
  

  
  

2022 年度 

海外文化・語学研修 

募集要項 

（ミュンヘン大学文化・語学研修） 
 

 

  

〈参加申込期間〉 

2022年 12月 5日（月）～2022年 12月 16日（金）18時 

（参加者確定の通知 2022 年 12 月 19 日（月）） 

 

〈申込方法〉 

Web申込み+書類提出 

（Web：申込フォームの送信、メール：必要書類の提出） 

問合せ先：教務部 国際担当 

電話：03-5394-3039 

メールアドレス：kokusai@mail.tais.ac.jp 
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～2022 年度 海外文化・語学研修 募集要項～ 

 

【研修概要】 

協定校であるミュンヘン大学と大正大学が共同主催する、オンライン授業と対面授業を組み合わせたハ

イブリッド型のプログラム。 

ドイツ人講師によるドイツ語講座（対面実施）で基本的なドイツ語表現を学び、ミュンヘン大学で日本

語を学んでいるドイツ人学生とオンラインでフリートークを楽しみながら、実践的なドイツ語コミュニ

ケーション能力を身に付けます。 

また、ミュンヘンの街並みをライブ中継で楽しんだり、現地学生とお互いの文化について紹介し合った

りするプログラムも用意されており、研修を通して日本・ドイツ双方に対する理解を深めます。 

 ※他大学と合同実施予定 

研修名 ミュンヘン大学 文化・語学研修 

言語 ドイツ語（初級～初中級） 

研修期間 2023 年 2 月 20 日（月）～3月 10 日（金） ※土日除く、15 日間 

研修校・ 

所在地域 
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン・ドイツ ミュンヘン 

最少催行人数 5 名 

目的 

・ドイツ語コミュニケーション能力の向上 

・日本、ドイツの比較を通じた社会、文化の相互理解 

・現地学生との交流促進 

実施方法 ハイブリッド実施（オンライン＋国内での対面授業予定） 

対象 全学部・全研究科の学生および院生が対象 

参加費用 

（概算） 

65,000 円程度 

※2022 年 11 月のレート（1EUR=144JPY）を基準に算出しています 

納金方法 
大正大学での参加申込み手続き完了後、大正大学に参加費を納金 

※納金方法は、参加者確定後お知らせします 

奨励金 20,000 円/1名の海外語学研修奨励金を支給 

共同運営 
・ミュンヘン大学異文化コミュニケーション協会 

・ミュンヘン大学日本センター 

単位認定 
第Ⅲ類科目「語学研修ドイツ語会話」2 単位認定予定 

※4年生、大学院生、過年度研修参加者は単位認定がされません 

事前・事後 

学習 

研修前：5 回程度の事前学習を実施予定 

研修後：事後学習及び学修成果の報告会を開催予定 
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スケジュール例： 

Week  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

1 

Welcome Ceremony/ 

Orientation 
ドイツ語講座 

ドイツ語講座 ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

ドイツ語講座 
ドイツ語講座 

by チューター学生 

ドイツ語講座 

by チューター学生 

現地学生との交流 現地学生との交流 現地学生との交流 

2 ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

異文化交流会 ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

by チューター学生 

ドイツ語講座 

by チューター学生 

現地学生との交流 現地学生との交流 

3 ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

異文化交流会 ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

ドイツ語講座 

by チューター学生 

ドイツ語講座 

by チューター学生 

現地学生との交流 
Closing Ceremony/ 

Graduation 

※調整中のため、実際のスケジュールは変更の可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

   

★ドイツ語講座 

ドイツ語コミュニケーション能力の向上を目的とした講座。ドイツ語での日常会話など、実践的な能

力を磨く。また、ドイツ文化の理解を深めることもテーマとなっており、ミュンヘンの街歩きや現地

美術館への訪問を体験できるような、ライブ中継を取り入れた内容も展開される。 

 

★チューター学生によるドイツ語講座 

ミュンヘン大学で日本語を学んでいる現地学生からドイツ語の基礎を学ぶ。講座はドイツ語、日本語

双方を使用して行われる。 

 

★現地学生との交流 

ドイツ語講座で学んだ内容について意見交換をしたり、お互いの国の文化や生活について話したりし

て、異文化交流を楽しむ。また、大正大学へ協定留学を予定している学生も参加し、お互いの言語や

文化について教えあう“タンデム学習 ”も実施予定である。 

★異文化交流会 

お互いの文化について伝え合うとともに、プログラムでの経験を踏まえて、日本とドイツの文化につい

て意見交換を行う。 
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【参加から修了までのスケジュール】 

No. 内容 日程 備考 

1 参加申込み期間 12 月 5 日(月)～12 月 16 日(金) Web 申込+書類提出 

2 参加者確定通知 12 月 19 日(月) 申込時登録のメールアドレスに通知 

3 参加費納金期間 12 月 19 日(月)～1 月 6 日(金) 納金方法詳細は参加者確定後に案内 

4 事前学習会実施 2023 年 1 月中旬～2 月上旬(予定) 申込時登録のメールアドレスに通知 

5 研修実施 2 月 20 日（月）～3 月 10 日（金）  

6 
研修報告書の提出 
事後アンケートの回答 

3 月下旬まで(予定)  

7 研修成果報告会への参加 2023 年 5,6 月予定 詳細が確定次第、お知らせ 

※上記内容や実施日は、一部変更となる可能性があります 

※メールによる通知は、申し込み時登録のメールアドレス宛にお送りします 

 

【参加費用】 

65,000 円程度（概算） ※2022 年 11 月のレート（1EUR=144JPY）を基準に算出しています 

  

 

 

 

 

 

【申込方法】 

※「2022年度 海外文化・語学研修 募集要項（本紙）」を熟読のうえ、お申込みください。 

Web申込み+書類提出（メール） 

以下、①, ②の手続きをもって、参加申込み手続き完了となります。 

① Web申込み 

「2022 年度 海外文化・語学研修 参加申込フォーム」

（https://forms.office.com/r/g8gWs88Dwh） に必要事項を入力のうえ送信する。 

② 書類提出 

T-Po掲示『【参加者大募集!!】2022 年度 ミュンヘン大学文化・語学研修を実施します！』

（12/5発信）に添付されている「2022 年度 海外文化・語学研修 参加志望理由書」をダウン

ロードし、必要事項を記載のうえ、メールで提出する。※ファイル形式：excel ファイル 

⇒提出先：教務部 国際担当（kokusai@mail.tais.ac.jp） 

 

【参加申込期間】 
2022年 12月 5日（月）～2022年 12月 16日（金）18：00 

提出必要書類 

□ 2022年度 海外文化・語学研修 参加申込フォーム 

□ 2022年度 海外文化・語学研修 参加志望理由書 

上記費用に含まれるもの 

□ オンラインプログラム参加費用 

上記費用に含まれないもの 

□ 使用機器（PC、タブレット等）の準備費 

□ 通信費 

□ 通学する際の交通費 

□ 「上記費用に含まれるもの」以外 

https://forms.office.com/r/g8gWs88Dwh
mailto:kokusai@mail.tais.ac.jp
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留意事項 

※海外文化・語学研修の参加にあたっては、以下に記載されている内容について理解したうえで出願したも

のとみなしますので、必ず確認し、不明点があれば教務課国際担当にお問合せください。 

 

1. 参加にあたっての留意事項 

(ア) 参加学生は、「研修は学生個人の自発的選択と責任において行われるべきものである」ことの主旨を

理解し、研修に励まなければなりません。 

(イ) 研修中の一切の行動は学生個人の責任において行わなければなりません。研修の参加は任意ですの

で、この研修を理由に、大学が定めた実習や各種資格試験などの日程を変更または欠席することはで

きません。 

(ウ) 教務部（国際担当）および担当教員、協定校担当者は、研修の成果を上げるためのオリエンテーショ

ンやフォローアップを随時行います。 

(エ) 研修参加者は、プログラム前後に行われる事前・事後学習会に必ず参加してください。 

(オ) 事前学習会を自己都合によって一方的に無断欠席した場合、各種手続きに必要な書類を指定された

期日までに提出しない場合、または、国際担当や他の参加者への態度に著しく問題があると判断され

る場合（例：攻撃的な態度、言語または暴力による威嚇・脅迫等）には、本プログラムへの参加資格

を取り消す可能性があります。その場合、すでに納入した研修参加費用は返金しません。 

(カ) 研修中は、協定校担当者および関係者からの指示に従ってください。協定校担当者の指示に従わない

場合、協定校担当者に対して著しく不遜または攻撃的な態度を取った場合、または協定校担当者およ

び教職員、本学からの他参加者等を含む研修関係者にいかなる身体的、心理的および物理的損害を与

えた場合は、協定校との合意に基づき、研修期間中であっても参加資格取消しの措置の対象としま

す。なお、協定校または損害の被害者への弁済および参加資格取消しに伴う費用は全て当該参加者が

負担するものとします。 

(キ) 研修中に撮影した写真・動画等を、広報制作物等で使用するほか、大学ホームページに掲載すること

があります。 

 

2. 個人情報の取扱いについて 

大正大学では、個人情報に関する法令を遵守するとともに、「大正大学個人情報保護規程」に基づいた

プライバシーポリシーに従って個人情報の適切な取扱いに努めています。 

 なお研修の参加にあたり収集した個人情報は、研修実施のために必要な範囲で海外大学担当者および

関係者に提供されます。 

 


