2015 年度ＳＶＥＰ（シリコンバレー英語研修）実施報告

2015 年 8 月 23 日から 9 月 19 日までの 4 週間にわたり、九州大学国際交流推進室とカリフォルニ
ア（CA）オフィスが企画・アレンジした Silicon Valley English Program（SVEP）2015 を実施しま
した。第９回目となった今回のプログラムには、学内選考を経て、１０学部・４学府から 42 名が参
加しました。
SVEP2015 では、サンノゼ州立大学の英語教育機関である IGateways における英語の授業、現地
家庭でのホームステイに加え、サンノゼ州立大学の学生と交流する機会としてチャイニーズレストラ
ンでのパーティやカジュアルな会話を楽しむカンバーセーションクラブを企画しました。
また、シリコンバレーで活躍する方々による特別講義、有名企業やベンチャー起業、大学等へのフ
ィールドトリップを実施し、世界の最先端にあるテクノロジーとビジネスを紹介しました。
さらに、シリコンバレーでの気づきや学びをアウトプットする試みとして、個々の学生による Final
Presentation に加えて、Zero to One プロジェクトを盛り込み、７グループによる新規事業のプレゼ
ンテーションも実施しました。Zero to One プロジェクトは、今までにないアイディアをゼロから実
現する過程を体験し、
シリコンバレーひいては世界に通用するマインドの醸成を狙いとしたものです。
参加学生は、慣れない環境と多忙なスケジュールにもかかわらず、見事な適応と成長を見せてくれ
ました。SVEP2015 をきっかけに、今後グローバル人材として成長・飛躍してくれることを期待して
います。
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IGateways での授業
IGateways での授業は、事前の TOEFL スコア提出やプレイスメントテストの実施により、参加学
生のレベルを見極め、特別にアレンジされています。SVEP2015 は３クラスに編成され、
「Discussion
and Current Events」
、
「Effective Presentations」
、
「Accent Training」
、
「Listening to Lectures」と
いう４種類の授業が用意されました。IGateways 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す。さらにこれまで数年にわたって
SVEP を受け入れてきた実績があるため、九大生をよく理解しています。
各授業の最初には、
各学生が自分の好きなものを見せながらそれについて 2～3 分で話をする
「Show
and Tell」を行われました。これによって学生は次第にスピーキングに対する苦手意識を克服し、英
語による表現力が向上しました。また、どの講義も学生が楽しく積極的に参加できるよう工夫がなさ
れており、時には教室外でのアクティビティも実施されました。
CA オフィスのスタッフは、毎日授業を参観して内容を確認するとともに、フォローの必要が感じ
られた時には、随時講師にフィードバックし調整に努めました。

特別講義／フィールドトリップ
SVEP2015 では、シリコンバレーの各界で活躍する
方々をお招きし、現在シリコンバレーで起こっている
こと、海外で働くということ、起業するということ等
について、自身の体験を交えながら学生向けにご講義
いただきました。学生たちは、シリコンバレーのエコ
システムがいかにユニークであるか、海外から日本を
見る視点がいかに重要であるかを知り、自分が今後ど
のように生きたいのか、そのために今何をすべきなの
かを考えるようになりました。
また、毎週金曜日にシリコンバレーの有名企業やベ
ンチャー起業、大学等へのフィールドトリップを行いました。最新のロボット技術、インキュベータ
ー（ベンチャー企業が資金調達や人的交流を行いやすくするための施設）
、アメリカの大学で研究等に
ついて、学生は実際に見たり触れたりしながらそのスケールの大きさを体感しました。
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特別講義の講師
 松尾正人氏（九州大学カリフォルニアオフィス代表）
「SVEP で何を学ぶか ―イノベーションと起業家精神（アントレプレナーシップ）&「世界で
活躍できる人材」とは―」
 原口博行氏（Canon USA, Inc. Vice President & GM）
「キヤノンの現状（イノベーションは何故必要か―シリコンバレーのダイナミズム）
」
 久保由美（Spectrum Vision Global）
「Voice 4U and Beyond」
 Anis Uzzaman 氏（Fenox Venture Capital）
「あなたが、世界に影響を与える起業家になるには」
 Indu Navar 氏
「My Entrepreneurship Thought」
 石倉友子氏（Avantec Vascular Corporation）
「メディカルデバイスの世界」
 池野文昭氏（Stanford University）
「Invention & Innovation」
フィールドトリップ先








Hewlett Packard
Fetch Robotics
Zen Square
Consulate General of Japan
Avantec Vascular Corporation
Plug and Play Tech Center
Stanford University
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デザイン思考ワークショップ／Zero to One プロジェクト
SVEP2015では、
SVEP初の試みとしてZero to One
プロジェクトを実施しました。これはゼロから何かを
作り出すことを経験するためのもので、デザイン思考
の手法を用いることにしました。デザイン思考につい
ては WiL 社のご協力のもとにワークショップを行い、
課題の発見とその解決策を考えることにより、新しい
ビジネスを考え出す手法を学びました。
その後、学生たちは７グループに分かれて丸１日議
論を進め、最終日にクリエートした新事業と収益を得
るためのビジネスプランを発表しました。ユーモアの
あるプレゼンテーションでユニークな事業が紹介され、会場は大いに盛り上がりました。
また、当日はベイエリア在住の九大同窓生にもお越しいただき、特に照太郎氏（89 年工学部卒）と
松阪秀二郎氏（81 年経済学部卒）にはプレゼンテーションの審査員もお願いしました。学生にとって
は、シリコンバレーで活躍されている大先輩からリアルな視点でアドバイスを得るという、貴重な機
会となりました。
さらに、プレゼンテーションに引き続いてランチパーティを開催し、過去に CA オフィス主催の研
修に参加した方々や、シリコンバレーの視察出張中だった貝塚地区事務部の皆様も交えて、学生と交
流していただきました。
なお、Zero to One プロジェクトを実施した最終週には Final Presentation の予定もあり、非常に
タイトなスケジュールとなりました。
両方を仕上げるために徹夜で作業した学生もいたようですので、
次回以降の改善点として検討していきます。

各グループのビジネスプラン概要
グループ１：
ハニカミ

食事の際に歯の汚れが気にならないよう、歯をコーティングする製品を開発。
素材が水溶性ポリマーのため人体に無害で、時間と共に溶ける。Xylitol など
を含ませておけば虫歯予防にもなる。

グループ２：

ポケットや財布でかさばって困るクーポンの問題を電子化によって解決する。
店の情報や期限切れの通知機能を加え、天神を中心に４００店から展開する。

COW-PON
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グループ３：
FLEX
グループ４：
Listeyer
グループ５：
UC Partners, Inc.
グループ６：

大学生のための情報収集アプリを開発。それぞれの学生が求める情報（例えば
講演会やセミナーの情報）を定期的に配信する。
主に難聴者や高齢者のコミュニケーションを補助するため、Ｓｉｒｉｕｓを利
用してスマートフォンで音声を認識し、文字化した情報をスマートグラスで読
めるようにする。授業や講演、会話を記録し検索することも可能になる。
ショッピングに関する詳細な情報や記録を見られるようにする。ショッピング
カートにデバイスが付いており、商品情報や買い物の記録を自分のスマートフ
ォンで確認できる。

Barbaroi

自分の写っている写真を効率よく収集したいという課題を解決する。グループ
メンバーがそれぞれクラウドにアップロードした写真を顔認証機能によって
分類・整理するアプリを開発。

グループ７：
SCOP （ Sports
Connect People）

スポーツしたいのに仲間がいない、'場所がない、という問題を解決する。ポ
イント制、チャット機能、イベント情報なども加え、人がスポーツで繋がる機
会を提供する。

ホームステイ

サンノゼ市内及び近郊において、２名でのホームステイを行いました。 ホームステイ中は、朝と
夕の２食が提供されました。ホームステイでは、朝起きてから寝るまで終日英語による生活を送るこ
ととなるため、生きた日常会話を上達させることができました。
また、様々な人種・文化が共存するアメリカにおいて、日本とは異なる文化や習慣に戸惑いながら
も、それらを理解し受け入れる、あるいは自分の意見や気持ちをしっかり伝えるという経験をする機
会となりました。プログラム開始直後はホストファミリーとのコミュニケーションに不安を覚えてい
た学生も、日々の食事や週末の外出などを通じて英語での会話を楽しむことができるようになり、難
しいテーマについて積極的に意見交換する学生もいました。こうして滞在日数を重ねて行くうちにホ
ストファミリーとの絆が深まり、日本への帰国日には参加学生とホストファミリーが互いに別れを惜
しむシーンが多く見られました。
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サンノゼ州⽴⼤学の学⽣との交流

サンノゼ州立大学の学生との交流機会を設けるため、
IGateways の学生スタッフや日本人学生との交流に
興味のある学生と本学の学生が一堂に会するパーティ
を企画したほか、IGateways の学生スタッフと本学の
学生が生活のこと、好きなもの等についてカジュアル
な会話を楽しむカンバーセーションクラブを実施しま
した。学生たちはこれらの活動を通じて友情を深め、
上記の活動以外にも連絡を取り合い、一緒にカラオケ
を楽しんだり映画やスポーツ観戦へ出かけたりと、自
主的に交流の幅を広げていきました。また、学生たち
が帰国する際には、サンノゼ州立大学の学生たちが夜遅い時間にもかかわらずサンフランシスコ国際
空港まで見送りに来てくれました。学生たちが帰国した後も、SNS 等を通じて交流が続いているよう
です。

オプションツアー
CA オフィスと現地旅行会社により、週末
を利用したヨセミテ国立公園ツアーと LA ツ
アーをコーディネイトしました。
多くの学生がこれらに参加し、学部や学年
を超えた友情を深めつつ、アメリカの壮大な
大自然や LA の街並み、ディズニーランド等
を満喫したようです。
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ファイナルプレゼンテーション

最終週には、プログラムの集大成としてファイナルプレゼンテーションを実施しました。全学生が、
それぞれアメリカに来て気づいたことや自分の研究分野など自由にテーマを選び、５分間のプレゼン
テーションを行いました。どの学生も英語授業で学んだ様々なテクニックを駆使し、オーディエンス
を引きつけようとスライドや話し方にも工夫を凝らしていました。ファイナルプレゼンテーションは
３日間で４セッションを実施する長丁場でしたが、歓声や驚きの声が絶えない素晴らしい雰囲気で進
行しました。また、各回の優秀者が表彰されましたが、その選考は非常に難しいものとなりました。

参加学生の Final Presentation テーマ一覧
SESSION 1
 Dietary Differences
 Eco Friendly City
 Human beings as an animal
 American traffic sign
 Internet connections in U.S.
 The differences between Japan and U.S.A.
- TV programs
 HI-CHEW in MLB
 The Naming practices in Japan and the
U.S.
 How to Spend Holidays - Let ’s learn



SESSION 2
 Learn from “Shark Tank” ~American
Challenge Spirits~
 Why am I here?
 Liberty of the university and us
 My surprise at the supermarket
 Tips culture
 Why new balance is more popular in Japan
than in America
 What I noticed
 The Differences in Sense of Color
 Amazing Musical
 Meal Share Application
American style!
Color-Blindness
 Need of license to use drone
The Difference ~How to Make Fukuoka  What should we do for future Japan??
Silicon Valley~

SESSION 3
SESSION 4
 Makeup as an Expression of Time, Place,  Happiness for you
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and Culture











What facial parts do you look at?
The difference between American and 

Japanese university students
My Dream

Home Renovation
Which countries do you want to work?
The differences between Japanese and 
American baseball stadiums
How to raise study motivation of Japanese 

college student
To reconsider innovation based on design
thinking

Overtime work
Is earning money good or bad?
Advertisement
The way of thinking ~in aspect of the
brain~
The way to go to school ~differences
between Japan and America and more…~
Personality ~being Same and being
different~
IoT is really good?
The climate of California

送別会と修了証授与
英語授業とファイナルプレゼンテーションが終了した翌日、IGateways による送別会が開催されま
した。送別会では、IGateways の講師陣を囲んで昼食を楽しみつつ、写真を撮るなど別れを惜しみま
した。また、IGateways の講師陣からは学生に一人ずつ修了証が手渡され、プログラム期間中の姿勢
と努力を称える温かいコメントがありました。
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参加者による事後アンケート（⼀部抜粋）
Q 研修受講後、自分の中で起こった心境の変化を教えてください。
（一部抜粋）
 この研修を通じて、英語を話すことへのためらいや恥じらいが大幅に減少したと感じました。最初は
ホストファミリーに話しかけられてもうまくしゃべれずにいましたが、時間がたつにつれて耳が慣れ
てきて、自分の考えを英語でスムーズに表現できるまでになりました。このことは私にとってとても
自信になりました。
 非常に影響を受けました！起業や将来について、当初今回の留学に期待していなかった部分も新しい
ことをまなべ、刺激を受けました。英語力の向上も、自覚はないですが出来ていたらいいなと考えま
す。自分の分野への見知も広がり、考え方も変わりました。大いに満足です。
 日本の外から日本を見ることで日本社会のいいところ悪いところが見えた。
 一番の収穫は素晴らしい仲間だと思う みんなそれぞれに将来の目標を持ってそれに向けて自分で考
えてアクションをおこし努力を積み重ねている。本当にすごいと思う
 "来る前は不安でも、過ごしていればなんとかなることが分かり、新しい環境に飛び込む力を養うこと
ができた。
 英語を話すことに関する抵抗は完全に消えました。しかし、同時に自分がいかに英語が下手なのかを
実感しました。そして、英語を本当に頑張ろうと思え、英語の勉強に対する意欲が増しました。そし
て、また絶対アメリカや海外に行きたいと本当に強く思いました。
 この研修を通じて、ものの考え方が変わったと実感してます。今までは、暇な大学生活を退屈に感じ
て、ただただぼんやり毎日を過ごしていたのですが、サンノゼの学生やアメリカで活躍されている方々
の話を聞いたり、触れあったりするなかで危機感が生まれました。ですが、同時に今の自分は無力で
あると思い知らされたので、今の自分にできることは何なのかを常に意識するようになりました。
 私は将来したいことが多すぎてさまよっていましたが、今回様々な企業を訪問する中で一つの目標を
立てることができ、努力の方針が生まれました。出発前はアメリカの文化をまなぶつもりでいました
が、外に出たことでかえって日本のことを学べたように思います。日本を客観視する経験ができてよ
かったです。
 日本人と違い異なっている点を大事にしようと思うようになりました。それと英語だけではなくこれ
からの時代プログラミング言語も必要になってくることを痛感しました。
 この研修で今後海外に出て行きたいという気持ちが非常に高まりました。そしてそれを実現させるた
めに英語はもちろん、自分の学部の勉強にもより熱意を持って取り組んでいこうと思っています。こ
の研修の中で英語の能力は期待してたほど伸びませんでしたが、英語を話すことに抵抗がなくなった
のは良かったです。
 淡々と送っている日常生活を変えるというのが私の中での一番大きな目標でした。実際、今回の研修
を通して自分自身の視野が大きく開け、友人関係も広がることで大きな変化がありました。心境とし
ては、これからは目的をもって物事に取り組もうと思えるようになりましたし、それだけでなく様々
なことに日々チャレンジしたいと思うようになりました。
 失敗を恐れず、やりたいことはどんどんやっていこうと思った。また、留学前は、海外に行くことに
そこまで楽しいイメージはなかったが、SVEP で非常に楽しめたため、今度は長期留学をしてみたい
と思うようになった。
 以前はあまり他人に興味が持てなかったが、いまでは他の人がどんなことを考えていて何について困
っているのか非常にきになる。
 今後また留学しようという思いが強くなった。英語力が向上したかは微妙だが、英語に対する壁はな
くなったと思う。
 研修に参加する前は、文学部の自分はどの分野で社会貢献できるのか疑問に思い、悩んでいました。
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しかし、様々な講義を受ける中で、学部に縛られる必要は全くないのだと気が付きました。ビジネス、
サイエンスなどいろいろな知識を身に着けたいと思うようになりました。たくさんの経験をして、面
白い、魅力ある人間になりたいと、これからの目標も見つかりました。自分の理想像、将来の夢を探
り、自分自身とこんなにも向き合った時間は今までになかったので、とても充実した日々だったと思
います。


一番強く思ったのは、日本を出てみてよかった、ということです。この機会に外国という未知の世界
に足を踏み入れてみて、まだまだ知らないことがたくさんあることを知りました。ホストファミリー
との交流は特に印象的で、たとえ異文化に生きていても家族のように心を通わせることができるのだ
と知り、感動しました。



治安の面ではなく、経済成長、世界での立場的に日本が安心して暮らせる場所ではないということを
痛感した。



日本の大学の勉強時間が少ないのも現地の学生の勉強への姿勢を見て痛感した。



周りが英語ばかりの生活で、その中に入ってみて少しは英語になれたところで日本に帰ることになっ
たので、これからも英語の勉強を続けてもっと英語能力を高めたいと思った。



これまで、アメリカの人は冷たいと思っていたが、全然そんなことはなかった。ホストファミリーを
はじめ、通りすがりの人が丁寧に道を教えてくれたり、落とし物を拾ってくれたりと、とても優しか
った。人種は違えど、人々の優しさはどこに行っても変わらないと思った。



もうすぐ就活が始まるにあたり、自分のやりたいことを見つけるきっかけを見つけたかったが、正直
なところ見つからなかった。しかし、SVEP の仲間たちの中には、もう自分の夢を持っていて、その
夢を追いかけている仲間もいる。その仲間の存在は大きな刺激になった。もっとよく自分のこれから
について考えなければならないと思った。
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