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Issue & Task

Voice

<English Skills and TOEIC Test>

<Development of Entry/Exit

From AY2018, TOEIC scores were set as a
requirement for 2nd year students advancing into 3rd
year. TOEIC scores are used by many companies
for recruiting and are taken as an index in selecting
employees for department transfers and overseas
assignment. English skills are not only required for
their learning on campus, but also are important for
their job hunting and working. Our goal of TGU
project is that 55% students among all students get
over 500 marks in TOEIC in AY2023. However, it is
hard to evaluate students' English ability currently
because of the small number of TOEIC test takers
(especially for 2nd~4th year and graduate students).
Students can take the TOEIC-IP test at a
discounted price (¥3,075) at UoA, and also can
receive a financial incentive according to their TOEIC
scores. Please encourage students to take the
TOEIC test to improve their English skills.

Management System>

➢

Test date: 2018/12/5, 2019/2/16

➢

Skill Enhancement Support (financial incentive)

Students Assistants of Aizu
Geek Dojo, Mr. Nozomi
Morimoto, Mr. Yusuke Namiki,
and Mr. Fumito Haga developed an Entry/Exit
Management system. This system can record
“When and Who” entering the Aizu Geek Dojo and
Global Lounge by scanning their ID cards.
<Students Voice>
We developed the program using Python,
Vue.js and Raspberry Pi for 2 days, but we
realized there were some problems such as
data saving and accessing. We didn’t have
much time to work together, so we shared
source codes through GitHub and debugged
each other, and finally completed the system!

Information

<Domestic Internship>

The extracurricular activity course II <Internship II
(Domestic program A/B)> has been registered as a
- TOEIC over 500 points: TOEIC-IP SW test fee will be subsidized
regular course from this academic year. Two
- TOEIC over 600/under 730 points: ¥10,000
students will intern at Alpine, Inc. (2018/9/5~9/20)
- TOEIC over 730/under 860 points: ¥20,000
and one students will intern at Cyber Agent, Inc.
- TOEIC over 860 points: ¥30,000
(2018/8/30~9/27). During pre-training periods, they
*Maxim of incentive is ¥30,000 (Undergraduate students)
learned basic knowledge of working as a member
Information
of society and career design etc. They said, “we
<Enrollment of Int’l Students ~ICTG~> were able to clarify our career plan, so we want to
12 int’l students of ICTG Program will enroll at UoA expand our ability through the internship.”
in Oct. 2018. 29 Japanese students applied for the <Silicon Valley Internship>
Buddy Program. We hope the Buddies to be active
Students had great
for helping new int’l students.
experiences in SV from
Enrollments
Nationality (numbers)
Aug. 21st to Sep. 2nd and
1st year
7
China(3), Hong Kong(3), Zimbabwe(1)
returned to Aizu on Sep.
3rd year
5
China(2), Vietnam(3)
4th.
Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp osip-global@u-aizu.ac.jp
+81-242-37-2701

https://www.u-aizu.ac.jp/sgu/
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＜英語能力向上と TOEIC 受験＞
2018 年度入学生から、
3 年次への進級要件としてTOEIC

＜入退室システム開発（Geek Dojo・GL）＞
Aizu Geek Dojo SA の森本 望さん、

の点数が設定されました。TOEIC の点数は、多くの企業が 並木 優祐さん、芳賀 史都さん（学部
新入社員採用時に参考にしているだけでなく、就職後の 3 年）が入退室システムを開発しまし
部署異動や海外出張・海外赴任者選抜の参考にしている た！学生・教職員ともに、ID カードを
企業もあります。本学の学修で英語能力が求められるの リーダーにかざすだけでいつ・誰が・
は当然ですが、就職活動や就職後も英語能力が求められ 入退室したのかがわかる仕組みです。
ています。本学 SGU 構想においては、2023 年に TOEIC500 Geek Dojo、Global Lounge を積極的に
点以上の学生を 55%とすることを目標としています。

使用してください！

しかしながら、現状では TOEIC 受験者数が少なく（特 <Student Voice>
Raspberry Pi を基盤として、Python と Vue.js を使っ
に 2 年生以上と大学院生）
、学生の実力が測れていませ
ん。本学では TOEIC-IP テストを割引価格（3,075 円）で て、2 日で基本的なプログラムを組むことができました
受験することが可能です。また、TOEIC の点数によってス が、試行中にデータの保存や入力されたデータの受け渡し
キルアップ奨励金を受け取ることができます。

などの不具合が見つかりました。3 人が集まって作業する

英語能力判定および向上のために、TOEIC を是非活用 時間がなかったので、GitHub でソースコードを共有し、
各自時間のあるときにデバッグして完成させました！
してください。
●今年度受験日：12/5(水), 2/16(土)
●スキルアップ奨励金（学部生のみ対象）
TOEIC 500 点以上：TOEIC S&W-IP 受験料全額助成
TOEIC 600 点以上・730 点未満: 10,000 円
TOEIC 730 点以上・860 点未満: 20,000 円
TOEIC 860 点以上: 30,000 円 ※助成金額の上限は 30,000 円です

＜国内インターンシップ開始＞
今年度より、課外活動コースⅡ<インターンシップⅡ(国
内 A/B)>が正規科目（各 2 単位）として登録されました。
アルパイン株式会社で 2 名（2018 年 9 月 5 日～9 月 20
日）
、株式会社サイバーエージェントで 1 名（2018 年 8 月
30 日～9 月 27 日）の学生がインターンシップを行います。

Information

事前研修で学生は、社会人としての基礎知識やキャリアデ

＜2018 年度 ICTG 学生入学＞

ザイン等を学びました。
「キャリアプランを明確にできた

2018 年度のICT グローバルプログラム全英語コースに
12 名の留学生が入学します。また、29 名の日本人バディ
の応募がありました。バディの活躍を期待します！
入学者数

Information

国籍

1 年生

7

中国(3),中国・香港(3),ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ(1)

3 年次編入生

5

中国(2)、ﾍﾞﾄﾅﾑ(3)

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

ので、インターンシップを通して成長したい」と意気込み
を語りました。

＜シリコンバレー
インターンシップ＞
8 月 21 日～9 月 2 日まで
シリコンバレーで活動し、9
月4 日無事に帰国しました。

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

