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TOPICS
<Gaining Badges!

Status of badge issued
（incl. prospected）
Types

Numbers

~ Challenger Badge System～>

Gold

0

SGU office has encouraged

Silver

4

students to take on challenges

Bronze

17

with Challenger Badge System.

Coin

15

As an example, Mr. Yoshihiko

Information
<Presentation Meeting ~Basic Maker’s Course~>
Basic Maker’s Course has been offered (by Mr. Akira
Sasaki (CEO of FaBo Co., Ltd.)) in 6th period on
Wednesdays. Nine Students participated in this course to
develop robots with their original ideas after they learned
electro circuit using FaBo kits (prototyping tool). The

Sato (M1) has received a silver and a bronze badges in this students will give a presentation to show their achievement
fall. He participated in “Ideathon, Increasing Advantage of as follow. Please come and see!
Membership System” sponsored by Aizu General Co., Ltd. 
as a member of group and his group won the first prize in
this ideathon. Also, he participated in “Digital Innovator
Grand Prix (DIG) 6” with different group members, and they
received a prize. The badges were given to him for his
achievements in the events. He commented “I wanted to do
something different and better than any others do. That’s
my motivation to challenge various extracurricular activities.
Gaining badges motivates me to try harder.”
We look forward to hearing more about students’
achievement. For inquiry about badges, please contact us
via cbs-adm@u-aizu.ac.jp

Day/Time: November 22nd (Wed), 18:10-19:40 @S8

<Students of Hong Kong in CSSC 2017>
2017’s Computer
Science Summer
Camp was held
from August 21st
through

25th.

10 high school students from HK took part in CSSC 2017.
This event started by exchange program between HK and
Aizu Wakamatsu city and SGU’s recruiting activities.
During the Camp, Mr. Shiyang Liao from our office gave
an introduction about Aizu Online Judge and C

Voice

Programming (the text has written by Prof. Kurokawa) to

<Life at UoA>

students from HK, Mr. Zidu Wang (S1, ICTG), Mr. Lam
Pham Ngoc (S3, ICTG) and Mr. Koichi Sato (D3) worked

as TAs to assist. In the study abroad fair on Nov 4th in Hong
Ms. Yuan Tu, 1yr-student
This is my first time to live alone in an unfamiliar Kong, they visited UoA’s booth and some of them said that
environment. Therefore, I’m happy to have the Buddy they want to enroll UoA!
Program in which Japanese buddies help the int’l students
in daily life. Through the Buddy Meeting, I can keep making
new friends. We became close friends, so we went to

<AY2018 ICTG Application Guide>
Application guide of ICT Global Program All-English

Goshiki-numa and had a good time. Besides, through Undergraduate Course AY 2018 is on the UoA website.
Somei House and Global Lounge activities, I obtained a lot We have received various inquiries from prospective
of assistance from friends. I think I really made a right choice students around the world.
 Application period: From March 5th to March 30th, 2018.
that I came to this university.


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

Admission capacity: A few individuals

https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/
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TOPICS
＜学生がバッジを獲得

現在までのバッジ付与

＜プロダクト発表会の案内

（見込み含む）状況

～ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｼﾞｼｽﾃﾑ～＞

ランク

～ものづくり基本講座～＞

付与数

SGU 推進室は、バッジを付

金バッジ

0

(株)FaBo の佐々木 陽 代表取締役を講師に迎え、10

与することにより正課外活

銀バッジ

4

月から毎週水曜日 6 限に「ものづくり基本講座」を実施

動への参加を応援していま

銅バッジ

17

しています。受講を志願した学生 9 名は、プロトタイピ

す。一例として、修士 1 年生

コイン

15

ングツール「FaBo」を用いた電子回路を学んだ後、自分

よしひこ

これまで
の佐藤凱彦 さんは、

のオリジナルアイディアを盛り込んだロボット製作に励
んでいます。最終回には製作したロボットのプレゼンテ

に銀バッジ 1 個、銅バッジ 1 個を獲得しました。銀バッジ ーションがありますので、是非お越しください。
は、(株)会津ゼネラルホールディングス主催のバッジ付与  日時・場所：2017 年 11 月 22 日(水)18:10-19:40＠S8
イベントである「会員制度活用アイディアソン」にグルー
プで参加し、
“最優秀賞”を獲得したことに対する評価、

＜CSSC 2017 に香港の高校生が参加＞
2017 年 8 月 21

銅バッジは「第６回データビジネス創造コンテスト～

Digital Innovators Grand Prix (DIG) 6 ～」にグループ 日～25 日に実施
で参加し、
“入賞”したことに対する評価です。佐藤さん されたコンピュー
は「人とは違う、何か秀でたことをしたいという気持ちが タサイエンスサマ
あり、様々な正課外の活動に参加しています。バッジ獲得 ーキャンプ 2017
が自分の活動を後押ししてくれています。
」とバッジシス （CSSC2017）に香港の高校生 10 名が参加しました。こ
テムに対する感想を述べました。

れは、会津若松市と香港の交流、および本学のリクルー

より多くの学生がバッジを獲得できるよう、教職員の方 ティング活動がきっかけで実現しました。SGU 推進室の
からの声掛けをお願いいたします。バッジに関する問い合 特別教育支援者 Shiyang Liao さんが彼らの講師となり
わせは、cbs-adm@u-aizu.ac.jp まで。

Aizu Online Judge と C Programming（教材は黒川上級
准教授が作成）について英語で授業をしました。ICTG

Voice

学生の Zidu Wang さん（S1）と Lam Pham Ngoc さん
（S3）
、および佐藤甲一さん（D3）が TA として活躍しま

＜Life at UoA＞

した。また、11 月 4 日に香港で開催された日本留学フ

学部 1 年生 Yuan Tu さん

ェアでは、会津大学のブースに彼らがあいさつに訪れ、

今までと異なる環境でひとりで過ごすことは初めてで うち数人が本学に入学したいと言っていました！
したが、幸運なことに、バディプログラム（日本人学生が
留学生の日常生活をサポートする仕組み）がありました。

＜2018 年度 募集要項公開～ICTG～＞
会津大学ウェブサイトに ICTG 一般選抜の募集要項を

バディミーティングでたくさんの友達ができ、五色沼に一

緒に遊びに行きました。さらに創明寮やグローバルラウン 公開しています。SGU 推進室には世界各国から問い合わ
ジの活動を通して、たくさんの友達から支援をしてもらい せが来ています。
ました。この大学を選んだことは、本当に正しい選択だっ  申請期間：2018 年 3 月 5 日～3 月 30 日
たと思っています。
Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp osip-global@u-aizu.ac.jp
+81-242-37-2701



募集人数：若干名

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

