
ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ

2018

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

プログラム期間：

プログラム費⽤：授業料

Bayreuther Sommeruniversität

「One 

少人数クラスで世界中の学生と

毎年世界

まる人気のプログラムです。

洋大学の協定校でもあり、これまでたくさんの東

洋⼤学⽣が交換留学⽣として学んできました。

【注意

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

ます）。

料・⾷費・通信費等が別途かかります

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。

ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ

2018 年度夏季バイロイト⼤学短期

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

プログラム期間：2018

プログラム費⽤：授業料

宿泊費

Bayreuther Sommeruniversität

One Campus Many Cultures

少人数クラスで世界中の学生と

毎年世界 40 カ国から約

まる人気のプログラムです。

洋大学の協定校でもあり、これまでたくさんの東

洋⼤学⽣が交換留学⽣として学んできました。

【注意事項】東洋大学の協定校

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

ます）。日本円での価格は

料・⾷費・通信費等が別途かかります

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。

ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ

年度夏季バイロイト⼤学短期

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

2018 年 8 月 7 日（火

プログラム費⽤：授業料 Language Courses and Communication Courses

Language

宿泊費 280 ユーロ

Bayreuther Sommeruniversität

Campus Many Cultures

少人数クラスで世界中の学生と

カ国から約 200 名の学生が集

まる人気のプログラムです。バイロイト大学は東

洋大学の協定校でもあり、これまでたくさんの東

洋⼤学⽣が交換留学⽣として学んできました。

東洋大学の協定校等が実施するプログラムで

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

日本円での価格は 2018 年

料・⾷費・通信費等が別途かかります

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。

ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ

年度夏季バイロイト⼤学短期

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

日（火）〜2018

Language Courses and Communication Courses

Language Courses and Specialized Courses 

ユーロ(約 4 万円)※

Bayreuther Sommeruniversität

Campus Many Cultures
 

少人数クラスで世界中の学生と 

名の学生が集

バイロイト大学は東

洋大学の協定校でもあり、これまでたくさんの東

洋⼤学⽣が交換留学⽣として学んできました。 

 

が実施するプログラムで

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

年 1 月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

料・⾷費・通信費等が別途かかります。記載されているプログラム内容は

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

加による授業欠席は公欠扱いにはなりません）。 

申込期間 2018

【問合せ先】東洋大学国際教育センター

〔開室時間〕⽉〜⾦

〔電話〕

ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ

年度夏季バイロイト⼤学短期

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

2018年 8 月 31⽇（⾦）

Language Courses and Communication Courses

Courses and Specialized Courses 

※寮・⺠間のシェアアパート・ホームステイから選択可

Bayreuther Sommeruniversität für Interkulturelle Deutsch

Campus Many Cultures

レベル別授業でしっかり学べます

レベル別のクラスでドイツ語とドイツ文化を

学ぶことができます。

者は、午後には語学の授業のかわりにドイツ語

で⾏われる専門科目を履修することも可能。

が実施するプログラムであり、東洋大学のプログラムではありません

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

記載されているプログラム内容は

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

2018 年 3 月 26

東洋大学国際教育センター

〔開室時間〕⽉〜⾦ 9：

〔電話〕  03-3945-

ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ

年度夏季バイロイト⼤学短期

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

⽇（⾦）※8/6

Language Courses and Communication Courses

Courses and Specialized Courses 799

寮・⺠間のシェアアパート・ホームステイから選択可

für Interkulturelle Deutsch

Campus Many Cultures－ひとつのキャンパス

レベル別授業でしっかり学べます

レベル別のクラスでドイツ語とドイツ文化を

学ぶことができます。さらに、ドイツ語能⼒上級

者は、午後には語学の授業のかわりにドイツ語

で⾏われる専門科目を履修することも可能。

あり、東洋大学のプログラムではありません

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

記載されているプログラム内容は主催機関・研修先

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

26 ⽇（⽉）〜

東洋大学国際教育センター（白山キャンパス

：30〜18：00

-8666 〔Email

ドイツの名門バイロイト大学でドイツ語・ドイツ文化を学ぶ 4 週間

年度夏季バイロイト⼤学短期

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

 

8/6（月）現地到着必須

Language Courses and Communication Courses 699 ユーロ

799 ユーロ(約 11

寮・⺠間のシェアアパート・ホームステイから選択可

für Interkulturelle Deutsch

－ひとつのキャンパス

レベル別授業でしっかり学べます 

レベル別のクラスでドイツ語とドイツ文化をじっくり

ドイツ語能⼒上級

者は、午後には語学の授業のかわりにドイツ語

で⾏われる専門科目を履修することも可能。 

あり、東洋大学のプログラムではありません

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

主催機関・研修先⼤学の都合により変更の

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

⽇（⽉）〜2018 年 4 月

（白山キャンパス

00、土 9：30〜

Email〕 mltanki@toyo.jp

週間 

年度夏季バイロイト⼤学短期ドイツ語学

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

（月）現地到着必須 

ユーロ（約 9.8 万円）

11 万円) 

寮・⺠間のシェアアパート・ホームステイから選択可 

für Interkulturelle Deutsch

－ひとつのキャンパス 
 

じっくり

ドイツ語能⼒上級

者は、午後には語学の授業のかわりにドイツ語

 

 週末には

オプションとして

Dresden, Nurnberg

各都市への

す。 

あり、東洋大学のプログラムではありません。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性が

⼤学の都合により変更の

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

月 20 ⽇（⾦）

（白山キャンパス 8 号館 1 階）

〜13：00 

mltanki@toyo.jp 

ドイツ語学

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

万円） 

海外促進奨学⾦

「 チャレンジ型

対 

für Interkulturelle Deutsch-Studien

 多様な文化」

週末にはフィールドトリップ

オプションとして土曜日に

Dresden, Nurnberg

への Day Trip

。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

月時点のレートに基づく参考価格です。支払時の為替により変動の可能性があります。渡航費・海外旅⾏保険

⼤学の都合により変更の可能性があります。

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

⽇（⾦） 

階） 

ドイツ語学留学

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies

海外促進奨学⾦

チャレンジ型

  象 ！！

Studien 

多様な文化」 

フィールドトリップも！

土曜日には Bamberg, 

Dresden, Nurnberg など風光明媚なドイツ

Day Trip に参加することも可能で

。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

あります。渡航費・海外旅⾏保険

可能性があります。授業期間中に⾏

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

申込みはこちら！

留学 

Bayreuth Summer University for Intercultural German Studies 

 
 

海外促進奨学⾦

チャレンジ型 」 

！！ 

 

 

も！ 

Bamberg, 

風光明媚なドイツ

に参加することも可能で

。主催機関への申込、参加費の海外送⾦・航空券

手配・保険加入、宿舎・空港送迎手配、書類提出・ビザ申請等は参加者本人が主催機関と連絡をとって進める必要があります（その際、英語を使用し

あります。渡航費・海外旅⾏保険

授業期間中に⾏

われるプログラムへの参加を希望する場合は、履修している授業に影響がないか担当教員等に確認のうえ各⾃の責任でお申し込みください（プログラム参

はこちら！ 



 

研修内容・
9：00

ドイツ語学

Language Courses: German 

Language and Society

(Beginner

に対応

 

17：

その他のアクティビティ

� Film program

discussion

� Literature Café

� Sports

� International parties

� International choir

宿泊先
寮・⺠間アパート（ルームシェア）・ホームステイから選択可能

・バイロイト大学へのプログラム参加申込み時に各自選択。

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

・どの宿泊先タイプでも食事の提供はありません（

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について

募集人数・対象

1）⼈数：若⼲名

2）対象：

● 東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

ドイツ文化や

● プログラム全日程に確実に参加できる方

● 今後の東洋大学国際教育センターの各種

広報活動へ協⼒できる⽅

奨学⾦

●東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

型｣（

プログラムです。

●対象言語スコア：ドイツ語

【奨学⾦詳細

 

研修内容・
00-12：30

ドイツ語学・文化

Language Courses: German 

Language and Society

(Beginner から Perfection

に対応) 

：30〜  

その他のアクティビティ

Film program

discussion 

Literature Café

Sports 

International parties

International choir

宿泊先について
寮・⺠間アパート（ルームシェア）・ホームステイから選択可能

バイロイト大学へのプログラム参加申込み時に各自選択。

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

どの宿泊先タイプでも食事の提供はありません（

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について

募集人数・対象

）⼈数：若⼲名（先着順）

）対象： 

東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

文化やドイツ語の学習に興味がある方

プログラム全日程に確実に参加できる方

今後の東洋大学国際教育センターの各種

広報活動へ協⼒できる⽅

奨学⾦ 

東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

70,000〜300,000

プログラムです。※別途申し込みが必要です

●対象言語スコア：ドイツ語

【奨学⾦詳細 QR コード】

研修内容・1 日のスケジュール
30 

・文化講座 

Language Courses: German 

Language and Society 

Perfection まで 5

その他のアクティビティ 

Film program followed by 

Literature Café 

International parties 

International choir 

について 
寮・⺠間アパート（ルームシェア）・ホームステイから選択可能

バイロイト大学へのプログラム参加申込み時に各自選択。

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

どの宿泊先タイプでも食事の提供はありません（

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について

募集人数・対象 

（先着順） 

東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

語の学習に興味がある方

プログラム全日程に確実に参加できる方

今後の東洋大学国際教育センターの各種

広報活動へ協⼒できる⽅ 

東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

300,000 円給付）の対象

※別途申し込みが必要です

●対象言語スコア：ドイツ語 

コード】 

日のスケジュール

5 つのレベル

 

by 

 

寮・⺠間アパート（ルームシェア）・ホームステイから選択可能

バイロイト大学へのプログラム参加申込み時に各自選択。

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

どの宿泊先タイプでも食事の提供はありません（キッチンでの自炊または大学内の食堂

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について

東洋大学在籍の学部生、大学院生であり

語の学習に興味がある方 

プログラム全日程に確実に参加できる方 

今後の東洋大学国際教育センターの各種

 

東洋⼤学海外留学促進奨学⾦｢チャレンジ

円給付）の対象

※別途申し込みが必要です 

 

日のスケジュール 

13：30-15

ドイツ語コミュニケーションまたはドイ

ツ語で⾏われる専門講義

� Communication Courses (all 

levels) 

または 

� Specialized Courses (advanced 

German

level B2 or higher)

 

週末 

歴史的･建築的・文化的に著名なドイツの街へ

の Day Trip（土曜実施）

【⾏先】Bamberg, Dresden, Nurnberg

予定 

・オプションのため費用が別途かかります（

27 ユーロ/回）

・⾏先は変更になる場合があります。

寮・⺠間アパート（ルームシェア）・ホームステイから選択可能

バイロイト大学へのプログラム参加申込み時に各自選択。 

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

キッチンでの自炊または大学内の食堂

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について

申込方法・

2018年 3

2018年 4

下記①と②の両方の手続が必要です

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

ライン）          

②バイロイト大学

申込（オンライン）

バイロイト大学側の受入可能人数枠に達した

場合は、申し込みをしても参加不可となることが

あります。 

【オンライン登録

15：00 

ドイツ語コミュニケーションまたはドイ

ツ語で⾏われる専門講義

Communication Courses (all 

 

Specialized Courses (advanced 

German language skills required: 

level B2 or higher) 

歴史的･建築的・文化的に著名なドイツの街へ

（土曜実施） 

Bamberg, Dresden, Nurnberg

・オプションのため費用が別途かかります（

回） 

・⾏先は変更になる場合があります。

寮・⺠間アパート（ルームシェア）・ホームステイから選択可能（チェックイン

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

キッチンでの自炊または大学内の食堂

募集内容・申込⽅法・奨学⾦について 
申込方法・期間 

3 月 26 日（月

4 月 20 日（

下記①と②の両方の手続が必要です

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

           

②バイロイト大学 Summer University

申込（オンライン） 

大学側の受入可能人数枠に達した

場合は、申し込みをしても参加不可となることが

【オンライン登録はこちらから】 

ドイツ語コミュニケーションまたはドイ

ツ語で⾏われる専門講義 

Communication Courses (all 

Specialized Courses (advanced 

language skills required: 

 

歴史的･建築的・文化的に著名なドイツの街へ

 

Bamberg, Dresden, Nurnberg

・オプションのため費用が別途かかります（ 23

・⾏先は変更になる場合があります。 

（チェックイン

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

キッチンでの自炊または大学内の食堂利⽤が可能。

日（月）〜

（⾦） 

下記①と②の両方の手続が必要です。 

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

Summer University 参加

大学側の受入可能人数枠に達した

場合は、申し込みをしても参加不可となることが

 

ドイツ語コミュニケーションまたはドイ

language skills required: 

 15：30

ドイツ文化･社会に関するセミナーや

フィールドビジット

� Seminars

society, literature, history, …

� Guided topical tours in Bayreuth 

and the

� Arts and culture 

(Eremitage, catacombs,

manufactory…)

歴史的･建築的・文化的に著名なドイツの街へ

を

23-

 プログラム詳細

記載している内容は、

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

Bayreuth Summer 

サイトで確認してください。（ドイツ語・英語）

【公式サイト

（チェックイン 8/6、チェックアウト

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

可能。学⾷利⽤の場合

①東洋大学国際教育センターへの登録（オン

参加

大学側の受入可能人数枠に達した

場合は、申し込みをしても参加不可となることが

 ビザ 

● 日本国籍以外の方はビザ取得が必要となっ

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

ます。 

● ビザ取得が必要かどうか

となった場合

って⾏ってください。

 注意事項

1）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。

2）研修先大学で単位が付与されても東洋大

学での単位認定

て異なります。

3）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

ンに参加していただきます。（

定）※詳細別途連絡

：30-17：00

ドイツ文化･社会に関するセミナーや

フィールドビジット 

Seminars/lectures about politics,

society, literature, history, …

Guided topical tours in Bayreuth 

and the surrounding area

Arts and culture 

(Eremitage, catacombs,

manufactory…)

プログラム詳細 

記載している内容は、2018

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

Bayreuth Summer 

サイトで確認してください。（ドイツ語・英語）

【公式サイト QR コード】

、チェックアウト 9/1

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。

学⾷利⽤の場合 1食 3-4

 

日本国籍以外の方はビザ取得が必要となっ

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

 

ビザ取得が必要かどうか

場合の手続は、参加者自身で責任持

って⾏ってください。 

注意事項 

）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。

研修先大学で単位が付与されても東洋大

学での単位認定の可否

て異なります。 

）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

ンに参加していただきます。（

定）※詳細別途連絡

00 

ドイツ文化･社会に関するセミナーや

 

lectures about politics,

society, literature, history, …

Guided topical tours in Bayreuth 

surrounding area

Arts and culture  

(Eremitage, catacombs, piano 

manufactory…) 

2018 年 1 月現在の情

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

Bayreuth Summer University 公式ウェブ

サイトで確認してください。（ドイツ語・英語）

コード】 

9/1） 

寮の場合バストイレとミニキッチン付の個室を予定。⺠間アパート・ホームステイの場合個室でバストイレ・キッチンが共同となります。 

4 ユーロ程度）

日本国籍以外の方はビザ取得が必要となっ

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

ビザ取得が必要かどうかの確認、また、必要

の手続は、参加者自身で責任持

）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。

研修先大学で単位が付与されても東洋大

の可否は所属学部学科によっ

）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

ンに参加していただきます。（2018年

定）※詳細別途連絡 

ドイツ文化･社会に関するセミナーや

lectures about politics, 

society, literature, history, … 

Guided topical tours in Bayreuth 

surrounding area 

piano 

月現在の情

報です。最新の情報・プログラムの内容は、

公式ウェブ

サイトで確認してください。（ドイツ語・英語） 

ユーロ程度） 

日本国籍以外の方はビザ取得が必要となっ

たり、追加書類の提出が求められる場合があり

、また、必要

の手続は、参加者自身で責任持

）国際教育センターの定める補償内容を満

たす海外旅⾏保険への加⼊が必須となります。 

研修先大学で単位が付与されても東洋大

は所属学部学科によっ

）海外留学派遣者対象合同オリエンテーショ

年 7 月予


