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申込前に確認を！

研修旅行代金
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2020

円

募集要項

347,000
3月1日（木）～3月29日（木）

・上記のフライトスケジュールは日本航空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

【申込みに必要な書類】　（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）

☆研修旅行代金に含まれないもの

☆研修旅行代金に含まれるもの

日程表　
日 都市 予定

1
羽田もしくは成田

フランクフルト
フライブルク

11：00～ 12：00　
羽田もしくは成田発、フランクフルトへ
15：00～ 16：00　フランクフルト到着
到着後、送迎車にて宿泊先へ移動

現地大学手配宿舎泊

2
▽
27

フライブルク プログラム参加
スケジュール
  9：15～ 10：45 クラス
11：15～ 12：45 クラス
12：45～ 14：15 ランチタイム
14：15～ 15：45 演習・セミナー（自由選択）
16：00～ 17：30 演習・セミナー（自由選択）
※スケジュールは一般的な例で日により異なります。過
去のスケジュールの場合もあります。
※2～ 27日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です

現地大学手配宿舎泊

28
フライブルク
フランクフルト

各自にて電車で空港へ移動、各自にてチェックイン
19：00～ 20：00
フランクフルト発、羽田もしくは成田へ 機中泊

29 羽田もしくは成田 13：00～ 14：00　羽田もしくは成田到着
到着後、解散

プログラム

都市

●出発前に指定のオンラインプレイスメントテストを受ける必要があります。　●シェンゲン協定加盟国です。過去180日間のうちに通算で90日を超えて滞
在することができません。この半年間で、ヨーロッパに長期滞在していた方はシェンゲン協定に違反しないかどうかを確認の上お申し込みください。
●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

★自習環境もバッチリ！努力次第で発音や文法も伸ばせる！
★100年以上の歴史を誇る語学教育センターで、ドイツ
語の強化を試みる
★エクスカーションに参加して伝統ある大学・美しい大
聖堂・環境保全やエコロジカルな風土を楽しめる！

100年以上続くフライブルク大学語学教育センターで行われている「Winter 
University March 2017 German language and culture」に参加をします。
授業では、独自の学習方法によりドイツ語の向上を目指します。午後には、語学
レベルに併せて、文化と社会科学分野をテーマにした演習やセミナーにも参加
することもできます。授業以外でもオンライン教材を利用し、文法や発音練習な
ど各自の要望に応じ自主学習ができる環境も整えています。
日本人参加者が多いプログラムですが、語学授業以外にも現地大学の学生
チューターが企画をしたレクリエーションプログラムもあり、フライブルクの文化を
満喫する機会も設けられています。週末には、フライブルク近郊またはフランスな
どへのエクスカーションなども例年設けられています。（レクリエーションプログラム
およびエクスカーションは別途申込み、別途実費）なお、宿泊先は、シャワー室お
よびトイレは男女共用です。

●参加者の主な国籍：日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国
●平均的な参加者数：200名　●1クラスあたりの人数：16～ 18名

留学先 フライブルク大学は、大学や多くの研究機関が集まる古都フ
ライブルクにあり、1457年に創立された約560年の歴史ある

総合大学です。人文科学、自然科学、工学、医学、法学、神学など幅広い学
問分野を含む11学部を擁し、100以上の国からの留学生を含む24,000人もの
学生が在籍しています。早稲田大学とも長期留学プログラムを実施しています。

フライブルクはドイツの最も南に位置する古都で、フランスや
スイスの国境近くに位置し、他の土地より日照時間も長く自

然豊かなGreen cityとも言われています。環境対策の最先端都市として近年知
られ、最先端のゴミ処理やリサイクルシステム、LRTの導入なども進んでいます。
黒い森から流れてくる小さな水路（ベッヘレ）が街中に流れ、「キリスト教世界で一
番美しい」と称えられる塔を持つ大聖堂を特徴とするドイツで最も美しい街並みに
数えられている旧市街です。

※国内空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年9月20日現在のもので予告なく変更となる
場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／現地空港と研
修先または宿泊先間の復路交通費／課外活動費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料
（2,610円）・外国諸税（11,350円）・燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,600円）

研修費用・宿泊費／レクリエーションプログラム運営費用（施設入場料・飲食費は含まれていません）／
現地空港と研修先または宿泊先間の往路送迎費／日程表に記載したエコノミークラス利用海外往復航空
券／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.34記載の取消料規定はこの企画料金を基準とします。）
※企画料金は39,700円と定め、研修旅行代金に充当します。

＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

＜プログラム別＞
・ なし（ドイツ語能力を留学センターに自己
申告をしていただきます）

※国内及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

●最少催行人数：6名
●最大募集人数：10名
●対象語学レベル：ドイツ語力初級～上級

●宿泊先： 現地大学手配宿舎（個室利用予定）
●食事：なし
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：日本航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、全日空
●査証： 日本国籍の場合、不要。外国籍の場合は各自にて確認し取得して

いただきます。

シュバルツヴァルト（黒い森山脈）の緑豊かな都市で学ぶ
環境保全とエコロジカルな街でドイツ語と文化を満喫して
みませんか！

29ドイツ フライブルク大学 ドイツ語研修
伝統とエコの街

ドイツ　フライブルクコース No.10



フライブルク大学ドイツ語研修

■サンプル日程表

■内容
The language courses in the morning during March, August, and September take place
Monday to Friday from 9:15 until 12:45 h. The courses are taught by highly qualified native
speakers. The language courses in the mornings can be complemented by the optional
afternoon programme.

Afternoon programme
Depending on your language level, you are welcome to attend exercise courses (beginners,
A1, A2 and B1) or seminars (from language level B2). The exercise courses offer the
opportunity to practise and enhance your language skills in phonetics, grammar and
vocabulary. The seminars examine different current issues in the areas of cultural and social
sciences such as history, literature, film, environment, politics and interculturality.

Individual practice in the Language Laboratory
You will have the opportunity to practise listening comprehension, grammar and
pronunciation with computers and headsets and with a wide range of audio materials and
online exercises. Our tutors will be happy to assist you with finding suitable exercises. You
can freely decide when and for how long you would like to build and improve upon specific
aspects of your language skills.

■注意

※上記の情報は過去の年度のプログラムの情報です。内容や日程はサンプルですので変更になる

場合もあることをご承知ください。

※現地のスケジュール、内容は現地受入れ側または天候等の都合により一部変更となる場合があ

ります。

09:15 – 10:45 Language course in the morning obligatory

10:45 – 11:15 Break

11:15 – 12:45 Language course in the morning obligatory

12:45 – 14:15 Lunch break

14:15 – 15:45 Exercise courses and seminars in the afternoon optional

16:00 – 17:30 Exercise courses and seminars in the afternoon optional
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