
ウィーン大学ウィンター・スクール 2022（オンライン）授業料免除生募集について 
 
 ウィーン大学（オーストリア）より、オンラインによるウィンター・スクールの案内があ
りました。このプログラムでは、19 世紀末～20 世紀初頭のウィーンにおける社会や文化の
発展を学びつつ、グループワーク等を通じて参加者同士の異文化理解を深めることができ
ます。文学部・文学研究科を対象とした受講費の全額免除（1 名分）を募集しますので、興
味・関心のある方はぜひ応募してください。 
 
1. 詳 細 
 テ ー マ ：The Discovery of Modernity - Vienna around 1900  

（HP：https://shs.univie.ac.at/winter-school/） 
 実施期間：2022 年 2 月 5 日（土）～2 月 18 日（金） 
 実施形態：オンライン 
 対  象：本学学部生（3 回生以上）、大学院生 
* なお、これまでに文学研究科を通じてウィーン大学ウィンター・スクールの授業料免除

を受けたことのある人は応募できません。 
 受 講 費 ：１コース分 675EUR と Austrian students’ union fee（20.20EUR）が免除に

なります。 
 使用言語：英語 
 応募締切：11 月 29 日（月）午後 5 時  
 応募書類提出場所：書類一式の電子ファイルを、次のメールアドレスに添付ファイルで

お送りください【平川佳世 hirakawa.kayo.6z@kyoto-u.ac.jp 】。書類受領後、受領メ
ールをお送りします。1 日たってもメールが届かない場合には、再度、平川までご連絡
ください。 

 
2. 応募申請書類 
* HP（https://shs.univie.ac.at/winter-school/application-fees/application/）掲載の「応募

書類 Application Material 記載の Application1～４に該当する書類です。 
* すべて英文でそろえてください。 
① 応募申請書 Application Form  
次のサイトからダウンロードできます。 https://shs.univie.ac.at/about-us/downloads/ 
② 志望理由書 Statement of Purpose  
Applicants have to submit a written statement of motivation (maximum length one page). 
③ 成績証明書および卒業証明書（卒業・修了者の場合）Transcript of Grades 
The application must include an official transcript showing courses and grades from the 
university the applicant is currently attending. Applicants who have already completed their 

https://shs.univie.ac.at/winter-school/
mailto:hirakawa.kayo.6z@kyoto-u.ac.jp


studies should submit a copy of their diploma. All transcripts and diplomas must include an 
explanation of the grading system used. 
④ 英語能力証明書 Official proof of proficiency level in English 
Applicants whose native language is not English must submit proof of their proficient 
command of English. Preferably documents should be issued by one of the following 
institutions: 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Test Score Report by ETS (Educational 
Testing Service) 
IELTS (International English Language Testing System) Test Report 
ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examinations Certificate by the University 
of Cambridge 
Diplomas or test score reports from other official institutions stating the English level, will be 
accepted if the results are comparable to the levels of the CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages). For more information concerning the levels please 
see the PDF download of the CEFR Europass Self Assessment Grid. 

For participation in the univie: winter school an English level comparable to C1 
(within the CEFR) is recommended. Applicants with a high B2 level (within the CEFR) can 
also be accepted. For students who have studied for at least one year at a university where the 
language of instruction is English, proof of this fact will be sufficient. Students who studied 
to become an English teacher, translator, or interpreter for at least one year, can provide us 
with proof of their field of study and courses they took, as proof of their English knowledge. 
 
3. 授業料免除生の決定 
学部内委員会において応募書類に基づく厳正な審査を行い、授業料免除生を決定します。そ
の後、速やかに応募者全員に結果を通知します。 
 
4. 問い合わせ先 
京都大学大学院文学研究科 美学美術史学専修 平川佳世 
E-mail : hirakawa.kayo.6z＠kyoto-u.ac.jp 
 

以上 


