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英語クラス-1

英語クラス-2

San Jose州立大学の
風景
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諸岡君（Show & Tell）

岸川君（Show & Tell）

フィールドトリップ：intuitive surgical

中島君（Show & Tell）
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フィールドトリップ：HONDA

フィールドトリップ： 
Intel

フィールドトリップ：Plug & Play
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ヨセミテ国立公園

ディズニーランド 諸岡君とホストファミリー

岸川君とホストファミリー BBQ パーティー（Ristaw 家にて）
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はじめに
平成19年度にモントレー国際学院Monterey 

Institute of International Studiesでの語学研修
として始まった「九大生のためのビジネス英語
＆理工系英語サマースクール」に、平成20年度
から医学部の学生が参加するようになり、平
成21年度には研修場所を九州大学の交流協定
締結校であるサンノゼ州立大学San Jose State 
Universityに移し、呼び名も新たに「シリコン
バレー英語研修プログラム（SVEP）」となりま
した。このSVEPは、九州大学国際部並びにカ
リフォルニアオフィスが主催する語学研修プロ
グラムであり、医学部医学科・生命科学科でも
平成21年から本プログラムに参加してきました。
平成27年度までに35名の学生が参加してきてい
ます。平成28年度は、医学科１年生３名が参加
して、大変有意義な留学生活を送ることができ
ました。

この度、例年通りに参加学生の体験談や感想
を「報告書」としてまとめる作業をしていますが、

ここに３名の学生さんから寄せられたものの一
部（日本語による留学全体の感想文）を先行し
て「学士鍋」で紹介させていただきます。なお、

「報告書（日本語・英語）」については、完成後
に医学部のウェブサイトで紹介する予定となっ
ています。

４週間という短い期間とは言え、参加した学
生は日本ではできない多くの貴重な経験をする
ことができたようです。SVEPは国際的な視野
と問題解決能力を持って世界に羽ばたく人材を
育成することを目的としています。参加した学
生が、今回の経験を糧に世界を舞台に大いに飛
躍することを期待します。

最後になりますが、サンノゼ州立大学やご協
力いただいた各企業の皆様、カリフォルニアオ
フィス松尾所長他関係の皆様、そして財政的支
援をしていただいている医学部同窓会へ感謝申
し上げます。

世話教員　續輝久・高橋富美

平成28年度 シリコンバレー英語研修プログラム（SVEP）
について

續  輝久（九大理 昭50卒）

学生のページ

基礎放射線医学分野
教授

Intuitive Surgical 社
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一ヶ月間アメリカに行ってこよう！毎日英語
で話して、色んな経験をしてこよう！それが
SVEPに参加した第一の理由です。また、この
プログラムには医学部生以外に教育学部、工学
部、文学部、経済学部など、学部・学年を問わ
ず九州大学に在学する様々な学生が参加してい
ます。様々な学部の友達と過ごし、現地で新た
に出会う様々なものにアンテナを張り、自分の
将来の可能性を広げるために参加を決めました。

プログラムの中で、大学では主に英語を勉強
し、授業中何度も発言をする機会が与えられまし
た。中でも面白かったのが授業中のShow&Tell
の時間です。発表者は何かを持参し、皆の前で
それについて簡単な話をし、それに対する皆か
らの質問にはアドリブで答えます。発表を聞く
時も、何か面白い質問をしようと考えて楽しめ
ました。プレゼンテーションの授業では、発表
の際のジェスチャーや目の動かし方を習い、デ
ィベートの授業では、自分の主張を明確に伝え
ることを学びました。さらには日毎に皆と共有
する思い出も増えるため、授業の始めに行われ
るこのShow&Tellは発表回数が増えるにつれ、
とても興味深いものになりました。授業中の先
生とのコミュニケーションや生徒同士の英語で
の意見交換がとても新鮮で、英語で話し合う時
の感覚が自然と身につきました。

SVEPでは一ヶ月間というとても短い期間に、
単独行動で行くにはとても難しい観光プランを
立てていただいたので、土日をフル活用して大
型バスであちこちに観光に行きました。平日に
現地の学生や先生方とコミュニケーションをと
りたくさん勉強し、企業訪問でたくさん刺激を
受けた後に、土日で皆と行く観光は最高でした。
ハリウッド、ロサンゼルス、サンフランシスコ、
ディズニーランド、ヨセミテ国立公園などなど、
どれもが有名な観光スポットでSVEPに参加し

たメンバーとの一生忘れない思い出ができまし
た。友達と行く場所について下調べをして、ラ
インのグループで皆と写真を共有し合い、行っ
た場所の位置情報をグーグルマップなどで保存
したりし、貴重な観光の機会を楽しみました。

出国の二日前に頭を金髪にして、一ヶ月間ア
メリカ人になって来る！そう意気込んで始まっ
た留学生活でしたが、結果として英語を上達さ
せるいい機会と影響力のある出会いがたくさん
あり、自分次第でいくらでも楽しみを見つけら
れる非常に刺激的な一ヶ月になりました。別に
金髪にする必要はないと思いますが、金髪にし
て良かったところは新しく出会った人にすぐに
覚えてもらえることです（笑）。ちょうどSVEP
の一ヶ月は向こうの大学の新学期にあたり、サ
ークルや寮で新歓イベントが行われていました。
SVEPのプログラムではないのですが、友達の寮
で毎週火曜にコーヒーナイトというパーティー
があり九大生も何人かで参加しました。コーヒ
ーナイトでは、知らない人とたくさん出会い自
己紹介を何度もするため、外国人と知り合い仲
良くすることに慣れることができました。SVEP
が終わってから気づいたことですが、九大にも
留学生がたくさんいて、コーヒーナイトでの経
験から、帰国後も積極的に外国人の友達を作れ
るようになりました。

アメリカは日本より大学の授業が難しく、入
学よりも卒業が厳しいと聞いていましたが、サ
ンノゼの学生の勉強に対する意識が非常に高く、
彼らと将来の目標について話し合うこともとて
もいい経験になりました。また一ヶ月間共に過
ごしたSVEPの仲間とは帰国後も思い出話をし
たり次の活動を応援しあったり、今でも交流を
続けています。SVEPに参加して充実した一ヶ
月を過ごせました。

［SVEPの思い出］

岸川 博信医学科１年
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中島　諒

SVEP全体について書くにあたって、私はそ
の中でも放課後の時間の使い方にやや重きを置
きながら書こうと思います。というのも、SVEP
に行くまで、放課後の過ごし方が私自身よくわ
からなかったからです。

放課後の過ごし方は自由です。家に帰って課
題をして早く寝て授業に備える人や、SVEPの友
達のホームステイ先に遊びに行く人、そして現
地のパーティやイベントに参加する人など様々
で、私自身は２週目の後半から現地のパーティ
などに参加するようになりました。

サンノゼ州立大学の場合は現地の学生と交流
できるイベントがたくさんあるので、積極的に
参加すればするだけ現地の学生と仲良くなるこ
とができ、自然と英語を話す機会が多くなるこ
とで、アメリカでの生活がより充実したものに
なると思います。このようなイベントはだいた
い学校が終わってからの時間にあるので、午後
にSpecial Lectureなどの予定がある場合でも参
加できることが多いです。私は、このアメリカ
生活の後半になってそのようなイベントに参加
するようになったので、最後には現地の友達が
増えて楽しく過ごすことができましたが、同時
にもっと早くに会えていれば、と何回も思いま
した。SVEPのメンバーだけでなく現地の友達
が増えれば、余暇の過ごし方も自分の知らない
ところや、行くつもりのなかったところにも行
けるようになります。

私の経験した余暇の過ごし方をいくつか紹介
しようと思います。まずFacebookへの訪問で
す。これは私のルームメイトの希望で行くこと
になったのですが、アメリカ到着後２日目だっ
たので、チケットの買い方も電車の乗り方もバ
スの降り方も分かりませんでした。しかし、人
にどんどん道を尋ね、なんとかFacebookにた
どり着き、迷いながらもなんとか帰ることがで
き、なかなかいい思い出になりました。

次にピザ屋です。学校の近くにリーズナブル
なピザ屋さんが僕の知る限り２軒あって、そこ
にルームメイトやSVEPのメンバー、現地の学
生と何度も行きました。日本に帰ってきてから
もピザを食べまくっているのは、きっとこれら
のピザ屋さんのせいだと思われます。

放課後の話が長くなりましたが、SVEPは基
本的に学校の授業、Special Lecture、Field Trip、
土日の小旅行および日々の放課後の５項目で構
成されていて、“充実“と一言で言い表せないく
らいに充実していました。すべて英語で行われ
るアメリカンスタイルの能動的な学校の授業は、
英語力を着実に上げてくれるし、コンビニの店
員やホストファミリーとの会話では、日常的に
使われるフレーズや言い回し、雰囲気などを知
ることができました。また、SVEPに行く前の私
には、全く関心の無かった起業や就職というも
のについて触れ、自分の属している医学科とい
う狭い範囲以外を知ることができたことは、私
の物事の考え方を大きく変えたように思います。
このプログラムで培った人との関係、物事の考
え方や自分の分野以外にも目を向ける柔軟性は、
私にとって人生の財産となるでしょう。

私はこのSVEPに参加することができたこと、
アメリカで充実した１か月を送ることができたこ
と、そして無事にみんな仲良く帰って来たこと
が本当によかったと思います。日本にいる間に
お世話になったニーデラーさん、カリフォルニ
アでSVEPを進め、支えてくださるだけでなくこ
れ以上ないくらいに楽しいものにしてくださっ
たマーティ、真由美さん、坂田さん、SVEP2016
のメンバー、そしてSVEPを勧めてくれて、参
加の許可を出してくれた両親に感謝を述べてこ
の稿の終わりとしたいと思います。

［放課後の思い出を添えながらSVEPを振り返って］

医学科１年
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諸岡　郁

私がこのSVEPに参加しようと思ったのは、昨
年度のSVEPに参加した友達に強くSVEPを勧
められたからです。最初は、えすべっぷ？何そ
れ...?といった状態でしたが、SVEPはアメリカ
での語学研修ということで、学生のうちに短期
間でもいいから留学したいという気持ちや、英
語力を少しでも伸ばしたいという気持ちがあっ
たのですぐに申し込みをしました。しかし、実
際に蓋を開けてみるとSVEPは私が想像してい
た普通の語学研修とは一味違うものでした。

確かにSVEPの語学研修は充実したものでし
たが、それ以上に他では体験することができな
いアントレプレナーシップ研修が目新しく、と
ても心に残っています。実際にアメリカで起
業した方々やアメリカで働く方々の講義を聞き、
企業を訪問してシリコンバレー特有の起業が盛
んな雰囲気を直に感じ、一緒にSVEPに参加し
た仲間とたくさん意見を交わすことで、今まで
になかった感情が湧いてきました。それは、今
医学部に入り将来医師になることができるレー
ルが敷かれているけれども、果たしてこのまま
その道をレール通りに進んで良いのかというこ
とです。SVEPの期間中、他学部の仲間がこの
留学を通して、夢や可能性を広げていく姿を少
し羨ましく感じることもありました。もちろん、

私は将来医師になりたくてこの九大医学部に入
学し、医師になるという夢は変わることは決し
てありません。しかし、ただなんとなく勉強を
して平凡な医師になることだけは避けようと思
うようになりました。医師になるからと言って、
医療分野のことだけに興味を持つのではなく、他
の様々な分野に興味を持ち、他の分野を専門と
する人とも積極的に関わっていきたいと思いま
す。このSVEPのアントレプレナーシップ研修
は、直接的に私に起業したいなどの思いを抱か
せることはありませんでしたが、それ以上にこ
れからの人生において大切な信念を持たせてく
れました。

SVEPに関わる九州大学関係者、サンノゼ州
立大学の方々、講演を行ってくれた方々、共に
SVEPに参加した仲間には感謝の気持ちで一杯
です。これからできる後輩にも、ぜひSVEPを勧
めていきたいと思います。起業に興味ある人は
もちろん、興味のない人や特に医学部の人にも
SVEPに参加する意義は大いにあります。未知
の世界での体験は自分をどういう方向に導いて
くれるかわかりません。わからないからこそ面
白いのだと思います。そんな素晴らしい体験が
できたSVEPに参加して本当に良かったです！

［SVEPでの経験から感じたこと］

医学科１年

現地の学生との写真帰国時の集合写真
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