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＜Trial Operation of Challenger Badge System＞ 

 Challenger Badge System will be available for UoA students 
soon, and trial operation will be start from AY2017. 
The System Overview 
・ The system will be used to evaluate students by providing the 

badges for their participation and award of extracurricular 
activities such as international events and Hackathon contests.  

・ The system will enable students to create connections in their 
interesting field through simplified SNS functions. 

・ Students are expected to increase their learning motivation 
through the system evaluation on various activities. In addition, 
the students with achievements can catch more attention from 
companies when job hunting. 

・ Companies can know the students’ skills through the 
evaluation system and refer to the information for recruitment.  

・ The APP can be download from Google Play and iOS APP 
Store soon. 

・ For details of the system, please visit our website. 
https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/badge/ 

Explanatory Meeting for Students 
Schedule：February 17th, 2017 (after Guidance for Enrolled Students) 
Content：Introduction of the system, installation of the application 
※Briefing of the system for faculty and staff members is under 
consideration.  
 

＜Intermediate Evaluation of SGU Project＞ 

 SGU Project will be evaluated by MEXT in the following 
schedule. We will proactively make an appeal of our university’s 
advantages and features.  
・ Apr.-May., 2017: Notification of the intermediate evaluation from MEXT 
・ Jun.-Jul., 2017: Deadline of Intermediate Report 
・ Oct.-Nov., 2017: Interview by MEXT (All selected universities) 
・ Nov.-Dec., 2017:  Investigation by MEXT (as necessary) 
・ Feb.-Mar., 2018: Determination of the evaluation result by MEXT 
Purpose of Intermediate Evaluation 
・ The evaluation result will be an index to allocate the subsidy 

of AY 2018. 
・ In case we are considered to have difficulties or issues to 

accomplish the project as scheduled, our project might be 
revised and ever terminated. 

・ If we pass the evaluation, we can reconsider further 
constructive programs in AY 2018 based on the evaluation 
result. 

 

＜Usage Guidelines for Aizu Geek Dojo＞ 

 The guideline will be on UoA website soon. Please confirm 
the contents and recommend proactive students to make use 
of Aizu Geek Dojo.  

＜Application of ICTG General Selection＞ 

 The application of AY 2017 ICTG Program All-English 
Course (General Selection) will start from this March.  
Application period：March 6th – March 31st, 2017 
The number of students：A few individuals 
Announcement of the result：April 21st, 2017 

 

＜SGU New Staff Member＞ 

Special Education Support Staff  
Jian Chen (Adjunct Associate Professor) 
 Ten years ago, after I received the master 
degree from UoA, I went to Waseda University, and received 
Ph.D. degree from there. And then, I had spent a short period 
at UoA, and worked as a research supporter in 2013. 
Therefore, this is the third times that I come to Aizu. Based on 
the SGU Project, overseas students can come to Japan, and 
learn the culture and technologies in Japan. On the other 
hand, Japanese students can go abroad, and feel the different 
culture and touch the advanced technologies in the world. In 
order to promote the communication between Aizu and the 
world, I’ll do my best with all staff and faculty members. 

＜Office for Learning Support＞ 

Mr. Akira Murakoshi 
 "Office for Learning Support 
(OFLS)" is the space where 
students gather to study. There are 
many students in this space every day. We have many 
excellent Teaching Assistants (TA) and Student Assistants 
(SA). They are very good at teaching math, programming, 
and other subjects. We support the students who have some 
problems (for example, "The homework is difficult", "How to 
write a program", and so on), and they can help students to 
solve them. Now, most users of this room are Japanese 
students. But we're also looking forward to seeing international 
students. 
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第８号 平成２９年２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 

 

＜チャレンジャーバッジシステム試行運用開始＞ 

 平成 29 年度より、チャレンジャーバッジシステムの試行運

用を開始し、学生はシステムを利用できるようになります。 

システム概要 

・ 学生の課外活動、国際イベント、ハッカソン等コンテス

トへの参加や受賞について、システム上で“バッジ”を

付与し、学生を評価するシステム。 

・ ユーザ間、ユーザとオーガナイザー間のフォロー関係か

ら、興味ある分野でのネットワークを作ることができ

る。 

・ 学生は、様々な活動を評価してもらえることにより、学

習意欲の向上につながる。また、就職活動で経験をアピ

ールすることができる。 

・ 企業は、学生のスキルを知ることができ、リクルーティ

ングに活用することができる。 

・ 専用アプリは、Google PlayとiOS APP Storeからイン

ストール可能。 

・ システムの詳細は、 SGU-HP をご覧ください。

https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/badge/ 

学生向け説明会 

日程：2017年2月17日(金) 在学生ガイダンス終了後 

内容：・システムの紹介 

   ・専用アプリケーションのインストール 

※教職員向け説明会の開催は、別途検討中です。 

 

 

＜SGU事業の中間評価があります＞ 

 SGU事業は、以下のスケジュールで文部科学省から中間評

価を受けることが予定されています。本学の強み・特色を積

極的にアピールしていきます。 

・ 平成 29年 4 月～5月 文部科学省から中間評価実施の通知 

・ 平成 29年 6月～7 月 中間評価調書の締切 

・ 平成 29年 10月～11 月 面接調査（全採択大学） 

・ 平成 29年 11月～12 月 現地調査（必要に応じて実施） 

・ 平成 30年 2月～3 月 中間評価結果の決定 

 

中間評価の目的 

・ 翌年度の補助金の配分に勘案される。 

・ 事業目的達成が困難・不可能と判断された場合は、事業

の中止を含めた計画の見直し。 

・ 中間評価の結果を踏まえ、平成 30 年度には発展的な構

想の見直しが可能。 

 

 

＜Aizu Geek Dojoの使用要綱ができました＞ 
 大学HPにアップされる予定です。内容を確認のうえ、

積極的な利用を学生に勧めてください。 

 

＜ICTG一般選抜の応募開始＞ 
 平成29年度ICTグローバルプログラム全英語コース

（一般選抜）の応募が3月から開始されます。 

出願期間：2017年3月6日～3月31日 

募集人数：若干名 

合格発表：2017年4月21日 
 

 

 

＜SGU新任スタッフ＞ 
陳 健 特別教育支援者（特任准教授） 

 

 十数年前、私は会津大学で修士号を

取得した後、早稲田大学で博士号を取

得しました。三年前の会津大学での勤

務を含め、私が会津に来たのは三回目

です。SGUのプロジェクトによって、海外の学生は日本

に来て日本の技術と文化を勉強でき、日本の学生は海外

に行き、異文化や最先端の技術に触れることができると

思います。会津と世界、世界と会津との交流を支援する

ため、関係者の皆様と一緒に努力していきたいと思いま

す。 

＜修学支援室＞ 
村越 彰 修学支援員 

 

 修学支援室（OFLS）は、学

生が勉強のために集まる場

所です。毎日たくさんの学

生が訪れます。TAやSAの能力は高く、数学やプログラ

ミング、その他の様々な教科を教えるのが上手なので、

学生の多様な問題（例えば、宿題が難しい、プログラミ

ングの書き方がわからない、など）を解決できます。現

在の多くの利用者は日本人学生ですが、留学生の来室も

歓迎します。 
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