうのが本音です。特に今回、brainstorming で発散させたアイデアに対して投票するだけ、というや
り方が尐し不満で、アイデアを分類して磨きをかけるなど、もっと効果的な方法があると思っています。
ただここまで踏み込むのは 1 日では時間的に当然無理なので、一例としてこのようなことを事前ワーク
ショップでやりたかった。
・現地で働いている方と知り合えたことは良かった点である。ワークショップ当日は時間が足りなさす
ぎた。また、毎週月曜の前講習は、ホストファミリーと話すということに関しては役に立ったが、ワー
クショップ自体では活用する場面があまりなかったように感じた。
・初対面の現地の方と議論をするというとても貴重な体験をすることができたのが良かった。
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4-6. VC Workshop
「ビジネスの種」を見つけ、それをベースに「仮想ビジネスプラン」を作る作業を行う今期初めての試
みとなる「起業」ということを考える 3 日間の集中プログラム。

<Objective of the Day 1> March 25, 2015
アニス・ウッザマン氏よりビジネスプランの作り方およびビジネスアイデアを聞き、4 人の講師からそ
れぞれの会社のビジネスアイデアを聞いた。学生は 5 人一組のチームを作って対象となるビジネスを決
め、ビジネスプランを作る作業を開始。
10:00-12:00 - Fenox Venture Capital/ CEO アニス・ウッザマン
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 - Kintone.com/ Vice President 田邉 雄
14:10-15:10 - VIVALDI/ Co-Founder & Chief Commercial Marketing Officer 富田龍起
15:20- 16:20 - eharvest/ CEO & Founder 中澤 佳奈生
16:30-17:30- AKM Semiconductor, Inc. （旭化成半導体部門）RF Engineering Manager 粟津正雄

<Objective of the Day 2> March 26, 2015
ビジネスの市場規模、原材料のコスト、工場の建設費など、ビジネスプランに必要な情報を集め、説得
性のあるストーリーを組み立てる練習をグループごとに行った。

<Objective of the Day 3> March 27, 2015
各グループは選んだビジネスに関してビジネスプランを作り発表。6 組の発表は各１５分ずつ行い、優
勝グループを選出。優勝グループには wifi 環境についての新事業を考えた ASIKA が獲得。
- 学生アンケート抜粋 –
・実際にビジネスプランを立てることで大まかでも起業する感覚が分かったのは大きな収穫だと思う。
今まで、ビジネスプランなど立てたことがなかったので大変だったが非常に楽しめた。
・時間も非常に短く完成度の高いものにはならなかったが、初めてのビジネスプランを試行錯誤しなが
ら、不格好ながらも最後までやってみたという経験は今後につながると思う。
・今まで考えたこともないビジネスプランの作成というものだったので、とてもいい経験が出来たと思
う。ただ。２５日の講義は人が多すぎて、集中力が最後まで保つことが出来なかった。もう尐し、人を
絞るか、日にちを分けていただけるとより身になると思う。

ASIKA メンバー
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5. Home Stay
ELEP2014 参加学生は全員、2 名ずつにわかれ、人種の多様性のあるサンノゼの一般家庭でホームステ
イを経験しプログラム期間を通し英語能力向上ならびに異文化コミュニケ―ションを学びホストファ
ミリーとの親睦を深めた。
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6. 参加者学生や関係者との親睦風景
① SJSU 学生との懇親会
ELEP 参加学生主催の交流会を２回開催し、SJSU 学生ならびに I-Gateways で英語を学ぶ学生
講師との交流を深めた。

② Conversation Club
数人の ELEP 学生に対して現地学生が 1 名つき、気軽な会話をたのしむクラブ。ここでの対話を
通して、現地学生の考え方を知り相互理解力が深まった。

③ Welcome and Farewell Lunch
I-Gateways 主催の Welcome Lunch では、講師陣・スタッフとランチを食べながら歓談、Farewell
lunch においては I-Gateways ELEP 受講証明書が各人に授与され、Final presentation の総合優勝
者として遠山聖子さんが選ばれた。
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7. 報告会および懇親会


実施日時：2015 年 4 月 10 日
実施場所：伊都ゲストハウス

多目的ホール

参加者：ELEP 参加学生 29 名、その他学生 12 名
高松研究院長・久枝副研究院長・園田副研究院長・その他関係者
ELEP 参加学生代表 4 名によるプレゼンテーション・VC Workshop(Zero to One)代表グループによ
るプレゼンテーション、ならびに参加学生全員からプログラム参加後の心境の変化等を聞き、教職
員と学生との意見交換を行った。
報告会プログラム（添付資料 8）

高松研究院長挨拶および代表学生発表
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8. アンケートの結果
 ELEP2014 プログラムに関するアンケート
プログラム参加前においては英語力向上への期待が大きかったが、参加後は英語力向上のみならず「ア
メリカ（シリコンバレー）の文化について知ること」、
「起業家精神や、会社を起こす意義について知る
こと」という項目に高い評価を得ることが出来た。I-Gateways での英語授業は「双方向型で積極的に授
業に参加できた」と好評で、特に Effective Presentation や Accent Training において高い満足度が出て
いる。今回取り入れた Active Preparation & Practice using the Language of Engineers では「宿題が多
く、授業のスピードにもついていけなかった」という声があり、改善の余地がある。有識者の講義・フ
ィールドトリップに関しては、
「日本では知り得なかった、シリコンバレーでの起業の仕組みについて
多くの事を学ぶことが出来、価値観が変わった」と高い評価を得ている。
ELEP 参加前後における変化（添付資料 9）
- アンケート結果抜粋 ・将来についてより一層希望を持てるようになりました。自分がしようと思ったこと、やりたいと思っ
たことは必ず実現できることに気づいたのと共に、最終目標以上にはなれないということを悟りました。
それと同時に将来の選択肢が増えたので、慎重に冷静に判断していきたいと思っています。
・新しいことに挑戦してみたくなった。周りが変わらないことに不満を感じるのではなく、自分が周り
を変えてやるという気持ちになった。
・いろんな物事を客観的に見つめなおすことができるようになった。今まで自分の中にあった固定観念
がなくなり、何事もフレキシブルに考えることができていると思う。また、他の ELEP メンバーと過ご
す中で将来のことや自分の現状に多くの疑問をもち、また同時にそれを解決するヒントを得ることがで
きた。
たくさんのことに挑戦し七転び八起きした 5 週間は、自分の中で大きな自信につながったと思う。
中だるみしてしまいかけていた自分に喝を入れ直し、新学期からもいろんなことにいどみ続け自己の成
長につなげていきたいと強く感じている。
・得た物以上に、今から手に入れなければならないのは何かに気づかされる研修だった。自分の専門分
野も、そうでない分野も、自分の知識を増やさなければならないし、増やしたいと思えるようになった。
・シリコンバレーでの研修によって、シリコンバレーの技術の高さ、ビジネスの仕組みを学ぶことがで
き、将来海外で仕事や研究がしたいと思えた。今後自分が日本での生活の中で、何をしたらいいのかを
考えることができた。
・ELEP を通して自分がいかに日本で何も考えずに毎日を過ごしていたかということを認識できた。もち
ろんシリコンバレーを肌で感じて、そのように考えたということもあるが、それ以上に ELEP のメンバ
ーのみんながそれぞれ自分の強みを持っていて、それに刺激されたことも大きかったように思う。この
ようなメンバーと 5 週間接する中で、自分が頑張っていると思っていたことが単なる自己満足で、日本
に帰ってからももっとできることはあるはずだというモチベ―ションにもなった。将来的に起業すると
か、海外で働くとかいったことは留学する前まではただ口にするだけで全然本気ではなかったが、この
プログラムを通してそういった選択肢も現実的なものとしてあると考えることができ、自分の考え方の
幅も大きく広がったと思う。
・海外に出たことで日本とアメリカの文化や考え方などを比較することができるようになり、以前より
まして様々な考え方の人を理解することができるようになった。加えて、アメリカでは何も主張しない
人間は無能な人と捉えられるので，自分の意見をしっかり主張することの大切さを学んだ。
・今までは大手企業に就職することが成功した人の証だと思っていたが、自分のやりたいことを将来の
仕事にするために起業という選択肢も考えるようになった。
・英語に対して苦手意識があったが、帰るころには自分からどんどん話せるまで英語が好きになった。
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 ELEP2014 ホームステイに関するアンケート
ELEP 参加者 30 名は研修期間を通してサンノゼ市内の一般家庭でホームステイを体験した。移民の多
いカリフォルニア州の特徴で、異なったバックグランドを持つ家庭にホームステイを行い、英語のみな
らず多様な国々の文化や習慣を学ぶことが出来た。アンケートの結果、
「住居周りの環境（治安）」
・
「ホ
ームステイを楽しめたか？」
・
「家庭内衛生面」の項目は満足・ほぼ満足を合わせると 90％以上という高
い評価を得る事が出来たが、
“通学に時間がかかり大変だった。
”“家庭内での会話が尐なかった”とい
うコメントもでた。ホームステイ先によって待遇にかなりの違いがあり、ホームステイ先の選出には課
題が残った。ホームステイアンケート結果（添付資料 10）
- アンケート結果抜粋 ・5 週間もの間、知らない人でしかも日本語を話せない人のところで暮らすことはとても不安であった
が、ホストの方はやさしく接してくれて、その不安もすぐに解消された。5 週間の留学がホームステイ
であったおかげで、ただ学校で英語を学んだり、有名な場所を観光したりしただけではわからないよう
なアメリカの文化の深い部分にも尐し触れることができたのではないかと思う。
・夫婦共働きでありながら、子供にたくさんの愛情を注いでいるとても素敵な家庭でした。それを毎日
見ることで、これからの生活の中で学ぶことも多くありました。また、週末にはパーティを開いたり、
また観光に連れて行ってくれたりと、毎週暇なく楽しめました。
・朝はお互い早く家を出なければならないから、会話をする十分な時間がないことを理解してくれてお
り、話をするのは主に夕食のときと決まっており 1～2 時間は毎食事に会話ができた。会話の内容も、
世間話から文化の違いや社会問題など幅広かった。
・最寄りのライトレールの駅が遠く、バスで通学することとなったが、そのバスも 1 時間に 1 本程度で、
授業に間に合うものも 1 つしかなかった。また、休日はバスが運休なので、ホストファミリーの助けな
しには移動できず、申し訳なさを感じた。
・家族との交流や会話が尐し物足りなかった気がするが、マザーがとても明るい方で、楽しく生活する
ことができた。また、最後の夜に多くの人とホームパーティが出来たのは本当に楽しかった。
・食事や休日に会話することが多いと思うが、食事を一緒に食べる機会が尐なく、家にいなかったり、
親戚の面倒を見るため遅く帰ってくる事も多かったので事務的な連絡を聞く事しかなくて残念だった。
・話を振ってくれ、アメリカの文化等を教えてくれた。また，show and tell でのテーマ選定のときに
相談に乗ってくれたり、サンノゼでの仮想ビジネスを考える際，いろいろと問題を提示してくれたりし
たので，会話に関しては積極的にコミュニケーションが取れたと思う。また、子供たちとも話したり、
遊んだりできて楽しかった。
・慣れてしまえば通学や風呂の不便さはさほど気にならず、ホストマザーとの会話で英語力がかなりブ
ラッシュアップされた実感がある。またホストマザーの息子や友達など多くの人達と仲良くなれたのが
良かった。
・野菜が尐なかったですが、5 週間メニューがかぶることなくおいしいご飯を食べさせてくれ、いかに
もアメリカの料理！と言うようなものが出てきて文化に触れることができました。
・とても聞き取りやすい英語でたくさん話してくれたし英語の訂正などもしてくれた。
・ホストファミリーはこちらを最大限に尊重して親切にしてくださって、とっても過ごしやすく大変感
謝してます。友人と二人でのホームステイだったことと、課題に追われて話す時間が減ってしまったこ
とが心残りです。
・いろんなイベントに連れて行ってもらえた。グランパの誕生日会、子供のホームパーティ、バスケの
試合の応援、博物館、サンフランシスコやモントレイの観光、日本食パーティ、日曜日の教会、サンタ
クルーズ等々。到着初日に近所の家にも連れて行ってもらえた。アメリカの生活や文化を学ばせてあげ
ようという気持ちがとても感じられ、ありがたかった。
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9. JASSO (独立行政法人日本学生支援機構)報告書
今期 ELEP は平成 26 年度留学生交流支援制度（短期派遣）に「工学系グローバル・オープンイノベー
ション人材育成プログラム」として採択され、派遣者 30 名のうち JASSO 奨学金支給要項を満たす 25
名に奨学金 16 万円/名が支給された。下記円グラフの示すとおり、ELEP への参加が学業・就職活動の
面で大きく役立っており、長期留学への希望が増え、世界へ羽ばたきたいという意欲が表れている。

-報告書抜粋 ・この留学プログラムは本当に素晴らしいものであり、私を含む３０人程度の工学部生しか参加できな
いのは本当に惜しいことだと思う。自分はこの短期留学で人生が変わったと断言してもよいくらいであ
る。もし可能なら工学部の学生全員がこのプログラムに参加してほしいと思う。
・今回の ELEP で一番大きかったのはやはり一緒に過ごしてきた ELEP メンバーです。みんな一人一人が
自分の考え方を持っていて、熱意もあり、自信もあり、本当にすごい人たちで、こんなすごい人たちが
いる九大で学べることが誇りに思えるようになりましたし、簡単に負けたくないとも思いました。
・外国の大学生の意欲や勉強量に触れ、海外の大学院留学に対し、前向きになりました。いまのところ、
経済的負担や、安全面から、ダブルディグリーを取りたいと思うようになりました。こういった、海外
の大学に目を向けられるようになったのも、この ELEP のおかげだと考えています。
・留学前の段階では、将来海外で研究したり働いたりということは一部の特別な人たちにしかできるこ
とではなく、もし自分にそのような機会がまわってきたとしても英語力や自信のなさなどから敬遠した
であろうと思います。しかし、この留学を経験して、そういったことは自分の意識や努力次第で可能で
あるとわかりました。
・今回の留学中に、NASA で働いている友達ができたり、民間の航空宇宙産業の会社でソフトエンジニア
として働いている方とお話できたりと、自分にとっては夢のような環境でした。このような経験が、日
本に帰ってから航空宇宙工学を勉強する大きなモチベーションになると感じています。
・どんな日常の１コマを切り抜いても今までの世界とは大きく異なっていて、風景・国柄・文化・教養
など、多くのジャンルで日本と世界の「スタンダード」の差を実感した。
・日本にいた時より環境の変化や異文化に対して寛容になり、精神的にタフになった。また留学前は頭
でだけ認識していた日本の良さと悪さを実際に肌で感じ、日本に対して抱いていた安心感のようなもの
が崩され、危機感すら覚えた。そのうえで日本のために自分ができることは何かを考えるようになり、
大局的な視点を持てるようになった。
・留学前は自分の進路に悩んでいて、今の専攻を生かした仕事に就くか、それ以外の道に進むか決めか
ねていました。しかしアメリカのシリコンバレーで働く研究者のお話を聞いて、もっと自分の専攻をき
わめていきたいと思うようになりました。お会いした方々はお金とかよりも自分がやりたいことを優先
させて生き生きと仕事をしている印象を受けました。
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平成26年度

工学部(府)生向け海外研修

Engineering Leaders English Program (ELEP)
募集要項
九州大学工学部・同大学院工学府では、日本人学生の国際化の一助とするため、イノベーションの中
心であるシリコンバレーにおける、5週間の海外研修プログラムを準備しました。皆さんの積極的な応
募を期待します。
◆趣 旨
工学系部局では一般に、新興国からの留学生の急激な増加、イノベーションのオープン化・グロー
バル化、日本人学生の内向き志向などの状況を踏まえ、日本人学生と外国人留学生とが切磋琢磨す
る環境を整え、オープン・イノベーションに対応できる高度なグローバル人材の養成を図ることが
求められています。特に、我国が独自の頭脳循環拠点を形成するためにも、日本人学生が、①英語
力をブラッシュアップすること、②アントレープレナーシップ（起業家精神）の実態に触れ、イノ
ベーションが起こる仕組み（エコシステムなど）を理解することが重要であると考えられます。
本プログラムELEPは、九州大学カリフォルニアオフィスの支援を受けて、5週間にわたり、サン
ノゼ州立大学での英語研修に加えて、起業家やベンチャーキャピタルの方々の講義、シリコンバレ
ーにある大学やハイテク企業等へのフィールドトリップに参加しながら、上の２つの目標を達成す
ることを目指しています。
◆対 象 者
九州大学工学部・同大学院工学府に在籍する日本人学生
◆募集人数
35名
※応募者多数の場合は、書類または面接による選考を行います。
◆期

間
平成27年2月21日（土） ～ 3月29日（日）（5週間）

◆場

所
米国サンノゼ州立大学 アメリカ英語研究所（I-Gateways）

◆プログラム内容
◇月曜日～金曜日
午前：英語研修 / 午後：イノベーション研修等
◇週1回程度
フィールドトリップ（シリコンバレーにある大学やハイテク企業等訪問）
◆単位認定
帰国後に受験した公的英語成績（TOEFL・TOEIC等）の提出後、すべての評価を総合的に考慮のう
え、工学部生（国際イノベーション入門）、工学府生（国際イノベーション特論）として4単位（参
考科目）が認定されます。
◆滞 在 先
大学近郊の一般家庭でのホームステイ（朝・夕食付き）
◆費

用
約56万円(往復航空運賃・ホームステイ料金・英語研修料・その他諸経費)

※JASSOから奨学金16万円あり（ただし，成績と家計の審査あり）
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◆応募方法
国 際 交 流 支 援 室 HP に て 願 書 を 入 手 し 、 下 記 必 要 提 出 書 類 の ス キ ャ ン デ ー タ と 共 に
kooirose@jimu.kyushu-u.ac.jpへemailに添付して送付する。提出書類をスキャン出来ない場合は工
学系国際交流支援室(ウエスト4号館3階309-2号室)に持参。その場合でも願書はwordデータとして
送って下さい。願書提出後、支援室より受領確認のメールが来ない場合は、データが送れていない
可能性がありますので連絡して下さい。


必要書類
1.

ELEP願書（写真付き）wordで作成する事。

2.

TOEFL（ITP可）、TOEIC等の、公的な英語能力試験の結果通知コピー

3.

パスポート、写真がついている部分の見開きのコピー
説明会
に参加

願書を HP より入手し必
要書類を Email にて
国際交流支援室に送付

書類選考

参加者決定

◆プログラム説明会開催日
第１回 H26年 7月17日（木） 16:40～1時間程度
会場：総合学習プラザ第７講義室
第２回 H26年10月 2日（木） 16:40～1時間程度
第３回 H26年10月 7日（火） 16:40～1時間程度
会場：総合学習プラザ第７講義室（予定）※詳しくは下記支援室HPをご覧下さい。
◆願書提出期限
H26年10月15日（水） 17時まで。
◆結果通知
H26年11月7日（金）までにメールにて結果を通知します。
◆その他
・当プログラムに参加した者は、帰国後、レポート等の提出，報告会への参加，工学部（府）が実
施する国際交流活動への協力（交流会・留学生サポート）などのフォローアップ活動に参加する必
要があります。詳細は説明会の際に説明します。
・ELEPに関する最新情報や願書等の取得については、下記HPをご覧ください。
http://irose.kyushu-u.ac.jp/

Stanford大学にて
<問い合わせ先>
工学系国際交流支援室 W4 号館 3 階 309-2 号室
担当：水谷 Tel：092-802-2999 内線 8031
e-mail: kooirose@jimu.kyushu-u.ac.jp
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説明会参加者および願書提出者詳細
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H26 ELEP派遣者リスト
学年

I-Ga tew a y s
クラス

B2

A

B2

B

B1

A

B2

A

B2

B

B1

B

B3

A

B3

A

機械航空工学科

B1

B

物質科学工学科
応用化学機能コース

B2

A

地球環境工学科

B1

B

B3

B

B2

B

物質科学工学科

B1

B

航空宇宙工学専攻

M1

A

B2

A

B2

B

B3

A

B1

B

B2

A

B2

B

B2

A

田口 佳野子 機械航空工学科
たかはし ま み か
物質科学工学科
髙橋 真美加 化学プロセス生命工学コース
たけだ
な み
エネルギー科学科
竹田 那美
エネルギーシステム工学コース

B1

A

B2

B

B2

A

26

とみた

B1

B

27

とおやま

B3

A

28

うち むら

B2

B

29

やまがた

B2

A

30

やまき

B3

A

No
1
2

氏 名

な な み
地球環境工学科
阿部 奈菜美 建設都市工学コース
あ べ
たつき
物質科学工学科
阿部 建樹
応用化学機能コース
あ べ

3

あまの

4

ふじの

5

い だ

6

いまむら

7

いのまた

8

いしだ

9

かねこ

こうき

石田 浩貴
しゅう ご

金子 宗瑚

きたはら

13

くにひろ

ひろき

川崎 浩輝
す

ひとみ

木須 瞳
よ うこ

北原 洋子
じゅん

國弘 純
みずの

り

こ

水野 梨瑚
もりした

ひろゆき

森下 寛之
ながい

ゆき こ

永井 薫子
ながしま

けいすけ

長島 圭祐

18

お え

19

さいぐ さ

20

さくらい

21

しらいし

22

すずき

23

たぐ ち

25

あかね

猪俣 茜

12

24

りょうた

今村 亮太

き

17

ゆうき

井田 裕貴

11

16

こう すけ

藤野 弘将

かわさき

15

ゆう き

天野 佑基

10

14

学科（コース）・専攻

しょうた

小江 祥太
こう すけ

三枝 洸介
しゅんた

櫻井 俊太
もえ み

白石 萌美
こうきち

鈴木 浩吉

機械航空工学科
物質科学工学科
応用化学コース
エネルギー科学科
エネルギーシステム工学コース
エネルギー科学科
物質科学工学科
材料科学工学コース
電気情報工学科
電子通信工学課程（B課程）

物質科学工学科
応用化学分子コース
地球環境工学科
建設都市工学コース

物質科学工学科
応用化学分子コース
エネルギー科学科
エネルギーシステム工学コース
電気情報工学科
電子通信工学課程（B課程）
機械航空工学科
地球環境工学科
建設都市工学コース
地球環境工学科
建設都市工学コース
地球環境工学科
地球システム工学コース

か の こ

けんと

冨田 健人
しょうこ

遠山 聖子
しゅんすけ

内村 駿介
ふ み

山縣 芙美
けんじ

山木 健司

機械航空工学科
物質科学工学科
応用化学分子コース
物質科学工学科
応用化学コース
地球環境工学科
建設都市工学コース
電気情報工学科
電気電子工学課程（A課程）
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For students who would like feedback on the points in their first draft of their presentation during the final
week:

please send a brief outline in an email and then sign up for an appointment. Marianne will have

an online signup link that she’ll send via email.
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* Appointments with Marianne.

Sign up using Google spreadsheet look for link via email by 3/14.
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授業別にみる各クラスの平均満足度

Active Preparation &
Practice using the
Language of Engineers
5

Aクラス
Bクラス

4
3
2
1
Listening to Lectures

Effective Presentations

0

Accent Training

各クラスの授業別平均満足度（5 点満点中）
Active
Preparation &
Practice using
the Language of

Effective

Accent

Listening to

Presentations

Training

Lectures

Engineers

A クラス

3.69

4.88

4.75

4.38

B クラス

3.86

4.50

4.50

3.93

- 37 -

添付資料 7

ELEP Final Presentations
Date

氏 名

Name

class

Title

順位

井田 裕貴

IDA YUKI

B

Immigration to Japan

3

猪俣 茜

INOMATA AKANE

A

Super Women

2

内村 駿介

UCHIMURA SHUNSUKE

B

New Strategy of Kyushu University and Fukuoka City

山縣 芙美

YAMAGATA FUMI

A

My favorite words, "Itadakimasu "," Gochisousama"

阿部 建樹

ABE TATSUKI

B

Gestures

川崎 浩輝

KAWASAKI HIROKI

A

Eye Color

北原 洋子

KITAHARA YOKO

B

Honorific Words(敬語)

森下 寛之

MORISHITA HIROYUKI

A

Possibility of HALE, unmanned Aircraft

長島 圭祐

NAGASHIMA KEISUKE

B

EV vs. FCV

田口 佳野子 TAGUCHI KANOKO

A

Problem of Silicon Valley

竹田 那美

TAKEDA NAMI

A

Coins

金子 宗瑚

KANEKO SHUGO

B

School Name Sweatshirts

石田 浩貴

ISHIDA KOKI

A

Whaling Problemｓ

今村 亮太

IMAMURA RYOTA

B

Japanese "Thank You"

永井 薫子

NAGAI YUKIKO

A

Nuclear Power Generation

藤野 弘将

FUJINO KOSUKE

A

The Difference of Club Activity

3

水野 梨瑚

MIZUNO RIKO

B

Why is everything so vivid in America?

4

山木 健司

YAMAKI KENJI

A

Friendly American

白石萌美

SHIRAISHI MOEMI

B

Water in CA

鈴木 浩吉

SUZUKI KOKICHI

A

Difference between laugh and smile

木須 瞳

KISU HITOMI

B

What should we bring back to Japan?

天野 佑基

AMANO YUKI

A

Mass-consumption of foodｓ

國弘 純

KUNIHIRO JUN

B

Garbage-San Jose vs. Japan

遠山 聖子

TOYAMA SHOKO

A

LGBT

冨田 健人

TOMITA KENTO

B

My flash of insight from thinking in English

小江 祥太

OE SHOTA

A

Guess Culture in Japan

髙橋 真美加 TAKAHASHI MAMIKA

B

Gum under the desk

櫻井 俊太

SAKURAI SHUNTA

A

Is it useful?

三枝 洸介

SAIGUSA KOSUKE

B

One way for Japan to survive

A

My family

3月17日
4

1

2

3月18日

1

4

1

3月19日

阿部 奈菜美 ABE NANAMI
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「ELEP201４(Engineering Leaders English Program）」報告会 プログラム
日 時：平成２7年４月１０日（金） １６：００～２０：００
場 所：伊都ゲストハウス 多目的ホール / 懇親会場：天天

開会挨拶

該当者

時間

高松研究院長

16:00-16:05

機械航空工学科 ２年
金子宗瑚_かねこしゅうご
地球環境工学科 ３年

ELEP代表者プレゼン（各8分×4人）
プレゼンテーション5分/質疑応答2分/準備1分

白石萌美_しらいしもえみ

16:13-16:21 Title : Water in CA
16:21-16:29 Title : Gum under the desk

物質科学工学科 ４年

16:29-16:37 Title : LGBT

天野・阿部建・國弘・白石・猪俣

16:37-16:47 Group : ASIKA

地球環境工学科 3年
阿部奈菜美_あべななみ

16:47-16:49

物質科学工学科 ３年

16:49-16:51

阿部建樹_あべたつき
機械航空工学科 ２年
天野佑基_あまのゆうき

16:51-16:53

物質科学工学科 ３年
藤野弘将_ふじのこうすけ

16:53-16:55

エネルギー科学科 ３年
井田裕貴_いだゆうき

16:55-16:57

エネルギー科学科 ２年
今村亮太_いまむらりょうた

16:57-16:59

物質科学工学科 4年
猪俣 茜_いのまたあかね

16:59-17:01

電気情報工学科 4年
石田浩貴_いしだこうき

17:01-17:03

機械航空工学科 ２年
金子宗瑚_かねこしゅうご

17:03-17:05

物質科学工学科 3年
川崎浩輝_かわさきひろき

17:05-17:07

地球環境工学科 2年
木須 瞳_きすひとみ

17:07-17:09

物質科学工学科 4年
北原洋子_きたはらようこ

17:09-17:11

地球環境工学科 3年
國弘 純_くにひろじゅん

ELEP参加者の感想（各２分×３０人）

16:05-16:13 Title : School name sweatshirts

物質科学工学科 ３年
高橋真美加_たかはしまみか
遠山聖子_とおやましょうこ

Zero to One 代表プレゼン10分

備考

17:11-17:13

物質科学工学科 ２年
水野梨瑚_みずのりこ

17:13-17:15

航空宇宙工学専攻 M2年
森下寛之_もりしたひろゆき

17:15-17:17

物質科学工学科 3年
永井薫子_ながいゆきこ
エネルギー科学科 3年
長島圭祐_ながしまけいすけ

17:17-17:19
17:19-17:21

電気情報工学科 4年
小江祥太_おえしょうた

17:21-17:23

機械航空工学科 2年
三枝洸介_さいぐさこうすけ

17:23-17:25

地球環境工学科 3年
櫻井俊太_さくらいしゅんた

17:25-17:27

地球環境工学科 ３年
白石萌美_しらいしもえみ

17:27-17:29

地球環境工学科 ３年
鈴木浩吉_すずきこうきち

17:29-17:31

機械航空工学科 ２年
田口佳野子_たぐちかのこ

17:31-17:33

物質科学工学科 3年
高橋真美加_たかはしまみか

17:33-17:35

エネルギー科学科 3年
竹田那美_たけだなみ

17:35-17:37

機械航空工学科 2年
冨田健人_とみたけんと

17:37-17:39

物質科学工学科 4年
遠山聖子_とおやましょうこ

17:39-17:41

物質科学工学科 3年
内村駿介_うちむらしゅんすけ

17:41-17:43

地球環境工学科 3年
山縣芙美_やまがたふうみ

17:43-17:45

電気情報工学科 4年
山木健司_やまきけんじ

17:45-17:47

閉会挨拶

久枝副研究院長

17:47-17:52

懇親会場：天天へ移動

懇親会参加者

17:52-18:00

懇親会（会場：天天）

懇親会参加者

18:00-20:00
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ELEP 2014

ホームステイアンケート結果

ELEP2014 参 加 者：30 名
ｱ ﾝ ｹ ｰ ﾄ 回 答 者 数：30 名

食事面はどうでしたか？

家庭内の衛生面はいかがでしたか？

25

25
19

20
15
人
数 10

15
人
数 10

6
3

5

1

20

20

7
3

5

1

0

0

0

0

家庭内での会話はいかがでしたか？

住居周りの環境（治安）はいかがでしたか？
25

25

25

20

20
14

15
人
数 10

15
人
数 10

7
4

5

4

5

1

0

4
0

1

0

0

通学の利便性はいかがでしたか？

ホームステイを楽しむことができましたか？
25

25

15
人
数 10

13

15
人
数 10
5

18

20

20

7

6
2

5

2

0

0
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0

2

1

あとがき
「日本人学生にシリコンバレーでのアントレプレナーシップの状況に触れてもらう」と
のコンセプトの下で，2012 年度に初めて実施された ELEP は，実施内容が参加学生に好評
であった上にプログラム担当教員達から見ても，参加学生各位が今後の修学に対する高い
向上心を有することができたとの判断もあり，2014 年度も引き続き実施されました．昨年
度は実施期間が 4 週間でしたが，昨年度の参加者アンケートより多くの参加者が尐しでも
長期間の実施を希望したこともあり，今年度は 2012 年度と同様に 5 週間で実施しました．
本報告書にて紹介した参加学生達のコメントを通読する限り，今年度も学生の修学に対す
る動機づけとしての役割は十分に達成できた研修であったと確信できます．また国際公用
語としての英語習得の必要性についても十分に体感してくれたものと思われます．また，
今年度初めて実施した VC workshop は，ELEP らしさを引き立たせた研修プログラムであっ
たと思われますので，次年度以降はさらに強化できるよう，関係者一同検討したいと思っ
ています．
ELEP 参加学生達は，各人の現状の問題点を理解し，松尾 CA オフィス所長のお話にたび
たび出てきた「マイクロイノベーション」を継続して実践しているものと思われますが，
「マイクロイノベーション」の実践は ELEP への参加の有無に関わらず，九州大学の全学生
に望まれることです．ELEP に対しては工学部長先生の多大なるご配慮により，大学の経費
から給付型奨学金が支給されていることも勘案しますと，参加学生達が未参加学生達に対
して日々のマイクロイノベーション活動の重要性を周知し，九州大学の全学生がこれを実
践し，学生同士が切磋琢磨する環境を創出することは参加学生の使命であると思いますの
で，ぜひとも協力いただきたいと考えます．
また，参加学生のアンケートでは，日本の大学の講義と SJSU での講義の相違（一方通行
vs.双方向）について多くの指摘がありました．講義の内容（専門知識の教授，英語能力の
向上）の違いがあるため一概には評価できませんが，教員側としても昨今話題の「PBL」
「反
転授業」などの手法を積極的に導入し，学生の「双方向」講義の実施に対する期待に応え
ることが必要だろうと思われます．
ELEP 研修の有用性は工学部内でも相当の認識が得られていることもあり，2015 年度も引
き続き実施することで計画が進行していますが，これまでの参加希望者数の推移を見る限
り，学生に対する周知は十分ではない状況であると思われるため，2015 年度も昨年度と同
様に夏休み前に説明会を開催するなど，より多くの学生に対して ELEP 研修の周知し，参加
を促すように計画しております．
松尾 CA オフィス所長を始めとする関係各位におかれましては，今後とも ELEP に関し，
種々のご協力，ご配慮を賜りますよう，お願い申し上げます．

九州大学大学院工学研究院准教授
ELEP実施担当
後藤 浩二

編集後記
今期 3 回目を迎える ELEP、英語研修・現地有識者講演・企業/大学等訪問に加え、今回は ZTO
（Zero to One）プログラムとして Ideathon および VC Workshop を第 5 週目に実施しました。
この ZTO を通して学生達は、英語を母国語としている人とのディスカッションの難しさ、起業
することの大変さ、ゼロから何かを生み出す難しさと楽しさを実感したようです。5 週間という
短い間ですが、様々な体験を通し学生達は大きく成長しました。全行程を同行し、まさに目の前
で激変する彼らを見守る事ができ、私自身も毎回新しい驚きと感動を学生達からもらっています。
ELEP 卒業生は、帰国後も次なる留学・国際交流・海外でのインターンシップと積極的に活動の
幅を広げています。ELEP が継続され派遣人数が増えるにつれ、工学部（府）全体のグローバル
化につながり、ELEP 卒業生達が新たな原動力となってくれると期待しています。
最後となりますが、現地で大きな事故や病気もなく、全員無事に帰国できましたのも、ELEP の
為に御尽力・御配慮くださった沢山の方々のお力添えの賜物です。この場をお借りして、こころ
より感謝申し上げます。
（水谷 由美）

この報告書の内容の複写複製・転載禁止
編集

九州大学大学院工学研究院
工学系国際交流支援室
〒819-0395
福岡市西区元岡 744 W4 2 階 203
Tel:092-802-3870
Fax:092-802-3874
E-mail: kooirose@jimu.kyushu-u.ac.jp
URL:http://irose.kyushu-u.ac.jp/
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