
 
AEARU Northeast Asian Network 2016 Forum  

参加者募集 
 
 
延世大学（韓国）が開催する「AEARU Northeast Asian Network 2016 Forum」の開催案
内が届きましたので、下記のとおり学内募集を行います。「Blooming Asia」をテーマに、経
済、政治、文化のセッションに分かれての Academic Sessionや Diplomatic Round Table な
どが行われます。詳しくはこちらをご覧ください。 
 
 
開催期間：2016年 8月 8日(月)～1２日(金) 
開催場所：延世大学 Song-Doキャンパス（韓国）  
応募資格：本学所属の学部生、大学院生 
推薦人数：2名 
参加費： 無料（参加費は延世大学が負担－参加費に宿舎費と食費が含まれます）。 

その他費用（現地交通費、その他個人的な出費等）については自己負担。 
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する可能性があります。 

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）* 
② YNEAN 2016 Delegate Application Form*（経済、政治、文化から選択） 
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 

応募締切：2016年 7月 26日（火）17時（厳守） 
※応募にあたっては、指導教員等による承認（願書への押印）が必要ですので、
余裕を持って準備をすること。 
延世大学の締切より早いので注意すること。 

問い合わせ・提出先：国際連携課 企画・調整グループ 
       Tel: 03－5734－3016 
       Email:kokuren.aearu@jim.titech.ac.jp 

※問い合わせの際は、メールの件名を「AEARU YNEAN2016」とすること。 
学内選考：7月 27日（水）午後に面接（英語）を行う ので予定を確保しておくこと。 
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）」の提出すること。 
・本学からの推薦の上、主催大学による選考を経て、参加が正式決定します。 
・危機管理サービスに加入すること、その費用について海外渡航者が一部負担す
ること。 

 
*AEARU (Association of East Asian Research Universities):東アジア（日本、中国、香港、
韓国）の研究型大学 18 大学により構成されている協会。加盟大学は、本学のほか、東京大
学、大阪大学、東北大学、筑波大学、清華大学、北京大学、香港科技大学、台湾大学、ソウ
ル国立大学、KAISTなど。 

  

http://ynean.org/wordpress/ynean2016
mailto:kokuren.aearu@jim.titech.ac.jp


[AEARU Northeast Asian Network2016 Forum, Yonsei University] 

Yonsei University is pleased to host the AEARU Northeast Asian Network (NEAN) 2016 

Forum this coming August. AEARU member university students who would like to 

participate in the forum are required to submit the completed application form by email to 

ynean@yonsei.ac.kr no later than Sunday, July 31, 2016.  

Summary 

▪ Main Theme: “Blooming Asia” 

▪ Date: August 8 – 12, 2016 

▪ Location: Yonsei University International Campus 

▪ Language: English 

Topics 

▪ Economy Session: An insight into economic problems for Northeast Asia in relation 

to Asian values 

▪ Politics Session: [Security Dilemma] How conflicting identity hinders political 

cooperation 

▪ Culture Session: [The “New East Asia”] Development of cultural identity of an 

emerging generation within increasingly globalized societies 

 

Yonsei University invites AEARU member institutions to nominate up to two (2) students to 

participate in the forum. Yonsei will cover the registration fee, which includes accommodation 

and meals, for the selected students.  

 

The contact person of this event is Janet Chae from the Office of International Affairs, Yonsei 

University. Please refer to the official link (http://ibook.yonsei.ac.kr/Viewer/YNEAN_2016) 

for more details or you may inquire via email (protocol@yonsei.ac.kr, ynean@yonsei.ac.kr).   

 

Please help advertise the information as attached to your university! 
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