
目 的

期 間

     　2018年7月24日（火）～7月31日（火）　　（来日: 7月24日（火）　帰国: 7月31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

宿 泊

所要経費

その他

スケジュール（暫定）

7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日

火 水 木 金 土 日 月 火

9:10-10:40 開講式

10:50-12:20

13:20-14:50

15:00-16:30 歓迎会 修了式

  ※2　内容は変更する場合があります。　

  ※1　無料の空港送迎サービスがあります。

　  　　２）宿泊費（約10,780円/7泊）及び期間中の食費　(現金払いに限る）

　　  　３）学外研修に係る交通費及び入館料(現金払いに限る）

　　　　　　(※自由行動の日を除いて，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）

自由行動

（ｵﾌﾟｼｮﾝ：
午前中

名古屋市内
見学

大須商店街
栄

午後
自由行動）

日本語授業体験

文化体験
（茶道）

宇宙ツアー体験

　     ①参加決定者は海外旅行保険への事前加入が必須です。

　　　　（保険証のコピー<PDF>を201８年７月1３日(金）までにAUE国際交流センターへメールでご送付ください）

日本の社会
を学ぶ

(トヨタ博物館)

自由行動

（ｵﾌﾟｼｮﾝ：
午前中

自由行動

午後
日本の祭り

体験）

日本料理
調理体験

日本の歴史・文化
を学ぶ

(岡崎市内見学)

絵画体験

（7月24日の空港または本学の到着時間は9:00～16:00にしてください。
　7月31日の本学からの出発時間は9:00～11:00となります)

2018 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

　   　16名　　    ※本学の協定校からの合計人数　　

  　     ①２０１８年度愛知教育大学サマースクール申請書

　     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

日本の文化体験
　(有松絞り

体験）

       　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）

     　２０１８年６月８日（金）

     　学内宿泊施設

　     ①授業料及び教材費は無料です。

大学出発

（空港見送り）



　Objective

　Period
    　 Tuesday, July  24 ～ Tuesday, July  31, 2018

　Participants

　Number of Participants
※The total number of all the AUE's Partnership Universities.

　Applications
   　 Please submit the following documets through your home univeristy/institution

　Application Deadline

　Lecture place and Accommodation

　Fees

　Others

Tentative Schedule
24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul

Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue

9:10-10:40 Opening Ceremony

10:50-12:20

13:20-14:50

15:00-16:30 Welcome Event Closing ceremony

※1　Free airport pick-up/drop-off services will be provided.
　　　　　（On July 24: Please arrive at Chubu Centrair International Airport or AUE between 9:00 and 16:00)

            (On July 31: We can only provide free drop off service to the Chubu Centrair International Airport between 9:00 and 11:00)

※2　The schedule is subject to change.

                     （※Pay by cash only, ※Basically free transport by minibus will be provided by AUE except free-time days)

2018 AUE SUMMER SCHOOL

   　  To 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.

    　  Friday, June 8, 2018

16

　  　   （※The copy of Certificate of insurance<PDF> should be submitted to the Center for International Exchange,　AUE via email by July 14, 2017）

(off-campus
activity)

Japanese History
and Culture

(Okazaki Castle etc.)

 Painting
 Experience Japanese culture

Shibori(tie-dyeing)
experience

Departure

     　  　 1.  Application Form for 2018 AUE Summer School

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

　  　1. Tuition and material fees:  Free

　    2. Participants will be responsible for the following expenses.

　　  　　1） travel expenses to/from Japan

　　　  　2） Accommodation fee（About 10,780 JPY/ 7nights） and food expenses （※Pay by cash only）

　　　  　3） Transportation expenses and admission fees for off-campus activities.

Arrival

Japanese Language
Study Experience

 Japanese Culture
（Tea Ceremony

Expeience）

Astronomical
observatory Experience

(off-campus
activity)

Japanese Society
(Toyota Automobile

Museam)

 Japanese Culture
(Japanese Cooking

Experience)

　     AUE on-campus accommodation

Free time

(Option:

Moring
Free Time

Japanese
Traditional

Festival
Experience)

Free Time

(Option:
Morning

Visit famous
sightseeing

spots in
Nagoya

Afternoon
Free Time)

　  　1. It is obligatory for participants to buy overseas travel insurance before entering into Japan.


