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<Silicon Valley Internship Program> 
 In this program, students will develop their prototype 
in Hacker Dojo which is a Silicon Valley (SV) Office of 
the University of Aizu (UoA). Since the Hacker Dojo is 
a co-working space of engineers, the students can 
experience product development directly. In addition, 
they give a presentation about their prototype to 
engineers and entrepreneurs in English and exhibit 
their prototype in a Mini Maker Faire. Furthermore, 
visiting companies and universities is also a part of the 
program, which encourages them to feel professional 
atmosphere of product development.  
 A total of 39 students 
participated in the 
explanatory session 
and 14 students 
applied for the program. 
Through the interview, 
eight of them including 
international students were selected. 
<Period> 
- August 14 – 18, 2017 (Prior training) 
- August 23- September 5, 2017 (Internship) 
* See the overview of the last year’s program. 
https://tgu.mext.go.jp/studentlife/life/index.html 
 
 

＜Mid-term Study Abroad＞ 
Mr. Shumpei Tosa (4th year student)   
 I went to Rose-Hulman Institute of 
Technology (US) as an exchange 
student for three months.  The 
class requiring advanced 
knowledge as well as a large 
amount of homework. I felt the quality of the classes were 
wonderful because the knowledge was unforgettable what 
I have learned. This experience had a big impact on my 
future choice. 

 

<Special Courses for 1st & 2nd Year Students> 
 1st and 2nd year students will be invited to attend the 
following special courses offered in AY 2017.

 
<Application Schedule> 
July 19 
(Wed) 

1) Faculty member can recommend 3 
excellent or potential students and sends 
their names and IDs, if possible short 
recommendation to SGU Office (sgu-
office@u-aizu.ac.jp). SGU will invite them 
individually to participate in the courses via email. 

 2) The invitation announcement poster will 
be posted on campus. 

 3) SGU will request all 1st and 2nd year 
students via email. 

July 24 
(Mon) 

Deadline of faculty recommendation 

July 31 
(Mon) 
16:30 

Application Deadline: The participants will be 
selected in order of the application arrival 
and their motivation. 

 

<Short-term Study Abroad Fair> 
 “AY 2017 Short-term 
Study Abroad Fair” was 
held on July 5, 2017, and 
around 200 students join 
the fair. First, professors explained about study 
abroad program. After that, five students gave 
presentation about their experience in Rose-Hulman 
Institute Technology in the US or University of 
Waikato in New Zealand. The students made the 
power point slides and script in English. Since their 
overseas experience was so unique and interesting, 
the audience listened carefully to their presentations. 

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

Course Lecturer Period Quota
Basic Manufacturing
Course

Mr. Akira Sasaki,
CEO of FaBo Ltd.

Q3&Q4
AY2017

Each
10

Programming
Contest Preparation
Course

Prof. Yutaka
Watanobe

 Q4
AY2017 30

 TOPICS 

 Voice 

 Issue & Task 

 Information 

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


ｄ 

 

 

 

第１1号 2017年6月＆7月合併号 

発行者：スーパーグローバル大学推進室 

 

＜シリコンバレーインターンシッププログラムを実施＞ 
 この研修は、会津大学シリコンバレー（SV）オフィスで

ある「Hacker Dojo」を拠点とし、製品開発を行います。

Hacker Dojo は技術者のコワーキングスペースであるた

め、製品開発の現場を肌で感じながら研修をします。さら

に、開発品をMini Maker Fairに出展したり、技術者や研

究者の前で英語で開発品のプレゼンをします。その他、SV

の近隣の大学や企業訪問等を行います。 

 6月14日（水）の学生募集

説明会には 39 名の学生が参

加し、申込者は14名でした。

面接を経て、留学生を含む 8

名の学生が参加することに

決定しました！ 

＜研修期間＞ 

 国内事前研修：2017年8月14日(月)～8月18日（金） 

 海外研修：2017年8月23日(日)～9月5日（月） 

※昨年度の概要は SGU 基幹サイトに掲載されています。

https://tgu.mext.go.jp/studentlife/life/index.html 

 

 

＜中期留学に行ってきました＞ 
 土佐 俊平さん（4年生）  

  私はローズハルマン工科大

学へ３か月間、交換留学生と

して派遣されました。ローズ

では、毎日のように出される

膨大な量の課題・高度な知識

を要求される授業と、多忙な

日々を送りました。しかし、今でも学んだ知識を忘れるこ

とが無いので授業の質は素晴らしいものでした。この留学

で経験したことは唯一無二で、私の将来の選択に大きな影

響を与えました。 

 

＜特別講座に参加する1・2年生を募集＞ 
 下記特別講座を今年度も開講し、講座に参加する1・2

年生を募集します。 

講座 講師 開講時期 定員 

ものづくり基本講

座 

(株)FaBo  

佐々木 陽 氏 

2017年 

Q3＆Q4 

各 

10名 

プログラミングコン

テスト準備講座 

渡部 有隆  

上級准教授 
2017年Q4 30名 

＜募集スケジュール＞ 

7月19日(水) ①成績優秀または素質がある学生を 1

教員あたり 3名まで推薦してください。

学生の氏名、ID、簡単な推薦文を sgu-

office@u-aizu.ac.jpに連絡をしてくださ

い。推薦された学生に対して SGUから

個別に参加を勧めるメールを送信しま

す。 

②参加者募集ポスターを学内に掲示。 

③1，2年生に一斉メールを送信。 

7月24日(月) 教員推薦締切 

7月31日(月) 

16:30 

学生募集締切。意欲と先着順を考慮し

て参加者を決定します。 

 

＜短期留学フェアを開催＞ 
 7月5日（水）に「2017

年度海外短期留学フェ

ア」が開催され、約 200

名の学生が参加しまし

た。教員から短期留学プ

ログラムの説明があり、

その後、3 月にワイカト大学とローズハルマン工科大学

で研修を終えた 5 名の学生の発表がありました。発表学

生は自分で英語原稿を作成し発表しました。発表学生の

ホームステイや現地の学生との交流に、参加学生は興味

深く聞き入っていました。 

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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