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AEARU Global Learning Initiatives Program：2022 年春学期参加ガイド 

東北大学（以下「本学」という。）が加盟する大学間コンソーシアムである Association of East Asian 
Research Universities（AEARU）が AEARU Global Learning Initiatives Program（オンライン留
学プログラム）（以下「GLIP」という。）を実施します。 

この度は、AEARU 加盟校が 2022 年春学期に提供する授業科目の履修希望者を募集するものです。プ
ログラムの詳細は、以下ウェブサイトをご覧ください。

① GLIP ホームページ  ② GLIP 概要

なお、GLIP に参加し本学以外の機関において授業科目を履修することの可否について、申請する前に必ず所
属学部・研究科の教務担当係に確認してください。 

1. 対象
本学に在籍する学生（正規生）

2. 授業科目の履修
参加者は、GLIP が提供するオンライン授業科目を履修することができます。
申請可能な授業科目数は 1学生につき 3科目までとなっています。提供される科目は、GLIP2022 年
春学期授業科目一覧からご確認ください。
※授業科目の詳細は、GLIP2022 年春学期授業科目一覧に記載の各大学名をクリックして確認してく
ださい。

3. 授業日程・受講料等
授業日程は、大学・授業科目により異なります。授業日程や指導言語等の詳細は GLIP2022 年春学
期授業科目一覧をご覧ください。また、受講料は無料となっておりますが、大学によっては受講に付帯する
費用等がかかる可能性があり、その場合の費用は受講者の負担となります。

4. 申請手続き
GLIP 申請サイトを確認のうえ、下記「AEARU Global Learning Initiatives Program 参加手順」の
とおり申請手続き等を行ってください。

5. 単位互換
GLIP が提供するオンライン授業科目を履修することにより取得した単位を本学の単位として互換・認定す
ることの可否は、所属学部・研究科の教務担当係に確認してください。

6. 問合せ先
東北大学留学生課海外留学係
電 話：022-795-7820 メール：sab_query@grp.tohoku.ac.jp

https://glip.aearu.com/
https://glip.aearu.com/?page_id=213
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?page_id=6
mailto:sab_query@grp.tohoku.ac.jp
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AEARU Global Learning Initiatives Program (GLIP)参加手順 

AEARU Global Learning Initiatives Program 参加手続きを以下の手順で行ってください。 
ステップ 手続き等 ウェブサイト 期限 備考 
ステップ
１

本学の所属学部・研究科の教務担当係におい
て、GLIP に参加し海外の大学が提供するオンラ
イン授業科目を履修することについて許可を得
る。

ステップ３の登録手続
きを行う前まで

ステップ
２

各大学が提供する授業科目や受講の要件等
を右記「授業科目一覧」で確認する。 

授業科目一覧 随時 ・左記期限は最終期限となっていますので、早めに手続
きを行ってください。

ステップ
3

GLIP オンライン授業科目の履修申請を希望する
とについて、右記「GLIP 申請希望登録フォーム」
から登録する。 

GLIP 申請希望
登録フォーム 

ステップ 4 の手続きを
行う前まで

ステップ
4

本学留学生課担当者に必要事項を記入した
Endorsement Form をメールで送信する。 

11 月 29 日正午 ・左記期限は最終期限となっていますので、早めに手続
きを行ってください。
・Endorsement Form 送信先
留学生課：sab_query@grp.tohoku.ac.jp

ステップ
5

本学留学生課担当者が必要事項を記入した
Endorsement Form をメールで受領する。 

ステップ
6

右記申請サイトに記載の申請手順に沿い申請を
行う。 

申請サイト 12 月３日 

ステップ
7

授業科目提供大学から申請の確認に関するメー
ルを受けとる。

随時 ・必要に応じ授業科目提供大学と連絡を取ること。

ステップ
8

授業科目の履修が可能となった場合、授業科目
提供大学から履修登録等に関するメールを受け
取り、履修登録手続き等を行う。 

随時 ・必要に応じ授業科目提供大学と連絡を取ること。

https://glip.aearu.com/?cat=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jv2rhgtmc4-XPY8_HX5JQoUtz9-cW2fWfDs7GWk8-Pe01Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jv2rhgtmc4-XPY8_HX5JQoUtz9-cW2fWfDs7GWk8-Pe01Q/viewform?usp=sf_link
mailto:sab_query@grp.tohoku.ac.jp
https://glip.aearu.com/?page_id=6
https://glip.aearu.com/?page_id=6
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AEARU Global Learning Initiatives Program: Participant Guide for 2022 Spring Term 
 
As a member of the Association of East Asian Research Universities (AEARU), Tohoku 

University (TU) participates in the AEARU Global Learning Initiatives Program (GLIP). 
AEARU schools are now recruiting students who wish to take courses offered at those 

schools in the 2022 spring term. Please see the website below for program details. 
 

① GLIP Website ② GLIP Outline 
 

Regarding the pros and cons of taking courses through GLIP at schools other than TU, 
please inquire at your faculty's/graduate school's Office of Educational Affairs before 
applying. 
 
1. Eligibility 

Students enrolled at TU (degree-seeking students) 
 

2. Course Enrollment 
Participants can take online courses offered through GLIP. 
Each student may apply for a maximum of 3 courses. Please see GLIP Courses in 
Spring 2022 (hereafter, "course list") for a list of available courses. 
Note: For details of each course, click the name of the university shown in the course 
list. 

 
3. Schedule/Tuition 

Course schedules vary depending on the university and course. Please see the course 
list for the schedules and languages of instruction. Tuition is free of charge, but there 
may be costs associated with some courses depending on the university. Students 
must bear such costs themselves. 
 

4. Application Procedures 
After reviewing the GLIP application website, please follow the instructions in the 
section titled "AEARU GLIP Participation Instructions" below.      
 

5. Credit Exchange 
Regarding the transfer/approval of credits earned through online courses offered by 
GLIP, please inquire at your faculty's/graduate school's Office of Educational Affairs. 

 
6. Inquiries: 

Tohoku University, Student Exchange Division, Global Programs Section 
Phone: 022-795-7820      Email: sab_query@grp.tohoku.ac.jp 
 

https://glip.aearu.com/
https://glip.aearu.com/?page_id=213
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?cat=3
https://glip.aearu.com/?page_id=6
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AEARU GLIP Participation Instructions 

 
Please follow the below instructions if you wish to participate in the AEARU Global Learning Initiatives Program.  

Step Instructions Website Deadline Notes 
Step 

1 
Obtain permission from your 
faculty's/graduate school's Office of 
Educational Affairs to take online 
courses offered by overseas universities 
through GLIP. 

 Before initiating 
Step 3 
(Registration 
Procedures) 

 

Step 
2 

Check the course list linked at right for 
each university courses. 

Course List As Needed 
 

Deadlines shown at left are final. Please 
complete procedures as early as possible. 

Step 
3 

Use the GLIP Application Form linked at 
right to register for the program. 

GLIP 
Application 
Form 

Before initiating 
Step 4 

 

Step 
4 

After completing the relevant items on 
the Endorsement Form, send it to TU 
Student Exchange Division by email. 

 Noon, November 
29 

Deadlines shown at left are final. Please 
complete procedures as early as possible. 
Send Endorsement Form to: 
TU Student Exchange Division at : 
sab_query@grp.tohoku.ac.jp 

Step 
5 

TU Student Exchange Division receives 
the Endorsement Form by email. 

   

Step 
6 

Apply as per the instructions on the 
website linked at right. 

Application 
Website 
 

December 3  
 

Step 
7 

You will receive a confirmation email 
about your application from the relevant 
university. 

 As Needed If necessary, contact the university about the 
course. 

Step 
8 

If you were accepted for the course, 
you may receive an email about 

 As Needed If necessary, contact the university about the 
course. 

https://glip.aearu.com/?cat=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jv2rhgtmc4-XPY8_HX5JQoUtz9-cW2fWfDs7GWk8-Pe01Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jv2rhgtmc4-XPY8_HX5JQoUtz9-cW2fWfDs7GWk8-Pe01Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jv2rhgtmc4-XPY8_HX5JQoUtz9-cW2fWfDs7GWk8-Pe01Q/viewform?usp=sf_link
https://glip.aearu.com/?page_id=6
https://glip.aearu.com/?page_id=6
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registration from the relevant 
university. Perform any required 
registration procedures. 

 
 


