
 
                                                       P.1 

 

 
北京大学（中国）にて開催される 「AEARU Science & Engineering Summer Camp」の案内が届きました

ので、下記の通り、学内募集を行います。選考通過者には、渡航費等の費用の一部を本学が支援します。 
 
１．概要   電気工学およびコンピュータ―科学 の最先端分野に焦点をあてた9つのコースが提供され、参加

者は、最大2コースを選択できます。カーネギーメロン大学、オックスフォード大学、インペリアル・カ
レッジ・ロンドン、エディンバラ大学等から招聘された教授が講義を行います。参加にあたっては、
数学、アルゴリズム、物理学、工学についての基礎知識が必要とされます。プログラムの詳細は、2
ページ以降をご参照ください。 

   
※AEARUとは・・・The Association of East Asian Research Universities（東アジア研究型大学協会）の略称です。
1996年に、東アジアの大学間のパートナーシップ強化の為に設立されたコンソーシアムで、現在、中国、台湾、韓国、日本
から合計18大学がこのコンソーシアムに参加しています。 
 
２．開催時期 2017 年 7 月 3 日（月）～8 月 4 日（金） (留学期間は選択コースによって異なります) 
３．開催地 北京大学（北京、中国） 
４．応募資格 本学所属の学部生、大学院生 
５．推薦人数 2 名 

６．参加費    学費(10,000 人民元) は免除。宿舎費(大学内の場合、1 泊 150 人民元)、食費、渡航費、

現地交通費、保険費用、その他費用については自己負担。成績優秀者には、ＡＥＡＲＵより宿

舎費の補助 (宿泊日数 15 日を上限）があります。学内選考に合格した場合、渡航費等の費

用の一部を本学が支援します。ただし、外国人留学生は私費の正規課程在籍者が支援の対

象となります。 

７．提出書類 ※書類不備の場合は受け付けないので、注意すること。 

 ①海外派遣プログラム願書（様式１）＊ 
②Nomination Form（様式 2）＊ 

 ③成績証明書（学部、大学院） 
 ※大学院生は学部（博士課程であれば、学部と修士課程）の成績証明書も提出すること。 

 ④英語能力証明の写し（TOEIC、TOEFL 等のスコアシート） 

 ＊①・②の様式は下記ウェブサイトからダウンロードできます。 

http://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/programs/short_term.html#AEARU  

８．提出期限  2017 年 5 月 24 日（水） 17 時 厳守 

              ※応募にあたっては、アカデミックアドバイザー、学科助言教員、指導教員による承認（願書への

押印）が必要なので、余裕を持って準備をすること。北京大学の締切とは異なるので、注意する

こと。 

９．問い合わせ・提出先  国際部国際連携課（南 6 号館 3 階） 

           e-mail: kokuren.aearu@jim.titech.ac.jp 電話：03-5734-3016 

           ※問い合わせの際は、メールの件名を「AEARU Ｓ＆Ｅ問合せ」とすること。               

１０．学内選考 2017 年 5 月 26 日（金） に学内選考（面接）を実施するので、予定を空けておくこと。 

１１．備考     学内選考通過者については、以下の事項に対し留意すること。  

・「誓約書（様式あり。署名者：本人及び保証人等）」を提出すること。 

・本学からの推薦後、主催大学へ必要書類を提出、選考を経て、参加が正式決定します。 

・本学指定の海外旅行保険に加入し、その費用について海外渡航者が負担すること。 

・北京大学の単位を取得した場合、この単位を東工大の単位として認定する場合には所定の審査

を経る必要があります。また、認定が認められない場合もあります。            

 

 

http://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/programs/short_term.html#AEARU
mailto:kokuren.aearu@jim.titech.ac.jp


 

Venue 
Peking University, Beijing, China 

Science & Engineering Summer Camp 

o Amazing Courses Available
Nine courses focus on frontiers in Electronical Engineering & Computer Science,

basic knowledges in math, algorithm or physics, engineering are needed for these courses.

o Learn from World Class Faculty

Professors from CMU, Oxford, Imperial College and University of Edinburgh are invited to

give lessons in this program.

o Meet Extraordinary Peers Here
Students from different parts of the world will join courses and explore life in

Peking University together in AEARU Summer Camp.

o Explore Beijing With Us
Free visits to different parts of Beijing will be arranged during weekend.

Explore the history and culture of Beijing with us.

o Tuitions and Fees
The tuition fee of RMB 10000 is waived for AEARU students.

Participants need to afford the travel, accommodation, meals, insurance and

other expenses by themselves.

Accommodation subsidy is available for participants with distinguished academic performance.

o How to Apply
Each AEARU university could recommend up to two students to the host university

(Peking University). Both undergraduate and graduate students are eligible to apply.

Upon university nomination, participating students should complete the online application and

choose up to two courses from the module before the deadline.

o Deadline for Online Application
May "15, 20"17

For university nomination, please contact the AEARU coordinator at your home university.
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