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イノベーション・創業教育
プ ロ グ ラ ム 新 開 設

技術革新・創業人材育成を目指す
オ ン ラ イ ン で 活 動 活 性 化

キ ャ ン パ ス の 国 際 化 を 推 進

グローバルラウンジ・Aizu Geek Dojo

学部・修士一貫型候補者認定

２０２０年度オナーズプログラム

2 0 2 0 年 度 入 学 者 数 決 定

I C Tグローバル全英語コース

S G U 奨 学 金 推 薦 者 決 定

オンライン留学フェアを実施
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2020年7月1日より、「イノベーション・創業教育プログ
ラム」を開始しました。本プログラムは学部生を対象に、
起業や経営に関する科目や海外インターンシップ等での
イノベーションの体験を経て、創業に対する意識醸成や
知識獲得を支援するものです。指定科目の単位取得、海
外研修、課外活動の参加証としてチャレンジャーバッジ
の取得ができれば、年次に関わらず本プログラムの修了
認定を受けることが可能です。また、学生には地域企業
との座談会の機会や、自身のビジネスアイデアを磨く機
会を提供していく予定です。本プログラムを通して、
スーパーグローバル大学事業における
「世界レベルの技術革新・創業人材の輩出」
実現を目指します。なお、本プログラムの
運営には「地域ベンチャー創成支援財団」
のご支援をいただいています。

今年度、学内各所に設置している施設案内図がリニュー
アルされ、すべて２か国語表記となりました。キャンパ
ス内の国際化をさらに進めるため、この他にもポスター
やサイネージを日本語版・英語版２種類で掲示したり、
研究棟２階の語学研究センター周辺にて語学に関するポ
スターを英語で多数掲示し、行き交う学生の目に留まる
ように工夫したりしています。
さらに現在、食堂にも働きかけ、
メニュー等を２か国語で表示できる
よう進めています。 留学生が生活
しやすく、日本人学生も日々英語に
触れられる環境にするため、今後も
これらの取組みを拡げていきます。

今年度は候補者要件を満たす学生数が多かったことから、
認定者の数も増加しました。認定された学生は卒論指導
教員への早期配属や、上学年の科目履修ができます。
なお、異才発掘型は認定希望者を常時募集しています。

リモート授業開始から約４カ月経ち、新しい大学生活が
定着してきていますが、オンラインを通じた課外活動も
活性化しています。学生が主体となり、グローバルラウ
ンジでは「インターナショナルトーク」を、Aizu Geek 
Dojoでは「3Dモデリング講座」を実施しています。

学生の声：髙橋 麻衣さん（B2）／3Dモデリング講座

2020年10月入学の１年生は計１３名、３年次編入生は２
名の予定で、計１５名の新入生を迎えます。バディプロ
グラム実施に向けて、留学生をサポートしてくれる日本
人学生募集も始まる予定です。

2020年10月～2021年3月における、留学生を対象とした
国費奨学金(SGU枠)受給の推薦者１０名を決定しました。
現在文部科学省へ推薦し、承認を待っています。国費奨
学金(SGU枠)の選考は半年ごと、年２回行っています。

7月22日に留学フェアを実施しました。今回は新型コロ
ナウイルス感染対策のため、オンラインでの開催となり
ました。留学プログラムの紹介、留学経験者の体験談プ
レゼンに加え、今年度開催予定の「留学準備のための英
語研修」についても紹介しました。

▲詳しくはこちら

毎月モデリング例と作り方をYouTubeで配信し、2週間後に
Zoomでの「もくもく会」をやっています。参加者の皆さんが、
私達が提供した講義をもとに自分なりの工夫を
加えてモデリングを作ってくれ、皆でシェアし
合うのが楽しいです。私自身はサークルでも
オンライン講座を提供していますが、この3D
モデリング講座では「事前の講義配信×もく
もく会での双方向のコミュニケーション」の
組み合わせが新しいと思います。

母国のブルキナ ファソについて紹介することで、参加者の
皆さんを日本から13,169kmも離れた国へ連れていけたよう
な気がして嬉しかったです。プレゼンの最後に
質問をもらい、リスナーの皆さんがブルキナ
ファソのリアルな生活に興味をもってくれた
こともわかりました。参加者とのやりとり
はオンラインでのプレゼンだということを
忘れるほどスムーズでした。
また機会があればやってみたいです。

学生の声：アブダルさん（M1）／インターナショナルトーク

▼食堂では写真や番号も使い
わかりやすく表示

▲インパクトある
英語ポスター

◀２か国語表記になった
施設案内図
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Student's Voice：Mr. Savadogo Abdoul（M1）/International Talk

It was a pleasure for me to take my audience far away to 13169 

kilometers from Japan by introducing to 

them my country Burkina Faso. Having some 

questions at the end of the presentation 

showed me the audience interest (life in 

Burkina Faso etc.). The interaction was so 

great I almost forgot it was an online 

presentation. Cannot wait to try it again. Cheers....
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O n l i n e A c t i v i t i e s
Global Lounge & Aizu Geek Dojo

Candidates for AY2020 were Accredited
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Facility information maps in two languages have become 
available at various locations on campus this year.
In addition, posters and digital signs in English and Japanese 
displayed everywhere, and language-related posters in English 
displayed around the Center for Language Research are catching 
the attention of students and promoting a more international 
campus.  Further, we are working with the 
cafeteria to change signs and menus to be
bilingual. We will continue to expand these
efforts in order to create a global environment
where international students can live
comfortably and Japanese students can be
exposed to more English every day.

It has been about four months since the start of remote classes, 
and new college life is taking hold. Not only the general classes, 
but extracurricular activities are active online. Students organized 
some events, such as International Talks by the Global Lounge, 
and Online 3D Modeling Lectures by Aizu Geek Dojo.

Student's Voice: Mai Takahashi (B2) /3D Modeling Lecture

Ten international students were recommended for MEXT-SGU  
scholarships from October 2020 to March 2021. Now they are 
waiting for approval by MEXT. The selection for these 
scholarships is conducted twice a year.

The study-abroad fair was held online on July 22nd to prevent 
the spread of COVID-19.
In addition to the introduction of the study-abroad program and  
presentations on the experiences of those who have studied 
abroad, a new program in AY2020 “Immersive English 
Experience for Study-Abroad Preparation” was also introduced.

SAs of Aizu Geek Dojo broadcasted videos of making models for 
3D printing and hold tech meet-ups via Zoom monthly. Participants 
made models from their own ideas based 
on lectures we provided, and we enjoyed sharing 
models with each other. Even though I have
provided other online lectures as part of club
activity, I think this event is new due to the 
combination of “broadcasting the video in advance”
and “interaction at the online tech meet-up”.

I n n o v a t i o n & S t a r t - u p

Educat ion Program Newly Launched
On July 1st, 2020, the Innovation and Start-up Education Program 
was newly launched. This program supports undergraduate 
students at UoA to raise awareness and acquire knowledge about 
start-up businesses by taking business-related courses and getting 
experience of innovation through overseas internship programs.
Students will be able to receive a program completion certificate, 
regardless of grade year, by earning credits in designated courses, 
receiving a certificate of completion of designated overseas 
training, and participating in extracurricular activities and 
receiving a challenger badge. The program provides opportunities 
for students to participate in a round-table talk 
with local companies and to brush up their business 
ideas. Through the program, we are aiming to foster
"World-class innovative and entrepreneurial talent" 
in the Top Global University Project.  
*This program is supported by the Local Venture 
Creation and Support (LVCS) Foundation. ▲Please check the 

website!

An Even More International Campus!

Promotion of Globalization on Campus

Integrated Undergraduate-Master's Program

The number of accredited candidates increased because more 
applicants met the requirements. Candidates will be assigned to a 
Graduation Thesis supervisor early, take courses offered for 
upperclassmen, etc.

Advanced ICT Global Program

E n r o l l m e n t f o r A Y 2 0 2 0 I n t a k e
In October 2020, a total of 15 students (13 freshmen & 2 junior 
transfer students) will enroll at the UoA. We are preparing to 
start “AY2020 Buddy Program” to recruit Japanese students 
who are willing to support international students’ life at UoA.

Students' Recommendation
f o r M E X T - S G U S c h o l a r s h i p

Online Study-Abroad Fair was Held

▼Bilingual faculty information map

▼Photos & number on posters make 
cafeteria easier to use

▲Impressive posters


