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TOPIC
<Opening Report Meeting of Silicon Valley Internship Program
2016>
The report meeting of Silicon Valley Internship Program 2016 was
held at UoA cafeteria on October 4, 2016. Six students presented
their observation reports, and three teams presented results of a
group project conducted by a team of three members. Around 50
people including SGU inspection and evaluation committee
members, faculty members, and students participated in the meeting.
In the observation reports, the students presented valuable
experience of the cutting-edge technology such as hearing from a SD
card inventor, observation of Stanford University, TechShop (DIY
Factory), SAP (PaloAlto-Labs), and mini maker exhibition.
Furthermore, they presented their developed devices such as Smart
Watch. When they demonstrated their products in Mini Makers Fair
at Silicon Valley, several attendees wished them to commercialize
their devices in near future. The students were able to learn start-up
business culture in Silicon Valley, advanced ICT, Market Spirit, etc.
through this program. This internship program will be continuously
implemented as well as from AY 2017 so that students can get
opportunities to join the oversea training program.

<Change of Application Deadline for General Selection of ICT
Global Program All English Course>
The application deadline for the General Selection of the ICT Global Program
was changed into between March 6 and March 31, 2017. Please note that the
deadline became earlier than last year. Further some documents to be
submitted were changed as below so that more international students can
apply for the program.
～Items with underline were newly added.～
●

Test Scores of English

TOEFL-iBT, IELTS, TOEIC, Eiken or others
●

Academic Proficiency

IB, SAT, EJU or ACT

<Trial of Honors Program>
A trial of the Honors Program will be starting from this October, and two new
trial courses will be introduced. The purpose of this trial is to improve the
program referring to comments and opinions from the students. Thanks to
student recommendation from faculty members, 15 students have applied for
this trial.
1. “Basic Manufacturing Course”
Coordinator; Mr. Akira Sasaki , 3rd & 4th Quarter, Each 6 lessons.
2. “Programing Contest Preparation Course”
Coordinator; Prof. Yutaka Watanobe , 4th Quarter, 6 lessons.

Internship

Report meeting
<Use of Aizu Geek Dojo>

<Entrance of advanced ICT Global Program All English course
students>
The entrance ceremony for the first generation students of the ICT
Global Program was held on October 1, and a total of 11 students; 4
of 1st year student [2 of General Selection (1 of Taiwanese, 1 of
Chinese), 2 of Special Selection (2 of Chinese)] and 7 of 3rd year
student [4 of Vietnamese, 3 of Chinese] entered the UoA. The
orientation for new international students hosted by OSIP was held
on September 29. In the orientation, the ice breaking activities and
introduction of support service for international students were
provided. The students are now trying to get used to new environment
in Aizu. Your cooperation would be highly appreciated so that they
can spend a wonderful college life. And SAISUA and Center for
Globalization will hold the "Welcome party" to welcome new faculty
members, new international and Japanese students, and new
administration people on October 26th. We are looking forward to
meeting you there!
See detail http://www.u-aizu.ac.jp/osip/en/event/post-5.html.

A kick-off ceremony of Aizu Geek Dojo was held on August 10th, 2016. The
Dojo was publicized in school festival, and 644 people visited there. A laser
printer and 3D printer are installed in the Dojo, and the usage policy is being
created so that these will be available from this November.

Voice
<ICT Global Program Students>
Personnel of the Office for Promotion (Japanese
education/Business Japanese)

Mr. Arifumi Saito
I’m Saito, a staff member in charge of the Japanese class
of the ICT Global Program from this October. The students
have high motivation to learn Japanese and proactively
join the class, which leads to activation of the class. In addition, their English
and communication ability are higher than I expected, and the class has
been going well so far. I will support them to learn Japanese so that they
can spend a productive college life in Japan.
ICT Global Program 3rd year student

Ms. Nguyen Hoang Anh

Entrance ceremony

Orientation
Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp
+81-242-37-2701

osip@u-aizu.ac.jp

My name is Hoang Anh. I'm from Vietnam. This October I
came to study in the University of Aizu as a transferred
student. This is also my first time I have been to Japan,
that's why I was so worried before coming here although I
had prepared a lot for this opportunity. Life in a whole new country and far
away from family would be very tough and different. However as soon as I
arrived at Aizu, I was shown that it was totally opposite. From the very first,
staff members from Student Affairs Division and SGU enthusiastically
helped me a lot with my study program and other official documents. Friends
in Somei House also supported me to adapt to and enjoy life in the
dormitory. Now this place becomes my second home where I can find
warmth and comfort, and I will definitely spend more studying and
discovering this lovely place.

https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/en/info/news/sguict.html
https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/en/

第４号 平成２８年１０月
グローバル推進本部
国際戦略室・スーパーグローバル大学推進室

TOPICS

Information

＜平成 28 年度「米国シリコンバレーインターンシッププログラム」実施報
告会を開催＞
2016 年 10 月 4 日(火)に学生食堂において実施報告会が開催され、学生 6
名による見学・視察報告と、3 人一組の 3 チームによる成果発表が行われま
した。当日は、SGU 点検・評価委員会の委員や教員、学生の約 50 名の出席

＜ICT グローバルプログラム全英語コースの一般選抜における出願締
め切りが 2017 年 3 月末に変わります＞
一般選抜の出願期間は、2017 年 3 月 6 日から 3 月 31 日になりまし
た。昨年度より早まりましたのでご留意ください。また、出願時の提
出書類の一部が下表のように変更になり、より多くの学生が受験でき
るようになりました。

者がありました。見学・視察報告では SD カード発案者に話を聞いた経験や、 ～下線部が追加されました～
● Test Scores of English
スタンフォード大学 Techshop（DIY 工房）、SAP (PaloAlto-Labs)の見学、
TOEFL-iBT, IELTS, TOEIC, Eiken or others
ミニメーカー展示会等、最先端の技術に接した貴重な経験が発表されまし
● Academic Proficiency
IB, SAT, EJU or ACT
た。グループによる成果発表では、スマートウォッチ等のデバイスを開発
した経緯と、実際に開発した製品の発表が行われました。これらの製品は、
シリコンバレーで発表した際には、出席者から「ぜひ商品化してほしい」
との声があがりました。参加学生はこのプログラムを通じて、シリコンバ
レーでの起業風土、先進的な ICT 技術、Market Spirit などについて学ぶこ
とができました。このプログラムは来年度以降も継続して実施し、学生が
海外研修する機会を提供していく予定です。

＜オナーズプログラムのトライアル開始＞
2016 年 10 月より、オナーズプログラムのトライアルを開始します。
下記のオナーズプログラムの新規 2 科目を試行し、参加学生から感
想・意見を聴き、改善点を洗い出し、平成 29 年度に本格実施します。
トライアル参加希望学生数は、先生方の紹介のおかげをもちまして、
15 名になりました。
①「ものづくり基本講座」講師；佐々木 陽 氏
3,4 学期、各全 6 回
②「プログラミングコンテスト」講師；渡部 有隆 先生
4 学期、全 6 回

＜Aizu Geek Dojo の利用について＞
研修中の様子

2016 年 8 月 10 日に開所式が行われ、10 月 8 日・9 日の蒼翔祭にお
いて、一般の方にもご紹介し、644 名の方が来所しました。ここでは、
レーザーカッターや 3D プリンタが利用できます。現在、利用規定を作
成中であり、11 月から利用が開始できるように調整しています。

報告会の様子

TOPICS

Voice

＜ICT グローバルプログラム全英語コースの学生が入学＞

2016 年 10 月 1 日(土)に秋季入学式が行われ、ICT グローバルプログラム ＜ICT グローバルプログラム学生の様子＞
の第 1 期生が入学しました。1 年生 4 名【一般選抜 2 名（台湾 1、中国 1）、 大学教育推進員（日本語・ビジネス教育）
齋藤 有史 先生
特別選抜（中国 2）】、3 年次編入 7 名（ベトナム 4 名、中国 3 名）の計 11
名です。9 月 29 日（木）には、OSIP 主催で新留学生オリエンテーションを
実施し、アイスブレイク活動や留学生支援の説明を行いました。学生たち
は、生活に慣れることに奮闘中です。彼らが良き学生生活を送れるよう、
先生方および職員の方のご協力をお願いいたします。また、グローバル推
進本部と SAISUA では、10 月 26 日（水）18:10 より欅にて、新入学、新着
任の方々をお招きして Welcome Party を実施します。皆様の参加をお待ち

10月からICTグローバルプログラムの日本語クラ
スを担当することになりました齋藤です。学生たち
の日本語学習に対する意欲は非常に高く、授業では積極的に発言し、
それが授業の活性化にも繋がっています。また、彼らの英語およびコ
ミュニケーション能力は予想以上に高く、今のところ授業も順調に進
んでいます。学生たちが日本で有意義な大学生活を送ることができる
ように日本語の学習面からサポートしていきたいと思います。

しています。詳細は http://www.u-aizu.ac.jp/osip/event/post-5.html を
ICT グローバルプログラム
3 年生 Nguyen Hoang Anh さん

ご覧ください。

入学式の様子

新留学生オリエンテーションの様子

Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp osip@u-aizu.ac.jp
+81-242-37-2701

ベトナムから来ました、3 年次編入の Hoang Anh
です。この編入のためにいろいろと準備をしました
が、日本に来るのは初めてだったので、家族と離れて新しい国で生活
するのはとても大変だろうと思っていました。しかし会津に来て、す
っかりと印象が変わりました。学生課や SGU の方々はとても親切に勉
強や書類のことを教えてくれましたし、創明寮の友達は、生活に慣れ
るために助けてくれました。今では、温かさと快適さでこの土地が第
二のふるさとになりそうです。そして勉強に励み、この素敵な場所の
良さを発見していきたいです。

https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/sguict.html
https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/

