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<Healthcare Hackathon> 

“Healthcare Hackathon” hosted by Aizu General Holdings 

Co., Ltd. was held on Dec. 5-22, 2018. 35 students of 12 

teams developed their unique products such as VR/AR 

contents and 3D models using 3D printer at Aizu Geek 

Dojo, which made the event end with great success. 

 

 

 

 

<First prize team> 

 Team members: Mr. Ryuji Fujita (B4), Hisashi Teruya 

(B4), and Shinya Hirakawa (B4) 

 Product: VR fitness 

 Please watch their product’s video on the digital 

signage at ALO and cafeteria! 

Team Voice: Since we were very impressed by Mr. 

Teruya’s idea of VR fitness, we decided to participate in 

the Hackathon. This hackathon provided us a good 

opportunity to create our product. We gained confidence 

in our skills and idea because we received great reputation 

from users. 

 

<Students of Unique Talent Discovery Program> 

Four students of the Unique Talent Discovery Program 

(Mr. Hisato Matsukawa (B1), Mr. Kazuki Morita (B1), Mr. 

Syota Nakada (B2), Mr. Takanori Sato (B2)) participated in 

the Asia Taipei Regional Contest and Asia Yokohama 

Regional Open Contest of ACM-ICPC 2018. We are 

looking forward to their growth and success in the future. 

<info> AY2018 Programming Contest Preparation Course  

Date: From 2019/2/19 (total 5 lessons) 

Lecturer: Prof. Yutaka Watanobe 

 

<Financial Support for TOEIC> 

Students can receive a financial incentive (max 30,000 

yen) according to their TOEIC score (only to 

undergraduate students). The application procedure is 

simple. Don’t forget to receive your incentive! 

 Contact: Student Health and Welfare Services Section 

 Required documents: Application form (write your 

name and seal at SAD), copy of TOEIC score sheet 

 Payment Receiving: by cash after one week of the application 

 Target score:   http://www.u-aizu.ac.jp/intro/organization/supporter/ 

* Please check your TOEIC score through Admin. System.  

* Please get IP Score Report by the deadline specified 

by Academic Affairs Section. 

<Joint Presentation of Internship Programs> 

Joint Presentation of Internship Programs (Silicon Valley 

Internship, Cyber Agent Internship, and Alpine 

Internship) was held on Dec 12th, 2018. Students 

shared their works and 

experiences through 

demonstrating their 

products and exchanged 

ideas with audiences 

after the presentation.  

<Applicants for overseas program are increasing!> 

A poster session was held in addition to overseas fair in 

AY2018. 63 students participated in this fair (45 students 

in AY2017). This session decreases the students’ worry 

about overseas study and improved their interest in it 

through the face-to-face communication with students 

who participated in the program last year. 

 RHIT Univ. Waikato 

AY2018 AY2017 AY2018 AY2017 

Applicants 28 12 14 10 

Dispatch students 10 10 11 8 
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＜健康づくりハッカソン開催＞ 

(株)会津ゼネラルホールディングス主催の「健康づくり

ハッカソン」が開催され（2018/12/15-22）、前回の参加

者数を大きく上回る35名が参加しました。初めてハッカ

ソンに参加した学生やVR/ARコンテンツを作成したチー

ム、Aizu Geek Dojoの設備を使ってものづくりをしたチ

ームなど、個性豊かな開発品がそろい、にぎやかな大会

となりました。 

 

 

 

 

＜最優秀賞受賞チームVoice＞ 

 藤田隆司さん(B4)、照屋尚志さん(B4)、平川慎也さん(B4) 

 開発品：VR筋トレ 

 学食前・ALO前モニターで開発品の動画が見られます！ 

学生の感想：照屋君のVR筋トレのアイディアに賛同し、3

人で参加することに決めました。ハッカソン期間中は、作

りたかったことの4割程度しか完成できませんでしたが、

温めていたアイディアを形にするとても良い機会でした。

そして、観衆から好評を得たことで、自分たちのアイディ

アと技術に対する自信を持つことができました。 

 

＜オナーズ異才発掘型学生がACM-ICPCで活躍＞ 

オナーズプログラム異才発掘型に認定された学生 4 名

（松川寿人さん(B1)、守田一喜さん(B1)、仲田勝太さん

(B2)、佐藤孝紀さん(B2)）が、ACM-ICPCアジア地区台北

コンテスト(2018/11)および ACM-ICPC アジア地区横浜

オープンコンテスト(2018/12)に出場しました。ACM-ICPC

の雰囲気を体感したことで、今後の成長が期待されます。 

《お知らせ》2018年度プログラミングコンテスト準備講座開催 

日程：2019年2月19日より全5回（予定） 

講師：渡部 有隆 上級准教授 

 

＜TOEICスコアを獲得してスキルアップ奨励金をもらおう＞ 

TOEIC で一定のスコアを獲得すると（学部生のみ）、

最大3万円のスキルアップ奨励金を受け取ることができ

ます！手続きはとても簡単です。受け取るのを忘れてい

ませんか？ 

 申請窓口：学生課支援係、受付随時 

 必要書類：申請書（窓口で記名、押印、必要事項の

記入）、TOEICスコアのコピー 

 奨励金の受け取り：約一週間後、現金で手渡し 

 対象スコア：http://www.u-aizu.ac.jp/intro/organization/supporter/ 

※TOEIC スコアが学務システムで確認できるようにな

りました！スコア証明として、TOEICスコア（紙）を教

務係窓口で指定の期限までに必ず受け取ってください。 

＜インターンシップ合同成果発表会実施＞ 

2018 年 12 月 12 日にシリコンバレーインターンシッ

プと国内インターンシップ（株式会社サイバーエージェ

ント、アルパイン株式会社）の合同成果発表会を実施し

ました。発表会終了後の

交流会では、開発品のデ

モやお世話になった方

との意見交換があり、発

表者の苦労や成果を聴

講者と共有しました。  

＜短期留学希望者が増えました＞ 

2018年度は例年の留学フェアに加え、留学説明会をポ

スターセッション形式で実施しました。この説明会に63

名（2017年度は45名）が参加し、前年度短期留学を経

験した学生と今期留学を考えている学生が交流し、直接

質疑応答ができました。これにより留学への不安がなく

なり、むしろ興味と期待が大きくなったと考えられます。 

 ﾛｰｽﾞﾊﾙﾏﾝ工科大学 ワイカト大学 

AY2018 AY2017 AY2018 AY2017 

応募者数(人) 28 12 14 10 

派遣者数(人) 10 10 11 8 
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