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Information

<Japanese students are welcome to <Unique talent discovery program: three
cases of receiving honors special expenses>
join the ICTG course>
- A student who has a rich knowledge of number theory,
Japanese students can join the ICT Global All-English
course (ICTG course) in April 2019. The ICTG course
is an undergraduate course to give lectures and
exercises entirely in English. Students who complete
the course will obtain a bachelor’s degree and an ICTG
Course Completion certificate.
- Int’l and JP students take classes together in English.
- Students can interact each other through classes.
- Period of joining the course: the Q1 or Q3 of the 2nd year
- Application procedure: Submit an application form to SAD
Advantages
- Learning CS in English!
- Improving communication skills in English!
- Developing friendship with int’l and JP students!
- Enhancing understanding of internationalization
on a global environment!
- Being familiar with English environment for those
who are interested in the graduate course or the
Integrated Undergraduate-Master's Program.
- Developing practical English skills and taking
advantage of appealing in the applications and the
interview of overseas studies and internships.
An orientation of ICTG course for JP 2nd year students
was held on April 16th, 2019. Many participants had
experiences of short-term overseas studies or joining
in Buddy Program. Some students submitted the
applications immediately after the orientation.

Issue & Task

graph theory, algorithms, and programming skills. He is
preparing ACM-ICPC and aiming for a prize.
- A student who has high skills of software developing
through developing original rendering application and
participating in international Hackathons.
- A student who are playing an important role in the program
of Japanese students studying in Dalian Neusoft University
of Information (DNUI) through his experience of studying
abroad, language training, and volunteering activities.
We are looking forward to more students applying this
program and taking a step forward their self-fulfillment.

Voice

<China/Dalian SOVO Program>
The Dalian Business Development
Program (SOVO Program) as a collaboration between UoA
and Alpine Electronics, Inc. (Alpine) has started in March 2019.
A team is consisting of students of UoA and DNUI proposed a
car sharing service under the supervision of Alpine.
Voice of student: Mr. Shunji Kanno (B4)
Three students of UoA and three students of DNUI came up
with an idea of a car sharing service. The members with
different background built strong teamwork because their goal
was clear. One of attractiveness of this program is to develop a
business product from scratch. We strongly recommend other
students to join this program to gain practical experience that
can not be learned from general lectures!

<A new instructor of Japanese classes>

ICTG course for JP students will offer the students’ Prof. Akemi Kusakari
globalization and developing CS technologies, I have taught Japanese classes in ICTG
course since April 2019. I’ve been engaged in
improvement of UoA’s educational level, and PR of
teaching Japanese to int’l students from more than 30
UoA’s education. In addition, it will be a solution to the countries for 20 years. I am adopting Direct Method which
issues of 1) increasing interaction between JP and int’l means teaching Japanese in Japanese. In case students don’t
students and 2) improving English skills of Japanese understand Japanese at all, it is not necessary to worry about
students and mentioned by MEXT in the 4th year Mid- it because of vocabulary control learnt. Int’l students can join
my classes freely. Please join us!
term evaluation of TGU project (AY2017).
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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＜ICTG コースに日本人学生が
在籍できるようになりました＞
2019 年 4 月から、ICT グローバルプログラム全英語コ
ース（ICTG コース）に、日本人学生が在籍できる要綱が
策定されました。ICTG コースは、英語で講義・演習を受
けることで学部を卒業するプログラムです。


留学生と日本人学生が英語で一緒に授業を履修します。



学修を通した異文化交流が生まれます。



在籍開始時期：2 年次 Q1 または Q3 から



申請：在籍届を学生課教務係に提出
ICTG コース在籍メリット


英語でコンピュータサイエンスを学ぶ！



英語によるコミュニケーション能力の向上！



留学生と友達に！



国際的な環境に慣れる！国際理解が深まる！



大学院進学希望者・オナーズプログラム一貫型参加希
望者：早期に英語環境に慣れる！

Information
＜異才発掘型：オナーズ活動費取得事例＞
整数論やグラフ理論、アルゴリズムを学習し、プログラミ
ング能力を磨き、ACM-ICPC に出場、入賞を目指す。
 独自のレンダリングアプリ開発や国際的なハッカソ
ン出場を通して、ソフトウェア開発のスキルを磨く。
 大連東軟信息学院（中国）に留学し、語学研修・ボ
ランティア活動を行いながら、日本人学生の受け入
れ体制構築に携わる。
多くの学生が異才発掘型に申請し、
彼らに続いて自己実
現への一歩を踏み出すことを期待します。


Voice

＜中国・大連 SOVO プログラム実施＞
2019 年 3 月より、アルパイン株式会社と本学の共同に
よる大連事業開発プログラム（SOVO プログラム）を行
いました。アルパイン社によるアドバイスの下、本学と
大連東軟信息学院（DNUI）の混成学生チームがカーシェ
アサービスの企画立案を行いました。
参加者の声：菅野 竣仁さん（B4）

本学学生 3 名と DNUI 学生
3 名の 6 人で、カーシェアサ
践的な英語力を身につけることができる！申請時や ービスのアイディア出しを英
面接時にアピール！
語で行いました。各メンバー
4 月 16 日に 2 年生を対象としてガイダンスを開催した のバックグラウンドは異なり
ところ、さっそくコース在籍届を提出した学生がいまし ましたが、目標がひとつのた
め、とても連帯感がありました。このプログラムの大き
た。参加者の多くは、短期留学やバディを経験した学生で
な魅力は、世に出す製品の開発にゼロから考えられたこ
した。
とです。授業や研究ではできない経験なので、意欲のあ
る学生を仲間に入れて企画を具体化していきたいです。


海外留学・海外インターンシップ参加希望者：より実

Issue & Task

ICTG コースへの日本人学生在籍は、会津大生のグロー

＜日本語講師の紹介＞

バル化と技術力獲得、会津大学の教育の質の向上、会津大 草刈 明美 先生
学の教育の PR に大きく貢献すると考えています。また、 初級・中級・上級日本語 I・II、ビジネス日本語
4 月より ICTG コースで日本語を教え
SGU 事業における 4 年目中間評価の文科省からの指摘事
ています。教師歴は 20 年、30 か国以上の留学生に教え
項「留学生と日本人学生の学修を通した交流の増加」と「日 ました。留学生には日本語で日本語を教えています。既
本人学生の英語能力向上」を解決する施策です。
習の日本語でコントロールしながら授業するので、全く
日本語が話せなくても心配いりません。ICTG1，2 年生
以外の留学生の聴講も可能です。一緒に勉強しませんか。
Contact: sgu-office@u-aizu.ac.jp osip-global@u-aizu.ac.jp
+81-242-37-2701

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

