
 

Inaugurated the University of Aizu Oversea Office in 
Silicon Valley May 17, 2016 (Japan date May 18), University of 
Aizu (UoA) inaugurated its Silicon Valley office in Mountain View, 
California. In order to successfully use this location, oversea training 
programs in Silicon Valley and distance learning lecture series from 
Silicon Valley to the UoA will be implemented. In addition, exchange 
and collaboration between the UoA and Universities in Silicon Valley 
area will be developed in the future. A local Japanese engineer has 
been invited to be the manager of the office, who will also give 
instructions and guidance to students of the summer training 
programs, collect information related to education in US, and promote 
UoA research achievements to the world.  

Honors courses: An honors course is a class in which the 
most advanced students are placed. Most students placed in 
honors courses are highly motivated and dedicated to their 
educational experience. Honors classes also cover advanced 
material, permit more in-depth study than a standard course of 
study, and may require independent research. Motivation is the 
main quality that characterizes an honors student. In addition to 
being committed to academics, they are encouraged and many 
participate in volunteer work, organizations and clubs, cooperative 
education, research, study abroad and cultural activities. (Quoted 
from Wikipedia) 

Message from Director of Center for Globalization 
 Since our Top-Global University proposal was successfully 
approval by MEXT, we made a lot of achievements and progress. On 
the other hand, we realized that various challenging issues and tasks 
that are needed to be solved. Using SGU News as a tool, we would 
like to share information, progress, and issues with faculty members 
and staff, to establish an environment for us to collaborate together, 
and to realize the goal of SGU. 

Call for application from the high school graduates. 
The Advanced ICT global program will accept applications from June 13. 
The deadline for the applications is July 15, by 17:00. There is no paper 
test but reviewing documents including TOEFL and SAT or equivalent 
English test scores is necessary. Details can be found in the following 
URL. https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/en/program/freshman/index.html 
If you can introduce the info to your friends that will be grateful.   

Summer internship in Silicon Valley.  UoA / SGU will 
select and support around 10 students to do an internship in Silicon 
Valley, tentatively scheduled from August 22 to September 5. The 
students are required to attend a training program in advance, make 
prototypes, and give a presentation in Silicon Valley. 

Welcome Party 2016 in 
Spring Around 70 persons 
attended the party held by OSIP 
(Office for Strategy of International 
Programs) and SAISUA (Support 
Association for International 
Students of the UoA) to welcome 
new faculty members, new 
international and Japanese 
students, and new administration 
staff at Keyaki on May 25th. 

English test for high school students applying to 
UoA was held in China.  Total ten high school students 
applied to UoA. Nine applicants took the test under supervision of 
Prof. E. Kaneko and Prof. S. Tei, on Monday, May 9, 2016. Based on 
the English test and a Chinese mock examination, four students are 
admitted to UoA, and another four students got conditional admission.  

A makers room is ready for 
honors students. The room 
which had been previously a smoking 
room on first floor of the research 
quadrangle has been renovated to the 
makers room,  equipped with laser 
cutter, 3D printers, etc,. for students 
having highly motivated to apply for 
their ideas. 

Challenger Badge System has been developed by an 
alliance of Aizu venture companies. The 1st version of the 
system was designed and developed during October. 2015 – March, 
2016 by three Aizu ventures. Every two weeks, a meeting was held to 
discuss the specification and functions of the system between SGU 
office and the alliance. The progress of the design and development 
has been reported to and supervised by Project Management (PM) 
Meeting held every two weeks. A demonstration has been shown to 
the PM members. A lecture was given to around 80 students, 
registered in Aizu IT Nisshinkan course. Their impression and 
comments have been collected the for improvement in the 2nd version.  
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Through UoA has achieved a lot of progress, many issues needs to 
be solved. To mention a few of them as follows:  
 Recruiting qualified international students of undergraduate level.  
 Solving capacity problem of the dormitory for international students.  
 Asking more faculty members to teach the courses in English for 

the new ICT program, students of which are mainly international 
students.  
 Finding excellent students with high motivation for the honors 

program.  
It is impossible to successfully achieve the SGU project only by SGU 
office and OSIP and a part of faculty members. Participation and 
support from all faculty members and staff are highly appreciated. 

Issues and tasks   
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会津大学シリコンバレー拠点開所 平成 28 年 5 月 17 日（日本時間

１８日）、米カリフォルニア州マウンテンビューに会津大学シリコン

バレー拠点を開所いたしました。本学では、今後この海外拠点を活用

し、海外研修プログラムや遠隔授業の実施のほか、本学に関する情報

の発信や近隣の大学との交流・連携の拡大を図っていく予定です。こ

の拠点には、現地の日本人技術者をマネジャーとして配置しており、

学生のインターンシップの指導や情報収集・発信等を行っていきま

す。 

 

オナーズコース：オナーズコースは学問などに突出した学生の

ための特別なクラスです。オナーズコースに配属される学生は一

般的に非常に高い勉学に対する意欲や意識を持っています。オナ

ーズクラスにはより高度な内容も盛り込まれており、標準コース

より深い研究することができたり、独自の研究を進めたりするこ

ともできます。モチベーションが高いことがオナーズコースの学

生の大きな特徴です。また、オナーズコースの学生は学問だけに

専念するのではなく、ボランティア活動、校友会、部活、研修、研

究、留学や文化的な活動などへの参加も奨励されており、多くの

学生がこれらの活動に参加しています。 
（Wikipedia より引用し翻訳） 

グローバル推進本部長のメッセージ スーパーグローバル大学が

採択された後、教職員の支援の下で様々な進展がありました。と同

時に直面した困難や問題もより明確になりました。ニュース瓦版を

1 つのツールとして教職員と情報共有をすることによりスーパーグ

ローバル大学への理解を深め、皆で一緒にその実現に向かって協力

する環境を作りたいと思います。 

「ICT グローバル入試全英語コース入学試験（一般選抜）」の募集 

「ICT グローバル入試全英語コース入学試験（一般選抜）」の募集が 6
月 13 日から開始されます（締め切りは 7 月 15 日（金）午後 5 時必

着）。詳細は募集要項をご確認ください（募集要項は SGU の HP 
https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/en/program/freshman/index.html からダ

ウンロードできます）。筆記試験はありませんが、TOEFL や SAT の
スコアなどの学力成績を証明する書類の提出が必要です。候補者がい

らっしゃいましたら是非お声掛けをよろしくお願いいたします。 

シリコンバレー夏インターンシップ 8月 22日から 9月 5日の 2週

間の予定でシリコンバレー夏インターンシップを実施します。今年

度は 10 名程度の学生を選抜し支援します。選抜された学生は、1 週

間の事前研修へ参加したのち、シリコンバレーでのプロトタイプの

作成、作成したプロトタイプのプレゼンテーションに参加します。 

「ウェルカムパーティ 2016 in 
Spring」が開催 5 月 25 日、ウェ

ルカムパーティ 2016 が「欅」にて

開催されました。このウェルカムパ

ーティは、OSIP(国際戦略室 )と
SAISUA (Support Association for 
International Students of the UoA)に
よって開催され、新しく会津大学の

仲間として加わった教員、留学生、

日本人学生、職員を歓迎するために

行われているものです。今年は約 70
名の参加者がありました。 

ICT グローバル入試（特別選抜）（中国）の英語の学力判定試験を中

国瀋陽市にて実施 10 名の高校生の応募があり、5 月 9 日中国瀋陽

市において英語の学力判定試験が、程副学長と金子恵美子教授の監督

のもと行われました。この英語の試験と中国の大学入試統一模擬試験

の結果に基づき合否判定がなされ、5 月 23 日、4 名の合格者と 4 名

の条件付合格者が発表されました。 

オナーズメーカールームの開

設準備 研究棟 1 階の旧喫煙

室を改修し、レーザーカッター

や 3 D プリンターなど設置し

オナーズメーカールームを開

設します。自分のアイデアを形

にいたいと思っている意欲の

ある学生に是非このオナーズ

メーカールームを使ってもら

いたいです。 

会津ベンチャー企業と提携してチャレンジャーバッジシステムを開

発 チャレンジャーバッジシステムの第 1 版の設計・開発を、昨年

の 10 月から今年の 3 月にかけて会津ベンチャー企業と提携して行い

ました。SGU 事務局と連携企業と間でシステムの機能と仕様に関す

る会議を 2 週間ごとに行い、その監修を SGU プロジェクト管理 
(PM)会議が担い、設計・開発の進行状況のチェックをおこなってきま

した。開発した試作品のデモンストレーションが PM 会議で行われ、

「ベンチャー体験工房会津 IT 日新館・基本コース」を履修している

約 80 名の学生にも紹介されました。収集した学生からの意見や感想

を第 2 版の開発のため役立てていきます。  
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今、会津大学では多くの進展があります。しかし解決すべく多くの

問題も残されています。そのいくつかを挙げてみます。 
 学部への外国人留学候補者のリクルーティング 
 留学生のための寮の確保の問題 
 新しい ICT プログラム（主に留学生）の英語で行う授業数確

保のための教員へのお願い 
 オナーズプログラムのための高いモチベーションを持った優

秀な学生の発掘 
SGU 推進室や国際戦略室と一部の教員だけでは SGU プロジェクト

を成功させていくことは不可能です。教職員の皆様のご協力とご支

援をどうぞよろしくお願いいたします。 

Issues and tasks   
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