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シリコンバレーの
現地企業・日系企業で働く社員と交流



1. シリコンバレーの現地企業・日系企業で働く社員と交流

世界を代表する企業が集結するシリコンバレー！

Google, Apple, Facebook, SAP の社員と話ができる！

＜こんなお話を聞くことができます！＞

• シリコンバレーでの働き方
• 学生が今知っておくべき点
• これからの時代どのような能力が必要になるか
• 世界で活躍する人材になるためには
• GoogleやAppleの社内文化について

＜こんな人にオススメ！＞

• GoogleやApple, Facebookについてより詳しく知りたい方

• シリコンバレーの文化について学びたい方
• 新しいマインドセットを身につけたい方
• 世界で活躍できる人材になりたい方
• ビジネス英語の学習法を知りたい方



1. シリコンバレーの現地企業・日系企業で働く社員と交流

＜実施日程(例)とテーマ＞

第一回: 日本時間 2020年12月15日午前10時〜11時

「Google社員から聞く、Googleの社内文化」

第二回: 日本時間 2021年1月15日午前10時〜11時

「SAPのシリコンバレーオフィスで唯一の日本人社員から聞く、

アジアとシリコンバレーの徹底的な違い」

第三回: 日本時間 2021年2月15日午前10時〜11時

「FitbitのFounderから聞く、世界で活躍できる人材」

* 3回セットになります。日程はカスタマイズ可能です。

＜団体金額 (税抜)＞
参加人数1-12名の場合: ３回セットで９万円
参加人数13-20名の場合: ３回セットで１２万円
*基本は３回セットですが、１回のみの実施から可能です



スタンフォード大学生との交流



世界ランキング上位！世界を代表するスタンフォード大学

スタンフォード大学の学生と話ができる！

＜こんなお話を聞くことができます！＞

• スタンフォード大学の学校生活
• ビデオを見ながらキャンパスツアー
• 学生の生活ルーティン
• 卒業後の進路について

＜こんな人にオススメ！＞

• スタンフォード大学についてより詳しく知りたい方
• アメリカの大学生活について知りたい方
• 新しい価値観を身につけたい方
• 世界で活躍できる人材になりたい方
• 学習の仕方を知りたい方

2. スタンフォード大学生との交流



＜実施日程(例)とテーマ＞

第一回: 日本時間 2020年12月16日午前10時〜11時

「スタンフォード大学生による、大学キャンパスツアー」

第二回: 日本時間 2021年1月16日午前10時〜11時

「スタンフォード大学生と話す、アメリカの大学生活」

* ２回セットになります。日程はカスタマイズ可能です。

＜団体金額 (税抜)＞
参加人数1-12名の場合: ２回セットで６万円
参加人数13-20名の場合: ２回セットで８万円
*基本は２回セットですが、１回のみの実施から可能です

2. スタンフォード大学生との交流



2. スタンフォード大学生との交流



スタンフォード大学講師による
デザイン思考ワークショップ



スタンフォード大学の講師によるワークショップ

“シリコンバレーの成功のマニアル” デザイン思考！

＜デザイン思考＞
今までにない発想法。“ひと”を中心に置いたイノベーション手法＝“デザイン思考 (Design Thinking)”が

、社会に新たな価値を提供しています。米国スタンフォード大学 d-school、アップル社のiPod、iPhone

開発をはじめ、UberやAirbnbの成功によって“デザイン思考”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d-schoolで”Design Thinking”を教えているデザイン思考スペシャリストを講師に迎え、

ワークシップが開催されます。本場シリコンバレーの “デザイン思考”を体得できるチャンスです！

＜受講で身につくこと＞

✔チームやクライアントに幅広い視野で創造的な提案ができるようになります。

✔新規事業開発やイノベーションに取り組むことができるようになります。

✔柔軟な視野を持ち、仕事や研究の幅が広がります。

✔ユーザー目線の正しい事業戦略を組み立てることができるようになります。

3. スタンフォード大学講師によるデザイン思考ワークショップ



＜実施日程(例)とテーマ＞

第一回: 日本時間 2020年12月1７日午前10時〜11時30分

「デザイン思考とは？ -イントロダクション」

第二回: 日本時間 2021年1月17日午前10時〜11時30分

「アイデアを形にする -アドバンス」

* ２回セットになります。日程はカスタマイズ可能です。

＜団体金額 (税抜)＞
参加人数1-12名の場合: 2回セットで12万円
参加人数13-20名の場合: 2回セットで14万円
*基本は２回セットですが、1回のみの実施から可能です

3. スタンフォード大学講師によるデザイン思考ワークショップ

講師: Mr. Joseph Makokha
・PhD Student at Stanford University
・Owner/CEO : Technology & Security Solutions LLC
My background is in Electrical Engineering/Computer Science, Education, and currently 

Mechanical Engineering (with a Design focus). Experienced in design research in real 

environments as well as with simulators; UI & UX Research/Design; Rapid Prototyping; 

Design for Manufacturing; as well as technologies in Mobile, Web, Teaching/Learning, 

iOS, Linux, Windows, and Libraries/Digital Information Resources.



Design Thinking is a manual to be successful in Silicon Valley!

3. Design Thinking Workshop with Stanford d.school



スタンフォード大学
STEM教育



スタンフォード大学ITサマーキャンプの講師から直接学べる

ロボット、アニメーション、動画編集、プログラミング… 最新のSTEM教育

＜ここが特別！＞

• ネイティブ講師とライブ型授業
• 講師+生徒2名+アシスタントだけのプライベートクラス

• 開催日時を自由に設定可能
• 教材費・入会費なし
• 7~21歳までご参加可能タンフォード大学の学校生活

＜こんな人にオススメ！＞

• 最新のSTEM教育を受けたい方

• 将来必要なスキルを身につけたい方
• 新しく知識を身につけたい方
• 既に持っている知識をさらに深めたい方
• 仕事に使えるスキルを身につけたい方

4. スタンフォード大学 STEM教育



4. スタンフォード大学 STEM教育



4. スタンフォード大学 STEM教育

＜実施日程(例)とテーマ＞

「Javaでプログラミング」

第一回: 日本時間 2020年12月15日午前10時〜11時

第二回: 日本時間 2020年12月20日午前10時〜11時

第三回: 日本時間 2020年12月25日午前10時〜11時

第四回: 日本時間 2021年1月5日午前10時〜11時

第五回: 日本時間 2021年1月10日午前10時〜11時

* 5回セットになります。日程はカスタマイズ可能です。

＜個人金額 (税抜)＞
参加人数１名の場合: 1クラスを選択 (60分×5回): $695


