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I C T 創 業 ト ラ イ ア ル 開 始

3/15～3/29に「ICT創業トライアル」が実施されます。
10名の学生が採用されました。起業や経営方法を体験し
てもらうことを目的としています。
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G o B e y o n d 5 0 0 ! キャンペーン

News

研究棟1階の現リラクゼーションルーム（SRLU1）に
Aizu Geek Dojo（AGD）が移転することが決まり、3月
から工事が行われています。現AGDにある工作機器を
備えた工房エリアだけでなく、勉強会やイベントがで
きるセミナーエリアを増設します。5月中旬には工事
が終了し、夏ごろに利用開始予定です。下記「News」
のようなイベントは今後、AGD内で実施できるように
なります。

ICTベンチャー起業と経営開講

イノベーション創業教育プログラム（ISEP）

本コースは、起業に必要となる知
識を、事例研究などを通して学び、
深めることを目的としています。
履修者は40名でした。コースの最
後には、各学生が各自の起業プラ
ンのプレゼンテーションを行いま
した。独創的なアイディアが多数
発表されました。

イノベーション・創業教育プログラムでは、認定要件と
なる科目を履修することでプログラムを修了することが
可能です。今回はじめて、1名の学生に修了証が授与さ
れました。

修了生の声:助川 拓哉さん(B4)
「普段から履修している大学の授業
を自己研鑽からさらに昇華させて起
業に結びつけるという点で、このプ
ログラムは非常に優れていると思い
ます。

I S E P 修 了 生 誕 生 ！

Aizu Geek Dojo 広い場所に移転
ものづくりと技術交流の拠点に
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2021年12月15日(水)にバディプ
ログラムの活動を対面で行いま
した。これまではバディグルー
プごとにオンラインでの活動だ
けでしたが、無事に日本へ入国
ができた留学生と実際に顔を合
わせ、今までのグループ活動を
報告し合いました。留学生と日
本人学生がお互いに仲を深める
機会になりました！

バ デ ィ 活 動 実 施

特製チャームプレゼント中！

図書館に多くのTOEIC向け参考
書が納入されました。これらの
参考書を効果的に使用すること
で、学生のTOEICスコア向上が
期待されます。

獲得学生の声：酒井 喜生 さん(B1) 
「TOEICで問われる日常コミュニケー
ション力は、会津大学の留学生や教
授と積極的に交流することでも養う
ことができると思います。」

News I o T D o j o大盛況！！

ESP32というマイコンを用いた開発
イベント「IoT Dojo」が2021年12
月に開催されました。1，2年生を
中心に22名の参加があり、6チーム
に分かれて開発。

モビリティアイディアソン開催

AlpsAlpine主催のアイディアソンを2022年1月26日に
開催しました。参加学生6名はカーボンニュートラル
という社会課題解決とモビリティの感動を両立するた
めのアイディアを発表。

AlpsAlpine社の方から「出
たアイディアは未来のライ
フスタイルを変えられる可
能性を秘めている」と講評
をいただきました。

News

Info
2週間の開発期間中、夜中まで開発を行い、
満足のいく作品を作り上げました。SAによ
る開催レポートはこちら！→

News

現在は、友人が起業した会社でサービス検討を行
っています。プロトタイプの開発やプレゼンテーシ
ョンのノウハウが活きていると実感しています。」

A i z u G e e k D o j o News J A B E E 研 修 会 開 催
2021年12月23日、JABEE認定の円滑な手続きのため、研
修会を開催しました。佐渡一広群馬大学名誉教授を講師
に迎え、審査基準および自己点検書について講義してい
ただきました。カリキュラムWG他の教員が参加し、積極
的な質問が出されていました。

T O E I C 参 考 書 入 荷 ！

Voice
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ICT Start-up Trial start

10 students were selected for the ICT Start-up Trial program 
to be conducted from March 15th to March 29th. The 
purpose of the program is to give students an experience of 
starting and running an ICT business. 
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Innovation and Start-up Education 
Program (ISEP) 
ICT Ventures Start-up and Management offered 

In the ISEP course, 40 students 
learned more of the knowledge they 
will need to start a business through 
case studies. At the end of the course, 
students gave presentations on their 
unique entrepreneurial ideas. 

The Innovation Start-up Education Program, which can be 
completed by taking the courses required for certification, 
recently saw its first student awarded a certificate of 
completion.

The student, SUKEGAWA Takuya (B4) 
commented on the program, saying “I 
think this program was great in that it 
elevated my usual classroom studies and 
tied them to entrepreneurship. 

ISEP completed for the first time!

Aizu Geek Dojo relocating to bigger location 

Work is underway from March to relocate the Aizu Geek 
Dojo (AGD) to the relaxation room (SRLU1) on the first floor 
of the Research Quadrangles. In addition to the workshop 
area equipped with machine tools in the current AGD, a 
seminar area where study sessions and events can be held 
will be added. Construction will be completed in mid-May, 
and usage is scheduled to begin around summer. It will be 
possible to hold events like those shown in "News" below in 
AGD in the future.

An in-person buddy program event 
was held on Wednesday, December 
15, 2021. Previously, each buddy 
group had only engaged in online 
activities. This time, the Japanese 
students actually met face-to-face 
with their international student 
buddies, who were finally able to 
enter Japan safely, and reported on 
their activities together.. 

Buddy program event held 
Offering special charms for TOEIC scores!

Many new TOEIC reference books 
have arrived at the library.
We hope students will put them 
to effective use and improve their 
TOEIC scores. 

One student who achieved the score, SAKAI 
Yoshiki (B1), said "I think that the daily 
communication skills required by TOEIC can 
be cultivated by actively interacting with 
international students and professors at the 
University of Aizu."

News IoT Dojo was a great success !!

IoT Dojo, a development event 
using the ESP32 microcontroller, 
was held in December 2021. 
There were 22 participants, 
mainly first and second-year 
students.

Mobility ideathon held

An ideathon sponsored by Alps Alpine was held on January 
26, 2022. Six participating students presented their ideas 
for achieving both carbon neutrality and inspiring mobility. 

Alps Alpine commented, "The 
ideas that came out have the 
potential to change the 
lifestyle of the future." 

News

Info

Six teams worked on their development projects 
until late at night for two weeks. Check here for a 
report by SAs→

News

Currently, I am investigating potential services at a 
company that my friend started. I feel that the prototype 
development and presentation know-how I learned in 
the program is coming in handy.”

Aizu Geek Doj o Topics J A B E E w o r k s h o p h e l d

On December 23, 2021, a workshop was held as part of 
assuring that the JABEE accreditation procedures go smoothly. 
Dr. SADO Kazuhiro, Professor Emeritus of Gunma University 
was invited to give a lecture on the examination criteria and 
self-inspection documents. The event was attended by the 
Curriculum Working Group and  other faculty members, who 
actively asked questions.

New TOEIC reference books arrive!

The event was an opportunity for the international students 
and Japanese students to deepen their friendship with each 
other.
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