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Nine students  have  been selected for Silicon Valley 
Internship Program "The United States Silicon Valley Internship 
Program" was held on June 28. Totally, 15 students attended the meeting 
(seven undergraduate, eight graduate students), and the five students had an 
individual briefing based on their requests. As the results, 12 students applied 
for the program, and the group interview was conducted on July 12. 
Considering their English capabilities, ICT skills, oversea experience, nine 
students were selected for the program.  
Some students have good English skills 
 (over 800 points of TOEIC Test) or  
technology skills (experience of hackathon).  
Selected students will have one week  
pre-training program in the middle of August  
and visit Silicon Valley from Aug. 23 to Sep. 6. 

MoU with Northeast University at Qinhuangdao, China 
was signed A delegation of Northeast University at Qinhuangdao led by 
President Liu, visited the University of Aizu and signed MoU on June 29, 2016 
(Wednesday). Northeast University at Qinhuangdao founded in 1987 has 
been designated as a national key university in China, and about 10,000 
students study there. In particular, the university has been focusing on 
innovation education and industry-university cooperation. Our president R. 
Oka, in his speech, said "I hope that we will receive the excellent international  
students who can understand  
Fukushima deeply and provide  
attractive characteristics and ICT  
technology progress of Aizu toward the  
world." In the future, we will promote  
a relationship with the university through  
the faculty exchange and global 3+2  
program. 

Special Lecture of Mr. Claude Leglise, Executive 
Director, Center for Innovation Leadership, SRI 
International, gave us an impressive lecture in the graduate course, ICT 
Global Venture Factory on June 22, 2016. He has lectured and taught 
innovation management at the Stanford Graduate School of Business, 
University of Tokyo, University Technology Malaysia, Paris Tech, Lappenrenta 
University of Technology (Finland) as well as many private companies. He is 
currently coaching entrepreneurs in China, France and Japan. More than 30 
students and faculty members joined the lecture. The lecture includes rich  
information on innovation through how to create ideas, breakthrough R&D  
and commercialize research results.  
Interacting with audiences, Mr. Claude  
gave clear and impressive responses  
to the questions. The lecture was full  
of ideas and hints about innovative  
projects and education for our students  
and faculty members. 

Three entrance examination systems of ICT global 
program all English courses  There are three entrance 
examination systems of the ICT Global Program for fall enrollment.   
 (1) General Selection Applicant will be screened based on the following 
official result reports; One of the English Tests, either TOEFL (iBT), TOEIC, 
Eiken or IELTS, and one of the Mathematics and Physical Science 
Examinations, either the International Baccalaureate (IB), SAT, or EJU 
 (2) Admissions (incorporation to the 3rd year of undergraduate 
school ) Applicant recommended by partner universities which have 
concluded a special agreement on student admission with UoA will be 
screened. 
 (3) Special Selection (China)Applicant recommended by Chinese high 
schools which have signed an agreement on student admission with UoA, 
etc. will be screened based on the Chinese National Entrance Examination 
and UoA’s interview. 

Kick off ceremony of Honors Maker Room (Temporary 
name) Kick off ceremony will be held at the southwest entrance of the 
Research Quadrangles Building at 12:30 PM on Aug. 10, 2016. After the 
ceremony, demonstration with equipment such as laser cutter and 3-D printer 
will be given, and the room will be disclosed during the open campus on Aug. 
11. We also plan to give series of lectures on making things with the equipment 
in quarter 3 and 4. 

We are looking for Buddy of international students  
In order to support international students who will enroll in our undergraduate 
school in October, 2016, we are looking for students who would like to be a 
“Buddy” of international students. Through interaction with international 
students, a buddy can also improve language skills and experience different 
cultures. The role of the buddy is supporting the international students such as 
Japanese conversation guidance, counseling about daily life, class and study, 

 

On May 9, 2016, an English speaking test for ICT Global Program All-English 
Undergraduate Course (Special Admission for Chinese Students) was 
conducted in Shenyang. Although the nine applicants looked nervous during the 
orientation, once the speaking test started, they demonstrated their high ability 
to express themselves. Some showed strong motivation to acquire ICT skills 
and others demonstrated analytical ability about China. They are willing to take 
a chance and go abroad to achieve their goals and are truly the candidates of 
those who will lead the global society in the future. I hope Japanese students will 
have opportunities to interact with them here in Aizu and grow together. 
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＜米国シリコンバレーインターシッププログラム参加学生
が決定＞ 

6月28日に「米国シリコンバレーインターシッププログラム」の説明会を

行った。15名（学部生7名、院生8名）の参加があった。また、そのほか5
名の学生に個別説明会を実施した。その結果、12名の申し込みがあり、7月

12日にグループインタビューを行い、英語が得意（TOEIC800点以上）な学

生、技術が得意（ハッカソン参加経験が豊富）な学生など、バランスを考慮

し9名の学生を選抜した。選抜された学生は、8月中旬の1週間の事前研修

を経て8月23日～9月6日の日程で本研修に臨む。 

＜中国・東北大学秦皇島分校と一般協定を締結＞ 
 2016年6月29日（水）に中国・東北大学秦皇島分校の劉学長一行を会津

大学に迎え、一般協定を締結した。中国・東北大学は、中国の国家重点大学

のひとつに指定されている国立大学である。秦皇島分校は 1987 年に設立さ

れ、約10,000人の学生が在籍し、特に産学連携、イノベーション教育に力を

入れている。岡理事長兼学長は「優秀な留学生を受入れ、ふくしまに対する

理解を深め、地域の魅力や ICT 技術の発展を世界に発信したいと考えてい

る」と式辞を述べた。今後は、グローバル３＋２プログラムと教員交流など

を通じ、両大学の交流を進めていく予定だ。 

＜SRIクラウド・レグリス専務理事が本学にて特別講演＞  

6月22日、SRIインターナショナル・イノベーションリーダーシップセン

ターのクラウド・レグリス専務理事が来学し、大学院の「ICT グローバルベ

ンチャー工房」で講演を行った。クラウド・レグリス氏は、これまで多くの

民間企業をはじめ、スタンフォード大学大学院ビジネススクール、東京大学、

マレーシア工科大学、パリテック、ラッペーンランタ大学（フィンランド）

などでイノベーションマネジメントの講義を持ってきたほか、現在、中国、

フランスおよび日本の起業家への指導も行っている。この日は30人以上の 
学生および教職員が講演会に参加した。 
講義は、アイディアの創造、ブレイク 
スルーのためのR&D、研究成果の実用 
化の方法などに関する情報が満載の内容 
で、学生ならびに教職員の革新的 
プロジェクトと教育のために、多くの 
アイディアと示唆に富むものであった。 

 
＜ICT グローバルプログラム全英語コースの３つの入試制
度＞ 
 ICT グローバルプログラム全英語コースには以下の３つの入試制度があり

ます。 （現在はいずれも秋入学の制度です。） 
 （１）一般選抜 
 TOEFL(iBT)、TOEIC、英検、IELTSなどの英語資格試験の成績、および国

際バカロレア(IB) SAT日本留学試験の数学と物理の成績による書類選考。 
 （２）編入学（学部2年次修了以上の学生の3年次編入） 
 会津大学と一般協定を締結している大学のうち、選抜方法に関する特別な

協定を締結している大学による推薦。 
 （３）特別選抜・中国 
志願者募集広報等に関して、会津大学と協定を結んでいる高等学校等が推薦

する学生等を、中国で行われる全国統一入試等（以下、高考）の成績及び会

津大学の面接による選考。 
 

＜中国瀋陽で ICT グローバル入試（中国選抜）のための英
語口頭運用能力試験を実施＞ 

 

＜オナーズメーカースペース（仮称）開所式＞ 
 来たる8月10日（水）12：30、研究棟南西入口横エントランススペースに

て、「オナーズメーカースペース（仮称）開所式」を予定している。当日はセ

レモニーを行った後、レーザーカッターや３Dプリンターを使ったデモンス

トレーションを行う。また、翌日のオープンキャンパスで、一般に公開する。

今後、レーザーカッターや３Dプリンターを用いてものづくりをする講習会

も第3～4学期に実施予定である。 

＜留学生のバディ（相棒）を募集！ ＞ 
今年 10 月から新たに学部１年生及び３年生に入学する留学生をサポート

するために、彼らの「バディ」になってくれる学生を募集する。バディとし

て外国人留学生と交流することで、学生自身も語学力の向上や異文化体験を

することができる。バディの役割としては、留学生への日本語会話指導、日

常生活に対する相談、授業や勉学等に対する相談、支援などがある。 

2016年5月9日、中国瀋陽でICTグローバル入試（中国選抜）のた
めの英語口頭運用能力試験を実施しました。緊張した面持ちでオリエン
テーションに参加していた９名の受験者でしたが、CLRで独自開発し
たスピーキングテストが始まると、ICT技術習得に対する強い意欲を
語り、また自国の教育制度に対する冷静な分析力を発揮する学生もお
り、語学的にも精神的にも優れている印象を受けました。どの国にある
大学でも、目的を達成できるところに進学したい、と語る彼らは、中国
という枠にとらわれないグローバル人材の卵です。本学の学生とこうい
った留学生がお互いに刺激しあい、共に成長できれば、素晴らしいと思
います。 


