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Topics

西会津 地域の方々を交えて、Topics

今年も会津大ほかタイ等各地から学生が参加し、
8/20から4日間の合宿を実施しました。学生らは現地
調査を経てアイデアを練り、発表しました。

2020年度 学生募集要項公開
ICTGコース香港特別推薦枠(秋季入学)及び、スリラン
カ3年次編入4月入学についての新しいプログラムが
2020年度より開始されます。

「創造力開発スタジオ」実施

シリコンバレーインターンシップ
2週間の研修が修了
現地企業の技術者などにアドバイスをもらいものづく
りに取組むコースＡへの参加者が2週間の研修を経て
9/10に帰国しました。

参加者の声：山田 快さん(B2)

参加者の声：佐藤 亜斗武さん(B2)

「シリコンバレーは優秀なエンジニアが集結して
いる場所」というイメージがあり若干緊張してい
ましたが、現地の方々とは気さくに
話しができ、予想より親しみやすい
環境だったなと感じました。様々な
会社を見学できたのも良かったです。
今後は国内インターンシップや他国に
も訪問してさらに技術を磨きたいです。

ICTGコース 秋季7名卒業

9/18、ICTGコースの秋季学位授与式が行われました。
今年度は7名の学部生が卒業し、その中から2名が大
学院へ進学します。
また、9/30から2日間で新入生向けのオリエンテー
ションが行われました。今季から学部2年の日本人
学生9名がICTGコースに加わり、中国・インド(1年
生)、ベトナム(3年生)の留学生と共に新学期をス
タートします。 留学生とのバディプログラムには、
19名の日本人学生が立候補し、今後の授業や私生活
で交流しながら自身のグローバルな感性を養います。

Voice Aizu Geek Dojo

主催者の声：助川 拓哉さん(B2)

学生(SA)が企画から運営まで務めた『光る宝箱を自
作しよう!』講座に、地域の小学生が参加しました。

小学生対象の講座ということで、形状や機能、
当日どんな作業を体験してもらうか等すべて一
から企画しました。また、直前まで試作を重ね
細かい調整には苦労しましたが、当日は参加者
の皆さんが親子で楽しんでくれ
たので良かったです。 ハード面の
改良にも今後取組んでみたいです。

Information

当日の模様はこちらから⇒

Topics 中国の「今」を知る2週間。

何より楽しかったのは開発です。今まで使った
ことのないツールを使った開発は、トラブルも
あり悔しい思いもしましたが、自分
のアイデアを実現する貴重な機会に
なりました。また企業訪問では、自
分にはない発想でものづくりをして
いる現場を見ることができ、刺激を
受けました。

AIZU SGU NEWS

KAWARABAN

大連東軟信息学院主催の留学プログラム(9月)に学
部生8名が私費で参加しました。

入学生7名を迎えて新学期へ

公開講座

学生(SA)

主導で

初実施
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“Creativity Development Studio”
with local people in Nishi-Aizu

Topics

Creativity Development Program was held  for 4 days from 
August 20th in Nishi-Aizu. Students from some Japanese 
universities and Thailand universities took part in it. 
They created great ideas after the local field trip and gave 
presentations at the end.

Application Guide for AY2020

2-weeks Internship program in 
Silicon Valley completed.
7 participants of Silicon Valley Internship Program 
course A, developing a hardware with the supports from 
local companies, returned home on September 10.

Voice Students-Led First

Takuya Sukegawa(B2) ／organizer

Student Assistants(SAs) held an event to invite local 
elementary school students which is called “Let's make a 
"light-up treasure box“!”

We planned everything for the workshop what products
to make, what functions to add, what kind of work fits for 
elementary school students.
We made prototypes over and over to make small 
adjustments. However, all participants enjoyed our lecture.
We would like to improve both the 
hardware design and the lecture in 
future.

Information

Check More Information ⇒

Topics 2-weeks experience to feel China “Now”.

AIZU SGU NEWS

KAWARABAN

Student’s Voice：Kai Yamada (B2)

Student’s Voice：Atomu Sato (B2)

I was a little bit nervous because I thought Silicon 
Valley(SV) is a place where excellent engineers 
gathered. Actually, I could talk frankly with local 
people so that I felt it is friendly place 
for me. It was also a good opportunity 
to visit many companies in SV.
I’d like to participate in other internship
programs in Japan and go abroad to 
brush up my skills.

The most fulfilling memory was program 
development.  I was little frustrated because the 
development tools I had never used didn’t work 
sometimes, but realizing my ideas was 
a valuable experience for me.
When I visited local companies, I was 
able to see the developments that 
engineers created with ideas I had 
never thought of. I was inspired.

8 undergraduate students participated in overseas study 
program (Sep.) provided by Dalian University of Information 
with private expense.

New admission programs will start including “HKDSE 
Category A Special Recommendation (autumn admission)”
and “Selection of Applicants Residing Outside Japan for 
April Admission” in AY2020.

On Sep. 18th, Autumn Degree Conferment ceremony was held. 
This year, 7 undergraduate students graduated and 2 students of 
them go to our graduate school.
International student orientation was held for 2 days from Sep. 
30th. This year, 2 freshmen from China(Hong Kong) and India, 
and 5 3rd-year transfer students from Vietnam enrolled the UoA. 
In addition, 9 Japanese students joined to ICTG course.
19 Japanese students joined the Buddy Program. 
They will provide support to international student and develop 
their global mindset.
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7 ICTG students graduated and 
7 students enrolled in autumn. 


