
目 的

期 間

     　2014年7月23日（水）～7月28日（月）　　（来日: 7月22日（火）　帰国: 7月29日（火） ）

対 象

募集人員

応募方法

　     以下の書類を，所属大学を通じてkokusaikoryu@m.auecc.aichi-edu.ac.jpに送付して下さい

応募締切

実施場所及び宿泊

所要経費

スケジュール（予定）

7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日

火 水 木 金 土 日 月 火

9:10-10:40 開講式
日本文化体験

（茶道）

日本語のしくみ

（授業）
修了式

10:50-12:20
日本語ワンポイント

レッスン

13:20-14:50 学習プランの立案

15:00-16:30 歓迎イベント

  ※１　このサマースクールでは、参加者の希望に合わせて自分たちで計画を立て、大学周辺のスポット（博物館、歴史的建造物など）を訪れます。

  ※３　内容は変更する場合があります。　

  ※２　無料の空港送迎サービスあり。

　  　　２）宿泊費（10,500円/7泊）及び期間中の食費

　　  　３）学外研修に係る交通費及び入館料　(※基本的には大学が無料でマイクロバスを準備します)

大学到着

（空港出迎え）

フリー

（自由行動）
日本の技術見学

（学習プラン例）

日本の歴史・文化を
学ぶ

（学習プラン例）

日本の社会を学ぶ

大学出発

（空港見送り）

     　２０１４年６月２７日（金）

     　講義等は，愛知教育大学国際交流センターで実施。宿泊は，学内宿泊施設

　     ①授業料及び教材費は無料です。

　     ②次の費用については，参加者の自己負担となります。

　　  　１）日本への往復の渡航費用

2014 ＡＵＥサマースクール　

　     体験・見学を通じて，日本の社会，文化に触れ，親しむことを目的として実施します。

     　愛知教育大学と学術交流協定を締結する大学の学部生及び大学院生

　     ９名　　　　　※最少開講人数を５名とし，これに満たない場合は実施しません。

  　     ①２０１４年度愛知教育大学サマースクール申請書

       　②所属大学発行の英文在学証明書（３ケ月以内発行のもの）



　Objective

　Period

    　 Wednesday, July  23, 2014 ～ Monday, July  28, 2014        (Arrival: Tuesday, July  22, 2014  Departure: Tuesday, July  29, 2014)

　Participants

　Number of Participants

　Applications

   　 Please submit the following documets through your home univeristy/institution

　Application Deadline

　Lecture place and Accommodation

　Fees

Tentative Schedule
22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul

Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue

9:10-10:40 Opening Ceremony
Japanese Cultural

Experience
（Tea Ceremony）

Structure of
Japanse Language

（Lecture）
Closing Ceremony

10:50-12:20
Japanese Language
One Point Lessons

(Lecture)

13:20-14:50 Making a Study Plan
for July 24 and 25

15:00-16:30 Welcome Event

  ※1   Places to visit during off-campus activities on July 24 and 25  (e.g. museums and historical sites near AUE) will be decided based on participants' interests

  ※2　Free airport pick-up/drop-off services will be provided.

　     Accommodation:  AUE on-campus accommodation

  ※3　The schedule is subject to change.

     　  　 1.  Application Form for 2014 AUE Summer School

　　        2.  Certificate of Enrollement from your home university/institution issued within 3 months

     　Lecture place:  Center for International Exchange, AUE

　  　1. Tuition and material fees:  Free

　    2. Participants will be responsible for the following expenses.

　　  　　1） travel expenses to/from Japan

　　　  　2） Accommodation fee（10,500 JPY/ 7nights） and food expenses

　　　  　3） Transportation expenses and admission fees for off-campus activities. (※Free transport by minibus will be basically provided by AUE)

Holidays

（Fｒee Time）

Learn about
Japanese Technology

(off-campus
activity

- Visit to Industrial
facilities )

(off-campus
activity)

e.g.
Learn about

Japanese History
and Culture

(off-campus
activity)

e.g.
Learn about

Japanese Society
Departure

Arrival

2014 AUE Summer School

   　  Understand Japanese culture and society through Japanese cultural experiences and visits to various facilities.

    　 Undergraduate and graduate students currently enrolled at one of AUE's partner universities/institutions.

        　  　9　     　※Minimum number of participants: 5  (if the minimim number is not reached, the summer school will be cancelled.)

    　  Friday, June  27, 2014



 

 

 
 
 2014 AUE サマースクール 申請書 

Application for 2014 AUE Summer School 
 

 

氏名 Full Name 姓 
Family Name 

名 
Given Name 

 
 

アルファベット （パスポートの表記） 
in Roman Alphabets on Passport    

カタカナ 
in Katakana (if any)    

漢字 
in Kanji (if any)    

 
国籍 Nationality 

 

 
性別 Sex 

男性 Male  ／ 女性 Female 
 

生年月日 Date of Birth 

年 Year /      月 Month /      日 Day  

  
所属大学  Home University/ Institution 

大学 Name of Home University  

学部・専攻 Department / Major  

学年 Grade  

 
現在の住所 Present Address 

 
 
 
 
 
 

E メールアドレス E-mail Address 
 

 



 

 

電話番号 Phone number 

 

 
 
 
 
 
緊急連絡先 Person to be notified in case of emergency 

氏名 Name  

住所 Address 

 
 
 
 
 
 

電話番号 Tel  

申請者との関係 
Relationship with the Applicant 

 

 

語学能力 Language Proficiency 

日本語能力 Proficiency in Japanese 
 優 Excellent 良 Good 可 Fair 不可 Poor 
読む Reading     
話す Speaking     
聞く Listening     
日本語学習歴 Japanese Language Background 

学習期間 Period of Study  

学校名 Name of Institution  

保持している日本語能力試験（日本国

際教育支援協会・国際交流基金主催） 

Level of JLPT (if applicable) 
1 -- 2 -- 3 -- 4     N1 -- N2 -- N3 -- N4 -- N5 

その他の語学能力 Proficiency in Language other than Japanese 
 優 Excellent 良 Good 可 Fair 不可 Poor 
英語 English     
その他 Others     
     
     
英語学習歴 English Language Background 

学習期間 Period of Study  

学校名 Name of Institution  



 

 

保持している英語能力試験 
Score of TOEFL, TOEIC, IELTS 

or another test (if applicable) 
 

 
 
 

伝達事項(健康上の問題，宗教等) 
Is there any important information for us to know ? 

( medical conditions, allergies, physical disabilities, religion, etc ) 
 

 
 
 
 
私は，上記情報が事実と相違ないこと，ならびにサマースクール費用の支払い能力があることを証明し

ます。また，サマースクール開始後は，参加者として貴学の諸規則を遵守すること，プログラム終了後

は速やかに帰国することをあわせて誓約します。 

I hereby declare that the information provided above on this application is true and correct and 
that I have financial means to cover the cost of 2014 AUE Summer School. I also agree that I will 
observe the rules and regulations of Aichi University of Education as a participant of 2014 AUE 
Summer School and that I will return to my home country when the program is completed. 
 
 
 
署名 Signature                           
 
日付 Date             年 yy       月 mm       日 dd 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本申請書に記載された個人情報は，本サマースクール業務のために利用され，その他の目的には

利用されません。 
  Information submitted here will only be used to the extent of this 2014 AUE Summer School. 


