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ご両親の皆様へ
お子さんとドイツ留学についてご検討いただきありがとうござい
ます。海外留学は大きなチャレンジです。子供の幸せや将来に
ついて親がどれほど思い悩むかは、私自身も母親として十分理解
しています。おそらく皆様は、お子さんが外国でやっていけるの
だろうかと多少なりとも心配していらっしゃることでしょう。その
上、不明な点がまだまだたくさんあるような気がしておられるの
ではないでしょうか。この冊子が皆様の疑問のいくつかを解消
する一助となれば幸いです。

ドイツは、勉学の場として非常に多くのことを吸収できるところ
です。ドイツの大学は何世紀も前から世界的に高い名声を得てお
り、留学生に最も人気のある留学先の一つとなっています。現在
ドイツでは、世界中から集まった34万人以上の若者が勉学や研
究に励んでいます。ドイツの大学は多種多様な勉学の機会を提
供しており、そこで取得した修了資格は国際的に認められている
ため、最高のキャリアチャンスが約束されます。

さらに、ドイツは単なる経済大国の1つというだけではなく、
文化、観光、グルメという点でも多様な魅力をもち、国際感覚を
備え、民主的かつ寛容で治安のよい美しい国です。

皆様のお子さんがドイツに留学されるのであれば、とても喜ば
しく思います。それは間違いなく賢明な選択だと申し上げられる
からです。

Dr.ドロテア・リューラント
DAAD事務総長

ドイツ留学 4

ドイツ学術交流会とは？

ドイツ学術交流会（DAAD）は、ドイツの大学と学生団体が共同
で設置している機関です。当交流会は、特に学生や研究者の交
流を通じて、大学における国際協力を促進する役割を担ってい
ます。

当交流会の情報冊子のほか、www.daad.deやDAADの各国事
務所および情報センターのウェブサイトには、ドイツ留学とドイ
ツでの生活に関する情報が掲載されています。

www.daad.de
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ドイツ留学に関する15の質問と回答
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金 森　ゆ う な
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 う蝕制御学分野博士課程

ミュンヘン大学への歯学研究留学
DAAD研究留学奨学金をいただき、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学

ミュンヘン（ミュンヘン大学）の保存修復歯周病学分野に研究留学しま

した。滞在中は研究室に所属し、ミュンヘン大学ならではの研究機器等

を使用して、歯科材料に関する研究に取り組みました。また、大学病院

内を見学することもできました。教授を始め、研究室の皆様には大変親

切にしていただき、とても充実した研究生活を送ることができました。

また、大学やDAADの活動等を通して、世界中の様々な国からの、様々

な分野を学ぶ学生と出会い、友達になり、良い刺激を受けることができ

ました。

この貴重な留学の経験を活かし、今後も、歯科医師として、研究者とし

て、一所懸命に精進して参りたいと思います。

海外で生活すると、広い視野から重点的に物事を見るようにな
ります。こうした広い視野は新たな展望を開くと同時に、考える
材料を与えてくれます。海外での経験は人格を豊かにします。

異文化を知ることは、たとえその文化が一見してそれほど異なる
ようには見えなくとも、視野を広げてくれます。そして、こうした
物の見方が先入観や不寛容を防ぐための一助になります。さら
に留学中なら容易に得られる国際的な交友関係も人格を豊かに
してくれます。

海外留学は、国内での勉学よりもはるかに自主性を向上させ、
それが就職のためのチャンスを高めます。海外での経験により、
特にグローバル化した世界でのビジネスライフに適した能力が
身につきます。海外留学は、経歴に大きなプラスとなり、ひいて
は後々の就職活動にとっても大きなメリットとなります。さらに
言葉の違う海外での留学は、語学力を大幅に向上させ、すでに
早い時期から学問やビジネスの面で国際的なコンタクト先を得
ることができます。

現在、海外留学は、もはや必ずしも卒業が遅れることを意味して
いません。ドイツで得た学業成績が自国で認定されることもあり
ます（ドイツの大学で取得した単位が日本の大学でも卒業単位
として認められるかどうかについては、事前に日本の大学で十
分にご相談ください）。また近年、多くの大学は、留学生のニー
ズにこたえる特別な学習プログラムを提供しています。

海外留学は、将来に向けての有意義な投資であると言えるで
しょう。

 1
海外留学は何をもたらすでしょうか？
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ドイツの大学は世界的に傑出した名声を博しています。ドイツの
大学からは、国際的な意義のある重要な技術革新や発展のた
めの刺激が発信されています。

新時代を開くような画期的発明の多くがドイツで生み出されてい
ます。ドイツのノーベル賞受賞者は特に自然科学と医学の分野
で多く、ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン、ロベルト・コッホ、
マックス・プランク、アルベルト・アインシュタイン、クリスティアー
ネ・ニュスライン＝フォルハルト、ハラルト・ツア・ハウゼンなどが
挙げられます。またドイツは、多くの作家や哲学者を生み出した
国でもあります。ドイツはカント、ヘーゲル、アドルノの国、ゲーテ、
ハイネ、ブレヒトの国、そしてバッハ、ベートーヴェン、ブラームス
の国なのです。

ドイツでは、学問と研究に対する評価が高く、また長い伝統が
あります。最も古い大学は1386年にハイデルベルクで設立され
ました。今日ドイツには、州によって認可された大学が全国ほぼ
170の都市におよそ400校あります（31ページの地図を参照して
ください）。大学では、学問や研究のための様々な可能性が提
供されています。設置されている学科は合計19,000以上であり、
そのうちのおよそ1,700は主に英語で授業が行われる学科です。

ドイツには実りある勉学に適した環境があります。大学や研究
機関はすばらしい設備を備えています。その中で学生は熱心な
指導を受けると同時に、未来の研究者として大切に扱われます。

そして何と言っても、ドイツ語は最も重要な学術言語の1つであ
り、話者は1億人以上、また、およそ1500万人が学ぶ国際的な言
語でもあります。英語は必須ですが、ドイツ語はプラスアルファ
となります。つまり今日では英語の知識があるのは当然とみなさ
れますが、さらにもう1つ別の外国語のしっかりとした知識があ
れば、グローバル化した世界でのキャリアチャンスが広がります。
ドイツ語を学ぶことは将来のためになると言えるでしょう。

2
ドイツ留学が支持されている理由
とは何でしょうか？

櫛 田　創
DAAD奨学金を受給し、ハイデルベルク大学で有機化学の博士号取得を目
指す。

充実した生活
ドイツに来て一番良かったことは１日が２４時間もあるということを感じ
させてくれるところです。ドイツへの留学の目的は化学の博士を取得す
ることでした。でも今ではサッカークラブに所属して週５日練習したり、
研究終わりに夜遅くまでカフェルームで同僚と飲んだり、休日には友人
と旅行やハイキング、サッカー観戦に行ったりと全てを含めて人生だと考
えるようになりました。

もちろん研究施設やサッカーのクラブ環境が充実しているのは言うまで
もありませんが、それ以上に「成功は充実した生活の上に成り立つ」と考
えるようになったこと、そしてドイツはそれを実現できる環境であること
に最も価値を感じています。

もちろんドイツでも研究だけに打ち込むことも可能です。それも全てそ
の人次第でしょう。ただ、望めば叶うその環境がドイツの素晴らしいとこ
ろだと思います。
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海外で快適に生活するためには、基本的に十分な語学力が必
要です。これは他の国と同じくドイツについても言えることです。

もしドイツ語の知識があればもちろん理想的です。自国にいる
うちにゲーテ・インスティトゥートや大学などでドイツ語学習を
開始することは有意義なことであり、時間とお金の節約にもな
ります。また、Deutsch-Uni Online (DUO) (www.deutsch-
uni.com)やDeutsche Welle (www.dw.de)など、オンラインの
ドイツ語コースで学ぶこともできます。しかし、大学では、留学
生がドイツ到着時にドイツ語が完璧に話せることを期待してい
るわけではありません。

ドイツの大学で学ぶためにどのような語学力が必要になるかは、
どの学科を選択するかによってまったく異なります。

■ 主に英語で授業が行われるインターナショナル・ディグ
リー・プログラムで学ぶ場合には、何よりもまず十分な英語
の知識が必要です。すでに現在、ドイツの大学には、英語で
学ぶ学士・修士・博士課程が1,400以上存在します。この詳
細はwww.daad.de/international-programmesに掲
載されています。

■ ドイツ語で授業が行われる学科を専攻する場合には、一定
レベルのドイツ語力があることを証明しなければなりません。
そのために、たとえば外国人入学希望者のためのドイツ語
統一試験（略称：TestDaF）のような様々な試験や標準テスト
があります。

現地でドイツ語を学ぶ機会も数多くあります。大学の中には、学
業と並行して学ぶ語学講座を設けている大学もあります。また、
夏期講習も全国的に開催されており(www.summerschools.
de)、これは大学で講義を受けるための語学面での準備として
も活用できます。さらに、ドイツ国内のゲーテ・インスティトゥー
トや市民大学のほか多数の民間語学学校など、大学以外でもド
イツ語学習のために様々な選択肢が提供されています。

3
ドイツ語はどのくらい
できなければなりませんか？

www.daad.de/international-programmes
www.dw.de
www.summerschools.de
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海外の大学で学ぶにはまだ力が足りないのではないかという
心配があるかもしれません。そうしたことから、ドイツの大学は、
大学での勉強に的を絞って準備することができる講座を用意
しています。

その１つの例が入学準備のための入門教育です。これは、いくつ
かの大学が世界各国からの入学希望者のために提供している準
備プログラムです。このプログラムの講座は、ドイツの大学で勉
強するために語学やその学科の準備をするためのものです。こ
れらの講座の内容には、ドイツの大学での学修システムや大学で
の勉強の進め方の紹介も含まれています。このようなプログラム
はwww.daad.de/international-programmesで検索する
ことができます。

ドイツの大学の授業に参加する際にどのようなことが求められ
るかを知るもう一つの方法は、夏期講座に参加することです。
夏期講座は全国の大学で夏に実施されます。詳細は本書の
「6 滞在期間はどのくらいになるのでしょうか？」のほか、www.
summerschools.deでもご覧いただけます。

4
ドイツには入学準備コースは
ありますか？

ご両親のための情報 14

クリスティーナ・プラガ
ケルン工科専門大学の国際交流部スタッフ。留学生課にて世界各国からの
留学生の相談に対応している。

ケルン・プレップクラス
本コースの修了生は、準備万端で自信を持ってドイツの大学で勉強を始
めることができます。ケルン・プレップクラスは、ドイツの大学への入学を
希望する外国人学生が、大学入学資格試験の合格と、その後のドイツの
大学での勉強のための準備をするための１０か月間のコースです。専攻
に関係する知識だけでなく、大学での勉学法についても学びます。その
甲斐あって、本コースで初めて適切な勉強方法を学んだと言ってくれる
修了生も多くいます。
ケルン・プレップクラスでは、参加者に対して非常にきめこまやかに対応
しています。また、ケルン工科専門大学のキャンパス内に位置しているた
め、日常的に大学の様子を知ることができます。そのため大学出願予定
者は、本コースで勉強しながら大学生活を身近に感じることができるの
です。
もう１つのメリットは、ケルン・プレップクラスの修了生がケルン工科専門
大学に出願する場合に優遇措置を受けられることです。もちろん、本
コースを修了して大学入学資格試験に合格すれば、ドイツの他の専門大
学や総合大学に出願することも可能です。

www.daad.de/international-programmes
www.summerschools.de
www.summerschools.de
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5
どの大学のどの学科が適している
でしょうか？

ドイツの大学では、あらゆるニーズや教育段階に適した学科を
提供しています。ドイツの大学では以下のようなことが可能です。

■ 新入生として1年目から学部課程に入学する
■ 自国の大学での学修の一環として、海外で経験を積む
■ 大学卒業後、修士課程を修了する、または博士号を取得する

州の認可を受けた大学はおよそ400校あり、また学科数も
19,000以上あるため、選択が難しいと思われるかもしれません。
以下に挙げる3種類の大学のどれにするかを決めるだけでも、
選択しやすくなります。

■ 総合大学（学術的な勉学）
■ 専門大学（実務志向の勉学）
■ 芸術大学、映像大学、音楽大学（芸術分野の勉学）

ドイツでは、多くの大学が公的資金で運営されています。私立
大学は120校弱あり、私立大学に通っている学生の割合はおよ
そ7.5%です。大半の学生は国立の大学に籍を置いています。こ
れは、一部の私立大学では高額の授業料が必要とされるからで
す。どちらのタイプの大学も、教育の質の高さは同等です。

www.daad.de/deutschlandとwww.studienwahl.de
では、適切な学科選びに役立つ情報を提供しています。また、
DAADの在外事務所や情報センター、ドイツ大使館でも専門ス
タッフが相談を受け付けています。

また、ドイツの多くの大学のほかDAADも、国際的な留学フェア
に参加しています。このような留学フェアでは詳細な情報を収
集することができます。開催期日の案内は、www.study-in.de/
events に掲載されています。また、在籍している大学がドイツと
の特別交換プログラムを提供していることもあります。そのよう
な交換留学プログラムに参加すると、留学の準備･計画の負担を
軽減することができます。

www.daad.de/deutschland
www.studienwahl.de
www.study-in.de/events
https://www.study-in.de/events
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ドイツ留学という決定は極めて重大であり、大きな影響が生じる
と思われるかもしれません。長期の海外留学が正しい選択かど
うか確信が持てないこともあるでしょう。また長期留学がこれまで
の学業や人生設計に合っていない場合もあるでしょう。

しかし心配はいりません。ドイツ留学すなわち長期間の留学と
いうわけではありません。自国での学業に役立ち、履歴書に
プラスとなるような、そしてもしかするとそのあとさらに留学を
続けたくなるような、短期留学の機会も多いのです。

ドイツの大学では、毎年、夏期講習が開催されており、通常6月
から9月の間に行われます。開催される講習は多種多様です。
たとえば語学講習のほかに、様々な学術分野の専門講習も開催
されます。この夏期講習は、国や国民を知り、ドイツの大学での
生活を初めてかいま見るよい機会となります。夏期講習の開催に
ついての概要はwww.summerschools.de に掲載されてい
ます。

短期留学の別の選択肢としては、自国で通っている大学が実施
している交換留学プログラムが挙げられます。１学期間だけドイ
ツに留学できるような交換留学プログラムもあります。さらに、
実際のビジネス社会を覗いてみるためにインターンシップに応募
してドイツに短期滞在することも可能です。

夏期講習、１学期間のみの短期留学、インターンシップなどが、
長期間のドイツ留学の第一歩となることもあります。数年間留学
すれば、世界的に定評のある大学修了資格をドイツで取得する
チャンスもあります。また当然のことながら、長期間の滞在を通
じてドイツのことをもっと深く知るようになる上、ドイツ語力を大
幅に向上させる機会にも恵まれます。

6
滞在期間はどのくらいに
なるのでしょうか？
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Dr. ニノ・アンターゼ
ジョージアのトビリシにあるＤＡＡＤインフォメーションセンターでドイツ
留学に関するあらゆる相談に対応。

若者のための新しいチャンス
若い人が新しい機会を発見するのを見るのはとても嬉しいことです。当

インフォメーションセンターには、ドイツの大学への留学や奨学金の可

能性について質問に訪れる大学生、特に高校生がますます増えていま

す。多くの場合、ご両親も一緒です。個別の相談で学生さんは、勉強し

たい分野や、目指す職業について話してくれます。

学生さんが自分のキャリアパスについての考えを持ち、その目標を達成

するために具体的に何をすべきかを自分で見つけていくのを見ている

と頼もしく感じます。

ほとんどの場合ご両親は、安全で安定した平和な国であるドイツで学

びたいというお子さんの希望を後押ししています。ドイツの大学で学ぶ

ことが大きなキャリアチャンスになることをご存じだからです。

以前相談に訪れた学生さんが、ドイツ留学後に訪ねてきてくれることが

よくあります。自立して広い視野を持って活躍している彼らを見ると、や

りがいを感じます。

www.summerschools.de
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ドイツでの生活は、他の欧州諸国と比べて決して高いわけでは
ありません。食費、家賃、被服費、娯楽などにかかる費用は、ほ
ぼEUの平均並みです。

留学の場合は、生活費のほか、医療保険や学期共済費、また場
合によっては授業料といった支出も見込んでおかなければなり
ません。ドイツでは大部分の学生が国立の大学に通っています。
国立大学では多くの場合、学部課程の授業料は無料または低額
です（バーデン＝ヴュルテンベルク州の国立大学では、非ＥＵ圏
出身の留学生について１学期あたり1500ユーロの授業料がかか
ります）。修士課程も授業料が無料のところもありますが、授業
料がかかるところもあります。私立大学も授業料は比較的高くな
ります。さらにどの学生も、授業料（授業料がある場合のみ）の
ほかに、いわゆる学期共済費も支払います。多くの場合、この中
には大学周辺の交通機関を無料で利用できるゼメスターチケッ
トが含まれています。共済費の額は大学によって異なり、1学期
あたり約150～350ユーロです。

しかし、学生がドイツで1か月間にどのくらいのお金を必要とす
るかを挙げることは容易ではありません。一般的に言えるのは、
小都市では大都市よりも少ないお金でやりくりできるということ
です。統計によると、ドイツの学生が1か月に使うお金は平均で
およそ92 0ユーロであり、毎月の支出で最も高い割合を占める
のは家賃です。

ちなみに外国人留学生は、いわゆる財政証明書によって、留学
費用が保証されていることを証明しなければなりません。通常
は、年におよそ8, 6 4 0ユーロ以上をを用意できることが求めら
れます。この証明をどのような形で行わなければならないかは、
自国のドイツ大使館にお問い合わせください。

ドイツでは、外国人留学生が働くことはごく限定的にしか認めら
れていません。アルバイトにより生活費に余裕が出るかもしれま
せんが、学業と並行しながらアルバイトだけで生活費の全額をま
かなうことはまず不可能です。

7
ドイツ留学にはどのくらいの
費用がかかりますか？
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ドイツ留学に対しては、短期・長期ともに多数の助成プログラム
があります。様々な機関や組織から留学生向けの奨学金が提供
されています。助成を受けられるかどうかは、DAADの情報セン
ターか在外事務所、または自国の大学にご相談ください。

DAADの奨学金データバンク（www.funding-guide.de）で
は、インターネット上で様々な種類の奨学金について容易に調べ
ることができます。このサイトには、DAADだけでなく他の助成
機関の奨学金も掲載されています。ただし、ドイツの助成機関は
多くの場合、ドイツの大学に入学してから卒業するまで助成を行
うわけではなく、また新入生に対する助成も通常は行われませ
んのでご注意ください。

ドイツの大学でも独自の奨学金を給付しているところがありま
すが、その数は他国に比べるとまだわずかです。しかしながら、
大学が提供する奨学金は着実に拡充されてきていますので、入
学を希望する大学に奨学金を受給できるかどうかを問い合わせ
てみるとよいでしょう。

8
奨学金やその他の経済的援助は
ありますか？
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トマス・ブルーメンラート
在外学校センター（ZfA）教員アドバイザー。アルメニアのエレバン在勤。

高いドイツ語力 
ドイツ語で授業が行われる大学の課程で勉強するためは高いドイツ語

力が必要ですが、それだけでなく、ドイツ語がよくできればドイツでの生

活がより居心地よくなり、友達もできやすくなります。私が働く部署では、

担当する学校でのドイツ語の授業の品質を高めることに取り組んでいま

す。生徒がドイツの大学で学ぶために必要な資格である Deutsches 

Sprachdiplom IIに合格するととてもうれしく思います。

ドイツの大学はとても多様性に富んでおり、そこで提供される多くの可

能性の全体像をつかむのはなかなか難しいと思います。そのため私は

生徒たちに、なるべく早い段階でＤＡＡＤインフォメーション･センターに

問い合わせることを勧めています。そこではリラックスした雰囲気の中

で必要なサポートを受けることができるからです。

私の知る限り、ドイツに留学した人は皆、ドイツ留学が役立っていると感

じています。若い皆さんにも是非そのチャンスをつかんでもらいたいと

思います。海外での経験は私の人生にも大きな影響を与えてくれました

し、そのことに満足しています。

留学生としてドイツに滞在する際にビザが必要かどうかは、出身
国や滞在期間により異なります。EU加盟国、アイスランド、リヒ
テンシュタイン、ノルウェー、スイスの国籍を持つ方は有効な
パスポートがあればドイツに入国できます。

その他の国籍を持つ方が90日より長くドイツに滞在するには、多
くの場合ビザが必要になります。ビザはドイツ入国前に申請する
必要があります。ただし、日本、韓国、アンドラ、オーストラリア、
ブラジル、カナダ、エルサルバドル、ホンジュラス、イスラエル、モ
ナコ、ニュージーランド、サンマリノ、米国の国籍を有する方は、
ビザ無しでドイツに入国した後に滞在許可を申請することがで
きます。ドイツで就業する場合にはまた特別な条件が適用され
る場合がありますのでご注意ください。

ドイツ滞在が90日以下の場合には特別な規則があります。その
場合、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバド
ス、ブルネイ、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ、グレナダ、
グアテマラ、マレーシア、モーリシャス、メキシコ、ニカラグア、パ
ラウ、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントキッツ・ネイビス連邦、
セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サモア、セイシェ
ル、シンガポール、東ティモール、トンガ、トリニダード・トバゴ、ア
ラブ首長国連邦、ウルグアイ、バヌアツ、バチカン市国、ベネズエ
ラの国籍を持つ方もビザなしで入国できます。アルバニア、ボス
ニア・ヘルツェゴビナ、マカオ、マケドニア、モルドバ、モンテネグ
ロ、セルビア、台湾の国籍で、特定の形式のパスポートを持つ方
にもこの規則が適用されます。詳細については、ドイツ外務省の
ホームページをご参照ください。

必要書類や注意事項など、ビザについての詳細は、ドイツ連邦
共和国大使館・総領事館（www.japan.diplo.de）でご確認く
ださい。新潟県、長野県、静岡県以東の東日本地域にお住まい
の方はドイツ大使館が、富山県、岐阜県、愛知県以西の地域に
お住まいの方は大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館が管轄にな
ります。

9
ドイツに入国するために
ビザが必要ですか？

www.japan.diplo.de
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ドイツは、国際的にみても治安のよい国の1つであり、犯罪を過
度に心配する理由はありません。ドイツでは、特別な安全対策を
講じなくとも自由に行動することができます。これは大都市でも
地方でも、昼でも夜でも同じです。

警察は信頼できますし、間違いなく助けてくれます。ドイツのどの
電話機からでも、110番にかければ無料で警察に連絡できます。

ドイツには日本大使館と総領事館が置かれていますので、問題が
生じた場合は、現地で日本人職員に問い合わせることができます。

さらに、個人の安全全般に関する様々な疑問があったり、何かし
らの問題が生じたりした場合は、いつでも大学の留学生課
（Akademisches AuslandsamtやInternational Officeなどと呼ば
れます）に相談することができます。

10
ドイツの治安はどうですか？
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ドイツの医療は非常に優れています。高度な専門知識を持った
医師の緻密なネットワークをもつドイツの保健制度は、世界でも
最高レベルとみなされています。ですから、万が一医療処置を必
要とする事態になった場合、ドイツでは、他のどの国にもまず見
られないような手厚いケアを受けられます。

ドイツに留学を希望する方は、医療保険に加入していなければ
なりません。ドイツに向けて出発する前に、保険を利用できるか
どうかを確認しておくことが重要です。自国で加入している医療
保険がドイツでも適用されるようになっている場合もあります。
たとえば欧州健康保険カード（EHIC）の所持者は、ドイツでも
保険が適用されます。自国の保険が適用されない場合はドイツ
で保険に加入しなければなりません。公的医療保険組合では、
加入すると月に約85ユーロかかります。

留学生課は、医療保険の全般について何か問題があれば喜ん
で手助けしてくれますし、提案や助言もしてくれます。たいてい
の場合、大学の近くに公的医療保険組合の事務所もあります。
ですから、こうした保険は短時間で簡単に契約することができ
ます。

医療保険が利用できればドイツで医者に行くことができます。
緊急の場合は、病院の救急サービスと緊急入院があります。こ
の場合も、被保険者への必要処置は無料です。112番（無料）に
かければ、昼夜を問わず、救急医や救急車を呼ぶことができま
す。

役に立つ知識：ドイツでは、医薬品は薬局でしか手に入りません。
ドイツの薬事法は厳格です。抗生物質などの医薬品を処方箋な
しで入手できる国もありますが、ドイツでは医師の処方がなけれ
ば入手できません。

11
医療のレベルは高いですか？

留学生はひとりぼっちではなく、大学での授業やイベントの情報
など大学生活のあらゆる面でサポートを受けられます。どの大学
にも、外国人留学生を担当する留学生課が設けられています。
留学生課はまた、具体的な留学準備をする際の適切な相談窓口
になります。留学生課では、個々の学科や入学許可の条件のほ
か、入学準備、語学試験、インターンシップ、学資、具体的な履
修プランなどに関する情報を提供しています。さらに、留学生課
は、ドイツ到着後のサポートも行っています。留学生がドイツに
到着すると、必要な情報の一切を留学生課が提供してくれます。

ドイツのいくつかの大学では、いわゆるメンター・プログラムという
制度を設けています。このプログラムでは、経験豊かなドイツの学
生が、外国人留学生の個人的な相談相手になってくれます。この
学生は、役所に出向く際や日常生活における問題、大学での勉強
で困ったときなどに手助けをしてくれます。ドイツの多くの大学で
は学生互助会もサポートを行っています。学生互助会の多くは、
外国人留学生に対して「サービス・パック」を提供しています。その
サービスには、医療保険のほか、寮の部屋や食事券も含まれてお
り、ドイツで新生活をスタートしやすくなっています。

各大学には、学生自治会、学部学生会やキャンパス・グループが
あります。これらの団体は、大学での勉強や日常生活全般に関
する問題が生じたときに適切な相談相手になってくれます。こう
した団体が新入生向けのガイダンスを企画・運営することもしば
しばあります。また、専門分野における疑問点については、指導
教官が面談時間内に相談に応じてくれます。

しかし、ドイツの大学では学生にある程度の自立が要求される
ことを理解しておくことが重要です。学生は、自分の学習プロセス
に対して十分に自己責任を負うことができるようでなければなり
ません。つまり、サポートはたくさん提供されますが、学生はそれ
を自主的に探し出して活用しなければなりません。

12
ドイツでどのようなサポートを
受けられるのでしょうか？
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ドイツでは、学生は学生寮か民間のアパート等で生活しています。

他の国とは異なり、ドイツの大学の学生には住む部屋が自動的
に提供されるわけではありません。ドイツでは大学付属の施設
が同一敷地内にある大学は非常にわずかであり、通常は大学構
内に寮はありません。しかし、どの大学町にも学生寮があります。
学生寮は、多くの場合、住居を探す上で最も安価な選択肢です
が、空きを見つけるには部屋探しを早めに開始しなければなり
ません。

他の選択肢として民間のアパート等があります。何もないがらん
とした部屋から家具付き住居に至るまで、民間市場にはありと
あらゆる物件が提供されています。学生に特に人気があるのは
フラットシェア（WG）です。フラットシェアでは、複数の人が1軒
の住居で共同生活をします。居住者は各自自分の部屋を持てま
すが、キッチンとバスルームは共有です。フラットシェアのメリッ
トは生活費を比較的抑えられることです。しかも、フラットシェ
アならすぐに知り合いができますから、共同生活はドイツ語を学
ぶ非常によい機会になります。

住居探しに役立つ情報は、大学の留学生課で入手することがで
きます。

13
どんなところに住むことに
なるのでしょうか？
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ドイツに留学中のお子さんを訪ねてみたくなるかもしれません。
ドイツには見るべきものがたくさんありますので、それは非常に
よい考えです。

ドイツの景観は非常に変化に富んでおり魅力にあふれています。
北部には、広大な砂丘のつらなる一連の島と原野や湿原のある
風景が広がっています。密生した混交林や中世の城は、中級山
岳地帯の渓谷を縁取っており、これらはかつてドイツ・ロマン派
の支持者らに熱愛されていました。また南部には、山間に澄ん
だ湖のあるアルプス山脈がそびえています。

訪問する価値があるのは、ベルリンやハンブルク、ミュンヘンの
ような大都会だけではありません。小さい町でも大都市でも、
展示会、コンサート、芸術祭、興行、フェスティバル、見本市、ス
ポーツ大会など、様々な文化イベントが頻繁に開催されていま
す。  

忘れてはならないのがお祭りです。ドイツでは、ライン地方の
カーニバルやプファルツ地方のワイン祭り、ミュンヘンのオクトー
バーフェストなど、1年を通じて各地でお祭りが開催されている
ため、来訪者は特に貴重な体験をすることができます。

またドイツは、ザウアーブラーテン、アイスバイン、シュヴァインス
ハクセといったボリュームたっぷりの伝統料理と注ぎたてのビール
から、一流シェフが生み出す軽くてクリエイティブな料理と厳選
されたワインに至るまで、グルメという点でも多種多様な姿を見
せています。そしてもちろん、ドイツのいたるところで様々な郷土
料理のレストランを見つけることもできます。

ドイツの交通網は非常によく整備されているため、自動車、鉄道、
飛行機のいずれの交通手段を用いても快適な旅行を楽しめます。

またドイツは欧州の中心に位置するため、他の欧州諸国を訪ねる
には理想的な起点となります。どうぞご自分の目でそれを確かめ
にいらしてください。

14
ドイツを旅行するとしたらどのような
見どころがありますか？

丸山みどり（右）、丸山亜由美（左）
丸山亜由美氏は医療系の大学を卒業後、外資系製薬会社での勤務を経て武蔵
野美術大学に入学。Köln International School of Design（KISD）で交換
留学生としてグラフィックデザインを学ぶ。現在は自身の会社を立ち上げ、ヘル
スケアに関連したデザインを制作している。

勇気と自信 
ドイツでの1年間の留学生活を送って帰ってきた娘は勇気と自信にあふ

れていました。ケルンの大学にデザイン留学する前、娘は自分の将来に

ついて悩んでいました。でも、ドイツには娘と同じように数年間仕事をし

た後に全く違う分野で学ぶために留学してきた世界中の仲間がたくさん

いたのです。娘は自分の決断は間違っていなかったと確信しました。

デザインの歴史についてもっと学びたいと考えていた娘は、デザインの

豊かな伝統があるドイツを留学先に選びました。私たちは毎週スカイプ

で話していました。娘の目はいつも喜びと興奮で輝いていました。帰国

後、娘はヘルスケアとデザインを融合させた新しい作品に大きな熱意を

もって取り組んでいます。彼女は自分のやりたい仕事を見つけたのです。



ドイツ留学に関しては次のところで相談することができます。

■ ドイツ学術交流会（DAAD）東京事務所（パンフレットも配布
しています）

■ ボンのDAADを通じて日本の大学に派遣されているドイツ人
教員

■ ドイツ文化センター（東京、大阪、京都）
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ドイツの大学都市15
この冊子に記載されている以外の
情報はどこで入手できますか？ 
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インターネットでも情報を入手することができます

ドイツ留学に関する全体的な
情報

3 www.daad.jp
（DAAD東京事務所）

3 www.study-in.de

3 www.daad.de/deutschland

ドイツの大学で提供されている
課程を探す

3 www.daad.de/
international-programmes

3 www.hochschulkompass.de

3 www.universityranking.de

3 www.studienwahl.de

ビザについて

3 www.japan.diplo.de
 ドイツ連邦共和国大使館・
総領事館

奨学金

3 www.daad.jp
 （DAAD東京事務所）

3 www.funding-guide.de

ドイツ語学習について

3 www.goethe.de/ins/jp/ja/
index.html

 東京ドイツ文化センター
 （東京、横浜、大阪、京都）

3 www.deutsch-uni.com

3 www.dw.de

3 www.testdaf.de

3 www.summerschools.de
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