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<Discovering and Educating of Talented Students> 

“Honors Program” contains “Unique Talent Discovery 

Program”. This program is to discover and educate the 

students with talent in a certain field under instruction of a 

professor(s). If you know such students you can recommend, 

please contact us. (sgu-adm@u-aizu.ac.jp) 

~Provisions and Advantages for Honors Program Students~ 

1. Certificated students (S1/S2 students) 

Students who fulfill at least one of the following provisions 

(1) Students who obtained the Challenger Badges 

(2) Students who participated in at least two of the following 

activities; 

a. Special Basic Lectures (for at least two courses) 

b. Study abroad program (for one month or longer) 

c. Overseas Internship Program 

(3) Students recommended by faculty members  

2. Supportive Measures (Advantages); Students are able to 

(1) get assigned to a GT supervisor at an early stage 

(2) take Honors Special Courses (*) 

(3) receive subsidy for Honors Activity  

(4) replace the requirement of a graduation thesis 

* Honors Special Courses 

These courses are for Honors Program Students with unique 

talents (S2/S3 students). The courses will be offered in a small group 

including one-to-one instruction between a professor and a student. 

In these courses, the students (or their supervisors) set their original 

theme and accomplish achievements with their supervisors. The 

trial of the courses will start in AY2018. 

 

<Ranked 131st, THE Asia University Rankings 2018> 

The UoA ranked 15th out of 89 Japan’s universities in THE 

Asia University Rankings 2018 (our internationality ranked 1st 

and the number of paper citations ranked 8th). THE Japan 

University Rankings focuses on educational ability while THE 

Asia University Rankings focuses on research ability, and the 

UoA is highly evaluated in the both categories. THE Japan 

University Rankings 2018 is planning to be published in 

March. 

 

<Enthusiasm for Dalian Internship Program> 

On 5th ~ 18th of March 

2018, three students are 

participating in the Dalian 

Internship Program.  

# Mr. Shunji Kanno (S2) 

“Since I can work with employees at Dalian R&D Center 

on the program, I expect to be able to learn practical 

knowledge and skills from them.” 

# Mr. Minao Watanabe (S3) 

“Now, I have high motivation for business project with ICT 

because I joined pre-training program related to system 

development.” 

# Mr. Yoshihiko Sato (M1) 

“ I participated in SV internship program in Sep. 2017.  

I believe there are many differences of culture and 

mindset between China and the US, so I want to feel the 

differences as well.” 

 

<Block Chain Hackathon> 

“Block Chain x Company 

Vitalization Hackathon” hosted by Aizu General Holdings 

Co., Ltd. was held on February 17th ~ 22nd, 2018. In this 

event, participants developed systems with the block 

chain under the theme of “Health”. Three teams 

composed of seven students participated in the 

Hackathon. Team Block Forth won the first prize in the 

Hackathon (Mr. Takayuki Hoshino (M2), Mr. Masahiro 

Arai (M2), Mr. Sei Sano (M2), Mr. Takanori Watanabe 

(S3)) and gained the Silver Challenger Badges.  

 Through the block chain workshop and introduction of 

Aizu General Holdings Co., Ltd, the participants could 

clarify the issues of the company and develop the good 

systems with transparency and anonymity on block 

chain. 
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＜特異な才能の学生を発掘・育成しよう＞ 

 オナーズプログラムには、「異才発掘型プログラム」が

あります。ある分野に秀でた才能があると思われるダイヤ

モンドの原石のような学生を、教員のもとで発掘・育成す

るプログラムです。該当する学生がいましたら、是非ご紹

介ください（sgu-adm@u-aizu.ac.jp）。 

～異才発掘型プログラム認定学生の条件と特典～ 

１． 認定対象（1年次、2年次） 

以下の条件のうち、いずれか1つに該当する者 

1) 所定のチャレンジャーバッジを取得 

2) ①特別基礎講座受講（2つ以上）②1か月以上の

海外留学に参加 ③海外インターンシップに参

加。 ①～③のうち、2つ以上に該当する者 

3) 教員の推薦がある者 

２． 支援策（特典） 

1) 指導教員への早期配属 

2) オナーズ特別講座（※）の受講 

3) オナーズ活動費の受給（各種大会参加、ものづく

り材料等に係る経費） 

4) 卒業論文条件の変更 

※オナーズ特別講座 

 異才発掘型プログラム認定学生を対象（3年生、2年生）

とした、学生と教員の1対1等の少人数指導による講座で

す。学生自身がテーマを設定し（教員によるテーマ設定も

可）、指導教員とともに成果物を作成します。 

2018年度には、同講座の試行を行う予定です。 

 

 

＜THEアジア大学ランキング2018 131位＞ 

ランクインした国内 89 校中、本学は総合 15 位でした

（国際性は 1位、論文引用数は 8位）。日本版ランキング

は教育力を重視しているのに対して、アジア大学ランキン

グは研究力を重視しています。本学はどちらにも評価され

たといえます。日本版ランキング 2018は 3月に発表され

る見込みです。 

 

＜大連インターンシッププログラムへの意気込み＞ 

 2018年 3月 5日～18日に

中国・大連インターンシップ

プログラムが実施され、3名

の学生が参加します。 

●菅野 竣仁さん（学部2年） 

「アルパイン中国大連開発センターにおいて実際にそこ

で働いている人と一緒に研修ができるので、実践的なこ

とが学べそうです。」 

●渡邊 実直さん（学部3年） 

「システム開発に関する事前研修を行ったので、現地で

の ICT を用いたビジネス企画に対する意欲がわきまし

た。」 

●佐藤 凱彦さん（修士1年） 

「私は以前にSVインターンシップにも参加しました。中

国と米国とでは文化や現地の人の感性が異なると思うの

で、その違いを体験してきたいです。」 

 

 

＜ブロックチェーンハッカソン開催＞ 

(株)会津ゼネラルホールディ

ングス主催の「ブロックチェー

ン×社内活性化ハッカソン」

が実施され、2018年2月22日

に発表会がありました。7名の

学生から成る 3 チームが参加

し、「健康」をテーマに開発を行いました。チームBlock 

Forth（星野隆之さん（修士2年）、新井雅裕さん（修士2

年）、佐野成さん（修士2年）、渡邉隆仙さん（学部3年））

が最優秀賞を受賞し、銀のチャレンジャーバッジを獲得

しました。ブロックチェーンの勉強会と会津ゼネラルの

企業説明を通して、どのチームも企業の課題を的確にと

らえ、ブロックチェーンの透明性と匿名性の利点をうま

く活用したシステム開発ができました。 
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