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No.7 January 2017 
Center for Globalization 

Office for Strategy of International Programs & Promotion Office for Super Global University 
 
<Request for Cooperation of Student Class Evaluations> 
 Student Class Evaluations for graduate school will be 
implemented on the website to improve the quality of education with 
students’ opinions from Q4, 2017 as well as undergraduate school.  
Rate of Student Class Evaluations is a part of TGU Concept. The 

intermediate evaluation for the TGU Concept of UoA will be 
implemented in 2017, and we need to report our achievements from 
2014 to 2016 to MEXT. Therefore, we would highly appreciate your 
understanding and cooperation on this matter. 
＜Evaluation Method for Graduate School＞ 
Period：During the last 2 weeks in Q4 
Method：Online Questionnaire 
Targeted Courses： 
1) Courses in Q4; The same format as undergraduate school 
2) Research Seminar I・II (Graded by the end of March); Free description 
 
 
<Special Seminar of “Culture and History of Aizu” ~ICTG~> 
 “Culture and History of Aizu” as one of the general 
education courses started from last December.  
Date/Time：January 7, 2017  9:00-12:30 
Location：Aizu Keikodo, adult education center 
Lecturer：Aizu History Course Organizer: Mr. 
Shinichi Noguchi, Prof. Mizuo Kansen, Prof. 
Shigeyuki Aoki, Prof. Tatsuki Kawaguchi, 
Personnel of the Office for Promotion Arifumi Saito 
Attendees：15 UoA students (eight international students), 20 Aizu 
High School students, and 20 citizens (Total 44) 
Content： 

This special seminar was held in 
collaboration between “Five Years 
Anniversary of Aizu Keikodo Project” and 
“UoA Collaboration Project: Aizu-Machinaka Campus”. The theme 
of this seminar was “Let’s learn history of Aizu with your eyes and 
ears!” The seminar was provided in both Japanese and English. 
The attendees understood history and culture of Aizu deeply 
through the lecture by Mr. Noguchi, an exhibition “Historical 
Transition of Aizu with Old Maps, Photos and Paintings” and team 
discussion. The citizens re-discovered attractiveness of Aizu while 
the international students compared their cultures with Aizu’s and 
showed interests in various ideas.  
Voice from Mr. Thanh Pham (1st year PhD student)  

It was really an interesting event through which I could learn a lot about the 
history of Aizu. In particular, I was impressed by the word “koku 石” which was 
used to measure the strength of each domain. The exhibition was also 
impressive. 

 
<Study Abroad Program> 
 Students will join study abroad program in the following 
periods. We hope they will learn a lot abroad. 
1) USA (Indiana State) / Rose-Hulman Institute of Technology 
 10 students, March 5-March 26, 2017 (3 weeks) 
2) New Zealand (Waikato) / University of Waikato 
 8 students, March 4-March 25, 2017 (3 weeks) 
3) China (Dalian) / Dalian Neusoft Institute of Information 
 1 student, March 1-March 15, 2017 (2 weeks) 

Further, the crisis management orientation for study 
abroad will be implemented on the following schedule. In the 
orientation, the students will learn how to protect themselves 
from crimes and terrorisms. Please feel free to contact OSIP if 
you are interested in the orientation. 
Schedule:  February 8, 2017  14:50-16:20 (Room; M6) 
  
<Introduction of Hong Kong Special Selection> 

“ICT Global Program All-English Undergraduate Course 
(HKDSE Category A Special Selection)” has been newly 
introduced so that students can apply for the program with 
HKDSE (Hong Kong Diploma of Secondary Education).  In 
line with the introduction, students with various background are 
expected to enter our university. As for the features of students 
in Hong Kong, please refer to No.6 KAWARABAN.  
Application period: June 26-July 7, 2017 
Recruitment number: A few students 
 
<Situation of Buddy System ~ICTG~> 

UoA has introduced Buddy System for international 
students, and there are 20 buddies (Japanese students) for 11 
ICTG students. The buddies often contact and support the 
international students so that they can spend productive 
college life comfortably. All buddies communicate with the 
students in English, which develops their English abilities.  
Based on the questionnaire last November, 7 out of 11 ICTG 
students are satisfied with the system and building a great 
friendship with the buddies. 
Examples of the activities (Hearing from buddies last 
December) 
- Contact on SMS once a week 
- Lunch and dinner 
- Sports  
- Shopping  
- Internet connection, credit card, use of delivery service, guide 

to city hall, etc. 

Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp  osip@u-aizu.ac.jp          https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/ 
+81-242-37-2701                       
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第７号 平成２９年１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 

 

＜学部・大学院の授業評価実施にご協力ください＞ 

 今学期（Q4）より、学部科目だけでなく、大学院科目においても

授業評価が実施されます。学生の意見を聞き、教育の質の向上に活

用しましょう。 

 平成 29年度に会津大学 SGU構想の中間評価があり、平成 26年

度（1年目）から平成 28年度（3年目）までの 3か年の成果を文

部科学省に報告します。学生による授業評価実施授業科目数は評

価指標のひとつになっています。 

＜大学院授業評価の方法＞ 

実施時期：Q4の最後の2週間 

実施方法：オンラインアンケート 

対象科目： 

1)Q4科目；学部の講義アンケートと同様の設問 

2)研究セミナーI・II（今年度末に成績が確定するもの）；自由記述 

 

＜「会津の歴史と文化」特別講義 ～ICTG～＞ 

 教養科目のひとつである「会津の歴史と文化」の授業の一環とし

て特別講義が行われました。 

日  時：2017年1月7日（土）9:00～12:30 

場 所：會津稽古堂 生涯学習総合センター 

講 師：会津歴史考房 主宰 野口信一 氏、 

    会津大学 甘泉瑞応 教授、青木滋之 上級准教授、 

    川口立喜 准教授、齋藤有史 大学教育推進員 

受講者：会津大学部生 11 名（うち留学生 4 名）、大学院留学生 4

名、会津高校生20名、会津若松市民9名 計44名 

内 容： 

 この特別講義は、會津稽古堂開館 5

周年記念事業×会津大学協働プロジェ

クト「あいづまちなかキャンパス」と

連携して実施し、「見て聴いて学ぶ！会

津の歴史」をテーマとしました。講義は日英両方で行われました。 

 野口氏による講演と、「古地図・古写真・絵画でたどる懐かし

の会津」展の鑑賞、およびチームごとによるディスカッションを

通して、昔の会津に触れ、会津の歴史と文化について理解を深め

ました。市民の方からは「会津の魅力を再発見することができ

た」との声がありました。留学

生は、会津と自国の文化を比較

し、多様な考え方に興味を示し

ていました。 
 

Thanh Pham (1st year PhD student) さんの感想 

 It was really an interesting event through which I could learn a lot about the history 

of Aizu. In particular, I was impressed by the word “koku 石” which was used to 

measure the strength of each domain. The exhibition was also impressive. 

 

＜学生が短期留学に行きます＞ 

 次の時期に学生が短期留学に行きます。海外で多くのこと

を学んでくれることを願っています。 

1)アメリカ（インディアナ州）/ローズハルマン工科大学 

 10名、2017年3月5日～3月26日（3週間） 

2)ニュージーランド（ワイカト）/ワイカト大学 

 8名、2017年3月4日～3月25日（3週間） 

3)中国（大連）/大連東軟信息学院 

 1名、2017年3月1日～3月15日（2週間） 

 

 留学に際しての危機管理オリエンテーションを次の日程で

行います。犯罪やテロの脅威から自分の身を守る方法等につ

いて説明します。興味のある方はどなたでも参加可能です。

（問合せ：OSIP） 

○ 2017年2月8日(水)14:50～16:20（場所：M6教室） 

  

＜ICTG香港特別選抜入試ができました＞ 
 香港で行われている試験“HKDSE(Hong Kong Diploma of 

Secondary Education；香港中學文憑)”の成績を用いて出願

が可能な「ICTグローバルプログラム全英語コース（香港特別

選抜）」を新たに導入しました。多様な留学生の入学が期待さ

れます。香港の学生の特徴については、第 6号 KAWARABANを

ご覧ください。 

出願期間：2017年6月26日～7月7日 

募集人員：若干名 

 

＜バディシステム活動状況 ～ICTG～＞ 
 ICTGの留学生 11名には日本人学生のバディ（相棒）20名

が付いています。バディは定期的に留学生と連絡を取ること

により、留学生が不安なく、充実した大学生活を送れるよう

サポートをしています。すべてのバディは英語でコミュニケ

ーションを取っており、日本人学生にとっては英語の勉強に

役立っています。昨年度11月に留学生にアンケートを実施し

た結果、11人中7人がバディシステムに満足しており、良い

関係が築けていることが分かりました。 

活動の抜粋（2016年12月バディミーティングより） 

・週１回程度メールやLINE、Facebookを使って連絡を取る。 

・一緒に食事をする。 

・一緒にスポーツをする。 

・洋服や日用品の買い物をする。 

・ネット接続の手伝い、クレジットカード作成の相談、宅急

便の送り方や市役所の場所等の手引き 等 

 

Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp  osip@u-aizu.ac.jp          https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/ 
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