韓国科学技術院
（KAIST）
IIDEA
リーグサマースクールへの
派遣学生募集
サマープログラムによる派遣学生
Ⅰ. デルフト工科大学／オランダ
Ⅱ. ミラノ工科大学／イタリア
Ⅲ．スイス連邦工科大学／スイス
Ⅳ. アーヘン工科大学／ドイツ

IDEA リーグの加盟大学 3 校より、
大学院生を対象としたサマースクール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。今回募集するサマースクールの本学からの推薦者は、学内選考（面
接）により決定し、最終的な参加の可否は主催大学により決定されます。
本サマースクールは、IDEA リーグ加盟大学（アーヘン工科大学、デルフト工科大学、スイス連邦
工科大学チューリッヒ校、シャルマーズ工科大学、ミラノ工科大学）の学生を対象として開催される
、南洋理工大学、
ものですが、ASPIRE リーグ加盟大学（香港科技大学、韓国科学技術院（KAIST）
清華大学、東京工業大学）の学生を対象として参加の招待があったものです。
記
Ⅰ. デルフト工科大学 (TU Delft) サマースクール
概要
「Ethics of New Biotechnologies」をテーマとして、英語で開講されます。
詳細:https://sirop.org/app/1b338959-79b9-42fb-afdb-9d079acb8f09
開催時期
2018 年 8 月 27~31 日
開催場所
デルフト工科大学/オランダ
東工大からの推薦人数
1人
Ⅱ. ミラノ工科大学 サマースクール
概要
「Empowering Imagination」をテーマとして、英語で開講されます。
詳細: https://sirop.org/app/e1170a9c-f209-4dbc-b679-7d250575ef50
開催時期
2018 年 9 月 3 日~7 日
開催場所
ミラノ工科大学/イタリア
東工大からの推薦人数
1 人
Ⅲ.
概要

スイス連邦工科大学 チューリッヒ校（ETH Zurich）サマースクール
「Assessing and Reducing Society`s Environmental Footprint」をテ
ーマとして、英語で開講されます。
詳細: https://sirop.org/app/7e14840d-81d0-4cf8-afb7-bc940794d3ab
開催時期
2018 年 9 月 3 日~7 日
開催場所
スイス連邦工科大学 チューリッヒ校/スイス
東工大からの推薦人数
2 人
Ⅳ.
概要

アーヘン工科大学 (RWTH Aachen) サマースクール
「Future Urban Mobility」 をテーマとして、英語で開講されます。
詳細: https://sirop.org/app/5bc5b9ed-5c13-42e6-a3ad-b1b04725ba6d
開催時期
2018 年 9 月 17 日~21 日
開催場所
アーヘン工科大学/ドイツ
東工大からの推薦人数
1 人
注意事項
「TASTE (Tokyo Tech Abroad Short-Term Education)海外短期語学学習」の
対象プログラムの一つとしてアーヘン工科大学サマースクールが含まれていま
すが、本募集とは別のプログラムになるので、注意してください。

共通事項
１．応募資格 以下の要件を全て満たす者
①修士課程、または博士後期課程に在籍する者
②テーマに関心のある者
（アーヘン工科大学のサマープログラムの場合は、機械工学、自動車工学、土木工
学、建築の専攻の学生が望ましい。
）
③学内選考会（下記 8 を参照すること）に参加できる者
２．推薦人数 各 1 名（スイス連邦工科大学のプログラムには 2 名）
３．費
用
自己負担：渡航費用、海外旅行保険、現地での交通費、その他個人的な活動にかか
る経費。
※渡航費等の一部を本学が支援する場合がある。
(外国人留学生は、原則、私費の正規課程在籍者が支援の対象となります。
）
※受講料・宿舎費・食費・スタディートリップ参加費等、サマースクール参加に
かかる費用はサマースクール主催大学が負担。
４．提出書類
※書類不備、及び提出期限を過ぎた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＊
②成績証明書（和文または英文、学部から現在までのもの）
③語学試験（英語）の成績証明書（原本）の写し
＊①は下記ウェブサイトからダウンロードすること。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/programs/season.html#idea_su
mmer
５．提出期限
2018 年 5 月 11 日（金）17 時厳守
※応募にあたっては、指導教員による承認（願書への押印）が必要なので、
余裕を持って準備すること。
※各プログラムの申込サイトに明記されている締切日とは異なるため、
注意すること。
６．
提出方法 国際部国際連携課
（大岡山南 6 号館３階 301B）
へ直接持参または学内便で送付(S6-6)。
７．問い合わせ・提出先
国際部国際連携課 担当 蔡
Email: aspiretokyotech@jim.titech.ac.jp
電話：03-5734-3016
※問い合わせの際は、メールの件名を「IDEA リーグ（○○大学）サマースクール」
とすること。
８．学内選考 面接（英語）により推薦者を決定します。5 月第 3・4 週に面接審査を予定している。
日時が決定次第連絡する。最終的な参加決定は、サマースクール主催大学が行うの
で、本学からの推薦者が参加できない可能性があることを了承の上、応募を検討す
ること。
９．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。
＊IDEA リーグ指定の登録システム（https://sirop.org/app/register）から
5 月 28 日（月）までに登録を完了すること。
＊「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。
＊大学の指定する海外旅行保険（補償内容は、治療・救援費用が 3,000 万円以上、
個人賠償責任が 1 億円以上とすること）、危機管理サービスに加入すること。
＊危機管理サービスの費用について海外渡航者が所定の金額を負担すること
（1,458 円/1 か月）。
＊帰国後、留学報告会や留学フェアに協力すること。
以上
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IIDEA韓国科学技術院
League Summer
School
（KAIST）
Call for
participant Applications
サマープログラムによる派遣学生

Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.

Delft University of Technology/The Netherlands
Politecnico di Milano/Italy
ETH Zurich/Switzerland
RWTH Aachen University/Germany

Tokyo Tech students are invited to participate in Summer Schools organized by four
member universities of the IDEA League. Please note that after applicant interviews
conducted in English, Tokyo Tech will nominate one or two students to participate in each
Summer School, and final selection will be made by the host university. These Summer
Schools are conducted for students of the IDEA League member universities, and the ASPIRE
League, in which Tokyo Tech is a member university, was invited to send its students as part
of ongoing collaboration between the two Leagues.
Ⅰ. Delft University of Technology Summer School
Theme
Ethics of New Biotechnologies
URL:https://sirop.org/app/1b338959-79b9-42fb-afdb-9d079acb8f09
Dates
August 27-31, 2018
Venue
Delft University of Technology/The Netherlands
Participants
1 Student
from Tokyo Tech
Ⅱ. Politecnico di Milano Summer School
Theme
Empowering Imagination
URL: https://sirop.org/app/e1170a9c-f209-4dbc-b679-7d250575ef50
Dates
September 3-7, 2018
Venue
Politecnico di Milano/Italy
Participants
1 Student
from Tokyo Tech
Ⅲ.
ETH Zurich Summer School
Theme
Assessing and Reducing Society`s Environmental Footprint
URL: https://sirop.org/app/7e14840d-81d0-4cf8-afb7-bc940794d3ab
Dates
September 3-7, 2018
Venue
ETH Zurich/Switzerland
Participants
2 Students
from Tokyo Tech
Ⅳ.
RWTH Aachen University Summer School
Theme
Future Urban Mobility
URL: https://sirop.org/app/5bc5b9ed-5c13-42e6-a3ad-b1b04725ba6d
Dates
September 17-21, 2018
Venue
RWTH Aachen University/Germany
Participants
1 Student
from Tokyo Tech

Information
１．Eligibility

Applicants should be
・a master or Ph.D. student at Tokyo Tech
(Research fields such as Mechanical, Automotive, and Civil Engineering and
Architecture are preferred for the summer school at RWTH Aachen.)
・interested in theme of the summer school
・able to attend the interview

２．Number
of Participants One student for program I,Ⅱ,Ⅳ. Two Students for program Ⅲ.

Participant Student is responsible for airfare, insurance fee, local transportation
fee, and other personal expenses.
*There are no participation fees. The host university will provide
accommodation for students.
*A stipend to cover some expenses may be provided by Tokyo Tech.
In the case of international students, only privately-funded, degree-seeking
students are eligible to receive the stipend.
４．Application
Documents Required Application Documents
(1)Application Form
(2)Official Transcripts
（for all universities attended and including your current program）
(3)Certification of English language ability (copy of the original document)
Please download (1) from the following website
https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/abroad/programs/season.html#id
ea_summer
Neither incomplete nor late applications will be accepted
５．Application
Deadline
Friday, May 11, 2018 at 17:00
Please note that the above deadline is later than the one indicated on the
program page of the IDEA League website.
６．Submission Ms. Sai, International Cooperation Division (South Building 6 3F 301B)
and Inquiries Email: aspiretokyotech@jim.titech.ac.jp Tel：03-5734-3016
３．Fee

7．Selection
Procedure

8．Notes

An interview conducted in English will be held in mid- or late May 2018.
Details will be announced later. Please note that after applicant interviews
conducted in English, Tokyo Tech will nominate one or two students to
participate in each Summer School, and final selection will be made by the
host university.
If you pass the interview, you will need to
‐ register through the https://sirop.org/app/register by Monday,
May 28, 2018
- sign the participation agreement,
- enroll in the traveler's insurance designated by Tokyo Tech
- register for IR&C Corporation’s risk management service (about 1,458 yen
for 1 month) and
- participate in some events including “Study Abroad Fair”
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