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ICTGｺｰｽ 9名在籍開始

米国企業での開発成果報告

日本人学生 英語授業に意欲

11月29日、企業のｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ拠点で1.5カ月のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
を行ったｺｰｽBの学生2名が、国内支社に招かれ成果報
告会を行いました。世界でも解決されていない最先端
のﾃｰﾏへ取り組むには非常に短い期間だったにも関わ
らず、現地拠点のｴﾝｼﾞﾆｱからは「期待以上の成果」
「製品の実装に貢献できる内容」などの評価も得られ、
充実したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとなりました。

春号から動向をお伝えしてきたICTGｺｰｽ。いよいよ10月
から日本人学生が9名在籍し受講を開始しました。
また12月時点で'20年度4月からの在籍希望者は17名に
上り、学生からの期待も感じ取れます。

参加者の声：並木 優祐さん(B4)
私にとって初めて経験する分野であり、かつﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄにとってもこれから取り組むべき未知の課題で、
非常にﾁｬﾚﾝｼﾞﾝｸﾞなｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟでした。
明確な成果が出るまでもう少し続けた
かったですが、1.5か月に及ぶ海外生活
は達成感が大きかったです。報告会で
は、成果物を実際に企業で使うことを
想定した具体的な質問をいただき、
充実した議論が刺激になりました。

参加者の声：Zeyang Daiさん(D3)
この機会を十分楽しめました。今回経験したﾃｰﾏに
ついて、間違いなく自分の知識が広が
りました。今回のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟで得た経験
は将来にわたってﾌﾟﾗｽになると思いま
す。また、最高の旅行でもありました。
新体験の食べ物、新しい友人、文化な
どすべてが新鮮でした。
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ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 合 同 成 果 発 表 会 盛 況

2019年度夏期ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟに参加
した学生ら15名が、学内で成
果発表会を実施しました。
来場者は学内外から40名を
超え、英語で説明・Q&Aする
など活発な会となりました。
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ﾊｯｶｿﾝ･ｺﾝﾃｽﾄ出場者・受賞者 続々と

ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(ｺｰｽA)に参加した学生は、
ﾊｯｶｿﾝやｺﾝﾃｽﾄへの出場数12件、受賞数8件と、帰国
後も積極的に活動しています。学生の活躍の様子は
随時SGUﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでお知らせしていきます。
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春ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 参加者１５名超見込

海外：DNAﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、新 SOVOﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(中国大連)
国内：ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(東京都渋谷区)
地域： 新 TIS株式会社ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ(会津若松 "AiCT")
新ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑも追加され、3ﾌｨｰﾙﾄﾞでの挑戦の機会が
拡がっています。

在籍者の声：吉井 妙子さん(B2)
Q3,4は英語科目を2ｸﾗｽとりましたが、「新しい言語
で、新しい技術を学ぶ」のはなかなか大変です。
でも、1年次に比べ英語のｲﾝﾌﾟｯﾄ量はかなり増えま
したし、3年生からはさらに英語開講
の授業が増えるので、今から自分の
力や希望にあった授業を選んで受け
られることで良い助走期間になると
思います。もっと早く始めても
良かったくらいです！引き続きICTG
ｺｰｽでの修了に向けて頑張ります。

Information

ICTGコース 一般募集出願開始

2月10日(月)より、会津大学ICTｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ全
英語ｺｰｽ(2020年10月入学)一般募集の出願が始まり
ます。出願の締切は3月19日(木)午後5時必着です。
身近に興味のある学生がいらっしゃれば、ぜひお
声掛けをお願いします！
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ｵﾅｰｽﾞ・異才発掘型学生

中国地質大学での挑戦
ｵﾅｰｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(異才発掘型)認定学生の日高さんが、
国立天文台主催の「東アジア 惑星科学・探査 夏の
学校」にて選抜され、2019年7月、中国地質大学(中
国・武漢)での1週間のｻﾏｰｽｸｰﾙに参加しました。

参加者の声：日高 理人さん(B3)
このｻﾏｰｽｸｰﾙは院生向けのため、私には
かなりの挑戦でしたが、ﾙｰﾑﾒｲﾄの留学
生が常に私の挑戦を褒めてくれたり、
一緒に参加した日本人院生の方が助け
てくれたりして心強かったです。将来
の火星着陸ﾐｯｼｮﾝの探査地域に関するﾃｰﾏのもと、講
義や議論・発表を通して今後研究する分野を知るこ
とができました。挑戦したことで得た自信が何より
自分の糧になっているので、自分の夢であるｴｱﾗｲﾝに
も全力で挑戦していきたいです。

Topics

スリランカ学生編入 好調スタート

ｽﾘﾗﾝｶ日本情報科学短期大学からの編入生募集を
開始しました。初年度となる2020年度4月入学に向
け2名の合格者が現在入学手続きを進めています。
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Silicon Valley Internship (B)

Achievement Report of
development at the U.S. Company
Two students who took part in internship for 1.5 months in
Silicon Valley were invited by domestic branch office to give
a presentation of their achievement. In spite of too short-term
internship to handle unresolved tasks, they were evaluated by
SV engineers like "This result was more than expected.", "It
can contribute to our products."

Student's Voice：Yusuke Namiki (B4)
This task I had never experienced was challenging because
it was an unresolved problem for company, too. I wanted a
little more time on the work.
After 1.5 months challenge of abroad life, I
felt great. In domestic branch office, I
received specific questions whether the
deliverables would actually be used by
companies, and the discussion stimulated me.

Student's Voice：Zeyang Dai (D3)
I enjoyed the opportunity. It definitely developed my
knowledge on the subject. My internship
experience will benefit me for the whole
life. Also, it was a wonderful trip,
everything was fresh for me with new
foods, new friends and new cultural
environment.
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Poster Session of Summer Internship Program

15 students who participated in the
summer internship program
summarized their activities and
achievement into posters and made
presentations as the final part of
this program. More than 40 visitors
came to the session. They talked lively to each other in English.
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Contest Participants and Winners Appeared
One after Another

After the Silicon Valley Internship Program (course A),
participants actively worked on their development for
hackathons and received remarkable achievement with
8 awards among our 12 works. More details of student's
activities will inform on our website.
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Spring Internship Program will Start

Overseas: DNA Program, SOVO Project (in Dalian, China)
Domestic: Cyber Agent, Inc. (in Tokyo)
Local : TIS Inc. (at AiCT Bldg. in Aizuwakamatsu)
Two new programs will start. We offer a lot of
opportunities to students to challenge 3 types of internships.
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9 students joined ICTG course

Willingness of Japanese Students
In October, 2019 Japanese students have enrolled ICTG course
and started taking classes with international students together.
In addition, the number of applicants who register for April,
AY2020 ICTG course is 17 now. We can feel their expectation
to the course.

Student's Voice：Taeko Yoshii(B2)
I have 2 classes in English now. Learning new skills with
new language is difficult for me. I study English much more
than I did in my first grade.
I think choosing class freely according to
my level and interests now will be a good
run-up for more English classes of next
year. The sooner I start, the better!
For graduation as a student of ICTG
course, I will keep up efforts.

Information

ICTG (General Selection) will Start!

From February 10th (Mon.), 2020 application of ICT Global
Program All- English course general selection (enrollment
in Oct. 2020) will begin. Application deadline is 5:00
PM(JST), March 19th(Thu). If you know someone is
interested in this program, please let us know!
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Unique Talent Discovery Program

Student's Challenge in China
University of Geosciences
Mr. Hidaka who is certified Unique Talent Discovery Program
had been selected to participate in a summer workshop
sponsored by National observatory. In July 2019, he went to
the China University of Geosciences in Wuhan, China.

Student's Voice：Masato Hidaka(B3)
It was a challenge because the workshop
was held for graduate students. I did well
owing to my teammate's encouragement and
support. Through lectures, discussions and
presentation, I could understand the fields of
my research. The confidence gained from the challenge is the
most important thing for me, so I want to challenge my
dream.
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New students from Sri Lanka in 2020

Recruitment of Advanced Standing Admission for April
Enrollment have began. AY2020 will be first year. Two
successful applicants from LNBTI (Lanka Nippon BizTech
Institute) is now corresponding admission procedures to
enroll in April, AY2020.

