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ELEPオンラインとは？

Engineering Leaders English Program

 2020年度工学部(府)生向けの5週間のオンライ
ンプログラム

 米国サンノゼ州立大学（SJSU）のオンライン
英語研修を受講

 起業家やベンチャー・キャピタルの方々のオン
ライン講義・シリコンバレーや日本にあるハイ
テク企業へオンラインフィールドトリップ等に
参加する

 本年度は新型コロナウイルスの影響で全研修を
オンラインで実施



場所は？
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カリフォルニア州で3番目大きい都市
アメリカで10番目大きい都市

人口 1,030,000



目的

 英語によるコミュニケーション能力の向上

 アントレプレナーシップ（起業家精神）につい
て学ぶ

 イノベーションが起こる仕組みの理解

 イノベーションを起こす習慣をつける

 異文化交流の体験

 国際感覚の養成

 自ら考え行動する機会の提供



プログラム詳細

 実施期間 2021年2月15日（月）～ 3月19日（金）
5週間

 実施方法 Zoomを使用してオンライン実施

 対象者 工学部・工学府・システム情報科学府の日本人
学生

 募集人数 30名程度

 費用 約7万円 （USD 680）

 奨学金 あり！工学部より7万円程度

（プログラム終了後）

 単位 2単位

（工学部生：参考科目、工学府生：共通科目）

 募集締切 2020年11月1日（日）

 申請方法 Google Formオンライン申請



研修内容

 2021年2月15日（月）～ 3月19日（金）

 1～4週目

 月曜日午前 講演・イノベーション研修等

 火～金曜日午前 英語研修 米国、サンノゼ州立大
学（SJSU） International-
Gateways実施 (45周年）

 5週目

 月～金曜日終日 イノベーション研修

ZTOプロジェクト



英語研修のタイムスケジュール
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https://www.sjsu.edu/igateways/

https://www.sjsu.edu/igateways/


ＥＬＥＰ英語研修
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ELEP 詳細

Current Events Discussion
現在話題となっているTopicや問題について学び、グループ
に分かれてディスカッションを行った。ディスカッション力・内
容理解力と共に、自分の意見を発表する力を鍛える。

Clear Pronunciation

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
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。

Effective Presentations
（Presentation Skills）

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。

Silicon Valley Lectures & 
Listening Training

シリコンバレーの起業家やベンチャー・キャピタルの方々の
オンライン講義を受ける。それに向けてのリスニングトレー
ニングを受ける。

※4週目にはFinal Presentationを実施し優秀者を選出



I-Gateways英語オンラインコース

 ２つのレベル

 レベル分けはonline placement testによって
決まる

 クラスごとの学生人数 15人程度

 クラスの特徴

 live classesとself-study

 interactive teachingとfeedback



イノベーション研修 Part 1
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講師（ＶＣ＆起業家）の例 フィールドトリップ(online)の例

①松坂
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シリコンバレーの日本人Start Up
たとえば、DNX Ventures

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 Surgical, 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、Rakuten, Yahoo, Google, 
など



イノベーション研修 Part 2
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 第5週目Zero to One（ZTO）プロジェクト
無（Zero）から何か（One）をつくり出す研修

ZTOの事例 詳細

①デザイン思考 Workshop デザイン思考の基本を理解し、デ
ザイン思考５ステップ（共感・問題
定義・創造・プロトタイプ・テスト）を
体験する。

②仮想起業 グループごとに、ビジネスの種をみ
つけ、新たな商品やサービスを創
造し、仮想ビジネスプランの構築を
行い。最終日にはグループごとに
ベンチャーキャピタリスト等の前で
発表を行い、優秀グループを選出。



単位認定

 受講終了後

 評価項目

 オンライン出席率

 SJSU I-Gateways成績

 プログラム中・終了後提出する報告書

 科目

 工学部生 「国際イノベーション入門 オン
ライン講義」2単位（参考科目）

 工学府生 「国際イノベーションド特論 オン
ライン講義」2単位（共通科目）



応募方法

 Google Formオンライン申請

締切 11月1日

https://forms.gle/ob6mRVkcYzb6SzHx8

 TOEFL（ITP可）、TOEIC等の公的な英語能力
試験のスコアが必要

 ない場合、国際教育支援センター（担当：水谷）
までご相談

 参加決定（11月中旬）

 各自でSJSU I-Gatewaysにウェブ申込（12月）



その他

 プログラム参加決定後

 プログラム参加前

 実施されるオンライン・オリエンテーションと
直前研修への参加

 プログラム参加後

 レポート・アンケートの提出

 工学部（府）が実施する国際交流活動への協力



ELEPオンラインに関する情報

 窓口 国際教育支援センター

W4 2F 教務課内 担当：水谷

 電話 802-3870

 メール eng-intl@jimu.kyushu-u.ac.jp

お申込みお待ちしております！

THANK YOU!

mailto:eng-intl@jimu.kyushu-u.ac.jp

