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《❶～❺すべてを習得するプログラム》

❶シリコンバレーでインターンシップ ❷SDGsを学び論文作成 ❸デザイン思考を学ぶ（スタンフォード大学）

❹TOEIC®900点取得講座 ❺第2外国語2級取得講座 ※❹❺は日本でオンラインによる1対1の個人指導
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世界と戦える最先端の知識・発想力・問題解決能力・語学力を学ぶ

この研修は世界展開する日本企業が求めるグローバル人材育成プログラムです

オーストラリア政府より
留学団体では唯一の受賞

ビジネスアワード受賞

THE

AUSTRALIAN

AWARDS

２１世紀の時代、これからの日本にとって最も重要なことは、グローバル人材の育成と科学技術立国を達成することです。

その為には次代を担う若者の教育こそ重要と言えます。

私共OKCが目指すものは留学において、その目的や夢が達成されるようお手伝いをすることです。

この度のシリコンバレー研修はまさしく２１世紀に求められる教育とは何か、グローバル人材とは何かを考えるもの

です。

日本がますます国際社会において重要な役割を求められる中で、私共の提案が次代を担う若者の育成に役立ち

新たな人生の発見に貢献出来ましたら、これほど喜ばしいことはありません。

OKCは世界に通用する人材育成プログラムを提案します

OKC 代表 西村 紘史

【8つの特徴】
①シリコンバレーでインターンシップ体験

② スタンフォード大学で世界を変える、未来を創るデザイン思考を学ぶ

③ すべての分野で求められるSDGsの取り組みを聞く（企業・カリフォルニア州政府・スタンフォード大学）

④ Google Apple などシリコンバレーを代表するグローバルIT企業を訪問

⑤ 出発前講座：なぜ今、デザイン思考が求められているのか（東工大教授・京都工繊大准教授による講演）

⑥ 帰国後：シリコンバレーでのインターンシップ体験・SDGs・デザイン思考についての論文発表（日/英）

⑦ TOEICR🄬🄬900点講座：日本でオンラインによる1対1の個人指導講座（週1回1時間/3-6ヶ月）

⑧ 第2外国語2級取得講座：日本でオンラインによる1対1の個人指導講座（週1回1時間/3-6ヶ月）



日程 内容 その他

出発前
デザイン思考を学ぶ

今なぜデザイン思考が求められているのか

TOEIC®800点取得講座/第2外国語初級講座

講演者
東京工業大学教授 齊藤 滋規氏
京都工芸繊維大学准教授 スシ・スズキ氏
オンラインによる1対1の個人指導

金曜日
日本出発

同日サンフランシスコ（San Francisco）着
無人店舗Amazon Go見学

サンフランシスコ名物
フィッシャーマンズワーフで昼食
ホテル泊

4週間
（月-木）
勤務時間

1日約7時間

現地企業にてインターンシップ
インターンシップ先：

シリコンバレーおよび周辺地区にある企業
① 米国スタートアップ企業
② 日系スタートアップ企業
③ 大手日系企業現地支店

PBL（Project Based Learning）型の研修
3～5名程度のグループで、企業からアサイ
ンされた業務や課題に取り組みます

滞在先：ホームステイ

金曜日

1週目～４週目
・スタンフォード大学でデザイン思考を学ぶ
・日本人スタートアップ企業経営者による講演
・スタートアップ支援施設の見学
・グローバルIT企業訪問
・SDGsを学ぶ『取り組みを聞く』
（企業・カリフォルニア州・スタンフォード大学）

※研修期間によって内容が異なります。

デザイン思考ワークショップへの参加
グーグル・アップルなど、
グローバルIT企業2社訪問

滞在先：ホームステイ

最終金曜日 ホテル泊

毎土曜日発
日曜日帰国

サンフランシスコ（San Francisco）または
サンノゼ（San Jose）空港発 →→→ 日本へ
翌日日本着

機内泊

帰国後 インターンシップ体験の論文作成（英語・日本語）
TOEIC®900点取得講座/第2外国語3級・2級講座 オンラインによる1対1の個人指導

●実施時期 ー ７月・８月・２月・３月

●期 間 ー 4週間

●出発回数 ー 年6回

●英語条件 ー TOEIC®730点相当以上の英語力保有者

●募集人数 ー 1回 30名

●研修費用 ー 別紙参照

概要

シリコンバレーインターンシップ
スタンフォード大学でデザイン思考も学ぶ
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出発前講義【今なぜデザイン思考がもとめられているのか】
講演者：東京工業大学教授 齊藤滋規氏 京都工芸繊維大学准教授 スシ・スズキ氏

『今すべての分野で注目されているデザイン思考による思考力・発想力・問題解決能力の大切さを学びます』



世界をリードするIT企業が密集する、シリコンバレー企業訪問

ヨーロッパ最大級のソフトウエア会社で、直近5年間で全世界の売上げを
1.4兆円から2.7兆円へと2倍に伸ばしました。大企業向けの基幹ソフト
ウェアのシェアは世界一で、190カ国、345,000社の顧客を抱え、シェア
は80%以上にもなります。要因は2004年から導入したデザイン思考の成
果と評されています。

世界最大のソーシャルネットワーキング・サービスを管理・運営するグロー
バル企業です。。毎日約15億人がアクセスしていると言われ、全世界でトッ
プのアクティブ利用者数を誇っています。

検索エンジン、オンライン広告、クラウドコン
ピューティングなどのインターネット関連サー
ビスと製品を開発・販売しているシリコンバ
レーを代表するグローバル企業です。最近は自
動運転自動車など、人工知能開発にも力をいれ
ています。

世界第1位の半導体メーカーとして君
臨しています。特にCPU市場では、こ
こ数年世界で80％近いシェアを誇り、
IT産業をリードしています。

法人や公的機関を対象とするビジネス用途に特化
したソフトウエアの開発・販売を行っているグ
ローバル企業です。「Oracle Database」は世界
市場のトップシェアを占めるデータベース管理シ
ステムです。

※ Google Apple Facebook oracle intel TESLA SAP等のうち1社とスタートアップしたベンチャー企業1社の2社を訪問
（訪問企業の社員が案内。ベンチャー企業では社員とのディスカッションが予定されています）

第2・第3のGoogleやAppleを夢見て起業されたベンチャー企業を訪問します。
起業した理由や、これまでの成功・失敗体験、今後の目標などについて聞きます。

スタートアップしたベンチャー企業を訪問

iPhone,iPad,Macintoshなどのハードウエア製品をはじめmacOS,iOSなどの
ソフトウェア製品、iCloudなどの開発・販売を行っている世界で活躍するグ
ローバル企業です。

Apple

intel

シリコンバレーを拠点に、電気自動車と電
気自動車関連商品を開発・製造・販売して
いる、21世紀を代表するベンチャー企業
です。最近は自動運転自動車の開発に力を
入れています。

Facebook

Google

TESLA

SAP
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車の自動運転で活用されているディープラーニングセンサー技術が用いられて作られたキャッ
シュレスのショップ。スマホを携えて店舗に入るだけで簡単かつスムーズな商品の決済を可能
にする、まさに未来をテーマに描いた映画のような技術を身をもって体験できます。

amazon go



デザイン思考
シリコンバレーを震源に、トヨタ、日立、ヤフージャパン等の日本企業を含め世界中の大手企業が
挙って導入している”デザイン思考”とは、イノベーションを起こして課題を解決することで、世の中
に全く新しい商品やサービスを提供するための方法論です。Appleの初期マウス開発をはじめ、Uber
やAirbnbの成功によってその実践的な有効性が実証されています。任天堂はデザイン思考を使って、
これまで子どもだけが遊ぶ認識だったゲーム機を、家族みんなが遊べてコミュニケーションを深めら
れるゲームとして、Wiiを開発しました。Appleはデザイン思考を使って、これまで面倒な作業のわり
にPCから音楽データを数曲だけしか取り込めなかった音楽プレーヤーを、「すべての音楽をポケット
に」をコンセプトに、PCから1000曲取り込めるiPodを開発しました。

スタンフォード大学

人工知能研究では世界最先端の研究拠点として知られ、多
くの世界的に有名なグローバル企業や政府機関から共同研
究の依頼が来ています。また、スタンフォード大学を世界
的に有名にしたデザイン思考の聖地としても知られ、グー
グルのラリーペイジなど優秀な人材をシリコンバレーに提
供しています。

世界大学ランキング 第2位（2021年度TIMES)
（ハーバード大学3位、東京大学36位、京都大学54位）

チェルシー・クリントン
元米国大統領クリントンと
ヒラリークリントンの長女

セルゲイ・ブリン
グーグル創立者
世界最大検索エンジン企業

ラリー・ペイジ
グーグル共同創立者

イーロン・マスク
テスラ創業者
宇宙開発「スペースX」CEO

リード・ヘイスティングス
ネットフリックスの共同
創業者

タイガー・ウッズ
プロゴルファー
メジャー選手権優勝15回

ハーバート・フーヴァー
第31代米国大統領

ジョン・スタインベック
「アメリカ文学の巨人」と
呼ばれていた小説家

スタンフォード大学/大学院 出身著名人

シガニー・ウィーバー
アメリカ合衆国の女優
映画「エイリアン」で有名

ポール・ミルグロム
ロバート・ウィルソン
2020年ノーベル経済学賞

サリー・ライド
米国女性初の宇宙飛行士

ウィリアム・ヒューレット
ヒューレット・パッカード
の共同創業者

ピーター・ティール
PayPal（ペイパル）創業者

サンドラ・デイ・オコナー
女性初の合衆国最高裁判事

スーザン・ライス
元アメリカ合衆国国連大使

鳩山由紀夫
第93代内閣総理大臣（首相）

デザイン思考と有名日本企業・大学
★三菱商事はスタンフォード大学の「デザイン思考」を取り入れ、若手を幹部候補に育てる「イノベーション

研修」の導入を2019年度から始めた。
★慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科は、デザイン思考をベースとした豊かな創造力でグローバル戦

略を練り、社会的価値や経済的価値を付加して、多種多様な人が学び、多くの人が実社会で活躍している。
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津田塾大学 R.Mさん
研修期間 ： 2018年6月25日～7月13日
場所 ： カリフォルニア州ロサンゼルス近郊
研修先 ： コンサルティング会社

早稲田大学 M.Hさん
研修期間 ： 2017年1月10日～2月10日
場所 ： カリフォルニア州シリコンバレー
研修先 ： IT企業

グローバルキャリア実習に参加した「目的」はインターンシッ
プに参加して学ぶものが多かったからです。

その目的を達成することが出来ましたか？
達成することが出来たと思います。効率的な仕事の進め方や、
ロジカルな考え方を身を持って学びました。また最終日には、
パワーポイントを使い、自分がインターンシップでやったこと、
それからアピールできる自分の強みを、質疑応答含め、実際の
面接形式でやらせて頂きました。その後、フィードバックも貰
い、非常に密度の濃い充実した3週間でした。

海外企業での実務実習は、将来に役立つと思いますか？
将来に非常に有効だと思います。やはり実際の自分と、なりた
い自分は異なると思います。
今後就職活動をするにあたり、会社に入ったら自分はどんなふ
うに仕事を進めるのか、上司や同僚との付き合い方、加えて基
本的なマイクロソフトオフィスの習熟度など、「実際の自分」
を見ることが出来ました。そのため、これからの企業研究にお
いて、会社側が求める人材のニーズをちゃんと把握して、いか
にそれに合わせて自分が活躍出来るのかということを考えられ
ると思います。パソコンの技術は劣っても、仕事に対するパッ
ションや建設的な姿勢さえ忘れなければ大丈夫だと思います。

海外の企業で働いてみて、日本と違うと感じたり、気がついた
ことは？
日本の企業に対する印象と比較すると、外資系企業は非常にラ
フでオープンだと思います。それぞれ個人が、自分の担当する
仕事の企業に対する重要性や責任を自覚し、また自分自身の
ゴールがしっかりしていると思います。CEOの会社というより
は、みんな自身で形成するみんなの会社というイメージが強く、
またCEOとの精神的な距離も近いです。自分から積極的に働き
かけていくというマインドが非常に重要だと思います。

グローバルキャリア実習に参加した「目的」は何ですか？
今回参加した目的としては、大きく３つあります。１つ目は
「働く」という経験をし、またそれを通してITへの興味を知識
に還元すること、２つ目に外資系の会社への就職が決まったた
めに英語の能力を上げること、最後にホームステイの経験を通
して自分を見つめ直すことです。それに加えて、目的とは異な
りますがアメリカという国に興味があったということが参加の
きっかけにもなりました。今までアメリカ以外の興味のある国
には行ったことがあったので、学生最後に自分の希望を叶えた
かったという気持ちもあります。

どのような実習を行いましたか？
日本人の上司のもと、マーケティングチームに所属して実習を
行いました。内容としては、今までの広告資料作成、英語から
日本語へのストリング翻訳作業、ホームページの細かな改善、
エアポート広告の提案資料作成、次回出展イベントの準備、
Webマーケティングのリサーチとそれに伴うアカウント作成や
Webページの作成などを行いました。

海外の企業で働いてみて、日本と違うと感じたり、気がついた
ことは何ですか？
「自分次第」ということが一番大きな気づきだと思います。出
社の時間も仕事への取り組み方、時間の使い方、自分が自分を
マネジメントできないと働き続けるのは難しいなと肌で感じる
ことができました。逆にいうと、手を抜くのはすごく簡単なこ
とで、それもすぐに自分に返ってくるということがわかりまし
た。またそれらが、私にとっては居心地のいい空間でもありま
した。規模がそれほど大きな企業でなかったこともあって、ど
んな小さな仕事であっても自分がやったという価値を付加して
仕事をやり遂げると、成果（達成感）を感じることができるし
仲間に還元できることが多いなとも感じました。

東京大学 M.Iさん
研修期間 ： 2016年2月12日～3月17日
場所 ： カリフォルニア州シリコンバレー
研修先 ： IT企業

京都ノートルダム女子大学 K.Tさん
研修期間 ： 2017年2月13日～3月3日
場所 ： カリフォルニア州シリコンバレー
研修先 ： 現地旅行会社

私はIT/ソフトウェア最先端の様子を知りたくてこのインターン
シップに参加しました。実習先のIT企業では現在行われている
プロジェクトがアンドロイド開発の手伝いをしていました。
時々マーケット調査部門の方々とベンダー訪問に同行させてい
ただいたりもしました。
この研修でなぜアメリカでソフトウェア分野が強いかについて
インターン先の方に色々と伺えたと共に、実際に
スタートアップを訪問したりすることで研修目的であったソフ
トウェア最先端の様子を知りたいという目的がほぼ達成できま
した。自分が将来どんな企業で働くか、
さらに自分の価値はなんなのかについて考えさせられたのでお
そらく将来のオプションが広がったのではないかと思います。
このことは将来に非常に役に立ったと思います。

グローバルキャリア実習に参加した「目的」は何ですか？
英語力を確かめたかったのと、自分の可能性を広げたかったた
め。

海外の企業で働いてみて、気がついたことは何ですか？
日本は新人に優しいと感じました。研修をたくさんして伸ばし
てくれると思いました。しかし、アメリカでは自分から行かな
ければ仕事がもらえなかったり、あまり話しかけてもらえな
かったりすることが大きな違いだと思いました。

海外の企業で働いた感想は？
日本語が通じない場所で通勤し、アメリカ人と肩を並べデスク
ワークしたことはそうできるものではないことですし、また行
くと決意したことは大きな進歩であったと思うので、やりきっ
たことや覚悟が今後の自信につながると思います。

体験談
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受入れ企業紹介

業種 研修先 研修内容

IT スタートアップ • ロジスティクスや在庫管理などの
データ管理を行うAIプラットホー
ムを開発しているスタートアップ
企業

• 勤務時間、出社スケジュールがFlex
なため、専用のツールで連絡をと
りながらミーティングや作業のア
サインメント、顧客訪問などを
Supervisorといっしょにこなす

• WEBをつかったマーケットリサーチ
• 製品テスト
• リモートワークのスタッフも交えたミーティングに参加
• プラットフォーム開発のスケジューリング、マネジメントを

学ぶ

教育 • ローカルの学生、海外からの留学
生が集まるコミュニティカレッジ

• ESLクラス、留学生向けのサポート
体制が充実している

• ESLクラスの資料準備、クラスルームアシスタント
• 留学生向けサポートセンターのアシスタント
• オリエンテーション、アクティビティ等のコーディネートの

手伝い

電気、電子
エネルギー
開発製造

• シリコンウエハー加工機器の
トップメーカー

• 精密加工装置や精密加工ツールを
主に開発・製造・販売している

• 装置の検査手順を学び、検査を手伝う
• メンテナンスのルールを学び、スケジュールを管理
• コンシューマーリサーチの方法を学び、集計、分析を手伝う

出版 • 日系アメリカ人を対象に、日米の
主なニュースを取材・配信してい
るNPO 団体

• イベントの企画、準備、広報の手伝い
• 紙面、WEBをつかった広告の営業の手伝い
• チラシのレイアウト
• 翻訳・校正作業の補佐

貿易 • サプリメント貿易
• Eコマース

• 貿易実務の事務作業を基礎から学ぶ
• Eコマースで掲載する商品説明の翻訳
• WEBの編集・テスト作業
• 商品梱包と配送管理

旅行 • 航空券、ツアー手配
• インバウンドのツアー企画・手配
• ローカルの少人数で働く旅行会社

でアットホームな社風

• 発券、ツアー手配のトレーニング
• 英語での電話対応のトレーニング
• アジアからの旅行者にターゲットを絞った、現地ツアーの企

画を提案する

レストラン・チェーン • アメリカ各州にレストランチェー
ンを展開している

• 直営店とフランチャイズ店がある
• 本社オフィスにマネジメント部、

マーケティング部、人事部、総務
部があり、各店舗がマネジメント、
仕入れ、調理、フロアに各部に分
かれている

マーケティング部門
• レストランチェーン展開のストラテジーを学ぶ
• マーケティングリサーチと解析
• 新メニューの開発、イベントの企画運営

IT部門
• 在庫管理、人事管理のデータ管理システムを学ぶ
• システムの問題点を洗い出し改善案をプレゼン
• ITマーケティングを手伝う

食品製造
卸・小売り業

• 自社工場があり、食品の企画製造
を行っている

• 大手食品商社、大手食品スーパー
への卸し販売

• レストランからの受注生産販売
• アメリカ人、メキシコ人、アジア

人、日本人など多くの言語文化を
もつ従業員が一緒に働くクロスカ
ルチャーな職場

• 製品の品質チェック
• FDAの規定に基づく細菌検査、食品検査方法を学び、検査を

手伝う
• 食品検査の環境、方法の向上についてリサーチ、提案を行う
• WEBをつかったマーケットリサーチ
• リモートワークのスタッフも交えたミーティングに参加



「SDGs（エスディージーズ）」とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標」の略称であり、
2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、 国際社会共通の目標です。
このサミットでは、2015年から2030年までの長期的な開発の指針として「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」が採択されました。この文書の中核を成す「持続可能な開発目標」をSDGsと呼んでいるのです。

国際連合 持続可能な開発に関するグローバル・レポート2019でのあいさつ

私たちの今日の世界と私たちが望む未来は危険にさらされている。 過去4年間の懸命な努力にもかかわらず、私たちは2030年までに
「持続可能な開発目標」を達成する軌道にはのっていない。人と地球のための決定的な十年に突入するにあたって、私たちは劇的に
実施のペースを上げていかなければならない。私たちは、個人、市民団体、企業、自治体、国連加盟国として、私たちがするすべて
のことについて、一つひとつ点と点を線で結ぶように関係性をつくるとともに、包摂性と持続可能性の原則を真に受け入れなければ
ならない。科学は、目標を達成するための努力において私たちの大きな味方である。独立した科学者のグループによって作成された
「持続可能な開発に関するグローバル・レポート 2019」は、私たちがどこで実施が足りないのか、何をする必要があるのかについ
ての客観的な評価を提示している。 このレポートは、相互関係性を活用し、17の「持続可能な開発目標」すべてにわたって進捗を
加速 するための中心的なエントリーポイントを強調している。本報告書は、未来は、私たちが今何をするかによって決定づけられる
ということ、そして機会の窓は急速に閉じていることを再認識させてくれる。すべての関係者に、この分析から得られた洞察を集団
的な行動に変えていくよう呼びかける。 私たちの野心を行動に移し、「持続可能な開発目標」の達成に向けて進捗を加速させるため
に、 困難だが必要な選択をともに行っていこう。

アントニオ・グテーレス国連事務総長
（国際連合広報センターより抜粋/https://www.unic.or.jp/files/GSDR2019.pdf）

SDGsはまず大きな理想を掲げ、その理想に向かって全ての人々が行動を起こすための全く新しい考え方の下に作ったものです。
「目標設定」による新たなグローバルガバナンスへの挑戦の成否は、国や自治体のみならず、企業・市民・NGO・科学者・次世代
の若者・全ての参加、取り組み、行動にかかっています。

OKCは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

7

SDGsとは SDGsに取組むことは人類にとって必須条件なのです

カリフォルニア州・シリコンバレーの企業の取り組み
アップルが「RE100」加盟、サプライヤーにも再エネ100％の動き

米アップルは2016年に「再生可能エネルギー100％」をグローバル規模で実現することを目指すイニシアチブ
「RE100」に加盟したと発表した。同時に、同社のサプライヤー企業による部材などのサプライチェーンに
おける再エネ導入の取り組みや公約も紹介した。
同社で環境・政策・社会イニシアチブ担当のリサ・ジャクソン（Lisa Jackson）副社長が、
ニューヨークで開催された「Climate Week」における講演で明らかにした。
ジャクソン副社長は、「アップルは再エネ100％を公約にしている。同じ努力に向けて取り組んでいる企業と
共に進めることを幸いに思う。サプライヤーとの連携で、世界中でクリーンなエネルギー政策を推進すること
を期待する」と述べた。
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テーマ 内容

①
|
⑥

SDGsに関する
テーマ研修

パリ協定とは、化石燃料を使わないことを目指す人類史上初の国際ルールで、147ヶ国・ 地
域が締結しています。21世紀後半までに二酸化炭素排出をゼロにし、産業革命から地球の気温
上昇を1.5℃以下にすることを目標に掲げています。

主な課題：①地球温暖化 ②貧困問題 ③ジェンダー問題 ④代替エネルギー
⑤住みよい街づくりを考える ⑥世界の食料問題を考える

⑦
世界的な

数学の難問を解く

人類の２１世紀の数学の７大難問と言われる「リーマン仮説」「ポアンカレ予想」「ホッジ予
想」「バーチ、スウィンナートン＝ダイアー予想」「P対NP問題」「ヤン・ミルズ理論」「ナ
ヴィエ－ストークス方程式」について現地大学で解説を聴く 整数論（数論）の７つの
定理、素数定理などを学び、 問題を 考え解く。

訪問国の優秀な高校生と解く競争を行う

⑧ 量子コンピュータ

ごく最近まで「量子コンピュータ」という言葉は、「タイムマシン」と同じくらい空想に近い
“遠い未来の技術”というイメージで受け止められていました。量子コンピュータは、重ね合わ
せや量子もつれと言った量子力学的な現象を用いて従来のコンピュータでは現実的な時間や規
模で解けなかった問題を解くことが期待されるコンピュータです。

ビジネス・社会生活が劇的に変化する未来を予想する

⑨
5G・6Gがもたらす

社会変化

「5G」とは第五世代移動通信システムの略称で、携帯電話などの通信に用いられる次世代通信
規格のひとつです。Gとは「Generation」の頭文字をとったものであり、
5世代目であることを表しています。インターネット上にある膨大なデータをロボットやAIな
どが自動的に処理を行い、人の手作業が大幅に低減されることになります。

日本との違いを通して、日本の在り方を考える

⑩
少子高齢化と人口減少

に於ける
移民政策を考える

2010年に12,700万人もあった日本の人口が、2060年には8,700万人に減少すると予想され、
2030年には65歳以上の高齢者が約3,600万人に増えるのに対し、2015年に約1,600万人あっ
た15歳未満の人口が、2030年には約1,200万人まで減少すると言われ、世界に例のない少子
高齢化を迎えようとしています。対策として移民政策を考える

少子高齢化が進む問題点と対策を考える

⑪
自動運転と

電気自動車が及ぼす
未来社会の変化

自動運転が一部の道路で始まり、2030年には自動運転が普通になると予想されています。一
方ではトラックやタクシーなど約150万人の運転手が失業すると言われています。また、電気
自動車の普及により、社会生活や産業構造が大きく変化すると言われています。

自動運転と電気自動車の発達が及ぼす未来社会の変化と課題を考える

⑫
人工知能とロボットの

発達による
将来の職業を考える

2030年には地球上の全職業の50％が人工知能とロボットに取って代わられ、2045年には人工
知能が人間の知能を超えると予想されています。例えば自動運転で運転手が必要なくなり、街
中や山間部で無人ドローンが荷物を届けるなど、便利さと引換えに私たちの職業が失われよう
としています。

人工知能とロボットの発達と、人間との共生を考える

⑬ 自由貿易について

2017年12月に日本は、欧州連合（EU）と日欧EPAを大筋合意し、世界経済・貿易の３割を占
める大経済圏が誕生しました。またアメリカが離脱しましたが、TPP（環太平洋経済連携協定)
が推進されようとしています。日欧EPA, TPPが始まると世界の40％を占める自由貿易圏が誕
生します。

世界の潮流として進む自由貿易化に日本はどう進むべきかを考える

⑭
iPS細胞がもたらす
人間の未来について

iPS細胞の発見で、今まで不可能とされた病気の根本的治療が可能となります。薬や医療器具
に頼っていた心臓の再生や視力の回復、失われた身体の一部の機能を復活させることができる
ようになります。治療だけでなく長寿や若返りを実現させる「夢の細胞」とも言われています。

人生の在り方まで変える可能性を秘めたiPS細胞を考える

⑮ 宇宙開発を考える

現代の宇宙開発は単に宇宙探査にとどまらず、革新的な技術開発や未知なる材料の発見・開発、
新しいシステムの構築など、その成果はエネルギー、工業、農業、医療のあらゆる産業に生か
されています。宇宙開発は資源のない日本の未来の発展に寄与する重要な意味合いを持ちま
す。

人口減少/少子高齢化の中で、科学技術立国に日本の将来がある現実を考える

⑯
デザイン思考を学ぶ

デザイン思考とは、イノベーションを起こして課題を解決することで、世の中に全く新しい商
品やサービスを提供するための方法論です。Appleの初期マウス開発をはじめ、UberやAirbnb
の成功によってその実践的な有効性が実証されています。

スタンフォード大学とシリコンバレーで世界をリードする21世紀思考を学ぶ

⑰ STEAM研修

スタンフォード大学で世界の優秀な中高校生とS（科学）T（技術）E（工学）A（芸術）
M（数学）を使って最新の物づくりや最先端のソフト・プログラム作りに臨む。
講師陣はスタンフォード大学大学院生やシリコンバレー企業の研究者や技術陣が指導
いたします。スタンフォード大学の寮に滞在します。

将来のノーベル賞候補や未来に貢献する人材を育てる

SDGs関連 および世界的課題の主なテーマ

OKCは留学・海外研修がより成果を上げるために幅広い分野のテーマを提案し、

海外の大学・政府機関・企業・NPO団体などを訪問して課題研究を行うものです。
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オンラインによる1対1のTOEIC🄬🄬・SDGs講座
（OKCはTOEIC🄬🄬の試験会場に認定されています）

担当講師紹介（48名全員がTOEIC🄬🄬960点以上保有者）※詳細は語学講座案内をご参照ください

青山学院大学卒
公立中学の英語教師として20年以上の
キャリアを持つ

原田 知哉

TOEIC®990点

英検1級
筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

梅野 攻良

TOEIC®990点

英検1級
ニュージーランドIPC大卒
大学・企業（ソニーオリンパスなど）
TOEIC®主任講師として活躍

高木 恒司

TOEIC®990点

英検1級
上智大学外国語学部卒
カリフォルニア大学サンディエゴ校に
留学

浦谷 めぐみ

TOEIC®990点

英検1級

大島 泰雄

TOEIC®990点

英検1級
神戸市外国語大学卒
英語講師として20年以上の
キャリアを持つ

荒井 信一

TOEIC®990点

英検1級
中央大学法学
チェースマンハッタン銀行等に勤務後、
TOEIC®専任講師として活躍

汐見 正明

TOEIC®990点

英検1級
東京大学卒、同大学院修了
大手民間企業退職後、大学・英語学校
や企業などで英語講師として活躍

佐々木 綾菜

TOEIC®990点

英検1級
オークランド工科大学卒
OKCオークランド事務所現地大学入
学手続き担当後日本OKCへ転勤
現在海外大学留学カウンセラー

大塚 伸彦

TOEIC®990点

英検1級
東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得
長年英語講師として活躍

飯島 祐未

TOEIC®990点

英検1級
上智大学文学部英文学科卒
数多くの国際会議や国際展示会での商
談通訳
現在英語講師として活躍

田芝 潔

TOEIC®990点

英検1級
東京電機大学卒
主にオンライン英語講師として活躍

小平 准也

TOEIC®990点

英検1級
米国の高校卒業後、獨協大学外国語学
部英語学科卒 翻訳や大学入試セン
ターにて英語講師、米国での新会社設
立メンバーを経て、現在TOEIC専任
講師として活躍中！

SDGsに関するテーマ論文のための担当講師

吉田 浩之

筑波大学社会学類卒
早稲田大学大学院修了
日立製作所、国際事業本部に入社
国際部門で活躍
TOEIC®940点

米国Wisconsin州の高校卒、早稲田大
学法学部卒、シドニー大学MBA取得
エネルギー企業で勤務
TOEIC®985,英検1級,フランス語1級
中国語2級、スペイン語2級

野々垣 雅人福井 秀憲

慶応義塾大学商学部卒
JA全農（全国農業協同組合連合会）お
よび同会の米国、ヨルダン国の現地法
人など国際部門で活躍

児玉 宏樹

慶應義塾大学商学部卒
三井物産海外事業関係会社社長などを
経て国際部門で活躍
英語・中国語ビジネスレベル

東京大学工学部卒
東京大学大学院工学系修了
スタンフォード大学客員研究員
元パナソニック欧州研究所所長
英検１級

広瀬 篤嗣

筑波大生物学類卒
筑波大学生物科学研究科修了
スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員
英検１級

安達 在嗣

筑波大生物学類卒
筑波大学大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒
英検１級

梅野 攻良

京都大学工学部卒
オクラホマ州立大学大学院修了
元富士通米国
英検１級

小野 友一

中沢 萬佐雄

TOEIC®980点

英検1級

青山学院大学卒
日本・外資系大手航空会社に勤務経験
長年の経験を活かし英語講師として活
躍

宮田 典彦

TOEIC®980点

英検1級

早稲田大学卒
The Japan Times Academy
TOEIC®講師認定資格取得

海田 直容

TOEIC®980点

英検1級

横浜国立大学卒
中学・高校にて英語講師として勤務。
英語の他にタイ語・タイ手話を習得

東京経済大学卒
明治大学専門職大学院
オーストラリア・ニュージーランドで
約25年間飲食店を経営。現在英会話講
師として活躍

小松 英大

TOEIC®980点

英検1級
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担当講師紹介（講師は全員日本語で基礎会話を教えます） ※講師は指名出来ます

オンラインによる1対1の第2外国語講座
（36か国語・講師168名）詳細は語学講座案内をご参照ください

上智大学法学部卒業 フランス企業勤務
の後、関西の各大学で講師を務める
趣味：日本舞踊、バレエ、食べること
私がヨーロッパで体験した文化･習慣･イ
ベントを通じて楽しく学びましょう！

フランス語担当
伊関 有里子

仏リヨン第三大学卒業 2001年来日
語学学校、高校などでフランス語講師
趣味：歴史、料理
英語以外の外国語を勉強することは将
来の強いオプションになります。

フランス語担当
ティスランド
エルベ

国立パリ第4ソルボンヌ大学大学院卒
業 フランス企業で商品開発学術担当
趣味：シュノーケリング、料理、旅行
授業を通して世界一美しいフランス語
を一緒に楽しみましょう！

フランス語担当
清 あや子

様々な仕事を経験をしながらフランス
語学校の教師 モデルや役者でも活躍
趣味：写真
フランス人は気が短いので、フランス
語は発音が大切！

フランス語担当
ピエラル
セバスチャン

ドイツ・ボン大学大学院文学部アジア
研究科卒業 日本語能力試験1級
趣味：小説を書くこと、ツーリング
詩人と思想家の言語であるドイツ語を
私と一緒に学びませんか。

ドイツ語担当
リンデマ
フィリップ

大阪大学文学研究科修士課程修了
関西の大学などで講師として勤務
趣味：読書、街歩き
ドイツ語マスターになるように、一緒
に頑張りましょう。

ドイツ語担当
浦 恵美子

オックスフォード大学ニッサン日本問題
研究所日本学専攻修了 講師経験約10年
趣味：ヨガ、世界各国の料理、読書
受講生の方々にも「新たな自分」を知る
チャンスを活かしていただきたいです。

イタリア語担当
コマストリ キアラ

フェリス女学院卒業 ヨーロッパ各地でオ
ペラやコンサートに出演 声楽教室主宰
趣味：美食・写真・スポーツ観戦
歌手活動。楽器・通訳経験があります。
伝わる伊語を一緒に勉強しましょう。

イタリア語担当
山田 麻美

早稲田大学時代メキシコへ留学
卒業後様々な国の現地法人で活躍
趣味：中南米音楽、テニス
¡Hola! 伝えたい気持を楽しく積極的に
発信していきましょう。

スペイン語担当
窪 政明

都立高校、税関、JICA、大学など南米
スペイン語の20年以上の講師経験
趣味：登山、ヨガ、料理
その言語で好きなことをやってみま
しょう。言語に卒業はありません。

スペイン語担当
グロリア ディナ
ロブレスベラスケス

ノーザンブリア大学院卒業 ポルトガル
語/日本語/英語のトリリンガル
趣味：海外旅行、ダンス、音楽、夕日鑑賞
ポルトガル語を理解できると他のロマ
ンス諸語も理解できるようになります。

ポルトガル語担当
ジャファーソアレス
デリマハファエレ

ブラジルセアラ州立大学･政策研究大学
院大学卒業 埼玉県教育委員会国際交流員
趣味：旅行、料理、写真
ポルトガル語を通して新しい世界と出
会い、ブラジルが近く感じるでしょう。

ポルトガル語担当
ノゲイラ
メロワヂソン

早稲田大学卒業 青島や台湾に滞在しな
がら日本語教師を経験
趣味：お笑い、旅行、食べること
楽しくたくさん話しながら楽しく学な
んでいきましょう！

中国語担当
西川 絢子

国際基督教大学教養学部卒業 中国広東
省広州市中山大学漢語進修科修了
趣味：読書、街の散策
分からない･出来ないところを丁寧に教え
ます。中国語の楽しさを共有しましょう。

中国語担当
水野 慎一郎

北京大学卒、2015年来日、日本語検定1
級、現在、日本語と中国語の講師
趣味：スピーチ
中国語を通して日本と中国の間の一助
になれるのではないかと思っています。

中国語担当
徐 蓓
（ジョ バイ）

埼玉大学教養学部卒業 日本語能力試験
1級、講師経験10年以上
趣味：旅行、映画鑑賞と音楽を聴く
中国語を教えて10数年、日常生活･趣味
など初心者から上級者まで指導します。

中国語担当
田島 詩織
（馬 篠艶）

ラムカムヘン大学院修了 翻訳･通訳の仕事
に従事 タイ語･日本語講師として活躍
趣味：旅行、読書
言葉とともにタイの文化や習慣、歴史
も学んでほしいです。

タイ語担当
海道 パチャリー

大阪外国語大学タイ・ベトナム語学科
卒業 タイでのビジネス経験が豊富
趣味：スポーツ観戦ラグビー経験あり
一緒にタイ語を勉強して、タイを知っ
て貰えると幸いです。

タイ語担当
須崎 裕司

パジャジャラン大学/白百合女子大学
大学院卒業 10年以上日本在住
趣味：フィギュアスケート、筋トレ
言葉だけでなく、インドネシアについ
て色々なことを伝えたいです。

インドネシア語担当
アハマド
ヒスブラー

早稲田大学卒業 官公庁などで勤務 インド
ネシア語のニュース翻訳や講師などを経験
趣味：和服着付け
世界4位の人口、豊富な天然資源、可能
性に満ちた親日国の言葉を学びましょう。

インドネシア語担当
常盤 志麻

フォンドン大学卒業 日本企業勤務経験
多数 ベトナム語教師養成講座修了
趣味：ベトナム料理
ベトナム語は難しくなく、面白い言葉
です。ベトナム人は親切。

ベトナム語担当
グエン ティ
ビック ジェップ

LAC HONG大学日本語学科卒業
日本在住６年 日本語を教えた経験あり
趣味：読書・料理
ベトナムのホーチミン市出身の30歳。
人の話を聞くのが得意です。

ベトナム語担当
ゲエン フック
タム

梨花女子大学国際大学院博士課程修了
日本の大学で韓国語・文化の講師
趣味：映画鑑賞、登山、旅行
言語の勉強は新しい世界への扉の鍵！
楽しくて勉強しましょう。

韓国語担当
金 多仁
（キム ダイン）

東京大学大学院博士課程満期退学
NHKやコリアンサービスなどで活躍
趣味：旅行、映画鑑賞
ドラマや歌で馴染みのある韓国語を身
につけていきましょう。

韓国語担当
全 永彬
(ジョン ヨンビン)
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■私達日本人スタッフが現地でお待ちしております。

OKCスタッフ滞在利用ホテル
世界最大のホテルチェーンを展開している
マリオットホテルのグループホテル。
全室スイートルームでサンノゼ空港から直行
シャトルバスが運行されている。

OKCスタッフ常駐
Residence Innのスイートルームを利用して開設い
たします。日本人スタッフが常駐します。引率の先
生も同じホテルに滞在していただきますので打ち合
わせに大変便利です。

滞在利用ホテル
世界展開をしているホテルチェーン。
研修中、皆さんが滞在します。
派遣事務所のホテルまで徒歩7-8分の距離です。

セブンイレブン ホリデーイン

サンノゼ空港

レジデンスイン（マリオット）からホリデーインまでは徒歩約7～8分です

※ サンノゼ空港からレジデンスイン/ホリデーインまで
シャトルバスで約7～8分です。

Residence Inn, San Jose Airport
(マリオットグループ)

OKC現地派遣事務所（シリコンバレー） Holiday Inn

※1 滞在利用ホテルは他のホテルに変更になる場合があります。
※2 OKC現地派遣事務所は研修期間中の開設となります。
※3 現地日本人スタッフは変更になる場合があります。

シリコンバレーの事なら
OKCにお任せください。

アメリカ・ニュージーランド併せて
10年の滞在経験があります。

元高校教師、カリフォルニア大学
で留学経験あります。

前職は教育旅行会社で
支店長をしていました。

レジデンス イン（マリオット）

宿泊者専用コインランドリーイメージ 宿泊者専用プール

阪急百貨店
富国生命

ビル

阪神百貨店

梅田ビル

新阪急ビル第１生命ビル

マルビル 第４ビル

第１ビル 第２ビル

新阪神ビル

大阪駅前第3ビル 30階

地下センター）

大阪オフィス
〒530-0001
大阪市北区梅田1-1  大阪駅前第3ビル30階

06-6341-8248
Mail： info@koryu.co.jp
Fax： 06-6341-8143

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

東京オフィス
〒163-0639             
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階

03-3340-5300
Mail：info@koryu.co.jp
Fax：03-3340-5327

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

新宿
第一生命ビル

郵便局

工学院大学
京王

プラザ
ホテル

安田生命

新宿
三井ビル

新宿住友ビル
ハイアット
リージェンシー

東京医科大学病院 野村ビル

損保ジャパンビル

都庁
第一庁舎

都庁
第二庁舎

都議
会棟

NSビル
KDDI

小
田
急
百
貨
店

京
王
百
貨
店

大ガード

JR

新
宿
駅

西口

新宿センタービル 39階

南口
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