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AY2022夏季インターンシップInformation

8/18～9/14の期間に、国内事前研修・2週間の海外研
修・国内事後研修を行います。現地では本学のシリコン
バレーオフィスでの開発の他、現地技術者
との交流や現地企業等の訪問等があります。

Aizu Geek Dojo
リ ニ ュ ー ア ル 工 事 が 完 了 し ま し た ！

Topics & Information

Topics 会 津 大 生 の 英 語 力
向 上 へ の 取 り 組 み

本学の学生の英語力強化対策として、学部生TOEICスコ
ア向上への継続支援と博士前期課程生へのTOEIC受験奨
励を行っています。
・博士前期課程生対象のTOEIC IPテストの実施
・500点以上を獲得した学生への特製チャームプレゼン
ト
・研究棟1階の電子サイネージに、高得点を獲得した学
生によるTOEIC対策資料を音声付きで昼休みに上映中
学生のTOEICスコア向上に更に期待が高まっています。

チャームを受け取った学生達の
コメントを入れたポスター

博士前期課程生対象のTOEIC IP
受験を奨励するポスター

AY2021インターンシップ/ 留学プログラムVoice

*DNAインターンシップ代替プログラム

学生の声：青山 尚樹さん（M2）

中国大連でのICTビジネス体験研修のプログラムが3/7～
3/15にオンラインで実施され、2名が参加しました。

＊ベトナムインターンシップ代替プログラム

＊ 国 内 イ ン タ ー ン シ ッ プ プ ロ グ ラ ム

AY2022夏季に下記の海外および国内インターンシッププ
ログラムが予定されています。（コロナの状況により、
代替プログラムとなります。）

*シリコンバレーインターンシッププログラム

オベトナムインターンシップ代替プログラムを8/22～
9/16に実施予定で、参加学生たちは英語で現地企業での
オンラインインターンシップ研修をします。

アルプスアルパイン研修プログラムを7/4～
9/16に、サイバートラストインターンシッ
ププログラムを7/4～9/16に実施予定です。
どちらもオンラインと現地派遣があり、事
後研修では学内での成果発表も行われます。

* I C T創業トライアルプログラム

学生の声：山下 裕也さん（B4）
プログラムを受ける前は複数のビジネスアイ
デアがありましたが、受講したことでアイデ
アを具体的な利益に繋げるためのノウハウを
体系的に学ぶことができました。受講後は
NFTを始めとしたブロックチェーン技術を活

会津大学イノベーション・創業プログラム(ISEP)のICT
創業トライアルプログラムが3/15～3/29に実施され、10
名が参加しました。経営のプロの指導の下、ICTに関す
る企業設立を模擬体験し、最終日に各自のプレゼンテー
ションをしました。

現地学生達とチームで進めたEコマースプラット
フォームのプロトタイプは充実した学びでした。
進捗を把握して積極的に意見を出すよう心がけ
るなど自分のコミュニケーション力向上にも繋

がりました。在学期間に得たすべての経験や気づきを、来春
からの仕事でも活かしていきたいです。

News
2022年度ICTGコース一般入試に26名が合格しました。10月
に入学するICTGコース新入生に会えるのが楽しみですね。

2月15日に福島県天栄村のブリティッシュヒルズで実施
されました。授業やアクティビティは、

学生の声：武田 遼太郎さん（B2）

* A Y 2 0 2 1 「 冬 季 留 学 準 備 の
た め の 英 語 体 験 プ ロ グ ラ ム 」

全て英語で行われ、学部1～3年生、25
名が参加しました。2022年度は9/22～
9/26の期間に同施設にて実施予定です。

I C T Gコース一般入試合格者数

News

コロナ渦のため2020年より中止されていた「海外中期留
学支援事業」を再開し、4名の学生を3か月～1年間、協
定校へ派遣します。
【派遣先】ローズハルマン工科大学（アメリカ）
＜単位取得、学生寮にて共同生活＞浅井海斗さん
(B3)・石井大智さん(B3)・髙橋琳太郎さん(B2) 

【派遣先】カールスルーエ応用科学大学（ドイツ）
＜単位取得、アパート生活＞五十嵐涼さん(B3)

・2023年3月には3週間の短期留学プログラムも現地派遣
する予定で調整をしています。

「 A Y 2 0 2 2 海 外 中 期 留 学
支 援 事 業 」 派 遣 学 生 決 定

Aizu Geek Dojo が、セミナーエリアと工房エリアを備
えた広いスペースに移転しました！ものづくりのための
設備と備品がそろっており、創業に興味のある学生や技
術が好きな学生が集まり交流できる場所となりました。

用したサービス提供したいと思うようになりました。

日帰りプログラムでしたが、英語漬けの時間を
過ごした後は留学生に全く物怖じせず自然に英
語で話しかけられることができ、想像以上の効
果がありました。英語力が自分の世界と可能性
を確実に広げるためのスキルになると実感し、

「海外で教職に就いてみたい」という新しい夢ができました。
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AY2022 Summer Internship Programs

Efforts to improve students’
English proficiency

Poster with comments from students 
who received the charms

Poster to encourage Master's students 
to take TOEIC IP test

*DNA Internship Alternative Program

＊Vietnam Internship Alternative Program

＊ D o m e s t i c I n t e r n s h i p P r o g r a m s

*Silicon Valley Internship Program

* I C T S t a r t - up T r i a l P r o g r am

Student’s Voice: Mr. YAMASHITA Yuya（B4）

Internship / Study Abroad Programs in AY2021

From 8/18 to 9/14, the program will include domestic pre-training, 
2-week overseas training, and domestic post-training. In addition 
to development at our Silicon Valley office, the program includes 
exchanges with local engineers and visits to local 
companies, etc.

R e n e w a l w o r k i s n o w c o m p l e t e !

As a measure to strengthen students’ English proficiency, we are 
providing ongoing support for undergraduate students to improve 
their TOEIC scores and encourage master's degree students to 
take the TOEIC exam. 
・TOEIC IP test was conducted for masters' students.
・Special charms are being given to students who scored 500 or 
higher.
・During lunch break, the digital sign on the first floor of the 
research quadrangles now shows TOEIC preparation materials 
with audio by a student who scored well.
Expectations are even higher for students to improve their 
TOEIC scores.

The following overseas and domestic internship programs are 
scheduled to be conducted during the AY2022 summer.（These
will be alternative programs depending on the status of COVID-
19 infection.）

Vietnam Internship Alternative Program is scheduled to be 
conducted from 8/22 to 9/16, and participants will receive online 
internship training at a local company in English.

Alps Alpine Internship Program will be held from 
7/4 to 9/16, and Cybertrust Internship Program will 
be held from 7/4 to 9/16. Both programs will 
include online and on-site placements, and the 
post-training program will include a presentation of 
the results on campus.

26 students passed the general entrance examination for ICTG 
course in AY2022. We look forward to meeting the new ICTG 
course students who will enter in October.

Number of students who passed the general
entrance examination for ICTG course

Student’s Voice: Mr. AOYAMA Naoki（M2）

The ICT business training program in Dalian, China was 
conducted online from 3/7 to 3/15, with two participants.

I had some business ideas before taking the program, 
but by attending it, I was able to systematically learn 
how to turn ideas into tangible profits. After attending 
the program, I became interested in providing 
services using NFT and other blockchain technologies. 

ICT Start-up Trial Program of the UoA’s Innovation & Start-up 
Education Program (ISEP) was held from 3/15 to 3/29 with 10 
participants. Under the guidance of management professionals, 
students simulated the establishment of an ICT-related company 
and gave their own presentations on the final day.

The e-commerce platform prototype we worked on as 
a team with local students was a fulfilling learning 
experience. It also helped me improve my own 
communication skills, such as keeping track of 
progress and being proactive in voicing my opinions. 

This program was implemented on 2/15 at British Hills in Ten-ei
Village, Fukushima Prefecture. All class

The "Mid-term Study Abroad Support Program", which was 
suspended from 2020 due to COVID-19 pandemic, will resume 
and 4 students will be sent to partner universities for 3 months to 1 
year.
[Destination] Rose-Hulman Institute of Technology (USA)

<Credit acquisition, shared living in student dormitories>
Mr. ASAI Kaito (B3)・Mr. ISHII Daichi (B3)・
Mr. TAKAHASHI Rintaro (B2) 

[Destination] Karlsruhe Univ. of Applied Sciences（Germany）
<Credit acquisition, apartment living> Mr. IKARASHI Ryo (B3)

In March 2023, we are also planning to send students on a 3 week
short-term study abroad program.

Students selected to be sent to “AY2022 Mid-
Term Study Abroad Support Program".

I would like to use all the experiences and insights I gained during 
my time at the university in my work starting next spring.

would be a skill that would surely expand my world and my 
possibilities, and I had a new dream: "I want to teach abroad.

Aizu Geek Dojo has been relocated to a larger space with a 
seminar area and workshop area! Equipped with facilities and 
equipment for manufacturing, it became a place where students 
interested in starting their own businesses and students who love 
technology could gather and interact with each other.

Immersive English Experience for Study-Abroad
Preparation Winter Program in AY2021

activities were conducted in English, and 25 
students, including first through third-year 
undergraduates, participated. In AY2022, 
the program will be held at the same facility 
from 9/22 to 9/26.

Information

Aizu Geek DojoTopics & Information

Topics

News

Voice

News

Even though it was a one-day program, it was more 
effective than I had imagined, as after spending time 
immersed in English, I was able to speak to 
international students in English naturally without being 
intimidated at all. I realized that English proficiency 

Student’s Voice: TAKEDA Ryotaro（B2）


