
ELEP説明会 （H24.10.10/15/23） 

ALEP: Agri-Bio Leaders English Program     (H24/8/20-H24/9/14)  農学部向け 
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①ELEPの目的 

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SAL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。 

[2] 



松尾正人・九大ＣＡオフィス所長 
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ホールさん 

九州大学ＣＡオフィス 



②ＥＬＥＰ実施までのスケジュール 
[4] 

イベント 日程 

1. プログラムの説明会（３回、ＣＡＯと
の連携） 

平成２４年１０月１０日（水）、１５日（月）、２
２３日（火） 

2. プログラム応募締切り 平成２４年１１月２日（金） 

3. プログラム参加者選考・発表 平成２４年１１月９日（金） 

4. アメリカ滞在ビザ申請・諸手続き 年内 

5. プログラム参加者に対するオリエン
テーション 

平成２５年１月２１日（月）～１月２５日（金） 

6. アメリカへ渡航、プログラム実施 平成２５年２月２３日（土）～３月３１日（日） 

7. プログラム参加後の報告会 平成２５年４月 

8. 英語（ＴＯＥＦＬまたはＴＯＥＩＣ）成績
の提出および単位認定 

平成２５年７月 
 



③ＥＬＥＰの各週のスケジュール 
[5] 
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④ＥＬＥＰ英語研修 
[6] 

ＡＬＥＰ ＆ ＳＶＥＰ 

Speaking and Listening 
（Speaking with Confidence） 

In this class, you will learn to communicate effectively in social and academic 
situations.  You will learn to express yourself with confidence by leading small 
group discussions, stating and asking for opinions, dealing with interruptions, 
defining problems, and figuring out solutions. 

Accent Training 

Working with a native speaker of English trains your ear to hear some of the 
sounds difficult to produce in English. You will have exercises in intonation 
patterns, stress, and pronunciation that will help to train your accent. Your 
teacher will be the example in this class, though you will work with your 
classmates or with a computer to produce the sounds yourself. 

Effective Presentations 
（Presentation Skills） 

Become a persuasive and confident speaker by structuring your presentation 
for maximum impact using visual aids effectively and handling questions 
comfortably. You will learn how to structure, develop, and deliver effective 
presentations. 

Campus and Community Events 
＜Grammar for Oral Fluency＞ 

In this class, you will develop your listening, writing, speaking, and 
presentation skills while participating in campus and community activities 
with native English speakers. You will have the opportunity to attend a 
variety of events, lectures, workshops, sporting events, and activities on and 
around the San José State University campus or near where you are living.  
For each event, you will do a brief written report, as well as a short, informal 
presentation describing your experience for your peers. 

Fluency Practice 

Practice informal conversation in a relaxed setting to build fluency and 
contemporary vocabulary. For your schedule, see our wiki site online. During 
our first week together, we will be going on orientations and excursions, 
talking in small groups as we walk. In our following weeks, your schedule for 
small group fluency practice will variable depending on guest speakers and 
other activities. 

工学分野向けに再検討 



⑤イノベーション研修 
[7] 

講師（ＶＣ＆起業家）の例 フィールドトリップの例 

①松尾所長 
総論 

①シリコンバレーの地元大学１ 
学内ベンチャー 

②ＶＣ（ベンチャーキャピタル）１ 
グローバル人材とは 

②シリコンバレーの地元大学２ 
たとえば、頭脳循環とは 

③ＶＣ（ベンチャーキャピタル）２ 
シリコンバレーとは 

③ハイテク企業 
たとえば、Intuitive Surgery, Intel 

④起業家１ 
エコシステムとは 

④インキュベーション 
たとえば、Plug&Play 

⑤起業家２ 
たとえば、パラダイス鎖国とは 

⑤日本人技術者 
たとえば、Yahoo, Google, Facebook
など 

H25年1月までに確定 
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応募の流れ 
[9] 

10/10（水） ELEP説明会（第1回） 
10/15（月） ELEP説明会（第2回） 
10/23（火） ELEP説明会（第3回） 

11/02（金） ELEP応募締切 

11/09（金） ELEP参加者決定 

11/12（月） ELEP参加者パスポート提示 

パスポートを 
取得しておくこと 

SALより、入学許可証I-20発行（５週間） 

11/15（木） ELEP参加者リスト送付 

F1-VISA取得・航空券購入完了 



パスポートの申請 
[10] 



パスポートの提示(I-20取得のため) 
[11] 

     
 

   
 
 
 
 
 
   



ELEP願書（その１） 
[12] 



ELEP願書（その２） 
[13] 



ELEP願書（その３） 
[14] 
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自己費用負担： 18万～25万円 
[16] 

費目 金額（目安） 負担 

航空券 109,305～144,315円 自己負担 

VISA取得 31,000～45,250円 自己負担 

英語授業 $2100～$2400（５週間） 自己負担 

ホームステイ $1584（$48×33泊） 自己負担 

携帯 $20＋使用料 自己負担 

支援金１ 16万円 日本学生支援機構 

支援金２ 10万円 工学部（府） 

109305+31000+$2100×80+$1584×80+$20×80=436625円 

145315+45250+$2400×80+$1584×80+$20×80=509885円 



応募の流れ（再掲） 
[17] 

10/10（水） ELEP説明会（第1回） 
10/15（月） ELEP説明会（第2回） 
10/23（火） ELEP説明会（第3回） 

11/02（金） ELEP応募締切 

11/09（金） ELEP参加者決定 

11/12（月） ELEP参加者パスポート提示 

パスポートを 
取得しておくこと 

SALより、入学許可証I-20発行（５週間） 

11/15（木） ELEP参加者リスト送付 

F1-VISA取得・航空券購入完了 



F1-VISAの取得(生協へ依頼の場合) 

1. 生協によるガイダンスに参加し必要書類に記入・
署名(I-20・DS160等)。 

①パスポート原本（アメリカ帰国日+６ヵ月有効である事） 

②証明写真（カラー、背景白のみ、サイズ5.1ｘ5.1ｃｍ）  

③英文預金残高証明書(保護者名義可、￥500,000以
上銀行の証明書） 

④VISA申請代金 

2. 指定された日に福岡領事館へ集団面接に行く。 

 指紋採取後、一人1分程度の質問を受ける（英語） 

3. 面接後２週間～１ヶ月後に生協よりパスポート＋
VISAが返却される。 

[18] 

４５，２５０円 



F1-VISAの取得(個人で取得の場合) 

1. 申請料金＄160を支払う。 

2. 米国大使館HP上よりDS-160を記入しオンライン
申請をする。 

3. 福岡領事館の面接予約を行う。 

4. 必要書類を福岡領事館に郵送。 

5. 米国国土安全保障省にSEVIS料金＄200を支
払う。 

6. I-20到着後、予約した日に領事館で面接を受け
る。 

[19] 

３１，０００円 



航空券購入 
[20] 

1. 生協に依頼：１４４，３１５円 

2. 自分で購入：１０９，３０５円 



付録1 ＡＬＥＰ＆ＳＶＥＰ 2012 



ALEP & SVEP の目的 

【ALEP】 単なる英語研修プログラムではな
く、”問題解決のための科学”の視点を持ち
、アグリバイオの国際的な場で、俯瞰的視
野を持って、自ら実問題を把握し、リーダー
シップを発揮できる進化型人材を育成。 

【SVEP】 SAL（サンノゼ州立大学アメリカ
英語研修所）での４週間の語学研修とホー
ムステイを通してどっぷりと英語の生活に浸
ることで、英語への壁が取り除かれること。 

 

 

[22] 



ALEP & SVEP 2012 (1) 
[23] 

スタートアップ 

講義① 

フィールドトリップ 



ALEP & SVEP 2012 (2) 
[24] 

講義② 

講義① 

スタートアップ 



ALEP & SVEP 2012 (3) 
[25] 

講義③ 

講義④ 

講義② 

講義③ 

講義④ 



ALEP & SVEP 2012 (4) 
[26] 

最終週のプレゼン 

講義⑤ 

講義⑥ 



ALEP & SVEP 2012 (5) 
[27] 

最終週のプレゼン 

講義⑥ 



[28] 

フィールドトリップの様子 



 伊佐山氏講演 「グローバルに活躍できる人材とは」 
 コミュニケーション能力（言語能力、日本を説明できる、ス

トーリー性、GIVE&TAKE） 

 ストックをフローに変える（どこでも通用するスキル、志、無
用の用、irreplaceable） 

 自分のスタンス（異文化と衝突する勇気など） 

 加藤氏講演 「シリコンバレーを考える」 
 イノベーションはベンチャー企業からしか出ない（統計的に

も裏付け） 

 ベンチャー企業を支える２つの要素（イノベーション力、起
業家精神） 

 日本の大企業が持つ強みが競争優位性を生まなくなって
きている 

Sep 6 (木), 2012   
[29] 



[30] 

伊佐山 元 氏 

伊佐山 元 氏 



・8:00-10:00 サンノゼ州立大学化学科のMarc 
d’Alarco教授の授業「The Challenge of 
Developing Medicines for Diabetes and 
Cancer 」 

・人類の死亡率は大きく低下しているが、原因別に
みると、糖尿病とガンのそれは増加している。この
問題に対して、化学はどう役に立つのか、自分の
研究室はどう貢献しようとしているのか、を話した
い。 

・内容は基礎知識がないと難しいかと思われたが
、学生から多くの良い質問が出た。（SVEPの）参
加学生のレベルは高い模様。 

 

Sep 7 (金), 2012  
[31] 



英語授業の様子 
[32] 



・The Tech Museumを訪問。メインテーマは正
に「イノベーション」。シリコンバレーがいかにイノベ
ーションの発祥の地であるかの展示。Tech 
Awardの事例を見ると、イノベーションが我々が
困っている身近な問題を解決できるかがわかる。 

・伊佐山氏の講演資料が送られてきた。 How 
the university became a driving force 
behind the world‘s best-known tech start-
ups. スタンフォード大学は文理融合をイノベーシ
ョンの要としている？ 

Sep 9 (日), 2012  
[33] 



[34] 

The Tech Museum 



・午後は、２時から、ALEPの英語クラスのまとめと
して、プレゼン審査が行われた。一人ひとりがテー
マを適当に選び、５分のプレゼンを行い、数人で審
査を行うのもの。第１日目は１１人。クラスのレベル
に拘らず、自分で英語を話すようになっている。 

・ 松尾所長他数名で評価。トップの発表では、 
The Tech Museum の写真を引用しながら、シリ
コンバレーの特徴に気づいていたのに感心。 

Sep 10 (月), 2012   
[35] 



英語研修の最終プレゼン 
[36] 



付録2 工学系部局の国際戦略 

８大学工学部長懇談会 
「工学教育プログラム実践強化委員会」 
大学国際戦略分科会報告より 
 
http://urx.nu/2aAQ 

http://urx.nu/2aAQ


[38] 

The New Arogonotes 



シリコンバレーと新興国との間の頭脳循環 
[39] 

頭脳流出が問題になったころには、数多くの留学生たちが、毎年、米国の大学で、科学や工学の学
位を取り、その後も米国に留まって、ＩＴという米国産業界きっての高成長分野に入って働き続けた。
こうした移民技術者たちはエスニックな人脈や組織をつくって米国社会に溶け込み、それを支えに仕
事や起業で成功した。そしてそんな人脈や組織を懸け橋に、母国にハイテク業界の慣習を移植し、
世界的な技術競争図を塗り替えて続けている。 



[40] 

台湾へ帰国したハイテク移民の数 



The New Arogonotes（１） 

 米国のシリコンバレーは，近年，台湾，イスラエ
ル，中国，インドと共に，異なる専門領域をもつ補
完的な経済地域どうしによるグローバルなネット
ワークを形成し，お互いに高め合うことによって，
成長を持続させている。 

 シリコンバレーは新しいシステム・アーキテクチャ
の開発を，新竹（台湾）はグローバルなロジスティ
クスの決定を，上海（中国）は低価格・高品質なＩ
Ｔシステムの製造を，バンガロール（インド）は低
価格・高品質なソフトウェアのサービスを担ってい
る。 

 

[41] 



The New Arogonotes（２） 

 この変化をもたらしたのが，AnnaLee 
Saxenian氏が現代のアルゴノーツとよぶ，米国
以外で生まれ，シリコンバレーと母国を行き来す
る起業家たちである。 

 彼らは，母国から米国に留学し（頭脳流出），博
士号を取得し，シリコンバレーで起業していた。と
ころが，折からのＩＴ不況や母国の経済発展に伴
い，技術や技能の本場とは離れた母国で起業す
るというハイリスク・ハイリターンな仕事を手掛け
始めた（頭脳循環）。一方で，米国のシリコンバレ
ーとのパイプは維持した。 

 

[42] 



The New Arogonotes（３） 

 こうした現代のアルゴノーツは，自らの経験と人
脈を武器に，新しいニッチ市場を素早く見出し，
資本を集め，はるか彼方の専門メーカーとの分
業を組織した。 

 言語と社会的背景を共有していない長距離間の
協力作業はめったに成功しないが，人種や出身
国が同じ者同士の専門職集団であるだけに意思
疎通や情報交換も容易で，新たな技能，技術，そ
して資本や提携先候補などの情報も得やすく，競
争の激しい分野では欠かせない迅速な対応が可
能となった。 

 

 

[43] 



The New Arogonotes（４） 

 彼らは，技術や経営資源のありどころを示すグロ
ーバルな検索エンジンの役割を果たした。そして
，技術革新がいつどこで生まれるか分からない
時代となった今，物作りをするために普段の仕事
の枠を超えてパートナーや経営資源を探し出せ
るようにネットワークを広げていった。 

 米国がビジネスと技術において世界をリードし続
けているのは，まさに全世界から才能と資本を引
き寄せ，世界第一級の技術教育と研究開発能力
を維持し，一方で，強烈な競争，協調，透明性，
そして起業を促ながしているからといえる。 

 

 

[44] 



The New Arogonotes（５） 

 多くの先進諸国は，ハイテク起業を支援する組織
作りでは後手に回った。また，研究者を集め，資
本，現代的なインフラを整備して，一気に起業集
積地を創り出そうとしても，シリコンバレーにある
ような，共有されている認識，言語，経験，自由な
情報交換を促す信頼，協調，強烈な競争と失敗
による学びを再現できるものではない。 

 さらに，こうした国々では才能のある若者にとって
魅力ある機会がすでに十分に提供されているの
で，留学して高等教育を受けようという者がほと
んどいないし，いても卒業後すぐに帰国して，一
流企業や役所に就職する。 

 

[45] 



大学国際戦略分科会からの提言 
[46] 



工学系部局の国際戦略（日本人学生） 

 博士課程（３年間） ⇒ オープン・イノベーション 

 国内の頭脳循環拠点の核としての「リーディング大学
院」の設置（研究テーマ毎の募集、奨学金貸与） 

 海外の頭脳循環拠点での起業体験（オープン・イノベ
ーションの体験） 

 修士課程（２年間） ⇒ 他流試合 

 教員間の共同研究に裏打ちされた国際協働教育 

 海外の頭脳循環拠点での就業体験 

 学士課程（４年間） ⇒ 異文化体験 

 世界トップレベルの基礎教育英語カリキュラムの整備 

 留学可能な語学力の養成 

 

[47] 



工学系部局の国際戦略（外国人留学生） 

 工学分野の基礎教育（学士課程，修士課程）に
力を入れている途上国から，相当数の留学生を
受け入れる。同窓会を組織。または、世界トップ
レベルの基礎教育英語カリキュラムを輸出する。 

 留学生に，高度職業人養成のための高等教育（
博士課程）を通して，博士号を取得させる。研究
テーマは3.と4.を睨んだものとする。 

 博士号を取得した留学生には，環境・エネルギー
分野で，我国での起業を促す。 

 将来的には，我国との連携を保ちながら，母国で
の起業を促す。 

 

[48] 


