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日本人学生のICTGコースへの

在籍届出が３年生以上も可能となりました！

Information

Voice

CG本部で日々熱心に仕事に取り組むメンバーの一員になることは大きな喜びです。
彼らと緊密に連携し、大学の国際プログラムとその評価を第一級のものとしていきたい
と思います。私の最初の仕事は、この本部全員の役割を迅速に把握することです。
本部長としての最初の数週間で、すでにCG本部が担う仕事の深さと幅に驚いています。
事業や業務の全体像を把握した後には、特に新型コロナウイルスにより渡航が出来ない
状況や、対面でのやりとりが難しい今の時期において、国内外の学生・大学・企業と
どのように連携していくかという点で多くの検討事項があります。
本部長としての今後の挑戦を楽しみにしています。（WILSON Ian教授）

グローバル推進本部長からのご挨拶

Task & Issue

今年度より、WILSON Ian教授がグローバル推進本部長に就任されました。今後CG本部、
SGU事業として注力していく取組みについてのメッセージを紹介します。

グローバル推進本部関連事業の

新型コロナウイルス感染対策

Topics

2 0 2 0年度出願者大幅増加

Voice 大連事業開発プロジェクト

国内で代替プロジェクト実施

３年次以上でも、より英語に触れたい
と考える学生へ機会を提供するため
この度の制度改正を行いました。ICTG
コースに身を置くことで刺激を受け、
英語力向上や積極的な国際交流など語
学に対する意識をさらに高めてもらう
ことを狙いとしています。

担当教員より：渡辺 識（特別教育支援者）

渡航できず残念でしたが、アイディア
の出し方やプレゼンの仕方など自主的
に学び、授業だけでは得られない力が
ついたと感じています。今後ハッカソ
ンなどにも積極的に挑戦したいです。

参加者の声：福田 大峻さん（B3）

日本人学部生がICTGコースに在籍できる時期は２年次
の１学期または３学期としていましたが、３年次以降
の学生でも在籍届を提出することで在籍が可能になり
ました。これにより実践的な英語能力を養う機会が拡
がります。学生の皆さんはぜひ活用してください。

新型コロナの影響により渡
航を断念する中、希望者を
対象に研修の一部を学内で
実施しました。十分な感染
対策のもと、参加者はAI
カーの仕組み学習、走行練
習、ビジネスの企画などを
行いました。

4月17日に2020年度のICTグローバルプログラム全英語
コース(ICTGコース)一般募集の合格者が発表されました。
今年度は出願者が大幅増加しており、合格者は20人と
なりました。これまでの入試要件の拡充や、初実施した
オンライン説明会等の取り組みが着実に結果として表れ
てきています。今後も会津大学の国際性がより豊かにな
るよう、多様な国の入試要件への対応、募集時期の複数
化など整備を進めていきます。
また４月には、スリランカから３年次編入生を迎えまし
た。ICTGコースへの３年次編入、かつ春入学は今回が
初めての受入となります。

ICTグローバルプログラム全英語コース

世界中の状況が刻々と変化している中、
特に渡航制限や外出自粛等で会津へ来ら
れない留学生とは、日々連絡を取り合い
状況確認や、オンラインでの教育提供体
制を整えています。また学内の国際交流
についても一部オンラインで開催するな
ど、できる限りこれまで通り行えるよう
に環境整備を進めています。海外への学生派遣プログラ
ム各種は延期・中止の判断をし、来年度万全の状態で実
施できるよう準備を開始しています。
引き続き皆様のご理解、ご支援を宜しくお願い致します。

▲オンライン日本語授業の様子

Aizu Geek Dojo

グローバルラウンジ

各施設の利用状況

ラウンジを使用した活動を一時中止し、オンラインによる
バーチャルグローバルラウンジ(VGL)で活動しています。
詳細：https://www.u-aizu.ac.jp/osip/information/osip.html

研究活動等で急ぎ利用したい学生に限定し開放しています
(要予約)。利用ルールを確認してください。
詳細：https://aizugeekdojo.github.io/
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Message from Director of Center for Globalization

On April 17th, successful applicants of ICTG course general 
selection were announced. This year, as the total number of 
applicants increased significantly, the number of successful 
applicants reached 20. This is due to the UoA's growing 
reputation through continuous publicity and due to our flexible 
admission system accepting various kinds of exams. In order to 
enrich internationalization of the UoA, we will continue to 
improve our admission system such as by increasing the 
recruitment period. 
On a different note, Sri Lankan students enrolled as 3rd-year 
transfer students in April - the first time that students have 
enrolled in spring using the advanced standing admission system.

Efforts to Prevent COVID-19
Infection in Center for Globalization

Professor Ian WILSON has been newly appointed Director of Center for Globalization. Here's a 
brief message from him about the future at the Center for Globalization.

No.25 Spring, 2020
Publisher: Center for Globalization

It’s a great pleasure for me to join the center’s very conscientious members. I look forward to 
working closely with them, continuing to make the university’s international programs and 
reputation top-notch! My first task is of course to get up-to-speed on everyone’s roles within the 
center. In my first couple of weeks in this position, I am already amazed by the depth and breadth 
of work that goes on in the Center for Globalization! After learning the ropes, there’s a lot to think 
about in terms of how to reach out, both internationally and domestically, to students, universities, 
and companies, especially in this difficult time of impossible travel and reduced face-to-face 
interaction due to COVID-19. I look forward to the challenge of this new position! (Ian WILSON, 
Professor)

Application for the ICTG Course is also 

available for Japanese Students (3rd-year or above)!

Task & Issue

Topics

Voice SOVO Project in 2019

Alternative Project was Implemented in Aizu

From faculty：Mr. Satoru WATANABE

It is unfortunate I cannot go to China. 
However, I learned autonomously how to 
create an idea and make presentation so I 
could get  skills that cannot be obtained from 
class alone. I want to challenge more tasks 
such as Hackathon from now on.

Student's Voice：Taishun FUKUDA (B3)

The period that Japanese undergraduates can enroll in the ICTG 
course was only in 2nd-year Q1 or Q3.  From now on, students in  
3rd-year or above will be able to enroll  by submitting the 
registration for ICTG course. Therefore students get more chances 
to cultivate their English skills. Please make good use of this 
program!

Instead of going to Dalian we 
did a part of training in the 
university for some applicants 
due to COVID-19. 
By the training project, 
participants learned about an AI 
car, practiced driving it, and 
made a business idea.

A d v a n c e d I C T G l o b a l P r o g r a m

BIG Increase in AY2020 Applicants!

Information

▲Scene of Japanese class online

Usage Information of Facilities

The world situation regarding COVID-19 is 
changing every moment. In the CG, we are in 
contact day by day with international students 
who cannot be back to Aizu due to restrictions 
on travel or avoiding going outside. We 
confirm their current situation and we prepare 
an online education system. Similarly, 
international exchange activities are partly implemented online. 
In addition, we have decided to postpone / suspend various 
overseas programs, and are preparing to carry them out under 
safe conditions next year. 
Thank you very much for your understanding and cooperation.

It is open only for students who need to use in a hurry for 
classes, research etc. (Reservation required). Please see the 
stricter usage rules. →https://aizugeekdojo.github.io/

Activities in the lounge are temporarily replaced by the online  
"Virtual Global Lounge (VGL)".
[More Information] 
https://www.u-aizu.ac.jp/osip/information/osip.html

Aizu Geek Dojo

Global Lounge

In order to provide an opportunity for students who want to 
study English more even starting from 3rd-year 
or above, we improved this program. 
We aim to stimulate students taking ICTG 
course to raise awareness of language such as 
by improving English ability  and active 
international exchange.

Voice


