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専門大学（Fachhochschule）や応用科学大学（Hochschule für 
angewandte Wissenschaften）と呼ばれる大学は、ドイツの高等
教育システムにおいて総合大学や芸術系の大学と並んで重要な
位置を占めています（英語ではいずれもUniversity of Applied 
Sciences。以下、UASと略）。プロフェッショナルな人材の育成に
重点を置くUASの大学教育は実践的かつ応用的であり、地域企
業の成功に大きく貢献しています。

ドイツ経済において重要な役割を果たしている中小企業もます
ます国際化を図っており、語学力と異文化に対する理解を身に
つけ、実践的な大学教育を受けた国際的な人材はそのような企
業からも強く求められています。そのため就職を考える外国人学
生にとってUASで学ぶことは大きなチャンスとなります。UASの
卒業生には、キャリアの成功を目指すための幅広い可能性が開
かれています。

このパンフレットは、ドイツのUASの概要を外国人学生向けに紹
介するものです。

序  文
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最初のUASは「専門大学」として約50年前に設立されました。応
用研究と教育に重点を置き、今や200を越えるUASは、基礎研究
に重点を置く総合大学と共に、ドイツの大学教育及び研究にお
いて重要な役割を果たしています。実践志向の勉強をしたいと考
える学生にはUASが向いているでしょう。明確な方向性、優れた
教育条件、学生へのアドバイスの充実など、UASは外国人学生に
とっても魅力的な選択肢となっています。

教育の質が高く、実務を重視し、応用指向の研究開発に定評があ
るUASは、ドイツ企業のイノベーションパワーに貢献しています。
科学技術の移転に力を入れており、グローバルに展開する地域の
企業と密接に協力していることも、UASが大学教育における成功
モデルとなっている要因の一つです。

UAS で学ぶ学生の数は現在100万人以上を数え、その数は年々
増加する傾向にあります。また、外国人学生の間でも人気が高ま
っており、現在、75,000人以上の外国人学生がドイツのUASに在
籍しています。UASでの勉強の内容は、労働市場の実際の需要に
よく対応しており、また、実習学期や実際の職場でのインターンシ
ップもあるため、卒業生は即戦力として活躍することができます。

UASでの勉強の有利点としては、学生と教授の数のバランスがと
ても良いことも挙げられます。少人数での授業、最新の教授法と
学習法が用いられます。UASの教授は、通常、数年間の実務経験
を有しています。そのため学生は、教授から実践的な知識や実務
的なコネクションを得ることができます。

UASには基本的に、国立大学、私立大学、教会立大学、デュアル
大学というの４つのタイプがあります。

UASの特徴
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教職課程、医学、法学、神学は総合大学でのみ学べますが、それ
以外の分野は原則的にUASでも学ぶことができます。医学工学な
ど、これらの分野に直接関連する科目は UAS でも学ぶことがで
きます。多くのUASで幅広い分野を勉強することができます。

UASで特に多いのは、技術、工学、ビジネスに関連する分野の課
程です。複数の国で勉強する課程や２国間の協力により設立され
た大学など、世界各国でドイツのUASモデルに基づいたプログラ
ムが作られています。

ドイツの多くの都市で、UASは地元企業と直接的に協力し、応用
研究を行い、知識移転及び技術移転を積極的に行っています。
その分野としては特に、自動車産業とそのサプライヤー、再生可
能エネルギーの分野などが挙げられます。これらの産業は世界
の多くの地域に生産拠点を持つ輸出志向の産業であり、優れた
語学力と異文化コミュニケーション力を持つ専門的な人材を常に
求めています。そのため、出身国の事情に精通し、出身国の言語
に堪能な外国人学生に対する需要は特に高くなっています。その
結果、UAS卒業後にドイツや世界の他の地域で就職先を見つける
可能性が非常に高くなります。

UASでの専攻
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近年、UASの人気はますます高くなっています。今日、ドイツ
では初めて大学教育を受ける学生の�0％がUASに入学して
おり、学生数はすでに100万人を越えています。

これには理由があります。UASでの勉強は実践的な応用に
重点が置かれているのが特徴です。さらに、UASの学生は通
常、総合大学の学生より頻繁に教授から個人的な指導を受
けることができます。特に外国人学生にとってはUASのこの
ような点も魅力的です。

UASの学士号と修士号は、総合大学が授与する学位と同等
のものです。さらに、近年では博士号取得が可能なUASも増
えています。企業が特にUASの卒業生を採用したいと考えて
いるのは、UASの卒業生はその仕事をするための最適な準
備ができているからだと言えます。

ドイツの応用科学大学／専門大学は
外国人学生にとって大きなチャンス

カリム・カザール教授：
フルダ応用科学大学学長、ドイツ学長会
議（HRK）副会長、HRKの専門大学グ
ループのスポークスパーソン

»
UASのほとんどの学士課程には必修の実習学期が含まれており、
学生は在学中に実際の職場で職業経験を積むことができます。早
くから将来進むかもしれない職業分野と仕事の流れを学ぶこと
ができ、自身の進む方向を考えることに役立ちます。

学士課程は通常、実習学期を含めて６～８学期（３～４年）で
す。修士課程では必修の実習学期はありません。それにもかかわ
らず、多くの学生が職場の実践的な側面をよく知るために企業に
おいて修士論文を書くことを選択しています。修士課程は多くの
場合通常４学期（２年）です。卒業後、実習を受けた企業に就職
する学生も多いです。

UAS の実習学期と卒業にかかる年数

3
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DAADのウェブサイトに掲載されているドイツの大学のデータベ
ース International Programmes in Germany（www.daad.de/

international-programmes）には 特に外国人学生のニーズに合
わせた、主に英語で学べる課程が選ばれて掲載されています。
大学の種類や専攻などから大学や準備コースを検索することも
できます。

ドイツにはおよそ�00の大学がありますが、そのすべての課程は、
ドイツ学長会議（HRK）が運営する Hochschulkompass（www.

daad.de/hochschulkompass）というデータベースで調べることが
できます。UAS も200以上あり、どのUASで何が学べるかもここで
調べることができます。

大学のランキング情報としては、�00以上の大学の、�,700以上の
課程について専攻別にランキング付けされたCHEランキングが
公開されています（www.universityranking.de）。CHEランキン
グは、約12万人の学生と約�,000人の教授の評価に基づいてい
ます。

候補の大学をいくつかに絞り、それぞれのUASに早めにコンタク
トすることをお勧めします。

自分に合うUASの探し方と
入学条件

大学入学資格・条件

UASで学ぶ場合もドイツの大学入学資格が求められます。外国人
学生は、それまで受けた学校教育や大学教育、及び教育を受けた
国に応じて、大学入学資格の有無及び種類が決められています。
大学入学資格があるが専攻が限定される（direct, subject specific 
university entrance qualification）場合；専攻が限定されない大
学入学資格がある（direct, general university entrance qualifica-
tion）場合；Studienkolleg（大学入学準備過程）に入学して１年間
専攻別の勉強をし、その専攻のFeststellungsprüfung（大学入学
資格試験）に合格することで大学入学資格が得られる（indirect 
university entrance qualification）場合；大学入学資格がない場
合、があります。これら 大学入学資格に関する条件は、DAADの大
学入学資格データベース（www.daad.de/zulassungsdatenbank）
で調べることができます。

また、課程によっては、出願の際に特定の職業経験の証明が求め
られることもあります。留学希望のUASの課程の個々の出願条件
をそれぞれのUASで確認してください。

外国人学生の最初の問い合わせ窓口となるのは、大学のインター
ナショナル・オフィス（留学生課）です。出願条件、課程について、
大学での勉強計画、ドイツでの生活に関して相談することができ
ます。

母国ですでに学士号を取得した後にドイツの大学のMaster課程
で学ぶ場合、一般的に、ドイツの大学のBachelor課程へ入学する
場合と比較してそれほど複雑ではありません。UASでは英語で学
べるMaster課程やモジュールが多数提供されています。

4
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なぜUASで教えようと思ったのですか？

バイオニクスは非常に学際的な研究分野であり、産業界と多
くの接点があります。私の研究プロジェクトを産業界の潜在
的なパートナーに迅速に紹介するには、ブレーメン応用科学
大学（HSB）のようなUASは非常に良い環境を提供してくれ
ます。HSBでは、教授として早くから研究における独立性と
自分で計画できる権限を得られました。

ブレーメン応用科学大学では、研究はどのような役割を果た
しているのでしょうか？

ブレーメン応用科学大学の特にバイオニクス・イノベーショ
ンセンター（B-I-C）では、研究が中心的な役割を果たして
います。基礎研究がなければ有益な応用研究も開発もでき
ません。私たちはこの基礎研究と応用研究開発を結びつけ、
国内外の有名な研究機関や大学と協力し、その成果を権威
ある学術誌に発表しています。

学生にとってのUASのメリットは何だと思いますか？

まず、UASの授業は比較的少人数のところが多いです。その
ため、学生はより良いサポートを受けることができ、また、早
い段階で教授と直接接触することができます。実践を重視
した教育は抽象的ではなく、将来の専門分野との直接的な
接点が明らかになります。

基礎研究と応用研究開発を
結びつける

ヤン・ヘニング・ディルク教授：
ケンブリッジ大学で博士号を取得。現
在はブレーメン応用科学大学（HSB）
で生物構造とバイオニクスを教える。

»
ドイツの UAS では、英語で学べるモジュールが年々増えていま
す。また、UASの�,000以上の課程のうち、英語で学べる課程は 
500以上にのぼります。授業言語がドイツ語である課程で学ぶ場
合、国外のドイチェシューレでアビトゥアを取得した方は、ドイツ語
の試験を受ける必要はありません。

ドイツの大学で勉強するためには語学力は非常に重要であるた
め、外国人学生は出願の際に十分なドイツ語力があることを証明
しなければなりません。公式のドイツ語検定試験に合格しないと
入学許可が下りないこともあります。そのためのドイツ語検定試
験であるTestDaFは、世界のほぼ100カ国で受験することができ
ます。また、ドイツの大学ではDSHというドイツ語試験を実施し
ています。TestDaF も DSH も複数の部分で構成されており、読
解力、リスニング力、コミュニケーション力がテストされます。ま
た、Goethe-Zertifikat C2もほとんどの大学で認められています。

特に外国人学生を対象としたインテンシブな語学コースが数多く
設けられており、DAAD のデータベースwww.summerschools.de

で検索することができます。

いずれにしても、留学希望の課程で勉強するために必要な語学要
件について、それぞれのUASのサイトで調べ、疑問点は問い合わ
せることをお勧めします。

語学力を磨いておくことは、外国で快適に過ごし、日常生活をス
ムースに送り、人とつながるためにとても役立ちます。このこと
は、他の国と同様にドイツでも同じです。

必要なドイツ語力

5
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私はアルバニア北部のシュコドラ出身で、そこで経営学の学
士号を取得しました。卒業後はアルバニアの首都ティラナの
アルバニア銀行で最初の職業経験を積みました。

私はいつも外国で勉強して国際的な職業経験を積みたい
と思っていました。エスリンゲン大学の国際産業経営学の
MBA課程はデュアル・マスター課程であり、私の目的にぴ
ったりでした。カリキュラムはとても魅力的でした。授業言
語が英語であることは、外国人学生にとって大きな有利点
です。私が一番気に入ったのは、３セメスター目において企
業で修士論文を完成させなければならなかったことです。

同じマスター課程の同級生は皆、Festo、Bosch、Audi、 
Daimler、Volkswagenといった有名企業で受け入れ先を見
つけました。私自身もTeamViewer社のリスク管理部門で受
け入れられ、そこで働き始めました。そこでフルタイムで修士
論文を書きながら、お給料ももらえました。

エスリンゲン大学での勉強は簡単なものではありませんでし
た。しかし、何よりも良かったのは、卒業後も引き続きTeam-
Viewerで働くという正式なオファーを頂けたことです。将来
のキャリアの見通しは非常に明るいです。

将来のキャリアの見通しは明るい

ユリンダ・ソコリ：
ドイツのソフトウェア会社TeamViewer
で働きながらエスリンゲン応用科学大
学で国際産業経営学のMBAを取得。
修士課程修了前に同社で正社員とし
て働くことが決定。

»

EU法・政治、そして異文化コミュニケーションを学ぶ私にと
って、ドイツは理想的な留学先だと実感しています。

この多様性豊かな国で、多文化共生に関する新しい視点を
いくつも習得しました。またEUに関する多くの文献や元EU
職員の方の授業等を通して、内側からEUという組織につい
て学べていると感じます。さらに、鋭い批判的思考力を持つ
ドイツ人学生からは日々刺激を貰っています。

授業や課題をこなすのは決して容易ではありませんが、ふと
立ち止まって振り返ってみた時に、短期間で自分でも驚くほ
どドイツ語が上達していた事に気付きました。修士課程を通
して、将来のキャリアに対する熱意や人生に対する希望を語
り合える友人に出会えた事も非常に大きな収穫です。

ドイツでの学びを最大限に生かして、卒業後は日独・日欧関
係の更なる発展に貢献したいと考えています。

ドイツ留学ー無限大の学びの可能性

本島千明：
日本の大学を卒業後、社会人経験を
経て渡独。語学学校でドイツ語を勉強
し、フルダ応用科学大学のプレスタデ
イプログラムでさらに勉強してC2を取
得。現在フルダ大学修士課程Intercul-
tural Communication and European 
Studies (ICEUS)に在学中。

»
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ドイツのほとんどの大学は連邦政府の補助金を受けています。国
立大学では通常、Bachelor課程とほとんどの Master 課程の授業
料は無料です。しかし、一部のMaster課程では授業料が課される
ことがありますが、他の国と比較すると特別に高いわけではあり
ません。私立大学で学ぶ場合は、授業料が高くなる可能性があ
ります。

ただし、バーデン＝ヴュルテンベルク州の国立大学では2017/1� 
年の冬学期からEU以外の外国人学生については１学期あた
り1,500ユーロの授業料が徴収されています（Bachelor、Mas-
ter、Diplom、国家試験課程）。博士論文執筆中の方は、この授業
料の支払いは免除されます。大学で学ぶには、授業料がかかる可
能性に加えて、生活費や健康保険料なども考慮する必要がありま
す。さらに、学生全員が支払う学期共済費もあります。この費用に
は通常、地元の公共交通機関を無料で利用できるセメスターチケ
ットが含まれています。

ドイツの生活費は、ヨーロッパの平均よりも若干高くなっていま
す。ドイツの学生の生活費は月額約�50ユーロですが、これはあ
くまでも参考にとどめておいてください。実際に毎月必要とする
金額は、住む都市によっても異なります。通常、大都市は小都市
よりも物価が高くなります。また、学生寮やアパートなど、住むとこ
ろやライフスタイルによっても生活費は大きく異なります。

UASにかかる費用

外国人学生は、ドイツの大学で学ぶ費用を自分で用意できること
を証明するために、滞在費用の証明（Finanzierungsnachweis / 
proof of financial resources）を提出する必要があります。この額
は現在のところ１年あたり10,��2ユーロとなっています。詳細につ
いては在日本ドイツ連邦共和国大使館・総領事館のウェブサイト
（ ）でご確認ください。

留学中、大学が募集する学生アルバイトや学外でのアルバイトを
することも可能です。欧州連合（EU）、アイスランド、リヒテンシュ
タイン、ノルウェー、スイス出身の学生は、ドイツで自由に働くこ
とができ、基本的にドイツ人学生と同様に扱われます。それ以外
の国の出身の外国人学生は、年間120日（全日）または2�0日（半
日）だけ働くことができます。厳しい規則があるため、詳細は各大
学のInternational Officeにご相談ください。 

6

18     19

japan.diplo.de

https://japan.diplo.de/
https://japan.diplo.de/


ドイツの大学で学ぶ外国人学生向けの奨学金や支援制度が数多
くあり、その多くはUASも対象になっています。DAAD奨学金デー
タベース（www.funding-guide.de）では、出身国や地域または専
攻に応じて奨学金を検索することができます。さらに、国別の協
力制度や、学生及び研究者のための二国間交流プログラムを探
すこともできます。世界各国に設けられたDAAD在外事務所やイ
ンフォメーションセンターでは、奨学金について相談することが
できます。DAAD東京事務所（www.daad.jp）の「日本から応募
可能な奨学金」のページ、日本学生支援機構（JASSO）の海外留
学奨学金検索サイト（ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/）も参照
してください。

UASの中には独自の奨学金を提供しているところもあります。留
学希望のUASにそのような奨学金がないかどうか相談してみてく
ださい。

奨学金

7

小さい頃から建築や建築にとても興味があり、メキシコの大
学で建築学の学士号を取得しました。ドイツに対しても、幼
い頃から、何事も正確かつ丁寧に行われる国として興味を持
っていました。そのため1�歳の時からメキシコでドイツ語を
勉強し始めました。

DAADのことはその数年後に友人が教えてくれました。幸運
なことにドイツとメキシコの大学のダブルディグリープログラ
ムである環境・資源管理の Master 課程に入学でき、さらに、
開発途上国及び新興国の学生を対象としたEPOSプログラム
を通じてDAADの奨学金を受給することができました。

ドイツ側の大学であるケルン応用科学大学での勉強中は、
中南米やアフリカも含め世界各国の学生と出会いました。と
ても刺激的な経験でした。

現在、私はメキシコで、メキシコにおける非常に大きな建築
関連の公共機関の一つであるインフォナビット向けに環境に
優しい建築システムを提供する会社で働いています。私はそ
こで品質管理者として建築現場で法律のコンプライアンスを
監視する仕事をしています。

ドイツに興味

アリシア・アナヒ（28）：
母 国 の メキ シコ で 建 築 を 学 ん だ
後、DAADの奨学金を利用してドイツで
環境と資源管理の修士号を取得。

»
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デュアル・スタディ・プログラムは、UASでの勉強と、企業における
実習とが組み合わされている特別な課程です。学生は大学では大
学の勉強をし、企業では職場で実習を行います。この課程で学ぶ
には、学生は自身で企業との間で契約を結ぶ必要があります。企
業で働きますので給与が支払われます。つまり、大学生であると
同時にその企業の従業員でもあることになります。デュアル・スタ
ディ・プログラムの修了後にその企業で長く働く人も少なくありま
せん。デュアル・スタディ・プログラムは大きなチャンスではありま
すが、やり抜く力と粘り強さも求められます。企業における実習
については注意深く計画し、大学のカリキュラムと適合させる必
要があります。ほとんどの職場ではドイツ語が使われるため、デ
ュアル・スタディ・プログラムに出願するには優れたドイツ語力が
必要です。

労働許可を得るための法的な条件は、外国人学生の出身国など
により異なりますので大学によくご相談ください。Ausbildung-
Plusというデータベースでは、デュアル・スタディ・プログラムやさ
らなる資格取得のためのプログラムを提供している大学及び協力
企業を探すことができます。詳細はwww.bibb.de/ausbildung-

plus/de/dualesstudium.phpをご覧ください。

デュアル・スタディ・プログラム
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外国人学生がドイツのUASで学ぶメリットはどのようなとこ
ろにあるとお考えですか？

UASの卒業生は、労働市場における大きなチャンスを手にし
ます。UASの卒業生は総合大学の卒業生と比較して、平均的
に初任給が高く、正社員として働き始められることが多いと
いう調査結果があります。UASとして私たちは、科学的な専
門知識と革新的な教育を提供すると同時に、学生に対する
優れたサポート体制、国際的なパートナーシップ、地域の企
業や社会との緊密な関係を保っています。外国人学生も入学
したその日からこのように実践的に学ぶことができます。もう
一つの非常に重要な点は、ドイツの国立大学では、最初の学
位課程には授業料がかからないことです。

UASでの優れた大学教育とはどのようなものだと思われま
すか？

私の考えでは、良い大学教育とは、時代に合わせた実践的
な教育内容であること、大学教員や研究者との活発な交流
があること、社会的な関連性のある問題に取り組むことだと
思います。それに加えて優れたサポート体制、最新の教育・
学修環境、そして産業界や社会への知識の移転も同様に重
要です。

労働市場での大きなチャンス

アンネ・レクイ教授：
2014年からマグデブルク・ステンダル
応用科学大学の学長を務める。2006
年にフランス語の専門コミュニケーシ
ョン（翻訳）教授として同大学でのキャ
リアをスタートさせる。 2010 - 2014年
まで教学担当副学長を務める。

»
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多くのUASは外国のパートナーと密接に協力しており、国際化対
策に積極的に投資しています。その目的は、ドイツ人学生であれ外
国人学生であれ、学生が異文化コミュニケーション能力と語学力
が強く求めらるグローバルな労働市場の需要に対応できるように
するためです。そのため多くのUASは国際志向のコースを用意し、
外国のパートナーと国際的な協力を行っています。

外国人学生のニーズに応えるために、多くのUASでオリエンテー 
ションコース、相談相手となる先輩学生を紹介するバディプログラ
ムやアドバイスサービスが用意されています。

UASにおける外国人学生向けの
サービス

UASの卒業生は、労働市場のニーズに焦点を当てた実践的な大
学教育を受けているため、ドイツ国内はもちろん、世界中で就職
するチャンスを得ることができます。実習学期やインターンシップ
を通じて在学中から将来の雇用者との接点を持てることがよくあ
ります。また、大学も協力して開催されるキャリアフェアで企業に
コンタクトできることも少なくありません。

ボローニャ改革以降、UASの学士号および修士号は、総合大学
が授与する学位と同等のものとして認められています。その結
果、UASで修士課程を修了した学生は、通常、総合大学で博士
号を取得することが可能です。また、博士号を授与できるUASも
増えてきています。

UAS卒業後のキャリア

9 10
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なぜドイツのUASで勉強したのですか？

UASでの大学教育は非常に実践的で授業も少人数制でした
ので、学生は仲間の学生や教授と密接に交流することができ
ます。私の大学は地元の企業とも提携しているので、大学の
外で実際のプロジェクトに取り組む機会を得ることができま
した。このように早い段階で実践経験が得られることは、後
に就職活動をする際に特に役立ちました。

UASでの勉強は期待通りでしたか？

はい、とても。特に、ベルリンの地元のスタートアップ企業
や、ドイツテレコムのようなドイツの有名企業でプロジェクト
に参加できたことは非常に有難かったです。仕事の種類や範
囲を自分たちで決めることができ、教授のサポートを受けな
がら、それを進めることができました。

アメリカの企業はあなたの学位を認めてくれましたか？

私の印象では、ドイツの大学は教育の質が高いため、そこで
得た学位の評判はとても良いと思います。ドイツの大学の学
位はアメリカの雇用者に高く評価されていると思います。私
が取得したドイツの学位は、アメリカで問題なく正式に認め
られました。そのため卒業後に仕事を見つけるのも簡単で
した。

UAS卒業は米国でも高い評価

カルヴィン・シュー：
ベルリン経済法律大学でビジネスイン
テリジェンスとプロセスマネジメントを
学ぶ。現在はニューヨークのTAOグル
ープでシステムアドミニストレータとし
て働く。

»
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ドイツの応用科学大学／専門大学

DAADのウェブサイトでは、外国人学生向けの幅広い情報をドイ
ツ語と英語で提供しており、大学、課程、入学要件に関する詳細
な情報を得ることができます。また、ドイツの大学での勉強や生
活に関する役立ち情報や注意点なども提供しています。ドイツ留
学に関する情報は以下のところでも提供されています。

•  DAADの在外事務所（DAAD東京事務所など）やインフォ
メーションセンター（IC）（www.daad.de/local）

•  DAADから世界各地の大学に派遣されているドイツ語教員
及び大学講師

• ゲーテ・インスティトゥート
•  各国のドイツ大使館・領事館

留学希望の課程やUASが決まったら、できるだけ早くそれぞれの
大学にコンタクトして、その後のステップを計画することをお勧め
します。ドイツ留学を準備するにはかなりの時間がかかります。

その際の相談先は各UASのインターナショナル・オフィス（留学生
課）になります。

さらに詳しい情報

ドイツの大学への留学に関する 
一般情報

  www.daad.de/en/study-and-
research-in-germany/

 www.study-in-germany.de

大学で学べる課程について
  

  
  www.universityranking.de
  www.studienwahl.de

ビザ
 japan.diplo.de

 （ドイツ連邦共和国大使館・総領事館）
 www.auswaertiges-amt.de

奨学金
 

 www.funding-guide.de

ドイツ語学習
 www.daad.jp/ja/study-in- 
germany/learning-german/

 www.goethe.de
 www.deutsch-uni.com
 www.dw.de
 www.testdaf.de
  www.summerschools.de

さらなる情報を調べるためのサイト
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www.hochschulkompass.de

www.daad.de/internation-
al-programmes

www.daad.jp/ja/find-funding/
scholarships-for-stu-
dents-and-graduates-from-japan/
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