202１年度 夏期

研修先：フライブルク大学（バーデン＝ヴュルテンベルク州 フライブルク）
研修期間：2021年 8月2日(月)～8月24日(火) ＜17日間＞
※土日は除く。研修開始前に事前オリエンテーション等あり

研修内容：一般向けドイツ語プログラム（48時間）
自分のレベルに合ったクラスで、集中的にドイツ語を学ぶことができます。
「バーチャルフリータイムプログラム」では、フライブルク市街地の散策や
ハイキングなど、様々なオプションから好きなものを選択できます。

参加費用：540 ユーロ (約7万円)

※インターネット通信費用は含まれていません。

参加申込手順：
①Kmailにログインする。 ※他のGoogleアカウントでログインしている場合は、必ず先にログアウトしておく。
②https://bit.ly/21_deutschland にアクセスし、以下の資料をダウンロードする。
※パソコンでのダウンロード方法は、次のページを確認してください。

海外語学研修 実施要項(ドイツ)

研修スケジュール

③資料をよく読んで研修内容を確認し、
保護者の方の同意が得られたら申込もう！

申込方法は
「実施要項」に記載
しています。

金城学院大学 学生支援部 国際交流センター(C.I.E.P)
 052-798-0180 (代表)

 ciep@kinjo-u.ac.jp

 https://kinjo-ciep.net

Online Intensive Language Courses Summer 2021
Free-time Programme
Our virtual free-time programme enables you to experience international encounters and engage with other
participants from all over the world. It is an additional interactive and cost-free offer. Participation is voluntary. All
leisure activities take place after class via Zoom.

Selection of our offer
Welcome Meeting
Who is taking part in the online course? Get to know the other course
participants and the Summer and Winter University team in a relaxed
atmosphere, such as at "Friendship Speed Dating".
Language café
In small discussion groups we deal with cultural topics, exchange and collect
ideas and probably discover some differences and similarities in the process.
Freiburg-Quiz
Who or what is the “Höllentäler”? How high is the Freiburg Minster? We will
ponder over these and many other questions as part of our quiz.
Games „Night”
At this meeting, the course participants can put their verbal and technical
knowledge to the test in various online games such as „Stadt-Land-Fluss" or
„Montagsmaler".
International Picnic
Potato salad and spaetzle for instance are popular dishes in southern
Germany. What is typical for your home country? On our culinary journey
around the world, we taste traditional specialties and learn more about their
preparation and historical background.

Freiburg-Quiz March 2021

SLI is a great place to learn a
language. They keep the classes
interesting and fun. They got
qualified teachers and you‘ll find
amazing classmates.
Mireia Soto, März 2021

Freiburg im Breisgau

Walk through Freiburg
How does it look in Freiburg and which sights should you definitely see? At
this meeting, we will look at the main sights of the city and talk about them.
Excursion to the Black Forest
The Summer and Winter University team will take you to popular excursion
destinations in the southern Black Forest such as Lake Titisee.

Schwarzwälder Kirschtorte

After Work Concert
A concert is also planned to relax after work.
Boardgames

In addition, we provide a diverse online offer that enables you to discover country, people and culture on your own.

「オンライン海外語学研修」 資料ダウンロード方法（PC版）

ダウンロード期限： ６月18日（金）13:00 まで

①ダウンロードしたいファイルにカーソルをあて、右クリックをして、「ダウンロード」を選びます。
②ファイルを開くか保存するか聞かれたら、
「保存」横の「▼」をクリックして、
「名前を付けて保存」を選びます。

③ファイルを保存する場所
（フォルダなど）を左側の
メニューから選びます。
（デスクトップがおすすめ！）
ファイル名は変更せずに、
そのまま「保存」すると
ダウンロード完了です！

④先ほど保存したフォルダやデスクトップから、ファイルを開いて閲覧、印刷をしましょう。

＊上記は、Windowsのパソコンを利用した場合の操作方法です。
資料のダウンロードに関して不明な点がありましたら、国際交流センターまでお問い合わせください。

