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<English Version of Course Syllabi> 
In Faculty Assembly Meeting on November 30, 2016, it was reported that our 
university should complete the English version of AY 2017 course syllabi. This 
will help UoA international students make a class schedule and prospective 
students understand the course content easily. In addition, the English version 
of course syllabi is a part of TGU Concept. The intermediate evaluation for the 
TGU Concept of UoA will be implemented in 2017, and we need to report our 
achievements from 2014 to 2016 to MEXT. Therefore, we would highly 
appreciate your understanding and cooperation on this matter. 
 
 
<Student Recruitment in Hong Kong > 
Day/Time: November 17 - 19, and 23, 2016 
Members: Vice President Shigaku Tei, SAD 
Deputy Director General Kazuaki Yamauchi, Visiting 
Researcher Wu Yilang  
Schedule: 
(1) Visit to seven secondary schools in Hong Kong 
(HK) on November 17 and 18, 2016 
(2) Participation in the “AY 2016 Hong Kong Fair of Study Abroad in Japan” on 
November 19, 2016 
(3) Group interview with six high school students with high motivation in HK on 
November 23, 2016 
Achievements:  
1) Features of high school students who want to study in Japan 
 Pro-Japanese 
 High English capabilities   
 Female students of science and engineering are in high ratio. 
 High standard of living in Asia 

2) Features of college-going in HK 
 Around only 25% of students can go to 

colleges in HK due to the limited number of 
universities in HK. 

 Even excellent students don’t have many chances to go to college in HK. 
 Other options for higher education are community colleges, special 

vocational schools or overseas colleges. 
3) Entrance exam system in HK 
 HKDSE (Hong Kong Diploma of Secondary Education：香港中學文憑), 

which is an exam for both college entrance and high school graduation, 
has been introduced in HK. 

 HKDSE has already been introduced into the requirement of student 
recruitment in overseas universities and some Japanese universities. 

 HKDSE has not been applied to the requirement of the ICTG student 
recruitment yet.  

 Students and faculty members in HK requested us to introduce HKDSE 
into the requirement of the ICTG student recruitment. 

 
 
<”Basic Manufacturing Course” 
Project Presentation  
~Trial of Honors Program~> 
Day/Time: November 30, 2016 
Location: Aizu Geek Dojo 
Attendee: Seven students 
Content: The students gave a presentation 
and demonstration with robots they created 
with a theme “Communication Robot” on November 30, 
2016. The students worked hard and succeeded in creating 
the creative robot in this course.  
Details: http://owm1.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/post_11.html 
This course will open in Q4 as well. 
 
<Opening “Programming Contest Preparation 
Course” ~Trial of Honors Program~> 
Day/Time: December 9th, 2016~ 
Coordinator: Prof. Yutaka Watanobe 
Attendee: Seventeen students 
Purpose: The purpose of this course is to make students 
acquire the ability and skills to join the programming contest.  
Schedule: https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/post_12.html 
 
<English Conversation Activities  
in Global Lounge> 
Day/Time: Lunch break time on 
Tuesdays, Thursdays and Fridays 
Participants: Japanese students 
and international students 
Content: 
 No necessary for the reservation.  
 TA and SA with high English ability organize the activity. 
 Students who are not confident in English can join easily. 
 You can chat with the members in English comfortably 

since they are also students like you.  
 We will have a Christmas Event on December 15, 2016. 
Please invite international students and Japanese students 
who want to improve English or to prepare study abroad.  
Schedule： https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/12.html 
 
 
<ICTG Student> 
Dynamics；Prof. Saji N Hameed 
 I am teaching Dynamics for the SGU 
students. In the course, students learn how 
to analyze the dynamical behavior of objects 
and systems, their motions and associated forces using a 
calculus based approach. 
Since it is for the SGU students, the language of instruction 
is English and there are 7 international students taking this 
course. I find the students to be talented, active and 
hardworking. It has been a great pleasure teaching  and 
interacting with the international students. 

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

 Information  Issue & Task 

 Voice 

 TOPIC

http://owm1.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/post_11.html


ｄ 

 

 

 

第６号 平成２８年１２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 

 

＜シラバスの英語化にご協力ください＞ 

 11 月 30 日の教授会でシラバス作成要領について報告がありま

したが、本学SGU構想の実現のためにも、平成29年度のシラバス

英語化をお願いいたします。留学生が不自由なく履修計画を立て

られるよう、そして、海外の学生が会津大学に入学を希望する一助

となるよう、是非ご協力をお願いいたします。平成29年度に会津

大学 SGU構想の中間評価があり、平成26年度（1年目）から平成

28年（3年目）までの 3か年の成果を文部科学省に報告します。

シラバス英語化の実施率は評価指標のひとつになっています。 

 

＜香港における留学生募集＞ 

日程：2016年11月17日～19日・23日 

メンバー：程 子学 副学長、山内 和昭 学

生部副部長、呉 一郎 客員研究員 

スケジュール： 

(1)17～18日・23日 香港の7つの高校を訪問 

(2)19日「平成28年度日本留学大学フェア」ブース出展 

(3)23日 会津大学に興味のある香港の高校生6名にグループ面談 

成果： 

1) 日本への留学を希望している高校生の特徴 

 親日である。 

 英会話能力が高い。 

 高校で理系を学ぶ女性の割合が高い。 

 生活水準が他のアジア諸国と比較して高い。 

2) 香港における大学進学の特徴 

 大学の数が限られており、大

学進学希望者の約1/4の学生

しか香港の大学に入学でき

ない。 

 優秀な学生でも大学に入学するチャンスが少ない。 

 香港の大学に入学しない場合は、短期大学進学、専門学校進

学、海外留学の選択肢がある。 

3) 香港の試験制度 

 HKDSE（Hong Kong Diploma of Secondary Education：香港中

學文憑）という高卒資格取得と大学入試の二つを兼ねた統一

試験がある。 

 HKDSE は、複数の海外大学や一部の日本の大学において入試

の応募条件として導入済である。 

 HKDSEは、現在の本学のICT Global Program(ICTG)応募条件

に適用されていない。 

 香港の高校生や教員から、会津大学の応募条件にHKDSEを導

入してほしいとの強い要望があった。 

 

 

＜「ものづくり基本講座」プロジェクト発表会

～オナーズプログラムのトライアル～＞ 
日 程：11月30日(水)＠Aizu Geek Dojo 

発表者：学生5名 

内 容：「コミュニケーションロボット」をテーマに

制作したロボットを実際に動かしながら発表を行い

ました。学生は大変意欲的に取り組み、制作されたロボットは独創的

でした。詳細http://owm1.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/post_11.html 

この講座はQ4にも開講し、10名の学生が参加します。 

＜「プログラミングコンテスト準備講座」開始～オナーズプログラム

のトライアル～＞ 
日 程：第1回12月9日(金)、 

スケジュールhttps://www.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/post_12.html 

講 師：渡部 有隆 上級准教授 

受講者：学生17名 

目 的：プログラミングコンテストに参加し、上位入賞できる実力を

つけることを目指します。 

＜グローバルラウンジで英会話を楽しんでいます＞ 

日 時：毎週火木金のランチタイム 

参加者：日本人学生、留学生 

内 容：・予約不要、飛び入り参加OK。 

・ 英語が堪能なTA/SAがファシリテート

します。 

・ 英語が苦手な学生も安心して参加できます。 

・ 学生主体で行っている活動なので、評価や間違いを気にして緊張し

たりする必要も無く、気軽に英語で話が出来ます。 

・ 英語を上達したいと思っている学生、留学に行く・行きたい学生、

留学生等に是非参加を呼び掛けてください。 

・ 12月15日(木)にはクリスマスイベントもあります。 

・ スケジュールhttps://www.u-aizu.ac.jp/sgu/info/news/12.html 

 

＜ICTG学生の様子＞ 

力学；Saji N Hameed 上級准教授 
 私は留学生の力学の授業を担当しています。この

科目では、微積分のアプローチを用いて物体などの

運動や力を分析する方法を学習します。7名の留学生

用にクラスを設け、英語で教えています。彼らは才能があり、活発で

勤勉であると思います。私は彼らに指導できること、そして交流でき

ることを嬉しく思います。 
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