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Keio-Aachen スプリングスクール 2022 

2021 年度アーヘン工科大学春季講座 
KEIO Frühlingsschule am Sprachenzentrum der RWTH Aachen 2022 

  KEIO Spring School at the Language Centre of the RWTH Aachen University 2022 
 

募 集 要 項 
 

 

プログラムの概要 

この春季講座は、慶應義塾理工学部と 60 年以上の交流の歴史を持つドイツの名門アーヘン工科大学

（Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule：RWTH Aachen とも表記します）の全面的協力によって実現した

もので、同大学言語センター（Sprachenzentrum der RWTH）により慶應義塾大学の学生のために特別に提供され、全

学部、全研究科生の学生を対象に、ドイツ語・ドイツ文化研修を中心とするプログラムです。2021年度は新型コロナ感染

症の影響により、オンラインでの開催となります。 

 

プログラム概要 

アーヘン工科大学言語センターのオンライン春季講座は、ドイツ語能力を高めつつドイツのいろいろな側面についても知識

を広げたいという方を対象としたプログラムです。2 週間のプログラムには、ドイツ語の授業だけではなく、歴史ある街アーヘ

ンについてまたドイツ文化について知る、ドイツの学生と交流するといった内容も含まれています。 

 

■ 語学コース（月～金、日本時間 17 時～19 時） 

- 小グループの集中ドイツ語コース（Zoom） 

- オンラインでの指導経験も豊富で優秀な講師による授業 

- 「話す」ことを中心に構成された授業 

- 実際の場面で使えるドイツ語 

- 文法および発音のトレーニング 

■ 文化交流プログラム（日本時間 19 時～21 時） 

- オンライン観光ツアー 

- 文化理解に使えるデジタルツール 

- 新しい表現を使ってみる 

■ タンデム（ランゲージエクスチェンジ・ドイツの学生との交流） 

- 異文化理解と語学の知識を深める 

- ドイツの学生（日本語学習者）とのコミュニケーション 

- 日常会話のドイツ語 

 

開講場所 ドイツ アーヘン工科大学 ＜http://www.rwth-aachen.de/＞  

研修時期 2022 年 3 月 14 日（月）～ 3 月 25 日（金） 

募集人数 8 ～ 20 名 

募集対象 全学部・全研究科生  

受講条件 ドイツ語の基礎的な知識があること（ＣＥＦＲ A1 程度） 

開催形態 オンライン 

使用言語 ドイツ語 

参加費用 330 ユーロ（参加者 12 名以上の場合。参加者数によって変わります。） 
*1/26 現在の応募状況では、520 ユーロ程になる予定です。 
*理工学部在籍者は、終了後に理工学部国際人材基金・資金に申請する資格があります。 

 

オンライン開催 
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参加申込みから研修までの流れ 

1. オンライン申請フォームより申込書類提出 

2. 選考（書類審査） 

3. 講座費用納入 

4. 研修 

 

 

参加申込み手続き 

1．オンライン申請フォームより以下（0）～（9）の申込書類をアップロード 

https://www.st.keio.ac.jp/news/ic/aachen_spring.html      

 

受付期間： 2021 年 12 月 13 日（月） ～ 2022 年１月 11 日（火）  

追加募集受付期間： 2022 年 1 月 12 日（水）～1 月 24 日(月) 15:00 

再追加募集受付期間： 2022 年 1 月 26 日（水）～1 月 28 日(金) 15:00 

 

申込書類 

※ 提出書類は日本語で作成するものと英語またはドイツ語で作成するものがあります。 

※ 所定用紙は、上記ウェブサイト（右記 QR コード）からダウンロードしてください。 

※ 入力・手書きのどちらでもかまいません。 

※ 合格通知はメール送信にて行う予定です。そのため、必ず連絡が取れるメールアドレスをご記入ください。 

 

（０） 応募書類チェックリスト              （所定用紙） 

（１） 申込書（日）        （所定用紙、押印・写真貼付） 

（２） ドイツ語レベルチェックアンケート       （所定用紙） 

（３） 研修申込の動機・目的（日）   （所定用紙、約 800 字） 

（４） 履歴書（日）         （所定用紙） 

（５） 申込書（英 or 独）   （所定用紙、写真貼付） 

（６） 研修申込の動機・目的（英 or 独）    （所定用紙、上記（２）に相当する内容） 

（７） 履歴書（英 or 独）        （所定用紙） 

（８） 学業成績証明書  ※最新のもの。学部 1 年生も提出は必須です。 

（９） 語学能力証明書   ※スコアを持っている場合のみ。 

       英語（TOEFL、TOEIC、IELTS、G-TELP など）、ドイツ語（独検など）のスコア/証明書を持っている場合には、  

アップロードしてください。このような試験を受けたことがない場合は､提出の必要はありません。 

 

2． 選考（書類審査） 

   合格発表  2022 年 1 月 18 日 (火） 10:00 前後（メール送信） 

 

3. 講座費用納入 

支払期限および支払い方法については、別途案内します。 

 

参加を辞退する場合 

選考結果発表後、万が一、やむを得ず参加を辞退する場合は、ただちに理工学部学生課国際担当に申し出てくださ

い。申し出が遅れた場合、補欠者への連絡が遅れる等、研修の進行に多大な迷惑がかかります。また、参加費用納入

後に辞退する場合は、キャンセル料等が発生する可能性がありますので、ご注意ください。 

 

その他の注意事項 

このプログラムは、自然災害、戦争・テロ災害、航空機等交通機関に関わる事故ならびに前記以外の人為的、不慮

不可抗力による事故等のために中止する場合があることをあらかじめご了承ください。 
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問い合わせ先 

慶應義塾大学 理工学部 学生課 国際担当 （矢上キャンパス 25 棟 1F） 

オフィスアワー: 月～金 08:45～16:45 
電話:  045-566-1468  FAX: 045-566-1469  E-mail: ic-yagami@adst.keio.ac.jp  

URL:  https://www.st.keio.ac.jp/students/ic/ 

 

個人情報保護について 

申込みにあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は「慶應義塾個人情報保護基本方針」および「慶

應義塾個人情報保護規程」に基づき、安全かつ厳密に管理します。 

また、個人が特定できないように統計処理した個人情報のデータは、留学に関わる調査・研究の資料として利用される

ことがあります。予めご了承ください。 

 

 

 

アーヘン工科大学について 

アーヘン工科大学はヨーロッパでもトップレベルの工科大学のひとつで、ドイツで最大規模の工科大学であり、ドイツにお

けるエクセレンス・ユニバーシティ（Exzellenzuniversität）にも指定されています。260の研究機関を含む9つの学部を擁し、

教職員数は約 9,000人、そのうち正教授は 538 人、またおよそ 5,000人の学術研究スタッフが在籍しています。大学には

約 45,000 人の学生達が学んでいます。世界１３０カ国から集まった 10,000 人を超える留学生達が現在アーヘン工科大

学に在籍し、国際色豊かな環境となっています。アーヘン工科大学の各研究所・学科の強みは、何といっても研究と教育

が結びついている点にあります。長年来、アーヘン工科大学は多岐にわたる分野でドイツ内外の研究機関や産業部門と

緊密に協力し合いながら活動し、ドイツ経済の発展と成功に実質的に貢献してきました。アーヘン工科大学の役割は、ド

イツの発展にとってのみならず、ＥＵ全体の経済・科学の発展にとってもその重要性を増しつつあります。 

 

アーヘン市について 

アーヘン市はドイツで最も西に位置する人口３５万の中都市です。オランダ・ベルギー・ドイツ３国が隣接する国境地区

にあり、歴史上ヨーロッパの最重要都市のひとつに数えられています。また、学生数 約 45,000 人以上を抱える大学都市

で、ポントシュトラーセに代表される若者の街でもあります。ボンやケルンとも近く、パリへは急行列車で３時間の距離です。

市内には、ドイツの建築物として初めてユネスコの世界遺産に登録されたアーヘン大聖堂やズエルモント・ルートヴィッヒ博

物館、国際新聞博物館、ルートヴィッヒ国際芸術フォーラム、コウフェン博物館などがあります。 

参考情報：アーヘンについて 

mailto:ic-yagami@adst.keio.ac.jp

