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代 替 プ ロ グ ラ ム を 実 施

インターンシップ／留学プログラム

「シリコンバレーインターンシップ代替プログラム(3/1
～3/26)」、「大連インターンシップ代替プログラム
(3/8～3/16,22)」の２つの研修が始まりました。
前者は学内とオンラインでの開発研修、およびシリコン
バレーエンジニアとの技術交流で、6名が参加します。
後者はオンライン中心の研修で9名が参加します。

学生の声：宮岡 英里さん（B3）
今回シリコンバレーインターンシップ代替
プログラムを受けようと思ったのは、植物
の世話をしてくれるIoTデバイスを作れるよ
うになりたいと思ったからです。開発した
デバイスで、両親が日課にしている植物へ
の水やりを手伝いたいと思っています。

学習と研究に焦点を当てていることが良いと思います。学生
たちに多くの学修機会があり、自己学習と研究に集中できま
す。

学生の声：SY, Zekeさん（B1）

学生の声：永田 智視さん (B4)
10月－12月に、ドイツの大学でオンライン開講されたデザイ
ン思考の講義を受講しました。実践的な講義がメインで、課
題の多さやチームメンバーとのコミュニケーション面で苦労
もありましたが、それ以上に得たものは大きかったと感じて
います。
また、ドイツ人学生とのグループワークを通して、ドイツの
現状を知れる良い機会にもなりました。

会津大学は、コンピュータサイエンスの分野でより多くのこ
とを学び、研究をするのに最適な場所です。それと同時に、
さまざまな国や文化的背景を持つ学生と交流したい人に最適
な場所です。

学生の声：GOZALY, Angelitaさん（B1）

来日できず、リモート授業を受けていた時から、ここの先生
方の指導の質は素晴らしいと思っていました。また、先生方
の指導のおかげで授業にもっと興味を持つことができました。

学生の声：HOANG, TUAN SONさん（B3）
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I C T G コ ー ス 留 学 生 ア ン ケ ー ト

本 学 の 印 象 、 入 学 後 も 良 好
本学の認知ルートや志望動機などをICTGコース在学生
(2019年度・2020年度入学)にアンケート調査しました。
自由記入の「本学への印象」では、記入した全員が、入
学後も本学へ良い印象を持ち続けていることがわかりま
した。本学の教育・研究の質の高さが留学生に伝わって
いることが実感できます。

起 業 家 の 卵 、 全 国 の 舞 台 へ

イノベーション・創業教育プログラム

アフターコロナ時代の海外留学に向けて

新 S G U ウ ェ ブ サ イ ト 公 開 中

O B起業家と「創業座談会」実施

オ ナ ー ズ 2 0 2 0 年 度 認 定 者 決 定

地域ベンチャー創成支援財団主催による創業座談会が
2/20に開催され、「ICTベンチャー起業と経営」履修者
など起業に興味をもつ学部1・2年生が参加しました。

2020年度のオナーズプログラム「学部・修士一貫型」認
定者は計14名となりました。タイプA(4+1)は過去最大の
7名、タイプB2(3+2)は7名となっています。

Topics
リニューアルしたSGUウェブサイトを12月に
公開しました。これまでの取組みや成果を
ぜひご覧ください！また、事業のあゆみを
まとめたリーフレットを周辺教育機関向け
に発行します。ご活用ください。

イノベーション・創業教育プログラム参加学生の谷川直
弥さん(B1)と、安井番厘さん(B2)が、SPARK！TOHOKU 
2020 Startup Pitch(2020/12/20開催)に参加しました。
2人は大会に向けて由本聖准教授(UBIC)の指導の下練り
上げたビジネスアイディアで、見事入賞を果たしました。
NICT賞を受賞した谷川さんは3/1に行われる起業家甲子
園(全国大会)の切符を手にしました。
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アフターコロナの海外留学につなげていく
ため、留学準備の授業やオンライン国際交
流を拡充し、将来的には、海外の協定大学
が提供する質の高いオンライン授業と現地
留学のハイブリット型交流・支援を展開し

ていく予定です。今年度はドイツの大学と連携し、オン
ライン授業を試行しています。プログラムに興味がある
学生はぜひ、グローバル推進本部までお問い合わせくだ
さい。(川口 立喜 グローバル推進本部副部長(心得))

また、2月には「留学準備の
ための英語体験プログラム」
を、県内施設を利用して実施
しました。Withコロナ時代で
も、インターンシップ・留学
共に以前と遜色ない国際的な
プログラムを提供できるよう
にしました。
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Alternative Programs were Held

Internship & Study Abroad Programs

Silicon Valley Internship Alternative Program (3/1～3/26) and
DNA Internship Alternative Program (3/8～3/16,22) have started.
In the former, 6 students are experiencing on-campus and online 
development training, and technical exchanges with Silicon 
Valley engineers. In the latter, 9 students are participating in 
online training. 

Strudent’s Voice：MIYAOKA Eri（B3）
I decided to participate in the Silicon Valley Internship 
Alternative Program to develop an IoT device to take 
care of plants.  I would like to help my parents to water 
plants every day with it. Very studious and academic focused which is good. Gives us a lot of 

opportunities and allows us to be quite independent with our own 
learning and research. 

Student’s Voice：SY, Zeke（B1）

Student’s Voice：NAGATA Satomi (B4)

I took the “Design Thinking” course which was provided by university 
in Germany online from October to December.  The lecture was mainly 
practical. The amount of homework and communication with the team 
members was a challenge, but I gained a lot from it. Also, I learned the 
current situation in Germany through the group work with German 
students.

University of Aizu is the perfect place for those who wants to learn 
more and do research in the field of  computer science and/or 
information technology, and at the same time interact with other 
students from different countries and cultural background.

Student’s Voice： GOZALY, Angelita（B1）

Although I haven't been to Japan yet [because of COVID-19], the 
teaching quality of the teachers here is really good. At the same time 
they made me more interested in the subject.

Student’s Voice： HOANG, TUAN SON（B3）
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Q ue s t i o n na i r e f o r ICTG S t u de n t s

Positive Impressions of the UoA
We surveyed current students of the ICTG course who enrolled 
in AY2019 and AY2020 about their awareness and motivation 
for applying to our university. In the "Impressions of the UoA" 
questionnaire, we found that all students who filled in the 
questionnaire continue to have a good impression of the UoA
after entering the university. We can feel that our high quality of 
education and research is being conveyed to international 
students.

Students went to national competition
Innovation & Start-up Education Program

Toward Studying Abroad After COVID-19

Renewed SGU Website is Now Live!

Discussion with Alumni Entrepreneurs

Honors Program Students Announced

A roundtable discussion organized by the Local Venture Creation 
and Support Foundation was held on Feb. 20. Undergraduates 
who are interested in starting a business participated in it.

A total of 14 students have been accredited for the Integrated 
Undergraduate-Master's Program (AY2020). Type A (4+1) has 
the largest number ever with 7 students, and Type B2 (3+2) also 
has 7 students.

Topics We totally renewed our SGU website in December. 
Please look at our efforts and achievement to date! 
Also, a leaflet summarizing the history of the 
project will be issued to surrounding educational 
institutions. Please make use of it.

Mr. TANIKAWA Naoya (B1) and Mr. YASUI Banri (B2) who 
joined the Innovation & Start-up Education Program participated 
in the “SPARK！TOHOKU 2020 Startup Pitch (2020/12/20)”. 
They won a prize with their business idea that they developed 
under the mentorship of Prof. YOSHIMOTO (UBIC) in 
preparation for the competition. Mr. TANIKAWA received the 
NICT award and won a ticket to the “Entrepreneur Koshien”
(national competition) held on March 1st!

As for Study Abroad in the “After-Corona” era,
we are expanding preparation courses for study-
abroad and online international exchange

activities, and we are planning to develop a 
hybrid type of exchange and support between high-

quality classes provided by overseas partner universities and 
study abroad. This year, we are trying an online class program 
with a university in Germany. (Prof. KAWAGUCHI Tatsuki / 
Interim Deputy Manager of Center for Globalization)

▲Mr. TANIKAWA ▲Mr. YASUI

Separately, we implemented an "Immersive English Experience 
for Study-Abroad Program AY2020" using a facility in 

Fukushima in February. Even in 
the COVID-19 era, we have made 
it possible to provide international
programs comparable to previous 
internships and study-abroad 
programs!


