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数字で見る  
DAAD

32,000人 
ドイツが外国で提供するトランスナショナル教
育プログラムの在籍学生数

ボン本部とベルリン事務所

1,465,000人
1950年以来、助成を受給した人の数 

（ドイツから外国へ） 
2018年の受給者は81,508人

57
世界中に設置された情報セ
ンター数

20
外国の大学に設置された、学際的なドイ
ツ及びヨーロッパ研究センター数

241 
DAAD加盟大学数 103  

DAAD加盟学生団体数



442
外国の大学で教える 
DAADドイツ人講師の数

1,020,000人
1950以来、助成を受給した人の数 

（外国からドイツへ） 
2018年の受給者は63,680人

168
世界各地で結成された元奨学生
の会の数

20
19
年
4月
現
在

詳細は以下のサイトをご覧ください:  
→ https://www.daad.de/der-daad/zahlen-und-fakten/en

7
アフリカにおける専門セ
ンターの数

5
DAADが統括するドイツ 科学・イノベ
ーションフォーラム (DWIH) の数

15
世界のパートナー国に設置さ
れた在外事務所の数

5
世界に設置されたエクセレン
スセンターの数

103  
DAAD加盟学生団体数



DAADの目的と役割

}} ３つの戦略的活動分野}
DAADは、各分野において次のような活動を}
行っています。

優秀な人材に対する奨学金の支給
•} 専門家やリーダー層の人々に、世界最高レベルの大
学や研究センターでの研さんの機会を提供する。

•} ドイツのパートナーや友人となる人々を増やす。
•} 持続可能な国際的ネットワークを構築する。

学術協力に関する専門知識
•} ドイツの大学、学術機関のほか、政策面での関連機
関に情報を提供すると共に国際的な学術協力につい
て助言する。

国際化のための機構
•} ドイツの大学が世界各国のパートナーと協力し合う
ことを支援し、それによって研究と教育の質の向上
に貢献する。

•} ドイツ大学の質の高い授業を外国でも提供する。
•} ドイツの大学が、パートナー国の学術システムの発
展に貢献することを奨励する。
•} 大学が国境や対立軸を越える架け橋となれるよう
支援する。
•} 文化及び学術の言語として重要であるドイツ語の普
及に努める。

2
3
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執行委員会
会長

マルグレート・ヴィンターマンテル
副会長

ジョイブラート・ムカジー
大学代表、学生団体代表、省庁派遣者

103 の学生団体

選考委員会

評議委員会
連邦、州、大学、学生団体、 

総会、学術組織の代表

本部
事務総長

ドロテア・リユーラント
副事務総長

クリスチアン・ミュラー
ルドルフ・ボーデン

15の在外事務所
57の情報センター

241 の加盟大学

総会

DAAD組織図}}
www.daad.de/organigramm



} DAADボン本部とベルリン事務所  
 15の在外事務所  

  ドイツ 科学・イノベーションフォーラム（DWIH)

DAAD在外事務所、情報センターのウェブサイト及び住所：
→ www.daad.de/adressen

情報センター
ドイツ留学についての情報
Tel. +49 (228) 882-180
} www.daad.de/kontakt

ドイツから外国に留学するための情報 
Tel . +49 (228) 882-180
} www.daad.de/contact
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ワルシャワ

モスクワ ニューデ
リー

北京

ハノイ
カイロ

ナイロビ
ジャカルタ

東京

アレクザンダー・ゲルスト
地球物理学者、火山学者、宇宙
飛行士

DAADの支援を受けたニュージーランドへの留学は、
私が学問の世界に踏み出す重要な一歩となりました。
この留学により、私は自分の職業にとって極めて重要
な国際経験を積むことができました。実生活ではよくあ
るように、学問の世界でも、問題を正しく理解するため
に必要な視点の転換は、物事を広い視野で見て初めて
生じるということが言えます。



DAADの財源

総額
5億5,840万

ユーロ 

10 %

23 %

7 %

35 %

25 %

外務省
1億9,770万ユーロ

その他の外部資金
3,710万ユーロ

欧州連合
1億2,800万ユーロ

連邦経済協力開発省
5,490万ユーロ

連邦教育研究省
1億4,070万ユーロ



2018年の
DAAD助成受給者数
14万5,188人

研究者、大学教員、ポスドク

博士号
取得志願者

助成受給者 
（ドイツから外国へ）

DAADの 
プロジェクト助成

DAADの 
個人対象助成

EUモビリティプログラム
（Erasmus+）*

助成受給者
（外国からドイツへ）

その他の
助成受給者**

学士課程在籍者

修士課程 
在籍者

54,129人
34,928人

21,123人 13,061人21,947人

}}*プロジェクト2016、実施期間2016年6月1日～2018年5月31日
**大学入学準備プログラム在籍者及びプロジェクト担当大学教員}

81,508人
63,680人

68,511人
51,064人

25,613人



私たちが行っていること

}} 以下の人々に対するDAAD奨学金の提供
→ www.daad.de/stipendien
•} 専門分野を問わず、勉学・研究・実習を目的としているドイツ人
及び外国人の大学生、博士号取得志願者ならびに研究者
•} 在外ドイツ人学校の卒業生
•} 発展途上国の専門家及びリーダー層の人々
•} ベルリン芸術家プログラムの外国人芸術家

}}ドイツの大学の国際化のためのプログラム}
→ www.daad.de/hochschulen
•} 外国留学が組み込まれた課程及びダブルディグリー
プログラム
•} 外国の大学との提携プログラム及びプロジェクト関連の
学術協力
•} 専門分野別の研究プログラムにおける国際的側面の強化
•} ドイツの大学による、国境を越えたトランスナショナル教育
プログラム

}}持続的発展
→ www.daad.de/ez
•} 発展途上国との大学パートナーシップ
•} 二国間SDG大学院共同コロキウム}
•} 新興国及び発展途上国における専門センター及び}
エクセレンスセンター



}}ドイツ語及びドイツ学}
→ www.daad.de/deutsche-sprache
•} ドイツ語講師の派遣及び外国の大学におけるドイツ語の}
支援
•} 大学のドイツ語教員の専門研修における世界各国の大学
への支援

}}EU高等教育共同局
→ www.eu.daad.de
•} 外国におけるドイツ関連課程及びドイツ学・ヨーロッパ学}
のためのセンターの設置
•} 大学における教育プログラムErasmus+の実施
•} ボローニャ・プロセス実施のための助言

}}同窓会プログラム
→ www.daad.de/alumni
•} DAAD元奨学生のサポートとネットワーク作り
•} ドイツの大学の国際的な同窓会活動への支援

}}DAADが有する次のような情報の提供
→ www.daad.de/analysen-und-studien
•} ドイツの大学の国際化に関する情報
•} 学術制度や外国の教育市場に関する情報
•} 大学拠点及び研究拠点としてのドイツに関する情報
•} }外国における勉学・研究の可能性に関する情報
•} 大学教員の研修を通じた情報提供
•} 評価、モニタリング及び調査研究を通じた情報提供



ドイツ及び世界の才能ある若者の支援にご協力ください。
DAAD-Stiftung 
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de · www.daad-stiftung.de

ドイツ学術交流会（DAAD）
Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service
Referat Externe Kommunikation （対外コミュニケーション課）
Kennedyallee 50, 53175 Bonn
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