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<Providing the Badges to Students  

~ Challenger Badge System～> 

 UoA-SGU office promotes the program of Challenger 

Badge System. The system is used to evaluate students by 

providing the badges for their participation of extracurricular 

activities such as Hackathon, contests, and regional 

contribution activities. Aims of this program are to increase 

students’ motivation and take advantage in their job hunting.  

 We provide the badges in proportion to actual results 

including the past ones. We would like to request you 

sending us students’ info(*) who have got the excellent 

achievements from April 2017 via email (sgu-office@u-

aizu.ac.jp). The badges are provided by applying from 

students. SGU office encourages the students to get the 

badges. 

(*) Students’ names, IDs, and outline of activities. 

 

 

<Enrollment of Int’l Students ~ICTG~> 

 Sixteen int’l students of ICT Global Program All-English 

Undergraduate Course AY 2017 will enroll in UoA.   

 Some Japanese students are selected as buddy. Buddies 

support int’l students’ campus life and paperwork. We hope 

the buddies to be active for helping the new int’l students. 

 

 Sep. 28th (Thu) : Orientation for int’l students 

 Sep. 29th (Fri) : Entrance ceremony 

 

<Let’s Join the Ideathon> 

Aizu General Holdings Co., 

Ltd. is recruiting students 

who want to participate in the 

Ideathon as follows. A person 

who creates an excellent 

result will get a badge by 

Challenger Badge System 

and financial incentives (Max 

50,000 yen).  For details, 

see the poster. 

Outline Please show your idea of the services using 

ICT for VIP members of Aizu General Co., 

Ltd.  

Grade 1st year students ~ Master students 

Schedule Sep. 28th (Thu): Deadline of Application 

Sep. 29th (Fri): Explanation meeting and 

visiting the Johoku SS. 

Sep. 30th (Sat):  

Action assignment / Presentation / Awarding 

<Information of Report Meeting  

~ SV Internship~> 

 Eight participants including an int’l student had joined AY 

2017 Silicon Valley Internship Program in USA for two 

weeks (from Aug. 23rd to Sep. 5th) after a week pre-training 

program. Participants developed certain products using 

the skills learned in pre-training program among engineers 

and entrepreneurs working in SV.  

 Report meeting will be held as follows. Please come and 

see their achievement, and give your comments! 

 Report Meeting: Sep. 29th (Fri)  

               Time & Place; TBD 

* The local newspapers “Fukushima-Minyu” and 

“Fukushima-Mimpo” ran the article of this program on 

August 20th (Sat).  

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

 

  General Selection 
Special Selection 

in China 

Special Selection 

in Hong Kong 

3rd Transfer 

Students 
Total 

Enrollments 3 5 1 7 16 

Nationality 

(numbers) 

Viet Nam(1) 

China/Hong Kong(1) 

USA(1) 

China(5) China/Hong Kong(1) 
Viet Nam(5) 

China(2) 
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＜学生の課外活動やイベント参加にバッジ

を付与します ～チャレンジャーバッジシステム～＞ 

 SGU推進室は、正規科目以外の活動やイベント（例：コ

ンテストや地域活動等）に参加し、活躍した学生に対して

ディジタルバッジを与えるチャレンジャーバッジシステ

ム事業を推進しています。学生の正規科目以外の活動を認

め、評価することにより、学生のモチベーション向上を図

る他、これらの活動を学生の就職活動に活かすこと等を目

指しています。 

 この度、過去の実績も含めてバッジを与えることにしま

した。2017 年 4 月から現在までの期間に正規科目以外の

活動において活躍した学生の情報(※)を SGU 推進室まで

ご連絡ください(sgu-office@u-aizu.ac.jp)。SGU推進室よ

り学生にコンタクトを取り、バッジ付与の申請を働きかけ

ます。(※)学生氏名、学籍番号、活動概要 

 

＜ICTG留学生（2期生）が入学＞ 

 2017 年度の ICT グローバルプログラム全英語コースに

おいて、16名の留学生が入学します。 

  一般選抜 
中国 

特別選抜 

香港 

特別選抜 

3年次

編入学 
合計 

入学者数 3 5 1 7 16 

国籍 

(人数） 

ﾍﾞﾄﾅﾑ(1) 

中国・香港(1) 

ｱﾒﾘｶ(1) 

中国(5) 中国・香港(1) 
ﾍﾞﾄﾅﾑ(5) 

中国(2) 
  

 十数名の日本人学生がバディとして選ばれました。バデ

ィは、留学生の大学生活や事務手続き等をサポートしま

す。留学生がいち早く大学生活に慣れるよう、バディの活

躍を期待します。 

 9月28日（木）留学生オリエンテーション 

 9月29日（金）秋季入学式 

 

＜アイディアソンの参加学生を募集＞ 

 会津ゼネラルホールディン

グスでは下記アイディアソン

に参加する学生を募集してい

ます。優秀な成果を得た学生

には奨励金（最高5万円）と

チャレンジャーバッジシステ

ムによるディジタルバッジが

授与されます！参加賞もあり

ます。詳細と申込方法は学内

掲示ポスターをご覧くださ

い。 

概要 会津ゼネラルの新しいVIP会員制度にお

ける、コンピュータを利活用したサービ

ス展開を学生さんの発想で提案して下さ

い。 

対象学生 学部１年生から修士学生まで 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 9/28(木)：学生参加締切 

9/29(金)：説明会と城北SSの店舗見学会

9/30(土)：課題制作・プレゼン・表彰 

 

 

＜成果報告会の案内 ～SV ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ～＞ 

 留学生を含む 8名の参加学生が 1週間の国内事前研修

を経て、8月23日から9月5日まで2週間のシリコンバ

レー(SV)インターンシップを実施しました。事前研修で

修得したスキルをもとに、SVのエンジニアや研究者達と

交流しながら、製品開発を行いました。 

 成果報告会を開催しますので、学生の成長を是非聞き

に来てください！ 

 成果報告会：9月29日（金）時間・場所後日お知らせ 

※8月20日の福島民友新聞および福島民報に記事が掲載

されました。 

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