
ALEP: Agri-Bio Leaders English Program     (H25/8/19 - 9/13)  農学部向け
SVEP: Silicon Valley English Study Program (H25/8/26-9/20, H26/2/24-3/21)  全学部向け
ELEP: Engineering Leaders English Program (H26/3/ 1- 3/30) 工学部向けg g g g
QREP: ロバートファン・アントレプレナーシッププログラム (H26/3/3 - 3/7) 
LYREP:リーディング大学院プログラム (H26春実施予定) 
I-Gateways:サンノゼ州立大学付属集中英語教育機関

ELEP説明会 （H25.10. 4/ 9/10）
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②ELEP実施までのスケジュール②ELEP実施までのスケジュール
③ELEPの各週のスケジュール
④英語研修④英語研修
⑤イノベーション研修

第２部 応募方法第２部 応募方法
第３部 諸費用（ビザ取得・航空券購入）



①ELEPの目的
[2]

工学系学生を取り巻く最近の状況

• 新興国からの留学生の急激な増加新興国からの留学生の急激な増加

• 技術開発スタイルのオープンイノベーション化

本 学生 向き志向• 日本人学生の内向き志向

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 プンイノベ シ ンに対応できる高境を整え，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養成の必要性.



①ELEPの目的（続き）
[3]

日本人学生に求められる資質

1. 専門技術に関してディスカッションできる英語1. 専門技術に関してディスカッションできる英語
力

2 アントレ プレナ シ プ（起業家精神）の育2. アントレープレナーシップ（起業家精神）の育
成

3. イノベーションが起こる仕組みの理解



①ELEPの目的（続き２）
[4]

［ELEP内容］

英語研修（サンノゼ州立大 I G t ）• 英語研修（サンノゼ州立大 I-Gateways）

• 起業家，ベンチャー・キャピタルによる講義起業家， ンチャ キャピタルによる講義

• シリコンバレーにある大学やハイテク企業等
へのフィ ルドトリップへのフィールドトリップ

英語力伸長，アントレープレナーシップ（起業家精
神）の育成及びイノベ ションが起こる仕組みの神）の育成及びイノベーションが起こる仕組みの
理解を目指す．



[5]

九州大学ＣＡオフィス

松尾正人 九大ＣＡオフィス所長松尾正人・九大ＣＡオフィス所長

佐藤さん



②ＥＬＥＰ実施までのスケジュール
[6]

イベント 日程

1. プログラムの説明会（3回） 10月4日（金）,9日（水）,10日（木）1. プログラムの説明会（3回） 10月4日（金）,9日（水）,10日（木）

2. プログラム応募締切り 10月18日（金）
出来る限り10月15日（火）までに応募
書類を提出 くださ書類を提出してください．

3. プログラム参加者選考・発表 11月5日（火）予定

4 アメリカ滞在ビザ申請 諸手続き 年内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
事前指導

11月～平成26年1月
事前指導

6. アメリカへ渡航，プログラム実施 平成26年3月1日（土）～30日（日）

7. プログラム参加後の報告会， 平成26年4月～7月
事後指導及び関連行事参加

8. 英語（TOEFL,TOEIC等）成績
提出および単位認定

平成26年7月
提出および単位認定



③ＥＬＥＰの各週のスケジュール
[7]

月 火 水 木 金 土 日

午前 I-Gateways英語授業
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④ＥＬＥＰ英語研修
[8]

ELEP

クラスの初めに毎回 学生が思い入れのある品物等を持

Speaking and Listening
（Speaking with Confidence）

クラスの初めに毎回、学生が思い入れのある品物等を持
参し皆に見せ、その品物について数分話す「Show and 
Tell 」を実施。また2～3名のグループに分かれ、学内やホ
ストファミリーにアンケートを取りアンケート結果を発表するストファミリ にアンケ トを取りアンケ ト結果を発表する
など、話すこと・聞くことに重点をおいたクラス。

A t T i i

日本人の不得意な発音r/l ・ b/v ・ f/h, 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Accent Training 正。また音の強弱や単語間のリ 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、自分の声を録音して発音チェック等を行う。

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

Effective Presentations
（Presentation Skills）

ンテ 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う。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ると共にプレゼンテー
ションを行う際の自信を身につける事が出来るションを行う際の自信を身につける事が出来る。

Current Events Discussion

インターネット・雑誌等を利用し現在起きている事件や関心
事の内容理解、また自分の理解した事を発表し他の学生
に説明 その後 学生間でのデ スカ シ ンを行い自分の

Current Events Discussion
に説明。その後、学生間でのディスカッションを行い自分の
意見を的確に伝える表現方法等を学ぶ。



⑤イノベーション研修
[9]

講師（ＶＣ＆起業家）の例 フィールドトリップの例

①松尾所長 ①シリコンバレーの地元大学１①松尾所長
総論

①シリコンバレ の地元大学１
学内ベンチャー

② （ベ キ ピタ ） ②シ バ 地 大学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システムとは 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 Y h G l F b kたとえば、パラダイス鎖国とは たとえば、Yahoo, Google, Facebook
など
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応募の流れ
[11]

10/ 4（金） ELEP説明会（第1回）
10/ 9（水） ELEP説明会（第2回）10/ 9（水） ELEP説明会（第2回）
10/10（木） ELEP説明会（第3回）

10/18（金） ELEP応募締切 パスポートを10/18（金） ELEP応募締切
出来る限り10/15（火）までに応募すること

パスポ トを
取得しておくこと

11/5（火）予定 ELEP参加者決定

11月 ELEP参加者ガイダンス

12月下旬 I-Gatewaysより、入学許可証I-20発行

1月 VISA等ガイダンス(前倒しで実施予定)

F1-VISA取得・航空券購入完了

1月 VISA等ガイダンス(前倒しで実施予定)

取得 航空券購入完了



パスポートの申請
[12]



パスポートの提示(I-20取得のため)
[13]



ELEP願書（その１）
[14]



ELEP願書（その２）
[15]



ELEP願書（その３）
[16]

• TOEFL（ITP可）,TOEIC等の，公的な英語能力試験の結果通知O （ 可）, O C等の，公的な英語能力試験の結果通知

• GAP付き成績証明書
• パスポートのコピー（写真が付いている部分の見開き）
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自己費用負担： 44万円程度
[18]

費目 金額（目安） 負担

航空券 164,140円（ANA利用の場合） 自己負担

VISA取得 46,410円 自己負担

英語授業 $1700（4週間） 自己負担英語授業 $1700（4週間） 自己負担

ホームステイ $1400（$50×28泊） 自己負担ホ ムステイ $1400（$50×28泊） 自己負担

海外旅行保険 14,000円 自己負担

携帯 使 料 自 負担携帯 $20＋使用料 自己負担

懇親会 10,000円 自己負担
その他経費

奨学金 10万円 工学部・工学府



費用詳細
[19]

H24 ELEP費用詳細（合計約５６万円） H25 ELEP費用見積詳細（合計約５4万円）

航空券ANAの場合



F1-VISAの取得(生協へ依頼)
[20]

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)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 背景白のみ サイズ5 1 5 1 ）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 証明書）上銀行の証明書）

④VISA申請代金 ４６，４１０円

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）指紋採取後、 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VISAが返却される。



航空券購入（1） ANA（全日空）の場合
[21]

生協に団体で依頼：１６４，140円



[22]

航空券購入（2） 大韓航空の場合

生協 団体 依頼 （見込）生協に団体で依頼：１46,225円（見込）



付録 EＬＥＰ2012

◆期 間：2013年2月23日～3月31日（5週間）◆期 間 0 3年 月 3日 3月3 日（5週間）
◆場 所:米国、サンノゼ州立大学（I-Gateways）
◆参加者：九州大学工学部・工学府に在籍する学生20名



ELEP 2012 (1)
[24]

スタ トアップ

講義 講演

スタートアップ
フィールドトリップ



ELEP 2012 (2)
[25]



ELEP 2012 (3)
[26]



ELEP 2012 (4)
[27]

最終週のプレゼン最終週のプレゼン



ELEP 2012 (5)
[28]



[29]

フィールドトリップの様子



講演者
[30]

 伊佐山元氏講演 「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 コミュニケ 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、無ストックをフ 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）

 大永英明氏講演 「ロボットのついて」

 山舗智也氏講演 「How innovation goes?」 山舗智也氏講演 「How innovation goes?」

 安藤茂彌氏講演 「日本の家電はなぜ失敗するのか?」

 D Thalia Anagnos講演 Dr.Thalia Anagnos講演

「Earthquakes and their effects & predictions」

講演 「 Dr.Keith Perry講演 「Green Management」



英語授業の様子
[31]



英語研修の最終プレゼン
[32]



Host family
[33]


