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昨年４月、コロナ禍の中で 2020年度新学期を迎えま

した。本学は、入学式を中止し、オンライン授業を導入す

るなど、新型コロナウイルス感染防止を優先する大学運

営を余儀なくされた一年でした。教職員は平時の業務に

加え、前例のない様々な事項への対応に迫られる日々を

送っています。学生の皆さんは、平時の対面授業に代わ

りオンライン授業が増えたことで、学生同士あるいは教員

との直接的な交流の機会が激減しました。特に、新入生

は、入学以来、同級生と会う機会も少なく、孤独感から、

せっかく入学した大学での学びに支障が出ているので

はないかと懸念しております。学生へのケアは、例年以上

に気を付けて様々な対応策を試みているところです。 

また、新型コロナウイルスの影響を受けた学生に対し

て、地元会津地域の皆様から、食料品や学生生活支援

金など、多くのご寄附をいただきました。この場をお借り

して改めて関係各位に深くお礼を申し上げると共に、ご

報告させていただきます。 

新型コロナウイルスの流行は不幸な出来事ではありま

すが、ここ一年は感染防止の方策として、テレワークやリ

モート会議など、会津大学が得意とする ICT技術の活用

に大きな注目が集まった年でもありました。コロナ禍の中

で、大学卒業予定者の就職内定率は、全国的に悪化し

ていますが、本学の卒業予定者の内定率は、例年同様

好調に推移しています。 

この困難な状況にあって、会津大学ができることは、社

会の混乱に動ずることなく、今まで以上に研究および教

育に邁進することだと思っており、成果も着実に出てきて

います。一例を申せば、現在、「はやぶさ２」プロジェクトに

本学チームが参画し、小惑星「りゅうぐう」の立体地図の

作成などに貢献しています。また、地元会津地域で大き

な問題となっている野生動物による被害をなくそうと、人

工知能(AI)技術を用いた「クマ追い払いシステム」の実

証実験を行い、実際にクマを追い払うことに成功しました。 

ICT 技術は、「人に使われ、役に立ってこそ存在意義

がある」と考えており、今後とも会津地域のみならず世界

に貢献する研究と人材育成に努めて参ります。飛躍する

会津大学にご期待していただくと共に、皆様方の変わら

ぬご支援を心からお願い申し上げます。 

 

 

 訃報   会津大学初代学長（名誉教授） 國井 利泰 様（82歳）に 

おかれましては、2020年 11月３日に御逝去されました。 
 

 

本学の初代学長（名誉教授）である國井利泰先生のご逝去の報に接し、心より哀悼の意を表します。 
 

國井先生は、1993 年（平成 5 年）の開学以前より、基本構想の策定など開学に向けた準備に深く

関わり、初代学長として本学の礎を築かれました。 

建学の理念である"to Advance Knowledge for Humanity"（人類の平和と繁栄に貢献する発明と発

見を行うこと）に込められた國井先生の思いを引き継ぎ、大学の益々の発展に尽くしてまいります。 
 

國井先生の偉大なご功績に対して深く敬意を表しますとともに、安らかなるご冥福をお祈り申し

上げます。 
 

会津大学 学長 宮崎 敏明  

学長あいさつ 

コロナ禍の後先 

会津大学長 宮崎 敏明 



2  会津大学後援会だより 2021 年 3 月 1 日 

 

 

 

2020年度秋季学位記授与式及び同入学式については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、皆

さまの健康と安全の確保を最優先とする措置として、式典が中止となりました。 

秋季学位記授与者    秋 季 入 学 者 
【学 部】 16名      【学 部】 ICTグローバルプログラム全英語コース 15名 

【大学院】 博士前期課程 20名、 同後期課程 2名   【大学院】 博士前期課程 21名、 同後期課程 16名 

 

 

 

本学では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響のもと、学生の皆さん全員が安心して授業を受講できるよう、

下記の通り様々な対応を実施しました。 

今後も引き続き状況に応じて学生の皆さんの学修をサポートしてまいります。 
 

● 遠隔授業受講用のパソコンを保有していない学生に対するパソコンの貸し出し。 
 

 

● 演習室等の開放時間の延長。 
 

 

● パソコン等のバッテリーを充電できるよう各教室に電源タップを設置。 
 

 

● 飛沫感染対策のため、演習室等の座席間へのアクリルパネルの設置。 
 

 

● 講義室の定員を半減させ座席間の距離を確保。 
 

 

● 対面授業を他教室へ同時配信できる環境を整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会津大学学生生活支援会」では、経済的に困難な状況にある学生が、本学での学業を続けられるよう支援す

るため、法人・個人の皆さまや教職員からの寄附金を募っています。 

2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の深刻な影響が社会全般に及ぶ中、会津大学学生生活支援

寄附金を財源に、次の支援を行いました。 
 

(1) 経済的支援対象者に、「会津大学学生生活緊急支援給付金」を一律 2万円支給。 
 

(2) 経済的支援対象者に、学食・売店で利用できるプリペイドカード 1万円分を配付。 
 

(3) その他全学生を対象に、学食・売店で利用できるプリペイドカード及び学内通貨 Byaccoの購入費用を助成（5

千円の購入費用のうち、2千円分を助成）。  

2020年度 秋季学位記授与式・秋季入学式について 
 

【A教室】 

ビデオカメラ、授業配信用 PCを

設置。教員は、A教室で授業を実

施。 

【B教室】 

A教室の授業を受信し、スクリーンへ

投影。学生は、マイクを通して A教室

の教員へ質問が可能。 

授業サポートについて 
 

会津大学学生生活支援寄附金の活用について  
 

[コンピュータ演習] 

座席の間隔をあけて使用しています。 

[講堂] 

広いスペースで授業を受けられます。 

[遠隔授業] 

教員が、Zoomで授業をライブ配信中。 

教員 

学生 
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◆ 会津大学インタビュー動画プロジェクトについて 

会津大学学部2年生の柏本仁香と申します。国際戦略室からの依頼で、去年の8月下旬ごろから会津大学

の魅力をPRする動画を作成しています。第一弾、第二弾を学部3年生の吉井妙子さんと作成し、第三弾、第四

弾、第五弾を学部四年生のグウェンヴァンニーさんと共同で作成している最中です。 

前半の動画は会津大学内の学生、先生方

にお話を聞き、後半の動画は会津大学の先輩

方に会津大学の魅力をお伺いしました。動画

作成時に私が苦労したことは、相手にどのよう

な目的で、どのような動画を作成したいのか

具体的な説明を交え、すれ違いのないように

伝える、ということです。事前にメールで動画

の経緯をお伝えしていても、主旨が伝わってい

ない、ということが多々ありました。更に、普段

書く機会のないビジネスメールには頭を悩まされました。ご連絡させて頂く前にメールの内容に不備がないか、

失礼な表現ではないか、何度も見直しました。 

COVID19の影響もあり直接打ち合わせや動画を録画させていただくことが困難だったため、Zoomで打ち

合わせを行いました。打ち合わせをさせていただく際に、リアクションを大きく見せるといった、相手に自分の表

情や感情が伝わりやすいよう心掛けました。 

とは言え、今回の取り組みで私が得たものはたくさんあります！多くの教授、職員の方々と顔見知りになれた

ことや、社会で活躍されている先輩方に直接お話を伺う機会があったという事です。先輩方との交流は、自分

の大学生活にとって非常に刺激のあるものとなりました。これからの

大学生活の中で、何をするべきなのか、就職活動のために準備でき

ることは何かを教えていただきました。加えて相手とのコミュニケーシ

ョンの取り方、予定の組み方を学び、どうすれば仕事がスムーズに進

むのかを学びました。普段の授業では得ることのできない、素晴らし

い経験をさせていただきました。 これからも今回の経験を活かして、

新しい体験に挑んでいきたいと思います。  

学生の活動紹介 
 

【事務局より】 

在学生や卒業生、教職員にインタビューして作成された

これらの動画は、会津大学公式YouTubeチャンネル

に掲載されています。 

インタビューに登場する人たちの様々な声をきいたり、

グローバルな環境を体感することができ、本学の多彩

な魅力が伝わってきます。ぜひご覧ください。 
 

https://www.youtube.com/user/univaizu
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 会津大学グローバル推進本部 国際戦略室では、これまで海外留学プログラムの体験報告について紹介をしてまいり

ましたが、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大により留学プログラムを中止し、国内での代替プログラム「留

学準備のための英語体験プログラム」を実施することとしました。また、ポストコロナにおける海外留学へのモチベーショ

ンを維持し、語学力向上の機会として、国際交流も積極的に展開しています。 

 コロナ禍で制限はあるものの、オンラインでの活動を中心に可能な限り学生が参加できる国際交流活動を継続し、ポ

ストコロナを見据えて、学生の国際交流・海外留学へのモチベーションの維持に努めて参ります。 
 

◆留学準備のための英語体験プログラム（2021年 2月実施予定）◆ 
 

 異文化理解や国際化に対する学生のモチベーションを高めるため、できる限り海外に近い環境であるブリティッシュヒ

ルズ（福島県岩瀬郡天栄村）において実施し、今後の短期・中期海外留学へとつなげることを目的としています。研修

内容は、英語でのプレゼンテーションやディスカッション、リスニング力向上、英国の文化・マナー等を学ぶ課外活動等を

通して、英語漬けの共同生活を送るものです。事前研修では学生より、「コロナ禍で海外に行けない中、このプログラム

に参加することで、多くのことを吸収し、今後留学に行くための基礎技術・英語力向上につなげたい」という声が多く聞

かれました。 
 

◆国際交流◆ 
 

◇インターナショナルトーク  

 異文化理解・英語や日本語の語学力を深めるため、留学生が自国の文

化や歴史、食べ物や現状について、英語で紹介をします。また、留学を経

験した日本人学生が、その経験談についても紹介します。通常は学内に

ある、グローバルラウンジで開催しますが、今年は学内向けにオンライン

で開催し、昨年 4月～今年 1月まで 8回開催しました。 

 これまでに紹介された国は、ブルキナファソ、ロシア＆キューバ、スリラン

カ、スペイン、ベラルーシ、バングラデシュです。 

 1 月には本学教授による、インターナショナルピアノコンサート トーク

“チャイコフスキー”が開催されました。 

 毎回多くの学生・教職員がオンラインで参加し、他国の歴史や文化を

知り、留学生と交流するよい機会となっています。 

 また、グローバルラウンジで開催していた他の活動も、今年度はオンラインで開催しています。学生同士が英語で交流

する“Lunch Break”、留学生が英語を教えながら会話をする“English Lesson”等の活動も、学生が中心となり毎週

行われ、日本人学生が英語力を伸ばし、交友関係を広げる場にもなっています。 
 

◇バディプログラム・日本語チューター 

 日本人学生と留学生との交流や、相互支援を深める学生間の活動も盛んに行っています。対面での直接交流が制限

されている中、オンラインによりコミュニケーション力を高め、自国の文化をより深く学ぶきっかけにもなっています。 
 

◇会津若松市 福西本店によるイベント「まちなか商家散策ツアー」 

 上記の様々な活動と共に、会津の魅力を感じ地域住民とのコミュニケーションを深め、その

魅力を世界に発信することを目的としたイベント

が、12 月に福西本店主催で開催されました。市

内、七日町周辺にある商家でのアクティビティに

は、日本人学生・留学生 29名が参加しました。学

生は、留学生と共に、ろうそく絵付けや漆器絵付け

体験、風車手作りや歴史ある建物訪問等、それぞ

れの商家で説明を受け、一緒に楽しみながら会津

の文化を体験しました。  

国際化の取り組みについて 

 

留学生との交流の様子 
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■ 感染拡大予防の学内放送について 

 学内での感染症予防に対する意識向上のため、学生や教職

員のアナウンスによる校内放送（英語と日本語）を 1日 3 回実

施しています。 

 英語の放送では、留学生が、中国語・ロシア語・フランス語な

どの母国語で話したり、日本語の放送では、日本人学生が出

身地の方言を取り入れたりしながら、思い思いに、特色あるメ

ッセージで感染症拡大防止を呼び掛けています。 

 

■ 研究成果 
 

[ はやぶさ２ ] 小惑星探査機「はやぶさ２」が直接観測した小惑星リュウグウの地下物質に関する研究成果

の論文が、海外主要オンラインジャーナル Nature Astronomyに掲載されました。本学の宇宙情報科学研究

センターの北里宏平准教授が、NIRS3 の主任研究者として機器開発、観測運用、データ解析を主導し、この

論文の主著者となっています。 

 この研究成果が、「はやぶさ２」が地球に持ち帰ったリュウグウサンプルの分析結果を解釈する上で重要な指

標になると期待されています。 
 

[ 野生動物検出システム ] 本学コンピュータ構築学講座の齋藤寛上級

准教授を中心とするグループが「野生動物検出システム」の実証実験に

取り組む中、会津大学発ベンチャーの㈱Fabo（装置の実用化を目標とした、

本学の業務再委託先企業）が、ツキノワグマを自動で検出し追い払う様子

を動画で撮影することに成功しました。 

 このシステムは、齋藤上級准教授の AI 学習モデルを搭載した機器装置

をツキノワグマが出没しそうなフィールドに設置しておくと、カメラが自動で

動く物体を撮影し、AIがツキノワグマと判断した場合、強い光とサイレン音

で追い払うと同時に、出没情報をサーバ経由で登録ユーザにメール配信し、注意喚起することもできます。 

 

■ 「パソコン甲子園 2020」本選が初のオンライン開催 

 2020年 11月 14日（土）・15日（日）の 2日間にわたり、第 18回全国高等学校パソコンコンクール「パ

ソコン甲子園 2020」の本選がオンラインで開催されました。 

 プログラミング部門の本選は、予選と同じオンライン競技システムで競技を行い、予選を勝ち抜いた 38 チー

ムにオンライン特別枠 18チームを加えた 56チーム 112人が参加しました。モバイル部門の本選には 9チー

ム 24名が参加し、ウェブ会議システム Zoomを使ってプレゼンテーションを行いました。 

 パソコン甲子園公式 YouTube で、開会式及び閉会式、プログラミング部門問題解説、モバイル部門本選競

技の様子を公開していますので、ぜひご覧ください。 http://web-ext.u-aizu.ac.jp/pc-concours/ 

 

■ 会津大学が 「THE世界大学ランキング 2021」 にランクイン 

 2020年 9月 2日（水）に発表されたイギリスの教育専門誌 Times Higher Education社による「THE世

界大学ランキング 2021」において、ランク付けされた 93 か国 1,527 校の中で、会津大学は 601 位から

800位のカテゴリーに 4年連続でランクインしました。 

 この THE世界大学ランキング 2021には、日本国内からは国公私立 116大学がランクインし、会津大学は

その中で 14位となりました。  

学内ニュース  
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■ 就職相談・就職支援 
 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、企業の採用選考方法においてウェブ面接などのオン

ライン化が一気に進みました。これに対応するため、本学での就職支援においても積極的にオンラインツールを

活用し、Zoom 等のウェブミーティングシステムによる説明会の開催や、求人・就活情報等をウェブ掲示するな

ど、より効果的な支援を提供するよう取り組んでいます。 

就職支援室では、リモート相談（メール、電話、Zoom）の対応を強化し、就職相談・自己分析・業界企業研

究・ES添削・模擬面接・学校推薦面談などを実施しています。 

また、より効果的な面接対策の機会を提供するため、実際の面接と同じような状況で実施している模擬面接

指導についても、対面形式ではなく、ウェブ面接を導入しました。 
 

■ 学内合同企業説明会 
 

2019 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、学内合同企業説明会を中止せざるを得ませんでし

た。2020年度は、感染症対策として Zoomを利用したオンライン説明会を 3月に実施します。 
 

■ 2020年度会津大学就職内定率（2021年 1月末日現在） 
 

【学部】 進路 希望者数 決定者数  【大学院】 進路 希望者数 決定者数 

（１） 

就職 

●民間企業 157 146 

（１） 

就職 

●民間企業 39 37 

（就職内定率）  （93.0％） （就職内定率）  （94.9％） 

●教員 3 0 ●教員 1 0 

●公務員・団体等 3 3 ●公務員・団体等 1 1 

起業・家業 2 2 起業・家業 0 0 

就職 合計 165 151 就職 合計 41 38 

(2) 

進学 

■本学大学院 53 21 

(2) 

進学 

■本学大学院 17 12 

■他の大学院 5 3 ■他の大学院 0 0 

■海外の大学院 0 0 ■海外の大学院 1 1 

進学 合計 58 24 進学 合計 18 13 

 

 

 

 

会津大学後援会では、学生の健全で快適な学生生活を支援するため、福利厚生事業、学生会・学園祭実行委

員会への助成、就職活動支援など様々な事業を実施しており、本年度は下記のとおり事業を行いました（実績は

2021 年 1月 31 日現在）。 

 

１ スキルアップ奨励事業 

学生のコンピュータの専門知識及び語学力の向上を図るため、情報処理技術者試験の合格者及び TOEIC 等の語学試験の高得

点獲得者に奨励金を支給しています。該当人数は以下のとおりです。 

〔情報処理技術者試験〕 

※2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当該試験が中止されたため、実績はありませんでした。 

〔TOEIC〕 

■６００点以上７３０点未満 15名 （１年生(9)、 ２年生(3)、 ３年生(2)、 ４年生(1)） 

■７３０点以上８６０点未満  8名 （１年生（1）、 ２年生(3)、 ３年生(3)、 ４年生(1)） 

■８６０点以上        5名 （１年生(3)、 ２年生(0)、 ３年生(0)、 ４年生(２)） 

 

２ 情報処理技術者試験送迎バス 

例年、情報処理技術者試験を受験する学生の利便を図るために、大学から試験会場である日本大学工学部及び郡山女子大学（郡

山市）までの送迎バスの運行を実施しています。 

2020年度は、当該試験の中止や実施方法・会場の変更があったため、送迎バスの運行を中止しました。  

2020年度 後援会事業報告 

 

就職活動状況について  
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３ 就職活動交通費、宿泊費補助事業 

首都圏等、遠方で就職活動をすることが多くなる学生に、公共交通機関の利用に伴う交通費と宿泊費を補助する就職活動交通費

及び宿泊費補助事業を実施しています。 

2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンラインでの採用選考が増加したため、補助件数は減少しました。 

■交通費  ３・４年生 2名 

■宿泊費  ３・４年生 0名 

  

４ 研修助成事業 

学生の国際学会及び研修会等の参加を奨励するため、海外で開催される国際学会において研究成果を発表する学生や、国内外

を問わず、学生の指導教員が有意義と認める研修会等へ参加する学生に対し、旅費の一部を助成しています。 

2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実績がありませんでした。 

 

５ クラス活動補助事業 

教員と学生同士の日常的な結びつけを強め、常に気軽に相談し合える環境を作るため、クラス単位の活動（食事会、レクリエーシ

ョン活動）に係る経費の一部を助成しました。今年度は感染症防止対策を講じながら実施されています。 

■利用クラス数  延べ 3クラス 

 

６ 朝食定期券助成 

学生の健全な食生活の維持と向上を目的に「朝食定期券」の購入金額の一部を食堂と協力し助成しました。多くの学生が大学で

朝食をとり、講義に臨んでいます。 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、学食の営業を４～６月に一時停止しましたが、７月より朝食定期券を再開

し、学生生活支援特別価格として、一か月分を 1,5００円で提供しました。 

■利用枚数計  394枚 (助成額計 1,899,428円)  

 

７ 大学祭協賛行事 

１０月の蒼翔祭（学園祭）の開催に合わせて、後援会事業として保護者向けに以下の事業を予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、蒼翔祭をオンラインで実施するとともに、学生・教職員以外はキャンパスへの立ち入りをご遠慮いただ

くことになりました。 

これにより、2020年度は、下記の事業については、開催を中止しました。 
 

〔会津大学報告会・保護者のための就職講演会〕 

会津大学報告会・・・本学の教育、修学支援制度、国際交流、就職支援等についての講演、大学院の説明。 

就職講演会・・・・・本学における就職支援事業の紹介と支援体制の説明、就活学生への保護者サポートのあり方などの講演。 

〔保護者のための各種相談会〕 

学生部長や就職相談員等の学内関係教職員による、修学や進路、生活、心身の健康の問題に関する個別相談会。 

〔懇親会〕 

同窓会との共催による懇親会を開催。（例年、保護者、同窓生、教職員も参加します。） 

 

８ 教職課程・健康診断緊急補助（2020 年度緊急支援） 

2020年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止を徹底するため、本学における４月健康診断の実施が 9月に延期さ

れ、健康診断書の発行に遅延が生じました。このため、教員免許の取得を目指す学生が教育実習・介護等体験を実施する際、学外の

医療機関等で自己負担により健康診断を受診する必要があったため、これに係る費用について補助を行い、学生の教員免許状の取

得を支援しました。 

■教育実習 ４年生 5名 

■介護等体験 ３年生 5名 

 

 

 

 

通年 新入生クラス活動支援事業 

 就職活動交通費・宿泊費補助事業 

 ボランティア活動費補助事業 

 スキルアップ奨励金事業 

 朝食定期券補助事業 

４月 後援会総会および 

 第１回後援会役員会 

７月 学生会・学園祭実行委員会への助成 

８月 後援会だより 46号発行 

１０月 第２回後援会役員会 

 大学報告会・相談会・懇親会 

３月 後援会だより 47号発行 

 第３回後援会役員会 

卒業記念パーティー 
 

 ※上記はあくまでも予定であり、時期や内容等は変更になる可能性があります。  

2021年度 後援会事業予定 
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 ● 会津大学事務局・後援会事務局からのお知らせ            
 

会津大学では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、2020年度春季学位記授与式（2021年3月

19 日予定）は式典の規模を縮小し、保護者・来賓のご参加はお控えいただき、学生と教職員のみで執り行うこととい

たしました。 

ご家族の皆様におかれましては、ご同席いただくことがかなわず、誠に残念でございますが、何卒ご理解を賜りま

すようお願いいたします。 

なお、学位記授与式終了後に予定しておりました卒業記念パーティーは、中止といたします。 
 

 

 ● 学生課からのお知らせ                              
 

〔 卒業記念アルバム 〕 

卒業アルバムは、㈱メディア出版新潟支社が作成・販売し、予約も同社が直接受け付けます。 

なお、詳細につきましては案内を同封しておりますので御確認ください。 
 

 

〔 成績表の保護者への送付 〕 

御家庭においても大学での学修状況を確認いただくとともに、大学生活の話をするきっかけとしていただきたく、

保護者の皆さまへ成績表をお送りしています（例年３月中）。 

学業成績に関する御相談や、４月上旬になっても御手元に届かない場合など、御手数でも御連絡をお願いいた

します。            ■連絡先 教務係    ０２４２－３７－２６００ 
 

 

〔 転居等による住所の変更 〕 

保護者あての送付物が「転居先不明」で戻ってくる事例が多く見受けられます。 

以前大学に届出いただいている住所から変更した場合は、速やかに「保護者住所変更届」を御提出くださる 

ようお願いいたします。          ■連絡先 学生支援係 ０２４２－３７－2515 

 

 
 

 

【前期（第 1～２学期）】 

3月 3日～5日  在学生履修登録期間 

４月 2日  入学式 

４月 2日～6日  新入生オリエン 

４月 1日～6日  健康診断 

４月 7日  前期（１･２学期）授業開始 

５月 19日、26日  内科検診 

6月 2日～8日  １学期試験 

8月 2日～6日  ２学期試験 

8月 7日～9月 30日 夏季休業 

8月 30日～9月 1日 在学生履修登録期間 

【後期（第３～4学期）】 

10月 4日   後期（３･４学期）授業開始 

10月 9日～10日  蒼翔祭 

11月 29日～12月 3日  3学期試験 

12月 25日～1月 3日  冬季休業 

2月 4日～10日  ４学期試験 

2月 14日～15日  卒業論文発表会 

3月 1日～31日  春季休業 

3月 22日   学位記授与式 

 

 

 
（大学公園と磐梯山の春）      （研究棟アトリウムの夏）       （ポプラ並木の秋）       （研究棟の冬・雪だるま） 

お知らせ  

2021年度 会津大学教務日程（予定）  


